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ご存知ですか？
... 世界銀行がドイツをロジスティクス拠点 No.1と評価
（2010 年）
... ドイツの全ロジスティクスセンターの 25％以上が NRW 州に
集中している
... NRW 州を流れるライン川は世界最大の交通量を誇る水路の
一つである

... UPS 社のヨーロッパ発着の小包は全てケルン空港を起点にし
ている
... ドルトムントにあるフラウンホーファー物流・ロジスティクス
研究所は世界最大のロジスティクス研究所
... 3M 社、アマゾン社、エスプリ社、プロクター・アンド・ギャン
ブル社、コニカミノルタ、QVC 社および TK Maxx 社などの
グローバルプレイヤーは、自社大型ロジスティクス・ディスト

... 世界最大の内陸港デュイスブルク港は NRW 州にある
... ドイツの物流関連企業の殆どが NRW 州に拠点をおく

リビューションセンターを NRW 州内に構えている
... NRW 州には約 500 社の日本企 業が進出しており、運輸や
倉庫等の日系ロジスティクス関連企業も多い

... 世界最大のロジスティクス・コンツェルン、ドイツポスト本社
は NRW 州に立地

ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン（NRW）州 – Logistics at its best
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ロジスティクス・ワールドチャンピオン – ドイツ NRW 州
世界は繋がりを強めています。貿易や労働の分業が地球上の至る所で行われるようになり、その結果、物流量が大
幅に増大しています。ドイツのロジスティクス産業をリードする NRW 州にとっては明るい展望が広がっています。中

央に位置し、抜群のインフラと蓄積されたノウハウ、抜きん出た研究環境を有する NRW 州は、ヨーロッパで拠点の
設立 ・拡張を計画する企業や投資家にとり魅力的な立地となっています。

NRW 州に拠点を持つ

2010 年初頭、世界銀行はドイツを「世界屈指のロジスティクス拠点」と評価しました。国際貨物・

ロジスティクス企業は 2009 年、

エクスプレス・運輸の関連企業を対象として行われた「Connecting to Compete 2010」アンケー

700 億ユーロの売上高を達成

ト調査にて、ドイツはシンガポール、スウェーデンおよびオランダを抜いて、155カ国中で見事
１位に輝いたのです。
そのドイツの中でも、とりわけドイツの最高ロジスティクス拠点である NRW 州は高く評価されまし
た。NRW 州には 2 万 1600 社を超えるロジスティクス企業が存在し、就業者数は 27 万 4000人
に上ります。ドイツで最も人口が多い州という利点を生かして、NRW 州のロジスティクス企業は年
間約 700 億ユーロを売り上げています。製造業や流通業者が独自に抱えるロジスティクス部門も含
めると、NRW 州のロジスティクス産業で従事する総就業者数は約 60 万人にも上ります。

ヨーロッパ中央で高度に発達したインフラ網
ベルギーおよびオランダの海港と直接結ばれ、高度に発達した交通網が整備されている NRW 州は、
ロジスティクスのヨーロッパ屈指のハブ拠点になっています。アウトバーン、道路および鉄道網の近
くに、産業地区がこれほど集積している地域は NRW 州をおいて他にありません。貨物空港拡張や
水路整備により、NRW 州は中央・東・南欧の海港のみならず、その他の仕向地とも直接輸送路で
結ばれています。
このような立地メリットがあるからこそ、これだけ多数のロジスティクス企業が NRW 州に集中して
いるのです。中には、Dachser 社、ドイツポストDHL 社、FedEx 社、Fiege 社、キューネ・アン
ド・ナーゲル社、NYK ロジスティクス社、日本通運、ダイフク、近鉄エクスプレス、レーヌス社、シェ
ンカー社、Seacon Logistics 社、TNT 社 , UPS 社、ウィンカントン社などを始めとして多数の業
界トップ企業が名を連ねています。この他、3M 社、アマゾン社、エスプリ社、HSE 社、IKEA 社、
QVC 社、TK Maxx 社など数多くのグローバルプレイヤーが NRW 州に自社物流センターを設けて
います。抜群のロジスティクスのインフラがあるからこそ、NRW 州はドイツで最も重要な外国企業
の進出拠点に発展して来たのです。
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トップ外国企業の集積地
外国からドイツに対する直接投資は主に NRW 州に投下されています。2009 年末、対ドイツ外国
直接投資額（6507億ユーロ）に占める NRW 州の割合は 28.4%（1846 億ユーロ）を占め、16 州
の中でも群を抜いて高い割合となりました。NRW 州の後には、16.4% のヘッセン州、15.8% の
バイエルン州、そして12.4% のバーデン・ヴュルテンベルク州が続いています。NRW 州には 3M
社、BP 社、エリクソン社、フォード社、LG 電子社、QVC 社、ソニー、トヨタ、日清紡ホールディ
ングスおよびボーダフォン社などを始め、主要投資国から進出している企業数は1万3100社に及び、
これら企業は NRW 州を拠点としてドイツやヨーロッパでビジネスを展開しています。
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EU 市場の中心：ドイツ NRW 州
企業にとって進出拠点 NRW 州の魅力は、高度に発展したインフラに並び、中心に位置するという地理的条件がある

こと、つまり、消費者へのアクセスが短いことにあります。州都デュッセルドルフを中心とした半径 500 キロメートル
に、欧州連合（EU）の消費者の 3 分の1が住んでいるのです。

州都デュッセルドルフを

NRW 州はヨーロッパの中心に位置し、オランダおよびベルギーと国境を接しています。ドイツ16

中心とした

州のうち、最も人口が多く、人口は1780 万人を数えます。人口密度は 523 人 /k㎡で、日本やオラ

半径 500 キロメートルに

ンダの人口密度を超えています。

約1億 5000 万人が
住んでいます

州都デュッセルドルフを中心とした半径 500 キロメートルに約1億 5000 万人が住んでおり、これ
は欧州連合（EU）の消費者の 3 分の1に、そしてその購買力の 45％に値します。NRW 州における
年間個人消費額は 3216 億ユーロに上っています。つまり、魅力的な市場が広がっているというこ
とです。そしてこの市場を開拓するためには、効率的なロジスティクスサービスが必要不可欠とな
ります。

製造業とサプライヤー産業にとり最高の立地
市場規模が大きいことから、NRW 州ではドイツの売上高上位 50 社のうち、19 社もが NRW 州
に拠点を構えるに至っています。例えば、バイエル社、ベルテルスマン社、ドイツポストDHL 社、
ドイツテレコム社、E.ON 社、メトロ社、RWE 社、ティッセンクルップ社などです。世界トップ企業
のみならず、各業界をリードする中小企業「Hidden Champions」も数多く存在しています。
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ヨーロッパ最大の販売・調達市場
ロジスティクスに関するノウハウが NRW 州でどれ程重要な役割を担っているかは、貿易量を見ても
一目瞭然です。ドイツの輸入品全体の 22% 以上が NRW 州内で販売されています（1782 億ユー
ロ）。ドイツからの輸出品の約17% は「メイド・イン・NRW」です。貿易量は1621億ユーロに上り
ます。これらの物資を目的地までに届けるためには、約 2 億 7000 万トンの商品を移動させなけれ
ばなりません。市場の近さ、およびロジスティクスのコンピテンスが存在することで、多数の流通
企業が NRW 州に拠点を設けるに至っています。ドイツの流通最大手 50 社のうち、18 社が NRW
州に拠点を構えています。その中にはアルディ社、C&A 社、Deichmann 社、メトロ社、Rewe 社、
Tengelmann 社などが名を連ねています。

NRW州

ドイツ全体に占める割合

人口

1780 万人

21.8 %

人口密度

523 人/㎢

就業者数

870 万人

21.5 %

国内総生産

5430 億ユーロ

21.7 %

一人当たりの国内総生産

3 万 421 ユーロ

個人消費*

3216 億ユーロ

23.0 %
2010年現在、*2009年現在
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国内外の市場へスピーディにアクセス
ロジスティクス拠点 NRW 州は群を抜いたインフラが特徴です。高密度な道路網、高密度な鉄道網、２つの国際空
港により、ドイツ国内、並びに外国への最高のアクセスが確保されています。

2010 年の NRW 州における
鉄道貨物量は1億 5100 万トン

NRW 州はドイツおよびヨーロッパの重要な道路交通の要衝となっています。北ドイツのハンザ同
盟都市やブレーメンとハンブルクの海港、ベルリン、ライン川・マイン川人口集中地域、および南
ドイツの各都市などに向けて、NRW 州の至る所にアウトバーンが張り巡らされています。またロッ
テルダムやアントワープの海港など、ヨーロッパの隣国においても、NRW 州からであれば容易にア
クセスすることが可能です。NRW 州に広がる約 2200km のアウトバーン網は殆ど6 車線に拡張さ
れており、州内のほぼ全ての重要地点を直接結び付けています。またアウトバーンの出入口からは
ヨーロッパの幹線道路へ迅速にアクセスできます。アウトバーンの他にも、約 4800km の連邦道路、
1万 2800km の州道および 9700km の郡道が整備されており、市場を隈無く開拓することができ
ます。

ヨーロッパのハブ
デュッセルドルフ空港、ケルン／ボン空港の 2 つの大規模国際空港に並び、ヨーロッパ線が乗り入
れているドルトムント空港、ミュンスター／オスナブリュック空港、パダーボーン／リップシュタット
空港およびヴェーツェ／ニーダーライン空港により、NRW 州はドイツのあらゆる主要都市や世界の
大都市と結ばれています。テクノロジー地域として名高いアーヘン地域はアーヘン／マーストリヒト
空港（オランダ）に近く、これも地理的利点となっています。990 万の利用客数を誇るケルン／ボ
ン空港はドイツ第 6 位に位置し、航空貨物拠点としてもドイツ第三番目の空港となっています。ま
たその 24 時間操業により2010 年貨物取扱量は 65 万 6100トンに上りました。ケルン／ボン空港
には FedEx 社および UPS 社などのグローバルプレイヤーが、自社の重要なディストリビューショ
ンセンターを置いています。また UPS 社はヨーロッパ発着の小包を、すべてケルン空港を起点に
輸送しています。さらに FedEx 社はケルンに中央・東欧市場用のハブ機能を置いています。一方、
デュッセルドルフ空港は、1900 万人の航空旅客数を記録するドイツ第三番目の空港となっています。
また高速鉄道によりフランクフルト空港へは1時間以内でアクセスできます。

ドイツで最も高度に発達した鉄道網
NRW 州には約 6600km の鉄道網が張り巡らされており、ドイツで最も密度の高い鉄道網となっ
ています。またドイツの複合交通の最も重要な積替えターミナルはケルン・アイフェルトア駅にあり
ます。この他にも州内には多数の複合交通の積替えターミナルが存在し、鉄道網の要衝となってい
ます。一方、ヨーロッパ鉄道網の要衝はケルン、デュイスブルク／オーバーハウゼン、東部ルール地
方並びにハーゲンです。オランダの貨物交通（新設区間の Betuwe ルート）により、ルール大都市
圏はヨーロッパ最大の海港、ロッテルダムと直接結ばれるようになりました。デュイスブルクにドイ
ツカスタマーサービスセンターを持つドイツ鉄道に並び、NRW 州には TX Logistik 社、HGK 社、
および duisport rail 社など、多数の貨物関連企業が拠点を構えています。
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水路網でもベスト・アクセス
広く分岐された水路網、多数の貨物積替え港、並びに特殊輸送に関する専門ノウハウ。これが NRW 州の内陸水運
の特徴です。NRW 州は水運においても抜群のインフラを有しています。

一隻当たりの年間貨物積替量は
約1億 2500 万トン（2010 年）

NRW 州はヨーロッパの主要水路網の要衝となっています。海岸はないものの、ヨーロッパの主要
な海港に最もアクセスしやすい利点があり、ヨーロッパの最重要水路であるライン川の 226km が
NRW 州を流れています。運河および船が航行できる川は全長 720kmで、また 23 ヶ所の公的港
および 97ヶ所の民間港における一隻当たりの年間貨物積替量は約1億 2500 万トンを記録してい
ます。その内、4920 万トンという最も大きな割合を占めるのが世界最大の内陸港デュイスブルク
港です。ここでは、鉄道、トラックも含め年間の貨物積載総量は1億1400 万トンに達しています。
またライン川沿いの内陸港に並び、ドルトムントはヨーロッパ最大の運河港として水運の重要なロ
ジスティクスセンターになっています。

デュイスポート（duisport）港
1350 ヘクタールの敷地にあらゆる輸送路が集結しています。水上輸送区域の面積は180 ヘ
クタールで、21バースが整備されています。岸壁の総延長は約 40km、その内16km は鉄
道と直接結ばれています。民間工場の港湾施設も含め、2010 年の年間貨物取扱量は1億
1400 万トンに達しました。デュイスポートでは約 300 社の企業が運輸関連サービスを提供
しています。全体で約4万600人が働いており、雇用数は増加傾向にあります。8つのインター
モーダルターミナル、並びに175 万㎡の屋根付倉庫スペースも整備されています。

ログポート（logport ）物流センター
ログポートはデュイスブルク港内にあるロジスティクスセンターです。約 300 ヘクタールの面
積を持ち、短期間でヨーロッパ屈指のロジスティクスセンターに発展しました。1998 年から、
キューネ・アンド・ナーゲル社、NYK ロジスティクス社、シェンカー社など多数のトップ多
国籍企業が拠点を設けています。敷地内に独自のバース、コンテナーターミナル、操車場、
並びに広大な道路・鉄道輸送区域を持ち、理想的なインフラを整備しています。
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輸送だけに留まらない付加価値の高いサービス
ロジスティクス拠点が機能するためには、中央という地理的条件と整備されたインフラが必要不可欠です。とはいえ、
西ヨーロッパでロジスティクス拠点を探す企業が求めるものは、それだけに留まりません。NRW 州はロジスティクス
プロセスのあらゆる業務に関するノウハウを集積しています。

倉庫管理のインテリジェントな自動化
自動倉庫、仕分・梱包機械、パレット積み込みロボット、あるいは区分・搬送システムなどの技術
の進歩なくしては、物流がここまで急速に増加することはなかったでしょう。機械・装置や輸送・
保管システムの分野では NRW 州発のイノベーションが多数あります。例えば、SSI Schäfer 社は、
自社の革新技術により、世界をリードする倉庫・ロジスティクスシステムのサプライヤーおよびコン
ポーネントメーカーに成長しています。またボイマー社は、世界トップの搬送・梱包・仕分機器のメー
カーとなっています。
さらに NRW 州にはイントラロジスティクスの研究に取り組む世界屈指の研究機関が揃っています。
企業に学術的サポートを提供するフラウンホーファー物流・ロジスティクス研究所（所在地：ドルト
ムント）、ドルトムント工科大学およびアーヘン工科大学です。

IT による躍進
適切な ITシステムをロジスティクスに活用することで市場競争上の重大なメリットが生まれます。
NRW 州には物流を正確に把握し、制御する最新の IT 技術があります。それは倉庫管理・輸送マ
ネジメントからサプライチェーン全体を制御するソフトウェアに至ります。これらIT 技術は、ドルト
ムントにあるフラウンホーファー物流・ロジスティクス研究所の協力を得て、NRW 州の中堅企業
が開発したものがほとんどです。Weber Data Service 社、Setlog 社あるいは Vanderlande
Logistics Software 社の成功は、NRW 州がロジスティクス用革新的ソフトウェアの開発拠点で
あることを示しています。

専門家のアドバイスにより改善
世界大手の有名なコンサルティング企業に並び、NRW 州には各種分野の専門家が幅広く揃ってい
ます。SCI Verkehr 社、agiplan 社、P+L Hoffbauer 社、PLANCO 社などのコンサルタント企
業は、ニーズに合ったロジスティクスシステムの開発、倉庫の設計計画、運用上のロジスティクス
プロセスの改善、あるいは流通システムの最適化計画など、企業に対するコンサルタント業務を行っ
ています。
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専門業者による物流不動産
NRW州の

物流不動産市場は変化しています。以前は物流企業が自己投資により自社の物流施設を所有する

ロジスティクス関連産業の

形態が中心でしたが、今や専門プロジェクトプランナーおよび不動産投資会社が、柔軟に利用可能

総就業者数は

な物流施設を設け、物流企業やプロジェクト委託企業に賃貸するようになっています。プロロジス

約 60万人に上っています

社、グッドマン社、HOCHTIEF 社などのグローバルプレイヤーに並び、greenfield 社など持続可
能なロジスティクス不動産に特化する企業や、その他、個性豊かな中堅の不動産企業も多数活躍
しています。

あらゆるニーズに応える車両技術
最新の車両技術およびその関連サービス業は、効率的なロジスティクスサプライチェーンの重要な
一部となっています。エネルギー産業も、自動車産業も、NRW 州が早くから得意としてきた産業
です。それゆえ、両産業では様々な研究活動が活発に行われてきました。ロジスティクスでは例え
ばフォードが都市での物流用に電気自動車が使用可能か、現在検証中です。さらに、ダイムラーは
デュッセルドルフ工場で年間約15 万台の搬送装置の生産を行っており、この他、最大手トレーラー・
メーカーの Schmitz Cargobull 社もNRW 州に立地しています。また鉄道関係では、Bochumer
Verein 社、Faiveley 社、Schalker Eisenhütte 社もNRW 州で鉄道貨物輸送用のコンポーネン
トやシステム、さらには輸送車両を製造しています。
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各地域のロジスティクスの底力
ロジスティクスに関するノウハウは NRW 州の至るところに集積しています。ライン地方および東部ルール地方の中核
地域のみならず、州内の他の拠点でも各種コピテンスセンターが構築されています。

NRW 州のロジスティクス中核地域のひとつで、特に流通・化学産業用ロジスティクスの中心地となっ
ケルン/ ボン地域

ています。この地域には、ドイツの複合交通の最も重要な積替えターミナルであるケルン・アイフェ
ルトア駅、並びにドイツで 3 番目に重要な貨物空港ケルン・ボン空港があります。
デュイスブルクもまた、ニーダーラインのヴェーゼル郡およびクレーベ郡と共に、NRW 州の重要
なロジスティクス中核地域を形成しています。世界最大のデュイスブルク内陸港、エメリッヒおよび

デュイスブルク/ ヴェーゼル /
クレーベ

ヴェーゼルの内陸港はロジスティクス業者の要所となっています。ここには DBシェンカーロジスティ
クス社、DHL 社、キューネ・アンド・ナーゲル社、日本の NYK ロジスティクス社、レーヌスグループ、
ウィンカントン社などのグローバルプレイヤーのみならず、自動車関連のロジスティクスを扱うコベ
ルフレット社あるいは E.H. Harms 社が拠点を構えています。
東 部 ル ール地 域 はドイツ 流 通 産 業 用 ロジ スティクスの 心 臓 部 で す。Fiege 社、 レ ーヌス社、

東部ルール地域

Panopa 社などロジスティクスサービス業者に並び、ドルトムント、ハムおよびウナでは EDEKA 社、
Kaufland 社、メトロ社、REWE 社、Plus 社などの大手小売店が大型ディストリビューションセンター
を運営しています。また IKEA 社もドルトムントに同社最大の倉庫を設けています。
ドルトムントではヨーロッパ最大の運河港があることから、大口・小口貨物、並びにコンテナー貨

ドルトムント

物に対応する水運・鉄道・陸運の貨物積替えが可能となっています。その中でもロジスティクス投
資企業に興味深いのは、ドルトムントにはロジスティクス研究では世界屈指のフラウンホーファー
物流・ロジスティクス研究所が拠点を構えていることです。
ヘルネ市、レックリングハウゼン市、ゲルゼンキルヒェン市、ボーフム市およびエネッペ・ルール郡

中部ルール地域

などから成る中部ルール地域は、ロジスティクスの中でも消費者に近いサービスを提供する業者が
集積しています。特に販売支店の物流業者および宅配・エクスプレス・小包のサービス企業などが
人口密度の高いこの地域の店舗、企業および家庭に品物を届けています。
中部ニーダーライン地域（ノイス、クレーフェルト、メンヒェングラードバッハ）は 、特に地場の

中部ニーダーライン地域

繊維産業において重要なロジスティクス拠点へ発達しています。例えば、大手アパレル小売企業で
あるエスプリグループは同社ヨーロッパ・ディストリビューションセンターをここに置いています。
ミュンスターラントのロジスティクス業界は特に食品、機械、車両製造産業向けのコンピテンスを

ミュンスターラント

有しています。またルール大都市圏への窓口、且つオランダへのゲートウェイとしての役割を果たし
ています。
ベルギッシェスラントはケルン/ ボンおよびルール大都市圏の間に位置することから交通ロジスティ

ベルギッシェスラント

クスの特別な要所となっています。そのため、ここではロジスティクス産業が大きく発展してきまし
た。
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アーヘン

ザウアーラント/
ジーガーラント

オストヴェストファーレン・
リッペ地域

アーヘン地域は、ベルギーおよびオランダに隣接しているという地理的利点だけでなく、アーヘン
工科大学が立地していることから、研究開発の中心となっています。
ザウアーラントおよびジーガーラント地方は ドイツ屈指の機械製造拠点であることから、ロジスティ
クス・バリューチェーンの重要な源となっています。
オストヴェストファーレン・リッペ地域は NRW 州の中でも経済活動が最も活発な地域の一つです。
家具産業、食品産業に加え、強力な中堅企業が揃っていることから、ロジスティクス業者にとり重
要な地域です。

(+
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NRW 州の
ロジスティクス・インフラ
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ジャーマンサイト
（Germansite）で事業用不動産を検索
NRW 州では、企業が希望に沿った事業用不動産を探せるよう、無料の双方向データベース

nnn%^\idXej`k\%Zfd を開設しています。この検索機能を使い、詳細に条件設定するこ

とも、あるいは双方向の地図を用い、希望の事業用不動産を探すことも可能です。敷地面積、
土地利用指定、場所、交通アクセス、経済的環境および地域の業界分布などを指定し、絞
り込み検索が出来るのです。現在、このデータベースには NRW 州内1000 件以上の物件が
登録されています。
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豊富なロジスティクス産業用地
中心に位置し交通の便が良く、汚染されていない、尚かつ利用制限のない開発用地は少なくなるばかりです。
しかし、NRW 州では国内外の企業に対し幅広く提供できる様々な種類の産業用地を揃えています。

2009 年、

西ヨーロッパはロジスティクスサービス業者にとって重要な地域ですが、地域によってはロジスティ

NRW 州では約100 万㎡の

クス産業用地を十分提供できないという問題が出てきています。というのも、人口集中地域では、

新規ロジスティクス用地が

地価の高騰が原因で、高付加価値型の土地利用が優先され、商業や工業用地が確保しにくい状況

整備されました

になっているからです。これに対し、NRW 州はドイツの西側の他州や隣国オランダに比べ、中心
地に広範な土地が十分に存在していると高く評価されています。

多様な需要と多様な供給のマッチング
ドイツにある全ての物流センターの約 4 分の1は NRW 州に立地しています。例えば、コニカミノル
タはエメリッヒに 6 万㎡の倉庫を構え、欧州でのサプライチェーン体制を確立しています。NRW 州
では 2009 年だけでも、100 万㎡がロジスティクス用地として新たに開拓されました。これらロジ
スティクス投資プロジェクト全体の約 3 分の 2 が新築、3 分の1が既存建物の拡張・改築でした。
2010 年大手小売業者のアマゾンはウンナ郡ヴェルネに 6 万㎡の物流センターを開設し、さらに
2011年秋にはニーダーライン地方ラインベルクに約11万㎡の物流センターを建設しました。また
繊維流通企業のTK Maxx 社は、2 万 7500 ㎡のセンターをケルン近郊のベルクハイムに設立しま
した。これに加え、2011年、アパレルのエスプリ社は、ロジスティクスサービス企業 Fiege 社と共に、
メンヒェングラードバッハに、3 万 2500 ㎡を誇る同社ヨーロッパ最大のディストリビューションセ
ンターをスタートさせました。これらのグローバルプレイヤーが立地を決断する重要な要因となっ
たのが、NRW 州であれば、将来、拠点を拡張するのに十分な土地を取得できる選択肢があったか
らです。
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広大な土地
どのような投資プロジェクトにも適し、50 ヘクタール以上の広大な面積を持つ産業用地はドイツや
オランダでもなかなか見つかりません。しかし、NRW 州であれば見つけることができます。例えば、
ケルン大都市圏に近いオイスキルヒェン郡の PrimeSite ライン産業用地の総面積は 205 ヘクター
ル。ここは最低でも80ヘクタールを必要とするような大型投資プロジェクト用に開発されたヨーロッ
パ最大級の産業地区です。この他、大型投資向け産業用地として、NRW 州はドルトムント北部のダッ
テルン／ヴァルトロプに newParkを、またアーヘン近郊にも広範な産業用地を開発しています。
しかし中・小規模の産業用地も、物流センター内などを始めとし、NRW 州では多数用意しています。
その他、危険貨物などの特別保管用地、直ぐにでも使用できる既存不動産、また、温度管理機能
付きの大規模出荷スペースを持つ、高さ10メートル以上のロジスティクス用不動産も用意していま
す。
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全産業向けロジスティクス・ソリューション
NRW 州の産業は、先端産業と効率的なサービス業が特徴です。このふたつの要素が重なり合うことで、企業向け
の知識型サービス産業が発達し、ロジスティクスのバリューチェーンを広げています。NRW 州への進出に関心のあ
る企業に、各種産業に適したロジスティクスの専門ノウハウを提供可能です。

流通業向けロジスティクス：通信販売から鉄鋼輸送まで
人口密度の高い NRW 州では短距離で多数の消費者にアクセスできるため、流通業にとっては魅力
的な立地となっています。そのため特に東部ルール地域にはアマゾン、IKEA およびメトロを始めと
して多数の流通企業が進出しています。NRW 州であれば、どの企業も自社のニーズに合ったロジ
スティクスのビジネスパートナーを見つけることができます。それが医薬品の倉庫運営であっても、
通信販売の莫大な注文の管理であってでもです。専門企業が揃っていることがまさに NRW 州のロ
ジスティクスのコンピテンスなのです。

化学産業向けスムースなサプライチェーン
NRW 州では化学企業向けのロジスティクスサービス業者がしのぎをけずっています。Chemion 社、
Kruse 社、Talke 社などのロジスティクスサービス企業は化学製品の保管や輸送を手がけており、
危険貨物の取扱い業務を熟知し、化学産業に重要となる鉄道・船の物流も管理する能力を有して
います。化学関連の重要なロジスティクス拠点は、ドルマーゲン、ウルディンゲン、レバークーゼン、
ケルンのライン川沿いに集積しています。またルール大都市圏にも、マールのケミカルパークやオー
バーハウゼンのルールケミカルを始め、他に幾つもの拠点が存在しています。

繊維・ファッション業界向けロジスティクス：糸から面へ
アパレルメーカーおよび流通業者は、関連商品の輸送、パーツの加工および支店への配送、調達
を専門とするロジスティクス業者を必要としています。アパレル業界のサプライチェーンは極めて複
雑で、ジャケット一枚の生産であっても多ければ 200 社のビジネスパートナーが関与し合い、また
ブランドメーカーの生産拠点の多くが極東に立地しています。情報と物の流れを管理するために、
ヴィッテンの Setlog 社あるいはボッホルトの Logata 社など IT 専門企業が革新的ソフトウェアを
提供しています。また今、アパレルメーカーの多くがロジスティクス全体をアウトソーシングする傾
向にある中、Fiege 社や Logwin 社は全物流管理を担うサービスを提供しています。
ヴェストファーレン地方ハレのアパレルメーカー Gerry Weber 社は、2010 年半ばから、年に生産
する約 2600 万点の製品全てに ICタグを工場で縫い付けるという、画期的な営みを行っています。
これは盗難防止のみならず、生産から販売店の在庫管理に至る物流を透明化することが主な目的
です。
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家具産業向けロジスティクス：大型貨物を迅速に輸送
オスト・ヴェストファーレンはドイツ家具産業の中心地のひとつです。ここには例えば、世界最大の
キッチンメーカー Nobilia 社も拠点を構えています。家具メーカーや販売店は、NRW 州であれば、
箱形家具・ソファーの物流に必要な特殊装置を持つ家具専門のロジスティクスサービス企業を簡単
に探し求めることができます。例えば、Anton Röhr ロジスティクスグループなどの企業です。こ
れらのロジスティクスサービス企業は、生産財の供給、仕分・配送・帰り荷用倉庫の管理、注文・
発送の処理、消費者宅での家具の設置、並びに古い家具の処分に至る各種サービスを引き受けて
います。

自動車産業向けロジスティクス：ジャスト・イン・タイム
自動車メーカーおよび同部品メーカーは生産と同期したロジスティクスを必要とします。このことは、
生産ラインへの直接供給「ジャスト・イン・タイム」という言葉でよく知られています。ケルンには
フォードが、ボッフムにはオペルが、またデュッセルドルフにはダイムラーがそれぞれの工場で生産
しています。また多数のサプライヤー企業がザウアーラント、ジーガーラント、オスト・ヴェストファー
レンに拠点を構えています。自動車産業は他の産業に比べ、いち早く、そして積極的に多くのロジ
スティクス業務をアウトソーシングし、輸送会社に委ねてきました。こうしてレーヌス・ロジスティク
ス社などのロジスティクスサービス業者が、コンポーネントの前組立作業、サンルーフなど外装部
品やナビゲーション装置の取付け作業、または塗装作業までも担うようになっています。

機械産業向けプロジェクト・ロジスティクス
NRW 州には機 械 産 業に特 化したロジスティクス専門企 業 が集 積しています。何故なら、機 械
製 造は NRW 州の主 要 産 業のひとつだからです。例えば NRW 州に拠 点を持つシェンカー社や
Westfracht 社は、機械を組立てた状態で納品する特殊輸送サービスを提供したり、あるいは機
械を組立てるために必要なスペースや人材を調達する業務も引き受けています。

食品・飲料産業向けロジスティクス：新鮮な食料品を食卓に
ニーダーライン、ミュンスターラント、オスト・ヴェストファーレンには多くの食品関連企業が拠点
を構えています。特に NRW 州はドイツで人口密度が最も高い州であるため、小売店に新鮮な食品
を迅 速に供給することが極めて重要です。TönniesFleisch 社、Westfleisch 社、あるいは Dr.
Oetker 社など NRW 州に拠点を置く食品メーカーのロジスティクスに対する要求は高く、消費者が
求める商品のトレーサビリティーの確保はその例です。そのための情報管理サービスを提供してい
るのが、KV Nagel 社あるいは Dachser 社などの食品専門のロジスティクス企業です。またこれ
らの企業は温度に敏感な商品の保管および輸送に関するノウハウも持ち合わせていることから、乳
製品および肉製品などの加工から店頭での陳列まで、幅広い的確な冷蔵物流サービスも提供して
います。
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立地決定に重要な有能な人材
専門能力を有す人材は、立地を決定する要因としてその重要性を増しています。NRW 州は、優れた教育インフラを
擁し、州内の企業はその恩恵にあずかっています。

ロジスティクスは、単なる輸送業から総合的なサービス業へと転換しています。しかし、この新
ロジスティクス関係教育課程に

たに開かれたバリューチェーンのチャンスを生かすには、ロジスティクス専門の人材が必要です。

2303 名が登録

NRW 州には、企業が求める専門労働者が揃っています。この大学集積地域である NRW 州には、
ロジスティクスに特化した、11種類の様々な専門課程があります。

アーヘン工科大学（RWTH）

経済学部は、
「オペレーション・リサーチおよびロジスティクス・マネジメント」、並びに「流通ネッ
トワーク最適化のドイツポスト講座」の教育・研究領域を擁しています。
2010/2011年の冬学期から「プロジェクト・マネジメント インフラストラクチャー/ ロジスティク

ビーレフェルト専門大学

ス」という新課程が始まりました。とりわけ供給および廃棄処理技術、エネルギー・マネジメント、
交通インフラおよびロジスティクスの諸分野の内容を取り上げています。
ドルトムント工科大学は、ロジスティクスの学士課程のほかに、ロジスティクスに関する各種講

ドルトムント工科大学

座も提供しています。ドルトムント工科大学は、フラウンホーファー物流・ロジスティクス研究所
と密接な関係を築いています。

デュイスブルク・エッセン大学

ゲルゼンキルヒェン専門大学

ズュートヴェストファーレン・
ハーゲン専門大学

ハム＝ SRH ロジスティクス・
経済大学

ミュンスター専門大学

ノイス国際経済大学

ライン・エルフト欧州専門大学

デュイスブルク＝ FOM 経済・
経営大学

ロジスティクスのマスター課程のほかに、ロジスティクスに関する各種講座において、研究およ
び教育が行われています。
3 つの専門学科学士課程のうち、2 つがロジスティクス研究で、それは企業ロジスティクス、お
よび交通ロジスティクスです。
工学部および経済学部系の専門領域では、生産マネジメントとロジスティクス関係の講座を開設
しています。
ロジスティクスの学士課程では、通学コースの他、通信教育を組み合わせた新コースを提供して
います。
経営学または工学課程の修了生は、ロジスティクス・マスター課程に進み、物流管理専門家が
直面する学際的課題に取り組むことも可能です。
ノイス大学は、ロジスティクスと国際経営の専門大学です。ロジスティクス・サプライチェーンマ
ネジメント課程は、同大学の柱の一つとなっています。
6 学期制のロジスティクス管理課程（調達、配送、保管、輸送および交通ロジスティクス）を修
了すると、学士資格を取得可能です。
デュイスブルクの FOM では 2011年夏学期から、時間割を就業者に合わせたロジスティクスのマ
スター課程を開設しています。将来的には、同課程を NRW 州の他都市でも提供する予定です。
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未来に向けた革新技術の移転
ロジスティクスの重要性増大に伴い、難題も山積です。NRW 州では、密接な産学連携により最新のロジスティクス
開発に取り組んでいます。そのノウハウは、NRW 州に拠点を構えるロジスティクス企業の競争力強化のために生か
されています。

世界中に広がる商品の流れは、ますます巨大化、且つ複雑化しています。同時に原料価格は高
騰し、交通による環境汚染が増加、そして競争圧力も上昇しています。加えて、多くの物流企業
は、将来、顧客がカーボン・フットプリント、つまり二酸化炭素排出量の証明書を要求するケー
スが増えると予想しています。それゆえ、プロセスばかりでなく資源利用についても、一層の最
適化を進める必要があります。
これらのあらゆる変化を克服するには革新技術をたえず生み出していかなければなりません。
その鍵は産学連携です。したがって、独自の研究部門を持たない企業が、進出先を決定する際、
研究開発における産学連携の推進状況について情報を得ることは極めて重要となります。NRW
州では、ロジスティクス分野における知識移転のために、大学に並び、数多くの大学以外の研
究施設も存在しています。これら研究機関は、交通システムとロジスティクス、搬送と倉庫保管、
セルフ・コントロール・ロジスティク・システム、ならびに工場の計画、管理および組織といった
諸分野の研究に取り組んでいます。なかでも、とくに重要な研究所は、以下の通りです。

同研究所は、あらゆる分野と規模の企業に対し、物流とロジスティクスに関する諸問題でアド
フラウンホーファー物流・
ロジスティクス研究所 (IML)、
ドルトムント

バイスをしています。また隣接する建物に、ヨーロッパでもユニークなロジスティクスにおける
RFID 技術の試験および開発を行う「オープン ID センター」を設けています。フラウンホーファー
IML は、ロジスティクス分野における世界最大の研究施設の一つであり、国内外で高い評価を得
ています。また NRW 州のクラスター事業「ルール・ロジスティクス効率化クラスター」を運営し
ています。

フラウンホーファー応用センター
”ロジスティクス経営学”、
パダーボーン

同センターは、企業内外の製造・ロジスティクスプロセスを形成および実践する際に生ずる、
あらゆる技術的・経営学的諸問題に取り組んでいます。
ISST は、ロジスティクス企業がロジスティクス IT 環境を効率的に形成するようサポートします。

フラウンホーファー・ソフトウェア・
システムエンジニアリング研究所 研究者がとくに重点を置いているのは、ロジスティクス分野向けクラウド・コンピューティングの
(ISST)、ドルトムント
開発です。
フラウンホーファー・マイクロエレク
IMS の中核技術のひとつは無線トランスポンダ・システムです。とくに RFID の実施試験、ならび
トロニックサーキットシステム研究所
に顧客やアプリケーションに応じた RFID 実用化のためのアドバイスを行っています。
(IMS)、デュイスブルク

ロジスティク・システムとサプライチェーンの量的計画、ならびに交通システムのモデル化の研究
に重点を置いています。加えて、生産現場におけるロジスティクス・プロセス・チェーン、あるい
ロジスティクス・交通センター、
デュイスブルク・エッセン大学

は物と人の流れのシミュレーションにおけるロジスティクス・プロセス・チェーンで、アプリケーショ
ンに特化した問題解決策を開発しています。またインテリジェント交通管理システムの開発にも
取り組み、さらには、ロジスティクス、交通、立地計画ならびに内陸水運の経済地理学の関連
性についても研究しています。
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Logistics at its best：世界最高レベルの研究
未来は、すでにラインおよびルール地方に到来しています。世界的に有名なフラウンホーファー物流・ロジスティク

ス研究所（IML）は、
「ルール・ロジスティクス効率化クラスター」を設立することで、ヨーロッパ最大のロジスティク
ス研究プロジェクトをスタートしました。

企業や公的機関が
「ルール・ロジスティクス効率化
クラスター」の研究プロジェクトに
1億ユーロ以上を投資

未来への一里塚、そしてベンチマーク：120 社の企業と11の研究機関が参加し、この1億ユーロ
規模のプロジェクトがスタートしました。目標は、今後のロジスティクスを、現在使用する資源の
75% だけで管理することです。2015 年までに、このプロジェクトの枠内で、20 億ユーロの市場潜
在力を持つ100 件以上のプロジェクト、特許および革新技術が生まれると期待されています。そう
なれば、NRW 州に拠点を持つロジスティクス企業が勝利を収めることになるでしょう。
クラスターの131社のパートナーは、7 つのテーマ別に分類され、30 種類の個別研究プロジェクト
に取り組んでいます。研究領域は、未来の倉庫、セルラー・イントラロジスティクス、
「インテリジェ
ント」梱包の開発から、新しいロジスティクス・ナビゲーション・ソリューションにおよびます。ま
た18 件ものプロジェクトが「グリーン・ロジスティクス」というテーマに取り組んでいます。さらに、
ロジスティクス・プロセスおよびシステムの環境効果を、原因に即して評価できる、CO2 フットプリ
ントの標準化手法が初めて実現しそうです。

ドルトムントの IML のほかに、フラウンホーファー・ソフトウェア・システムエンジニアリング研究
所（ISST）、ドルトムント工科大学、デュイスブルク・エッセン大学ロジスティクス・交通センター、
並びに約 60 社の中小企業がクラスターに参加しています。とくに強力な提携パートナーは、ドイツ
ポスト社、ドイツ鉄道社、ティッセンクルップ社、あるいはアクセンチュアドイツ社などの企業です。
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Logistics at its best：“グリーン・ロジスティクス”
NRW 州の企業は、
「グリーン・ロジスティクス」をチャンスと捉えています。徹底した研究と累積された実践ノウハ
ウにより、ロジスティクス拠点であるNRW 州には未来に向けた競争メリットが保証されています。

「ルール・ロジスティクス
効率化クラスター」では、
「グリーン・ロジスティクス」に
関する18 もの研究プロジェクトに
取り組んでいます

ロジスティクスの環境は変化しています。資源不足と気候変動により、持続可能なロジスティクス
が必要とされているのです。NRW 州では、すでに多くの企業が、さまざまなレベルで環境にやさ
しい対策を実行に移しています。それらの対策は、高効率かつ排出量の少ない駆動技術の利用から、
持続可能なロジスティク不動産や施設の建設ならびに運営、さらにより効率的な物流におよんでい
ます。

輸送量削減と転換
プロセス全体の最適化、即ち、より良いルート・プランニングと高い輸送稼働率が、コスト削減を
もたらします。そのための第一歩として、ITシステムはサプライチェーン全体を詳細に構築し、輸
送手段の稼働率を高め、また輸送手段の陸・海（水）
・空・鉄道への切り替えを特定します。
たとえば、ドイツポストDHL 社は、同社の GoGreenプログラムで CO2 排出量を 2012 年までに
10%、2020 年までに 30% 削減する予定です。ロジスティクスサービス企業の Dachser 社も、た
とえば大量のエネルギーを消費する何千もの PC を作動させる代わりに、エネルギー効率の良いコ
ンピューター・センターとネットワーク・クライアントを使用することで、環境収支を改善しています。
Dachser 社はこのコンセプトにより、GreenITベスト・プラクティス賞 2010 を受賞しました。また、
その他の多くの実例も、NRW 州が「グリーン・ロジスティクス」への取り組みで、他の立地拠点よ
りも一歩先んじていることを明確に示しています。

“グリーン” ロジスティクス不動産および施設
ドラッグストアの dm-ドロゲリエ・マルクト社は、2009 年～2010 年に新しい流通センター
をケルン近郊で立ち上げ、ここからドイツ全土に点在する小売店に1万 2500 点にも及ぶ多

種多様な商品を納品するシステムに切り替えました。このプロジェクトにより、dm 社は持続
可能なロジスティクスを称える Hanse Globe 賞を受賞しました。また同流通センターでは、
ウッドチップを利用した暖房、屋上の太陽光発電装置およびエネルギー効率の良いコンベ
ヤー・モーターなどを利用することで、年間 5000トン以上の CO2 の削減を実現しています。
Garbe ロジスティクスパーク・ヴェストファーレン・ヒュッテ（ドルトムント）は、2010 年に「ド

イツ持続可能な建築物協会」から表彰されました。このロジスティクスパークでは、エネル
ギー性能が高い建物外装や機材、またリサイクル可能な自然建材を多く利用し、建物の持続
性に努めています。建材の輸送路は、できるだけ行き来が少なくなるように計画されています。
さらに、建家の屋上は太陽光発電あるいは太陽熱を利用できる設計となっています。
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Logistics at its best：ソフトウェア “to go”
今後 NRW 州では、ロジスティクス企業は、費用がかかり、融通の利かないソフトウェア・システムに投資する必要
はありません。2010 年12 月から、ロジスティクス・モールではソフトウェア「to go」が提供されているからです。

インターネットとe-コマースの普及により、ドイツだけでも、1年に扱われる小包の量は1億個以上
のペースで増えています。これらの荷物はすべて個別に「オンデマンド」で注文され、仕分、梱包、
輸送、分配の過程を経て配達されます。同時に、商品の数も飛躍的に増加しています。
この急激な発展に、ほとんどのロジスティクス企業の ITシステムは、追いつけないでいます。商工
業におけるビジネス・モデルとビジネス戦略のライフサイクルは、今や 2 ～3 年と短命であるにもか
かわらず、その一方で、適切なロジスティク・ビジネス・プロセスをモデル化するには、10 ヶ月程
度の期間を要します。これでは、利用期間に比べ長すぎるのです。

ロジスティクスのためのクラウド・コンピューティング
フラウンホーファー物流・ロジスティクス研究所（IML）とフラウンホーファー・ソフトウェア・シス
テムエンジニアリング研究所（ISST）は、どちらもドルトムントにあり、よりフレキシブルでダイナミッ
クな IT サポートのために、IT およびロジスティクス企業と共同でクラウド・コンピューティング・ソ
リューションを開発しています。
クラウド・コンピューティングでは、企業のアプリケーションやデータは、もはやローカル・コンピュー
ター上ではなく、インターネットを表す比喩である英語の「クラウド」、つまり「雲」の上に存在します。
クラウドへのアクセスは、ウェブ・ブラウザを介して行われます。またクラウド・コンピューティン
グにより、IT サービス事業者は、自社のインフラに投資をせずに、ロジスティクス IT サービスを迅
速に開発・提供することも可能になります。こうして、小規模な IT サービス業者も、自社のソフトウェ
ア製品を市場に出すことができるようになります。

ロジスティクス・モール
ロジスティクス・モールは、
「サービスとしてのソフトウェア」という原則に従ってロジスティクス・ソ
フトウェアを提供するバーチャル・マーケットです。提供されているアプリケーションは、相互に互
換性があります。顧客は、利用契約を締結した後、インターネット・ブラウザから、モールの自分
のプライベート・フィールドにアクセスして、ソフトウェアを利用することができます。清算はモール
運営者を介し、従量制で行われます。2010 年12 月より、まずは「ルール・ロジスティクス効率化
クラスター」への参加企業に、最初のアプリケーションが提供されました。
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力を結集し、競争力を高める
NRW 州は、企業、研究機関および公的機関の連携推進に取り組んでいます。例えば、ロジスティクス・クラスター
NRWと各地域のネットワークは、ロジスティクスのテーマ別に専用プラットフォームを多数提供しています。これを
利用することで、NRW 州に進出するロジスティクス企業も、各種テーマに特化した専門知識のあるパートナーを見
つけ出すことができます。

NRW 州にある

NRW 州、EU ならびに会員企業により支えられているロジスティクス・クラスター NRW は、非常

ロジスティクス業界最大の

にダイナミックな発展を遂げてきました。クラスター傘下の「LOG-IT Club 協会」では、多くの関

経営者団体の会員企業数は

係者が協力し合い、連携の可能性と新しいアイディアを模索する努力を続けています。力を合わせ、

3000 社に上ります

ロジスティクス分野における NRW 州の競争力を高めることが一同の目標です。
既にロジスティクス業界の中には、新しい ITシステム、
「グリーン・ロジスティクス」、あるいはロ
ジスティクス不動産や用地など、将来に向け重要なテーマに取り組み始めています。ロジスティク
ス・クラスター NRW は、3000 社に上るメンバーを擁するロジスティクス業界最大の経営者団体、
NRW 州交通経済・ロジスティクス連盟との密接な協力により、躍進的に活動の幅を広げています。
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