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スイスの機械・電気・金属産業（MEM）
概要
スイスでは産業界で最大の約32万人が機械、電気、金属産業に従事しています。労働者
の質、正確さ、安全性、信頼性の基準の高さが、スイスフラン相場が高いにもかかわらず、
スイスの機械、電気、金属産業の国際競争力の高さの要因となっています。製品の80 ％
近くは輸出され、そのうちの約60 ％は対EUの輸出です。国際比較において、スイスは一
人当たりの機械製品の輸出額が世界2位です。その成功の理由は、高いイノベーションで
す。企業は、研究開発への投資により、製品、技術、工程を継続的に改善しています。
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 EU28カ国 60 %
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研究開発（F+E）
•  機械、電気、金属産業（MEM）では、研究開発分野だけで約2万
人がフルタイムで働いています。2015年には機械・電気・金属産
業の研究開発に２0億スイスフランが投資されました。これはス
イスの民間企業全体が研究開発に費やした予算の約12 ％に相
当します。

•  一流の専門大学のおかげで、スイスでは質の高い専門家を雇用
するのは難しいことではありません。2017年、高い評価を受ける
スイス連邦工科大学チューリッヒ校では、7,000人以上の学生が
工学部に在籍していました。そのうち約半数が機械工学につい
て学び、それに続いて電気工学、情報工学、およびコンピュータ
ー工学の順に多くの学生が学びました。2017年、スイス連邦工
科大学ローザンヌ校では、合計で3,000人を超える学生が工学
部を専攻し、学生の多くは機械工学や微細加工技術について学
びました。

•  MEM産業では現在およそ20,000人の職業訓練に携わっており、
スイスで最も多くの職業訓練生を抱えています。

•  専門大学では、2011年から2016 年までの 5 年間で、工学分野を
専攻する新入生の数が13 %も上昇しました。最も大きな増加率
を見せたのは、コンピュータ科学（+43%）、経営工学（+31%）、そ
して機械工学（+15%）の三分野です。

•  MEM産業は知的所有権において高いイノベーションの可能性
を示しています。2017年、スイスは3,929件のテクノロジー関連
の特許認定を欧州特許事務局（EPO）から受けました。人口100
万人あたりのMEM分野関連の特許登録件数では、スイスは欧
州でも屈指の件数を誇ります。

•  スイスのMEM産業におけるイノベーション及び製造プロセス
のネットワークは先進的です。特に、ICT分野のテクノロジーの
先進性は顕著です。過去数年で急成長した精密機械産業では、
全製造プロセスの55 ％で情報および電子アプリケーションが使
用されています。スイスには同分野に優れた専門家が数多くい
ます。

•  スイスには、 11  の国立分野別ネットワーク（NTN）があり、企業
と公的研究機関をつなぐ知識の相互交流および技術移転のプ
ラット フォームの役割を果たしています。これは特にMEM産業
分野で利用されています。このネットワークには「炭素複合材」「
イノベーティブサーフェス」「スイスフォトニクス」「ネットワーク・
ロジスティック連合」が含まれています。

予算と資金
•  スイスのイノベーション促進エージェンシーであるイノスイス
（Innosuisse）は、経済と市場の共同作業を支援しています。同
組織は、そのための目的に応じてイノベーションのためのプロ
ジェクト、ネットワークの構築、職業教育、そしてコーチングを提
供しています。イノスイスは、年間で約 2 億スイスフランの支援
金を用意しています。その大部分は、イノベーションのためのプ
ロジェクトの支援に使用されています。機械工学、製造工学およ
び電気工学分野は、2017 年に1,840 万スイスフランの助成金を、
連邦予算から受給しています。

産業分野別の研究開発費
計156億6,000万CHF（現行の物価、2015年）
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出典：スイス連邦統計局 （BFS） 、 2017年
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職業訓練生
実習生の人数、2017年

職業訓練分野 実習生数
機械工学: ポリメカニック、生産技師、機械技師 2,774
自動制御システム技師 1,349
設計士 1,293
電気技師 691
設備技師 292
MEMセールス担当者 1,398
合計  7,797

出典：Swissmem「パノラマ 2018年」



•  ユーロスターズ（Eurostars）プログラムは、総売上高の10 ％以
上を研究開発に投資している欧州の企業を援助することを目的
としています。2020年までのこの予算は11億4千万ユーロで、ス
イスの企業は最大50万ユーロの研究予算援助を受けることがで
きます。

•  スイスの産業用電気料金は、 キロワット時あたり 14,8ラッペン
（2017）と、国際的に見ても、比較的安価で推移しています。

•  Swiss Madeは品質、精密、安全、信頼などを象徴するレーベル
で、スイス製品の外国での付加価値を高めています。外国の競
合製品と価格が違う理由として、スイスフラン高、物価高、高い
給与水準が挙げられます。

•  「インダストリー2025」イニシアティブはインダストリー4.0のビ
ジョンを追求します。つまり、スイスの製造業における付加価値
ネットワークのデジタル化およびその拡大の実現を目指します。
スイス国内企業の競争力を確保し、拡大することを目指し、該当
する企業にインダストリー4.0について解説し、それらの企業間ネ
ットワークを構築し、サポートするために様々な活動がなされて
います。これらの活動は、この組織のイニシアチブのもとに実行
に移されます。

基本条件と市場アクセス
•  世界で最も緊密なネットワークである自由貿易協定のおかげ
で、スイスの企業はEUや中国など最も重要な輸出市場にアクセ
スできます。EUへの輸出の割合は、60 %と大きく、スイスのMEM
市場にとって、他の市場と比べて圧倒的に重要なことを示してい
ます。また、アジア（19%）と米国（13%）と続きます。

•  国際比較において、スイスは一人当たりの機械製品の輸出額が
世界2位です。

•  スイスは相互承認協定（コンプライアンスや品質管理のルール
に関する相互承認）をEU、EWR/EFTA圏、カナダおよびトルコと
結んでおり、製品の輸出入の際のさまざまな規則にかかる余分
なコストを抑えることに成功しています。該当するEUとの協定
では、20種類の製品タイプに適用されます。それらの中には、機
械、輸送機、電気機器および建設用機械も含まれます。

•  スイスはドイツと中国に次いで、世界で3番目 に密度の高い投資
保護協定の二国間ネットワークを持っています。

•  速邦輸出信用機関（SERV）の公的ガイドラインにより、リスクの
高い輸出ビジネスの保護が、保証されています。2017 年には、
機械建設、鉄道車両、鉄道技術、電子回路などの分野で、保険証
券および保険料に対して、約25 億スイスフランを拠出しました。
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出典：スイス連邦統計局（BFS）、 2018年

欧州産業用電気料金、2017年
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住民一人当たりの機械輸出、2016年
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最新の動向
•  2014年に発効した中国との自由貿易協定は、MEM産業にとって
大きな意味を持っています。10年以内にMEM産業の全製品の
92 ％は完全免税になり、中国への輸出が多い企業の成長を後 
押しする見通しです。 

•  スイスは現在、法人税制の改正を進めています。 その目的は、
企業にとって魅力的な環境を整え、課税方式を世界標準に適
合させることです。連邦財務省（EFD）は税制法案17（SV17）に
沿って、新たな提案を行っています。 この改正案は、早ければ
2020年に施行されると見られています。 施行が決まるまでは、
スイス国内で現行の魅力的な税制が引き続き適用されます。
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このファクトシートはSwissmemの
協力のもと作成されました。
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問合せ先、追加情報体験者の声

「ABBスイスは120年以上、職業訓練を重視してい
ます。6000 名の従業員のもと、約 400 名が研修生
として訓練を受けています。このシステムが 当社
のビジネス文化を信頼あるものにしてくれていま
す。ABBは職業訓練を通じて人員不足を補うこと
ができました。さらには、職業訓練サービス機関の
lib（スイス産業職業訓練）を設立しました。この機

関を設立して以来、他にも約 100 社が、職業訓練生を受け入れて
います。MEM 産業では、現在、最大の職業訓練機関となっていま
す。」

VOLKER STEPHAN 
人事部長 ABB スイス 
www.abb.ch
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