
 グローバルニッチトップ企業は、三大都市圏以外の地域にも所在(グロバールニッチトップ企業：三大都市圏で

48.0%、東証1部上場企業：三大都市圏で72.2%)。 
 製造業の事業所は、三大都市圏や地域の拠点都市が属する経済圏以外の周辺地域に所在する経済圏を含め、

全国的に広く所在。 

グローバルニッチトップ企業等の所在状況 

注：グローバルニッチトップ企業とは、①世界シェアと利益の両立、②独創性と自立性、③代替リスクへの対処、④世界シェアの持続性等の観点から、経済産業省が、2014年3月に、グローバル展開における実績を認定した企業（合計100社）。 
出所：総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」（2012年）から作成。 

＜グローバルニッチトップ企業所在状況＞ ＜全事業に占める製造業の事業所比率＞ 
 

区分 経済圏数 
(%) (構成比) 
14%～ 32(13.5%) 

12%～14% 19(8.1%) 
10%～12% 29(12.2%) 
8%～10% 49(20.7%) 
6%～8% 51(21.5%) 
～6% 57(24.1%) 

＜東証1部上場企業本社所在状況＞ 
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  地域に所在するグローバルニッチトップ企業を始めとする中堅・中小企業に対しては、①

技術シーズの事業化、②販路開拓、③人材の確保・育成の面での支援が重要。 
 
 ＜技術シーズの事業化＞ 

1. 地域に所在する大学、高専、公設試験研究機関による技術シーズの事業化への支援を

充実させることが必要ではないか。その際、ドイツのフラウンホーファー研究所等の取組

が参考になるのではないか。 
 

2. 我が国では、地域に、国の研究開発独法の地方支部、大学等の地域産学官共同研究

開発の支援部門、自治体の内部組織又は地方独法としての公設試験研究機関等が分

立し、それらが必ずしも有効に機能していないとの指摘がある。それらの連携強化、得意

分野の棲み分けと効率的な施設・設備の整備等について、総合的な検討を行うべきでは

ないか。 



技術シーズの事業化の支援機関 

シュタインバイス 
 19世紀後半に、州の公益財団としてスタート。1971年に、

NPO法人として再スタートし、現在は、グローバルに展開。

職員約1,500人、全世界では、3,600人以上のスタッフを有

する。 

 工科大学や総合大学に併設することで、幅広いテーマに精

通。中堅・中小企業からコンサルティング及び開発業務を有

償で受託し、産学連携をサポート。 
 

我が国の支援機関の概要 ドイツの支援機関の概要 
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フラウンホーファー研究所  

 1949年設立。研究所数66、職員約22,000人。 

 公的資金のほか、民間企業からの受託収入により運営さ

れ、近年、規模を拡大した結果、日本の全公設試験研究機

関の約5倍の人員体制となっている。 

 R&D機能を持たない中堅・中小企業に対して、設備やノウ

ハウを提供し、市場のニーズを踏まえたきめ細かい技術支

援を実施。 

【公設試験研究機関】 
地方公共団体が設置する試験所、研究所等であり、全国に

は、319機関が存在。職員約4,400人。 
自治体が直営するもの、地方独立行政法人となっているもの

がある。 
試験研究及び技術支援に関する業務を行い、域内産業を技

術面から支援。 
 
 【産業技術総合研究所】 
国内最大級の公的研究機関。全国に１１の本部及びセンター

を有する。職員約3,000人。 
環境・エネルギー、ライフサイエンス、情報通信・エレクトロニク

ス、ナノテクノロジー・材料・製造、計測・計量標準、地質の６

分野の研究を実施。 

【NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）】 
東京本部と関西支部の2拠点を有する技術開発推進機関。職

員約800人。 
①新たなエネルギー開発の先導役、②産業技術に関する研

究開発業務という二つのミッションを有する。 
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 ＜販路開拓＞ 

    自治体が、ＪＥＴＲＯや中小機構、民間の商社、海外展開支援企業、金融機関と連携し、

中堅・中小企業の販路拡大に対する支援を強化するとともに、三大都市圏で経験を積んだ

シニア人材等の地方移転を促しながら、それらの知見やネットワークを活用する方策につい

ても、検討するべきではないか。 
 
 ＜人材の確保・育成＞ 

    大学、高専、職業高校等が、地元企業のニーズを踏まえ、教育カリキュラムを見直し、高

度人材の育成に努めるとともに、求職者とのマッチング、インターンシップの仲介等の取組を

通じて、地域からの円滑な人材確保をサポートするべきではないか。 
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【主な施策のアイデア】 

① NEDO、産総研による中堅・中小企業の研究開発、事業化支援のプラットフォーム構築 
 地域の企業が持ち込んだ技術課題に対し、共同研究や研究設備の提供等の支援を行う

とともに、自治体とも連携して、事業化に向けた切れ目のないハンズオン支援を実施する。  
 
② 公設試験研究機関等の地方に所在する支援機能の抜本的強化 
• 自治体の公設試験研究機関の独法化の促進、運営の柔軟化、地域企業に対する支援の

強化。 
• 国の研究開発独法の地方支部、大学等の地域産学官連携支援部門、自治体の公設試

験研究機関の間のネットワークの構築、再編・統合を含め、連携体制を強化し、得意分野

の棲み分け、効率的な人員体制、設備等の整備を行うとともに、製品開発から販路開拓

まで一貫した支援を行う。 
 
③ ビッグデータを活用した地域の産業構造を分析するシステムの開発、提供 

 民間調査会社の企業間取引データを用い、地域の企業の取引ネットワークを把握、可視

化するシステムを提供。自治体による販路開拓支援、その他の政策立案を支援する。          
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【主な施策のアイデア】 

④ 地域における日本版デュアルシステム（職業教育と普通教育の同時実施）の拡充  

 現行制度を拡充し、ドイツを参考に、地域の企業と高専、職業高校が連携し、週の半分

は企業内職業訓練、半分は学校教育を行うといった形態を可能とし、人材育成とマッチ

ングを同時に推進する。 

⑤ OB人材等からのノウハウ移転による中堅・中小企業の生産性向上支援 

都道府県の産業支援機関や大学等の研究機関と連携し、各地域において大企業の

OB人材等を生産性向上のインストラクターとして育成。OB人材等が現場指導を通じてノ

ウハウを移転し、中堅・中小企業の生産性の向上を支援する。 
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