
ライブ配信
2020年4⽉24⽇
⽇本時間16.00 – 17.30 

NRW Japan Fireplace WebTalk
“新型コロナ下の物流 – 日本、ドイツ、欧州の経済や物流・SCMの現況と今後”



16.00 - 16.10 開会・挨拶・ 説明 （株）NRWジャパン 代表取締役社長
ゲオルグ・ロエル （ Georg Löer ）

16.10 - 16.30 プレゼンテーション 東京理科大学経営学部教授（上智大学名誉教授）
荒木 勉 （ Prof. Tsutomu Araki )

16.30 - 16.35 Q&A セッション

16.35 - 16.55 プレゼンテーション 富士通株式会社 チーフポリシーエコノミスト
マルティン・シュルツ（ Dr. Martin Schulz ）

16.55 - 17.00 Q&A セッション

17.00 - 17.30 炉端会議 オープン・ディスカッション

17.30 終了

本日のアジェンダ



Zoom画面下：
Q＆Aの際に質問を記入できます

Zoom画面右下：
後半のオープン・ディスカッションの際に発言できます

Zoom画面下：
技術的な不具合の際のご連絡のみにご使用ください

ZOOM機能の説明

この ZOOM ミーティングルームは16:10にロックされます

このミーティングルームは On-the-Recordです



NRW州: EU域内日本企業の最善のビジネス拠点

NRW: ドイツNo.1

⼈⼝ 17.9mn
GDP 691.5bn EUR

FDI 179.3bn EUR

⽇本企業のビジネスハブ

邦⼈数 14,800
会社数/従業員 > 650 / 52.000

インフラ 総領事館 / 学校
4



NRW州における国内外トップ企業ドイツでGDP, FDIと人口でNo.1

ドイツNRW州: EU域内日本企業の最善のビジネス拠点



ドイツNRW州を選択する10の理由

ロジスティクス専門
能力は世界的ランク

世界トップクラスの
研究開発

未来を見据えた
デジタル立地拠点

日本企業の
欧州における
ビジネスハブNO.1

ドイツの
中核産業地域

世界リーダーが
本拠地を置く地域

ドイツの
投資拠点No.1

最高の交通インフラを

備えたヨーロッパの
ゲートウェイ

ヨーロッパ中央に位置
するダイナミックな
経済拠点

02.01. 03. 04. 05.

09.08.07.06.

日独外交関係
160周年
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NRW JAPAN K.K. の紹介

ミッション：

n NRW州への企業の誘致活動

事業内容：

n 現地法人、研究・開発、生産拠点等
の設立に関するコンサルティング

n 政府関連諸機関、地方自治体、
大学・研究機関、企業などのご紹介

n 国内見本市・産業展への出展

n 重点産業テーマにもフォーカス

n セミナーと「炉端会議」の開催



NRW JAPAN K.K.:日本企業のドイツ進出をサポート

政府機関

税務・会計事務所

日本のお客様

法律事務所

専門協会 現地ユーザー 大学・研究機関

認証機関 NRW Japan K.K.

ファイナンサー ロジスティクス関連企業

スタートアップ機関

保険会社

地域経済振興公社NRW.INVEST GmbH



NRW州とドイツにおける新型コロナウイルス感染と対応の経緯

ドイツで初の
感染者確認

1月27日

独政府による
新型コロナウイ
ルス感染症対
策チーム結成

ドイツ入国規制・
国境を封鎖

3月15日

独政府による
国内全州での
感染症対策プ
ラン策定指示

2月24日

NRW州で初の
感染者確認

2月25日

大学、学校、幼稚
園、保育所の閉鎖

バーや美術館等の
遊興施設の閉鎖

3月16日

接触制限（3人
以上の会合禁

止）およびロック
ダウンの実施

3月22日

学校や一部店
舗の営業再開な
ど、制限措置を

緩和

4月20日

NRW州で初の
感染による死者

確認

3月9日

スポーツジム、
プール、サウナ

の閉鎖

3月17日

ドイツの新型コロ
ナウイルス感染
症の1患者から

の感染が0.7人に
低下

4月16日



3月13日 ・ 州政府による学校・幼稚園の休校・休園決定（4月19日まで）
・ 州内の大学の夏学期の開始時期を4月19日以降に延長
・ 公的な文化施設（劇場・博物館）などは4月19日まで休館
・ 病院・高齢者介護施設などへの面会の自粛要請

3月15日 ・ 州内の全ての遊興施設（バー、美術館等）の閉鎖

・ スポーツ施設の閉鎖（17日から実施）
・ ショッピングモール等一部商業施設の営業を制限

・ 食料品・日用品の供給は従来通り継続

3月22日 ・ 連邦・州政府決定により、最低2週間の3人以上の会合の禁止
・ レストラン等飲食店の閉鎖

3月23日 ・ ドイツ連邦政府は小規模企業を対象に補助金の拠出を決定

（従業員5人までの企業にEUR 9K、10人までの企業にEUR15K）
3月25日 ・ NRW州政府は従業員数10ー50人の企業を対象にEUR25Kの

補助金拠出を決定

COVID-19: ドイツとNRW州の状況・対応



4月15日 連邦およびNRW州による新たな行動規範発表
・ 州内ギムナジウム卒業年次の生徒（日本の高校3年に相当）の学校再開は4月20日

→NRW州の決定
・ 多くの大学は4月20日から、学校は5月4日から段階的に再開 →ドイツ連邦の決定
・ 保育所・幼稚園は引き続き閉鎖（医療従事者等の子供向け保育は実施）

・ 接触禁止措置（3名以上の会合の禁止）は5月3日まで延長
・ 売場面積800㎡以下の店舗は4月20日より再開可*

・ 売場面積にかかわらず書店など一部業種は営業可*

（* 再開はソーシャルディスタンスや衛生措置の遵守を条件とする）

・ 大規模イベントは8月31日まで禁止
・ 観光目的の国内外への旅行の禁止

・ 2週間毎に連邦・州間で行動規範見直しにつき協議を実施
4月22日 ・ NRW州内の公共交通機関、商店でのマスク着用を義務化（4月27日から実施）

COVID-19: ドイツとNRW州の状況・対応



全ドイツの物流センターのうち1/4
がNRW州に立地:
Amazon（ラインベルク）
Esprit（メンヒェングラードバッハ）
Zalando（ベルクハイム）

NRW州では毎年100万平方メートルの

新たな物流スペースが作られている

NRW州: 大手物流企業25のうち9社が本社・物流拠点を配置



NRW州の日本物流企業（一例）



東京理科大学 経営学部
教授 荒木 勉

上智大学 名誉教授

• 早稲⽥⼤学理⼯学部にて経営⼯学の⽣産および
ロジスティクスを学ぶ

• 早稲⽥⼤学⼤学院博⼠後期課程に進学、早稲⽥⼤学
システム科学研究にて数多くのプロジェクトを担当

• 上智⼤学経済学部教授
• 1994年〜ミュンヘン⼤学客員教授。⾃動⾞産業を
中⼼にドイツ産業界を調査研究

• 2017年〜東京理科⼤学⼤学院MOT教授
• 現在は同⼤学経営学部教授

上智⼤学名誉教授、
ヤマトグループ総合研究所 専務理事、
⽇本⾃動認識システム協会理事、
⽇本ロジスティクスシステム学会理事など兼務

スピーカー・プロフィール



Q&Aセッション
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• 1989年、ベルリン⾃由⼤学政治学修⼠取得
• 1991〜93年、東京⼤学社会科学研究所研究員
• 1996年、ベルリン⾃由⼤学経済学博⼠号取得

1998年まで同⼤学政治経済研究所助教授
• 1996年〜英国バース⼤学、伊バリ⼤学、ポーランド
シュテティン⼤学、ベルリン社会科学学術
センターにて勤務

• 1997年、⽴教⼤学経済学部奨励研究員
• 1998〜2000年、東京⼤学社会科学研究所研究員
および同⼤学経済学部研究員

• 1998〜99年、⽇本銀⾏⾦融研究所
• 2000年7⽉〜富⼠通総研経済研究所主任研究員
専⾨: 国際経済、経済政策、企業戦略など
⽇本・欧州経済に関する著書論⽂多数

• 2020年4⽉〜現職

富士通株式会社
Dr. マルティン・シュルツ

戦略推進統括部

チーフポリシーエコノミスト

スピーカー・プロフィール



Q&Aセッション
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炉端会議
オープン・ディスカッション
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連絡先

ゲオルグ・K・ロエル
代表取締役社⻑

杉崎 ⻯⼆
シニアマネージャー
ビジネスディベロップメント＆リサーチ

⼋⽊橋 直⼦
マネージャー
マーケティング

株式会社エヌ・アール・ダブリュージャパン

ドイツNRW州経済振興公社日本法人

〒102−0094

東京都千代田区紀尾井町4-1

ニューオータニガーデンコート7F

楠⽊ ⻘陽
マネージャー
ビジネスディべロップメント＆リサーチ

19

+81 3 5210 2300

contact@nrw.co.jp

www.nrw.co.jp

@NRWJapan

@NRWJapan

@NRW.invest-japan



ご静聴ありがとうございました


