


Ⅰ．調査の概要

１１．調査の目的

ロー タル 企業規 グロ事業環境のグローバル化・デジタル化に伴い、企業規模を問わずグローバルに活躍

す ジネ 様化 業」の 自体す ジネ 様化 業」の 自体する製造業のビジネスモデルは多様化し、「製造業」の定義・境界自体も一層曖昧とする製造業のビジネスモデルは多様化し、「製造業」の定義・境界自体も一層曖昧と

な の中 ロー イチェ とななっている。その中でも特に、グローバルサプライチェーンの一角となり、「グロー

バ トッ うる ・中小 てはバル（ニッチ）トップ」と呼ばれうる各地の中堅・中小企業については、汎用情報か

ら する なっら定量的に抽出することが困難となっている。

調査 、 ッ ある ・中そこで、本調査事業を通じて、グローバル（ニッチ）トップである全国の中堅・中

小 び我 多様 ーバル モデ小 び我 多様 ーバル モデ小企業の抽出及び我が国製造業の多様化するグローバルなビジネスモデルに関する調小企業の抽出及び我が国製造業の多様化するグローバルなビジネスモデルに関する調

査 とで き具 特定し が国査分析を行うことで、取り組むべき具体的課題を特定し、今後の我が国産業政策の企

画 活用 的を画立案に最大限活用することを目的を実施した。
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Ⅱ ＧＮＴ企業の変化と課題

１．アンケート調査の実施

（１）調査実施機関

2019年2月13日～3月13日

（（２）調査対象２）調査対象

平成25 経済産業省に れた年度に経済産業省に認定されたG�T企業100社：うち回答68 率社、回収率68％

） 調査内容） 調査内容３）主な調査内容３）主な調査内容

企業 報情報 基本基本情報 ・従従業員数、売上高、経常利益経常利益、、研究開発費

ＧＧＮＴ関連 ＧＮ の種類の数・ＧＮＴ製品・サービスの種類の数

売 年間にお 化した 品・サー・売上高のうち最近５年間において新規にＧＮＴ化した製品・サービスの割合
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５ 認定さ ス・５年前に認定されたＧＮＴ製品・サービスの現在の世界市場シェア など

海外海外海外展開情報海外展開情報 海 製品・サー海 製品・サー・海外売上比率（直近決算、ＧＮＴ製品・サービス以外も含む）・海外売上比率（直近決算、ＧＮＴ製品・サービス以外も含む）

販 ＮＴ 以外も・販売国数（ＧＮＴ製品・サービス以外も含む）

海・海外拠点が存在する国の数

ア世界シェアの変化 ・GGNT製品・ て る要サービスの世界市場シェアに影響を与えた／与えている要因

産業 命の 響第四次産業革命の影響 ・第 タ第４次産業革命／デジタル化／AI・・IIoTの普及にの普及による影響、各社の対応各社の対応

方向方向戦略の方向性戦略の方向性 ・・GGGNTGNT製品製品・・サービスの競争力サービスの競争力・・占有力を高めるために注力していること占有力を高めるために注力していること

取組現状の取組と

課題

研究研究開発 ・研研究開発拠点、共同開発の相手、研究開発上の課題研究開発上の課題

製造製造 ・製製造拠点、今後の製造拠点のあり方

海外海外販売 ・販販売拠点、 る ャ重視する海外販売チャネル、海外での販売・商取引上の課題

知財知財管理 ・現現在の対応方針

国際国際標準化 ・現現在の対応方針

人材人材人材人材・・組織組織 ・・組 お 重 るこ組 お 重 るこ組織作りにおいて重視していること組織作りにおいて重視していること、、、、人材確保に関する課題人材確保に関する課題

情報情報管理 ・最 る課題最新の情報収集に関する課題



Ⅱ ＧＮＴ企業の変化と課題

①従業員数

 (n=66)

974 人 999 人

②売上高

 (n=65)

31,906 百万円 34,409 百万円

③営業利益率

 (n=61)

10.6 ％ 10.7 ％

④研究開発費

 (n=59)

1,185.4 百万円 百万円

⑤ＧＮＴの種類の数

 (n=64)

417.3 種類 3.1 種類

⑥売上高のうち最近５年間において新規に

５年前（n=100）今回

報○企業情報
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⑥売上高のうち最近５年間において新規に

ＧＮＴ化した製品・サービスの割合(n=60)

14.0 ％ 27.3 ％

⑦ＧＮＴの世界市場シェア

 (n=65)

53.1 ％ 59.6 ％

⑧ＧＮＴの市場規模

 (n=59)

1,297.9 億円 657.1 億円

⑨ＧＮＴの国内・海外の競争者数

 (n=62)

9.6 者 12.3 者

⑩海外売上比率

 (n=64)

44.0 ％ 45.1 ％

⑪販売国数

 (n=63)

28.2 ヵ国 36.7 ヵ国

⑫海外拠点が存在する国の数

 (n=65)

4.7 ヵ国 7.4 ヵ国

②売上高÷①従業員数

 (n=65)

36.4 百万円 38.3 百万円

④研究開発費÷②売上高

 (n=59)

3.0 ％ ％

















ＧＮＴ企業における強みと弱み・課題等の整理

強み 弱み・課題等

収益性 ・営業利益率が高い企業が多い。

・競争が少なく価格を維持しやすい。

・顧客が製品の質を高く評価し、ブランド効果で価

格を高く設定しやすい。

・独占化すると受注量も増え、スケールメリットでコ

ストダウンもしやすくなる。

・ＧＮＴであっても発注側が価格の決定力を持つ場

合もある。また、ＧＮＴであっても価格競争にさら

される場合もある。

研究開発 ・研究開発に積極的な企業が多く見られる。

・ユーザーと共同開発している企業が多く、ニーズ

把握やシェア確保という点で有利。

・大学、研究機関、海外企業との連携を進めてい

・研究開発を行える人材の確保

・顧客ニーズの把握
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・大学、研究機関、海外企業との連携を進めてい

る企業も多い。

グローバ

ル化

・早い時期からグローバル展開している企業も多

く見られる。

・ＧＮＴ100社の海外比率は45.1％であり、国内の

製造業平均（27.3％）と比べると非常に高い。

・製品は日本で作ったものを海外展開する場合が

多いが。最初から海外現地国向けの開発を行っ

ている割合は少ない。

・販売チャネルは決して豊富とは言えない。

人材問題 ・新卒などの人材確保に苦労している。

・マネジメントなどグローバル人材に対する不足感

がみられる。

資金調達 ・現状では必要なタイミングに確保できている企業

が多い。

・研究開発や設備投資に多大な費用がかかる。

情報収集 ・顧客やパートナーなど、海外動向胴体や規制動

向の把握などに関しては情報収集のためのチャ

ネルが限られている。





○全体的に「ＧＮＴ企業」と「隠れたチャンピオン企業」は多くの点で類似している。

○グローバル化対応という点で、多少の差が見られる。

GNT企業 隠れたチャンピオン企業

・ＧＮＴ100社の海外比率は45.1％。

・最も重視している販売チャネルとしては、

「自社の海外販売網」を挙げた企業が最も

多い。

・ 最初 海外最初 海外進出のステップとしては、最初から海外へ進出のステップとしては、最初から海外へ

・ハーマン・サイモン氏による算出結果では、

輸出比率は61.5％となっている。

・ 早期 支持海外市場への早期参入を支持し、単独行

動を好む。

・グローバル化には何十年もかかり、長期

Ⅲ 海外の隠れたチャンピョン企業との比較
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・ 最初 海外最初 海外進出のステップとしては、最初から海外へ進出のステップとしては、最初から海外へ

い よ も 内で出ていくよりも、国内で製品等を確立して

て パ ー がて パ ー がから海外へ出ていくパターンが多い。から海外へ出ていくパターンが多い。

・グローバル化には何十年もかかり、長期

目標や忍耐力が必要となる。挫折を経験

するのは当たり前。

〔参考：ハーマン・サイモン氏の著書の中での分析〕

・日本の隠れたチャンピオンは、 て り テ スグローバル化において、より高いクリティカルマス（進出

て 敷居て 敷居に向けて必要となる量的規模の敷居値）が必要に向けて必要となる量的規模の敷居値）が必要のように思える。

・ ー 企業グローバル化は企業が発展した後となる。国内市場のシェアは大きいが、海外市場の

シェアはひどく小さい、というギャップの大きさが目立つ場合が多い。

・ 、リ ダ シ タイ 、言語 日、リ ダ シ タイ 、言語 日企業文化、リーダーシップ、スタイル、言語はまだ日本中心。企業文化、リーダーシップ、スタイル、言語はまだ日本中心。例えば英語が企業の共通

言語となっている場合は稀である。
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第１章 調査の概要 

１．調査の目的 

事業環境のグローバル化・デジタル化に伴い、企業規模を問わずグローバルに活躍する製造業のビ

ジネスモデルは多様化し、「製造業」の定義・境界自体も一層曖昧となっている。その中でも特に、グ

ローバルサプライチェーンの一角となり、「グローバル（ニッチ）トップ」と呼ばれうる各地の中堅・

中小企業については、汎用情報から定量的に抽出することが困難となっている。そこで、本調査事業

を通じて、グローバル（ニッチ）トップである全国の中堅・中小企業の抽出及び我が国製造業の多様

化するグローバルなビジネスモデルに関する調査分析を行うことで、取り組むべき具体的課題を特定

し、今後の我が国産業政策の企画立案に最大限活用することを目的に調査を実施した。 

 

２．調査の進め方の概要 

（１）GNT 企業の変化につ

いての調査 

○調査の趣旨 

 ・５年前に選定した GNT 企業のその後の推移や時代の変化に伴って生

じた課題等を確認する。 

○調査実施方法 

 ・５年前に選定した GNT 企業 100 社に対するアンケート調査を実施。 

 ・有識者や５年前の受賞企業へのヒアリングを実施。 

（２）海外の隠れたチャン

ピョン企業との比較 

○調査の趣旨 

 ・海外のグローバルニッチトップ企業と比較する目的で、その象徴であ

るドイツの”Hidden champion”との比較分析を行う。 

○調査実施方法 

 ・ハーマン・サイモン博士著の書籍「グローバルビジネスの隠れたチャ

ンピオン企業」記載内容と日本の GNT 企業の比較分析を実施。 

 ・ハーマン・サイモン博士から最近の資料を入手し、分析に活用。 

（３）大企業を中心とした

日本企業におけるグ

ローバル化の現状と

課題 

○調査の趣旨 

 ・中小企業を中心とする GNT 企業と比較する意味で、大企業を中心と

した日本企業におけるグローバル化の現状と課題 

○調査実施方法 

 ・統計データや過去の調査研究等から、現状と課題を整理 

（４）企業の競争力とビジ

ネスモデルの整理 

○調査の趣旨 

 ・現在の日本企業の勝ちパターン・収益ドライブ等のマクロ的に分析す

る 

○調査実施方法 

 ・文献調査により、パターンの洗い出しを実施。 

 ・有識者２名へのヒアリングを実施。 
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第２章 ＧＮＴ企業の変化と課題 

１．アンケート調査の実施 

（１）調査の趣旨 

 経済産業省では、平成 25 年度にグローバルニッチトップ企業（GNT 企業 ）として、100 社を選

定したが、その後 5 年が経過し、急速なグローバル環境の変化や第四次産業革命の進展を踏まえ、GNT

企業の現状と課題を把握する目的で、5 年前の認定企業 100 社に対するアンケート調査を実施した。 

 

（２）調査実施方法 

１）調査実施機関 

   2019 年 2 月 13 日～3 月 13 日 

 

２）調査対象 

平成 25 年度に経済産業省に認定された GNT 企業 100 社：うち回答 68 社、回収率 68％ 

 

３）主な調査内容 

 主な調査内容 

企業情報 基本情報 ・従業員数 ・売上高（直近決算） ・営業利益率（直近決算） 

・研究開発費（直近決算） 

GNT製品関

連情報 

・ＧＮＴ製品・サービスの種類の数 

・売上高のうち最近５年間において新規にＧＮＴ化した製品・サービスの割合 

・５年前に認定されたＧＮＴ製品・サービスの現在の世界市場シェア 

・５年前に認定されたＧＮＴ製品・サービスの現在の市場規模 
・５年前に認定されたＧＮＴ製品・サービスの現在の国内・海外の競争者数 

海外展開情

報 

・海外売上比率（直近決算、ＧＮＴ製品・サービス以外も含む） 

・販売国数（ＧＮＴ製品・サービス以外も含む） 

・海外拠点が存在する国の数 

世界シェアの変化 ・GNT 製品・サービスの世界市場シェアに影響を与えた／与えている要因 

第四次産業革命の影響 ・第４次産業革命／デジタル化／AI・IoT の普及による影響 

・各社における対応状況 

戦略の方向性 ・GNT 製品・サービスの競争力・占有力を高めるために注力していること 

現状の取

組と課題 

研究開発 ・研究開発拠点 

・共同開発の相手 

・研究開発上の課題 

製造 ・製造拠点  ・今後の製造拠点のあり方 

海外販売 ・販売拠点   
・重視する海外販売チャネル  
・海外での販売・商取引上の課題 

知財管理 ・現在の対応方針 

国際標準化 ・現在の対応方針 

人材・組織 ・組織作りにおいて重視していること 

・人材確保に関する課題 

情報管理 ・最新の情報収集に関する課題 
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（３）調査結果 

１）企業情報 

 以下に、５年前に GNT 企業として認定された企業（回答 68 社）の数値データ（平均値）は以下の

とおり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参考１：平成 29 年度の全製造業の売上高利益率は 7.0％ 

○参考２：平成 29 年度のモノの輸出企業の海外売上比率は 30.3％ 

 

 

 

 

 

  

①従業員数

 (n=66)

974 人 999 人

②売上高

 (n=65)

31,906 百万円 34,409 百万円

③営業利益率

 (n=61)

10.6 ％ 10.7 ％

④研究開発費

 (n=59)

1,185.4 百万円 百万円

⑤ＧＮＴの種類の数

 (n=64)

417.3 種類 3.1 種類

⑥売上高のうち最近５年間において新規に

ＧＮＴ化した製品・サービスの割合(n=60)

14.0 ％ 27.3 ％

⑦ＧＮＴの世界市場シェア

 (n=65)

53.1 ％ 59.6 ％

⑧ＧＮＴの市場規模

 (n=59)

1,297.9 億円 657.1 億円

⑨ＧＮＴの国内・海外の競争者数

 (n=62)

9.6 者 12.3 者

⑩海外売上比率

 (n=64)

44.0 ％ 45.1 ％

⑪販売国数

 (n=63)

28.2 ヵ国 36.7 ヵ国

⑫海外拠点が存在する国の数

 (n=65)

4.7 ヵ国 7.4 ヵ国

②売上高÷①従業員数

 (n=65)

36.4 百万円 38.3 百万円

④研究開発費÷②売上高

 (n=59)

3.0 ％ ％

５年前（n=100）今回
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〔具体的な取組内容〕 

 デジタル化／AI・IoT への具体的な取組例としては、以下のものが挙げられた。 

 

 デジタル化／AI・IoT への具体的な取組例 

務処理業務の効率化 ・生産管理システムの導入 

・営業支援ソフト、グループウェアソフト、就業管理システムソフトの導入 

・タイ工場の DB（営業支援データベース） 

・販売管理ソフトの導入 

・RPA 導入、基幹システム導入準備中、EDI による部品販売、 

・RPA の導入 

・販売仕入在庫管理ソフト、原価管理ソフト、会計ソフトの導入 

・販売/生産システムの導入 

・受発注から会計、損益分析に至る一連の業務改革 

・基幹システムのフルスクラッチ構築、RPA の活用 

・賃金計算ソフトの導入 など 

・人事給与システム導入、新会計システム導入 

・定番品の自動発注、受注業務の(半)自動化、EDI 

生産プロセスや製造工程

の効率化 

・製品検査を含む製造工程の自動化 

・試験装置の自動化（自動で運転し、検査データを取得） 

・生産管理ソフトの導入 

・ロボットによる生産自動化、IOT による加工機稼働状況把握 

・加工ラインへ製品脱着用のロボットを導入し自動化した。 

・協働ロボット導入による省人化 

・生産スケジューラの導入 

・生産工程システムによる見える化 

・生産自動化・リードタイム短縮等を重点テーマに掲げ取組み中 

・デジタルインクジェット印刷システムの導入 

・ロボットによる生産自動化 など 

・生産の自動化、機械故障予兆データ自動取得、入出庫管理システム導入 

・自動搬送機、自動検査機の導入 

製品・サービスの品質・

価値向上 

・AI, IoT による故障自動診断と自動構成機能の追加 

・デジタルマイクロスコープ導入で測定品質向上 

・IoT デバイスを開発し、ﾊｰﾄﾞ製品と融合させてのｻｰﾋﾞｽを開始 

・IoT を活用した機械稼働管理システムの商品化 

・ロボット技術を含め完全自動化への検討 

・IoT 機能を付加し生産性や品質向上できるサービス開発 

・出荷検査のデジタル化 

・工程プロセス内における検査機の自動化 

・製造工程のデータ分析による技術継承 

・各種測定装置の導入による品質向上 

・顧客データシステムの構築と WEB 受発注、在庫管理の連携 

・データ分析による不良品削減 など 

・ＣＲＭ構築 
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 デジタル化／AI・IoT への具体的な取組例 

新たなビジネスの創出 ・自社センサーのAI, IoT 

・3 つの IoT デバイス及び関連サービスの提供 

・IoT により、操業状況を把握できるアフターメンテナンスサービス 

・IoT による客先稼働状況の把握システムを開発中 

・ロボットインテグレーション事業参入 

・フルサービス 

・Web マーケティングによる海外市場への訴求 

その他 ・コンピューターネットワークの構築 

・新事業展開のための東京営業本部新設 

・生産管理、会計システムの見直しを検討している 

・設計開発のＡＩ導入 

・スマホを用いたアドレスフリーな事務処理対応 

・センサデータの提供による新たなビジネスモデルの推進 

・デジタル化によるデータ分析による品質向上が必要だがほとんど実施できて

いない。 

あまり大きな変動はありません。 
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【参考：５年前のデータ】 

 

 

質問：貴社では、海外の企業との共同開発を行っていますか。最も当てはまるもの１つを選択 

してください。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○上のグラフは５年前のものであるが、５割以上の企業が海外との研究開発に目を向けていた。こう

した側面も、５年前に選定された GNT 企業の特徴と言える。 
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２．有識者や前回認定された企業等へのヒアリングから指摘された課題等 

 

  ヒアリングにおいては、GNT 企業に関して、以下の課題等が指摘された。 

 

 課題等 

人材の問題 ・人材面ではどの企業も悩んでいる。海外進出しても、その後の後継の人材

が見つからない。現地での人材確保についても、コストが上がってくる。 

競争環境の問題 ・日本企業の場合は国内に競争相手が多過ぎてレッド・オーシャンの戦いに

なってしまう。その結果、利益が出ない。欧州企業はうまく競争にならな

いように工夫している。 

研究開発の問題 ・危機感があっても研究開発力が不足している企業は、若い人を取っても続

かないとダメ。 

市場予測の問題 ・マーケットの状況が変化し、特に大手企業（発注元）の意向が変わってく

る。このため、市場予測が難しい。 

市場開拓の問題 ・ローカル（海外）マーケットの開拓が非常に大変である。 

海外展開の問題 ・海外に現地法人を設立しても、日本人数人、現地人百数十人となると、管

理が大変。現地人の中間管理職を確保できるか、だが、ガバナンス面でのリ

スクも生じる。（金の使い込み等）→日本で外国人を育てて現地で中核人材

にする方法も考えられる。 

・１００人規模の会社では人手がなくこれらの流れに対応することは難しい。

自動化、内製化で対応しようとする。 

・今まではセットメーカーの元請が海外に出ていったが、下請企業が単独で

海外に出ていくのは大変。 

デジタル化、インダ

ストリー４．０など 

・１００人規模の会社では人手がなくこれらの流れに対応することは難しい。

自動化、内製化で対応しようとする。 

ドイツとの比較 ・GNT 企業はドイツの Hidden Champion と比べると規模が小さいところが

多い。 
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第３章 海外の隠れたチャンピョン企業との比較 

３－１．隠れたチャンピオン企業とは 

（１）隠れたチャンピオン企業とは 

 戦略・マーケティングのコンサルティング会社のサイモンクチャー＆パートナーズの会長であり、

北京の対外経済貿易大学の名誉教授でもあるハーマン・サイモン博士は、2009 年の著書“Hidden 

Champions of the 21st Century”（邦訳本「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業」2012 年

3 月中央経済社発行）の中で、「世界各地で大成功を遂げているのに、目立たない存在としてカーテン

の陰に隠れ、時には意図的に秘密のままでいようとする企業が多数、存在する。」と記している。 

 さらに、ハーマン・サイモン博士は、隠れたチャンピオンになるための基準」として、以下の３つ

をあげている。（邦訳本 16 ページ） 

 

 

 

 

なお、ハーマン・サイモン博士は、その著書の中で「本書ではドイツ語圏の隠れたチャンピオンを

主に取り上げていく」（邦訳本 19 ページ）と記載している。 

 

（２）隠れたチャンピオン企業の規模・業績 

ハーマン・サイモン博士は上記の書籍執筆時点で隠れたチャンピオンを 2,000 社以上リストアップ

しており、その約３分の２はドイツ語圏に属している。その売上と従業員数は以下の表に示す構成と

なっている。（邦訳本 22 ページ、算出年は不明） 

日本の大企業の基準（資本金が３億円を超えると同時に、従業員が３００人を超える）に当てはめ

てみると、資本金に関する記載はないが、従業員数を基準に考えると、半数程度以上は日本の大企業

に相当すると推定される。 

 

表3.1-1 隠れたチャンピオン企業の売上 

平均 

売上高区分ごとの構成比 

7,000 万ﾄﾞﾙ以下 

（約 70 億円以下） 

7,000 万～2 億ﾄﾞﾙ 

(約 70～200 億円) 

2～7 億ﾄﾞﾙ 

(約 200～700 億円) 

7 億ﾄﾞﾙ以上 

(約 700 億円以上) 

4 億 3400 万ドル 

（約 434 億円） 
24.8％ 27.4％ 29.9％ 17.9％ 

出所：邦訳本「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業（2012 年 3 月）」P22 より編集 

 

表3.1-2 隠れたチャンピオン企業の従業員数 

平均 
売上高区分ごとの構成比 

200 人以下 200～1,000 人 1,000～3,000 人 3,000 人以上 

2,037 人 24.8％ 27.4％ 29.9％ 17.9％ 

出所：邦訳本「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業（2012 年 3 月）」P22 より編集 

 

なお、税引き前ROI（投資利益率）の平均は 13.6％である。（邦訳本 22 ページ、算出年は不明） 

  

・世界市場で３位以内に入るか、大陸内で１位である。 

・売上高が 40 億ドル（約 4,000 億円）以下である。 

・世間からの注目度は低い。 
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（３）隠れたチャンピオン企業の特徴の総括 

 ハーマン・サイモン博士は、前述の著書において、隠れたチャンピオン企業の特徴を以下の様に総

括している。（邦訳本 29 ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの特徴の多くは、本調査の対象である我が国のＧＮＴ企業と共通している。 

 

 

（４）隠れたチャンピオン企業の例 

 ハーマン・サイモン博士は、同著書において、隠れたチャンピオン企業の例として以下の企業を挙

げている。（邦訳本 6～14 ページ、297 ページより編集） 

 

表3.1-3 隠れたチャンピオン企業の例 

①世界の隠れたチャンピオン企業の例（日本企業を除く） 

企業名 国名 主な特徴 

バーダー ドイツ 魚の処理システムのサプライヤーで、80％の世界シェアを有す

る。 

スリービー・サイエ

ンティフィック 

ドイツ 骨格モデルなど解剖学の補助教材の世界市場リーダー。 

テトラ ドイツ 水槽や養殖池用品のサプライヤーとして世界市場リーダー。 

アーノルド&リヒタ

ー 

ドイツ 高品質映画カメラの世界市場リーダー。 

ザハトラー ドイツ カメラの三脚の世界市場リーダー。 

ランタル ドイツ 旅客機の内装の世界市場リーダー。 

Ｗ.Ｅ.Ｔ. ドイツ 自動車のヒーティング技術の世界市場リーダー。 

ベバスト ドイツ 遠隔操作の自動車暖房の世界市場リーダー。 

ゲレッツ ドイツ 劇場の緞帳、舞台諸幕、舞台装置を製造。大きな舞台用幕の世

界唯一のメーカーとして 100％の市場シェアを有する。 

クライス ドイツ オルガンのメーカーとして世界中に知られており、多くの世界

の有名な場所に納入されている。 

ブレインラボ ドイツ 外科用ナビゲーション・システムを供給。世界中に約 3,000台

のシステムを設置し、60％の世界シェアを占めている。 

デロ ドイツ 工業用（エアバック・センサーやチップ用など）の接着剤メー

カー。世界中の全ての携帯電話の半数で用いられている。 

エネルコン ドイツ 風力タービン業界の主要メーカーの一つ。世界中の風力発電の

特許の 40％以上を保有する技術リーダー。 

オミクロン ドイツ 走査型トンネル顕微鏡の世界市場リーダー。 

２１世紀の隠れたチャンピオンは、 

・自社が定める定める市場を世界中で支配している。 

・規模の面で顕著な成長を遂げてきた。 

・著しい生存能力を持っている。 

・しばしば目立たない製品に特化している。 

・真のグローバル競争の担い手である。 

・成功しているが、奇跡の企業ではない。 
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企業名 国名 主な特徴 

ＥＯＳ ドイツ レーザー焼結システムの世界主要メーカー。 

ベルフォア オーストリ

ア 

火災や水害など災害復旧分野での世界市場リーダー。 

プランゼー オーストリ

ア 

耐火性金属とその化合物でつくる高機能材料の世界主要メーカ

ー。 

ユングブンツラワ

ー 

オーストリ

ア・スイス 

コカ・コーラなどに入っているクエン酸を供給するグローバ

ル・リーダー。 

ニヴァロックス スイス 腕時計内部の調節機構を製造し、世界市場シェアは 90%にのぼ

る。 

エレクトロナイト ベルギー 鉄鋼業用センサーで展開している世界 60 ヵ国全てでトップシ

ェアとなっている。（世界市場全体では、60％を占める） 

ＳＧＳ フランス 製品の検査と認証分野の世界リーダー。 

ペッツェル フランス ハーネス、フロントランプなど登山、洞窟探検などのスポーツ

や高所作業などの専門用品のグローバル・リーダー。 

ディクソン・コンス

タント 

フランス ブラインド、トラック・シートなど産業用繊維の世界市場リー

ダー。 

サエスゲッター イタリア 密閉した装置の真空状態の改善・維持を助けるゲッター材料の

メーカー。バリウム・ゲッターの世界シェアは 85％。 

アモリモ ポルトガル コルク製品とコルク・フローリングのグローバル・リーダー。 

ヘガネス スウェーデ

ン 

粉末冶金技術の世界の主要なサプライヤー。 

ド・ラ・リュー イギリス イギリス最大のセキュリティ印刷および製紙会社で、150 ヵ国

以上の紙幣を作っている。 

ヘガネス・コーポレ

ーション 

アメリカ 鉄粉末で世界一のサプライヤー。 

マキルヘニー アメリカ 「タバスコ」は世界で最も有名で愛されているペッパーソース

として 160 ヵ国以上で販売されている。 

ボブキャット アメリカ 工業建設、農業用小型機械のグローバル・リーダー。 

ジマー、デピュイ、

ビオメ 

アメリカ 尻、膝、その他の関節などを代替する整形外科用品のグローバ

ル・リーダー。 

インタナショナル

ＳＯＳ 

シンガポー

ル 

国際緊急救助サービスのグローバル・リーダー。 

エッセル・プロパッ

ク 

インド 歯磨粉用チューブで 33％の世界シェアを持つ。 

オリカ オーストラ

リア 

鉱山や採石場用の爆薬の世界的なリーダー。 

ガラガー ニュージー

ランド 

羊や家畜を囲い込む電気柵の世界市場リーダー 

エンブラエル ブラジル 地域間輸送用旅客機でトップの航空機メーカー。 

サッピ 南アフリカ 上質塗工紙と溶融性パルプで世界一。 

出所：邦訳本「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業（2012 年 3 月）」P6～14 より編集 

※著書に国名が記載されていない企業については、ネットで確認した。 
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②日本の隠れたチャンピオン企業の例 

企業名 主な製品 世界市場での地位 

オプトエレクトロニクス レーザー、バーコード、スキャナー No.2 

ミヤチテクノス 精密溶接 No.1 

ジャムコ 航空機用キッチンとトイレ No.1 

日本高純度化学 金コーティング用ファインケミカル No.1 

ニデック 眼科医療用機器 No.1 

東邦チタニウム チタン No.1 

ホソカワミクロン 集塵プロセス技術 リーダーの１社 

日本写真印刷 小型タッチパネル No.1 

アルバック ＬＣＤパネル、コーティング装置 No.1 

浜松ホトニクス 光源 リーダーの１社 

ＳＵＭＣＯ 30 ミリのシリコン・ウエハー No.1 

ナナオ プレシジョン・ミニター リーダーの１社 

上村工業 ＨＤＤコーティング リーダーの１社 

日本製鋼所 原子炉収納容器 No.1 

出所：邦訳本「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業（2012 年 3 月）」P297 より編集 
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３－２．隠れたチャンピオン企業の特徴 

 以下に隠れたチャンピオン企業の特徴を整理した。 

 

（１）戦略の２つの柱とＧＮＴ企業との類似性 

 前述の様に、ハーマン・サイモン博士が着目した「隠れたチャンピオン企業」を本章において取り

上げるのは、「隠れたチャンピオン企業」と我が国の「ＧＮＴ企業」との間に類似性があるからである。 

 ハーマン・サイモン博士によれば、「隠れたチャンピオン企業」には、以下の様に戦略において、2

つの柱がある。（邦訳本 87 ページ） 

 

 

 

 

 このうちの「②グローバル・マーケティング」は「グローバル」そのものであり、「①用途、製品、

専門分野への特化」は、「ニッチトップ」と同様の内容を示している。 

 すなわち、ニッチな分野に特化して高い市場シェアを確保し、グローバル市場への展開を目指すと

いう点で両者の戦略は共通しているといえる。 

 

 

（２）ニッチ市場への取組・集中化 

 「隠れたチャンピオン企業」の市場への取組・集中化について、ハーマン・サイモン博士は以下の

ように分析している。（邦訳本 80～81 ページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、隠れたチャンピオン企業は市場を狭くし、その市場に集中し、専門化することで市場

を維持しており、まさにニッチトップの考え方そのものである。 

 さらに顧客との関係を重視し、その中で市場に対する理解を深めている点でも我が国のＧＮＴ企業

と共通している。 

 

  

「隠れたチャンピオン企業」の戦略の２つの柱： 

 ①用途、製品、専門分野への特化 

 ②グローバル・マーケティング 

・隠れたチャンピオンは通常、自社の市場を狭く定義し、その市場で強い地位を築いていく。 

・狭い市場定義が意味するのは、隠れたチャンピオンの世界市場が相対的に小さく、そのまま維

持される。一部はスーパーニッチャーで世界シェアの 70～100％を占め、新しい競合他社にとっ

ては高い参入障壁となる。 

・そうした市場の多くは断片化漠然としているが、隠れたチャンピオンは自社市場によく精通し

ている。彼らは概して、専門化と、何よりも顧客との緊密な関係のおかげで、市場について卓越

した直観的な理解を得ている。 

・集中することで、狭い市場における深い問題解決やバリューチェーンへとつながる。 

・ソフトな多角化はリスクの最小化だけでなく、既存の強みをもっと活用につながる。 
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（５）研究開発 

 「隠れたチャンピオン企業」の市場への取組・集中化について、ハーマン・サイモン博士は以下の

ように分析している。（邦訳本 220～221 ページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  まとめると、隠れたチャンピオンは保守的で、特にコア能力に関わる部分では、隠れたチャンピ

オンは非常に内向きで独立独歩を好む傾向があるようである。しかしながら、コア能力以外の部分

ではアウトソーシングを積極的に展開しているなどの柔軟性がみられる。 

 

 

（６）グローバル市場への進出 

 ①「隠れたチャンピオン企業」の輸出比率 

 ハーマン・サイモン博士による算出結果では、輸出比率は 161.5％％となっている。（邦訳本 22 ページ、

算出年は不明） 

 

 ②「隠れたチャンピオン企業」の海外進出の特徴 

 ハーマン・サイモン博士は「隠れたチャンピオン企業」の海外進出の特徴を以下のように分析して

いる。（邦訳本 114 ページより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究開発においては、隠れたチャンピオンは自律性、深さ、秘密に非常に敏感である。ノウハウ

の保護と資格要件を満たした従業員を維持したいと言う思いが、高度に統合した形で研究開発活

動を行うさらなる理由となっている。 

・隠れたチャンピオンは、コア能力については高い垂直統合を支持し、アウトソーシングを回避し

続けている。この部分から自社高品質基準がもたらされると考えている。競争における独自性は、

市場で買うことができず、内部で作るしかないことも確信している。このような理由から、隠れ

たチャンピオンはしばしば自分たちで機械や一次産品を作っている。 

・隠れたチャンピオンは、コア能力以外の部分ではアウトソーシングを積極的に展開している。こ

れはコストが理由だが、専門のサプライヤーにより高い品質を期待する、という側面もある。 

・隠れたチャンピオンは戦略的提携を嫌い、自分で担当し続けることを好むが、こうした伝統的な

態度は、２つの理由により緩和されている。第１の理由がシステム統合で、第２の理由はイノベ

ーションに関係していて、１社だけでは習熟しきれない知識領域が求められる場合である。そう

した状況では、戦略的提携が役立つ可能性がある。 

・グローバル化は狭い市場でさえも拡大させ、十分な規模の経済の実現に寄与する。 

・この戦略の成功基盤は、同じ業界の顧客が似たようなニーズを持つ傾向があることである。す

なわち、同じ地域で異なる市場に参入するより、狭く定義した市場を地域的に拡大させる方がよ

い場合に有効となる。 

・隠れたチャンピオンは、海外市場への早期参入を支持し、単独行動を好む。100％子会社を置く

ことで可能となる。先駆者の優位性と顧客との直接的な関係は、重要な成功要因だと考えられる。 

・グローバル化には何十年もかかり、長期目標や忍耐力が必要となる。時折、挫折を経験するの

は当たり前のことである。 

・グローバル化のプロセスは、売上高の地域構成の変化を伴う。このためには、文化、人材、そ

の他において抜本的な再配置が必要となる。 

・文化的、精神的な能力を広げていくことは、グローバル化の前提条件でもあり、結果でもある。

語学力、研究者、学生、旅行者、職業人としての国際経験、海外従業員との融合は、グローバル

化への道を整備する。 
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３－３．我が国のＧＮＴ企業と隠れたチャンピオン企業の比較 

 平成 25 年度に選定された我が国のＧＮＴ企業（本事業で認定された１００社）と、前述のハーマ

ン・サイモン博士が分析した隠れたチャンピオン企業（一部の日本企業も含まれるが、ドイツ語圏の

企業が主に取り上げられている）の特徴は以下のとおり。 

 

  表 3.3-1 我が国のＧＮＴ企業と隠れたチャンピオン企業の比較 

 
我が国のＧＮＴ企業 

（平成 26 年度当時） 

隠れたチャンピオン企業 

（平成 24 年当時） 

(１)規模・業績 ・売上高平均：344 億円 

・従業員数平均：999 人 

・営業利益率：10.7％ 

・売上高平均：4 億 3400 万ドル 

（約 434 億円） 

・従業員数平均：2,037 人 

・税引き前ROI（投資利益率）の平均：

13.6％ 

〔両者の比較〕 

・従業員規模で比較すると、海外の隠れたチャンピオン企業の方が規模の大きな

会社の割合が高い。 

・利益率に関しては、営業利益率とROI の違いがあるなどで横並びの比較はでき

ないが、どちらも業績は良いといえる。 

(２ )ニッチ市場

への展開 

・ＧＮＴ商品・サービスの世界市場シェ

ア（最大のもの）は 60％近くにも達

している。 

・ニッチであることにより、競合が少な

いと考えている企業は多い。 

・技術力を高め、他者が追随できないも

のを作ろうとする意欲は強い。 

・情報の多くは顧客から得ていると考え

ている企業が多く、市場を確保するた

めに顧客との関係が重要であると考

えている企業は多い。 

・コア技術を活用して他分野への進出を

果たしたい、と考えている企業は多

く、新規顧客開拓も含めて市場を拡大

したい、と考えている企業は多い。 

・通常、自社の市場を狭く定義し、その

市場で強い地位を築いていく。 

・一部はスーパーニッチャーで世界シェ

アの 70～100％を占め、新しい競合他

社にとって高い参入障壁となる。 

・自社市場によく精通している。専門化

と、何よりも顧客との緊密な関係のお

かげで、市場について卓越した直観的

な理解を得ている。 

・集中することで、狭い市場における深

い問題解決やバリューチェーンへと

つながる。 

・ソフトな多角化を目指す動きは見られ

る。また、製品の幅の広さも重要視さ

れている。 

〔両者の比較〕 

・市場がニッチであることで市場シェアが高くなっているという点では共通して

いる。また集中化により、その分野で卓越した地位を築こうとしている点でも

共通している。 

・顧客から情報を得、顧客との関係を非常に重視している点も共通している。 

・隠れたチャンピオン企業は市場を狭く定義している、とハーマン・サイモン博

士は分析しているが、我が国のＧＮＴ企業は市場を拡大したい、と考えている

企業が多い。ただし、海外の隠れたチャンピオン企業でもソフトな多角化を目

指す動きはあるし、製品の幅の広さの重要性も認識している。 

(３ )競争力を高 ・研究開発とそれによりもたらされる技 ・競争優位を維持する要因としては、技
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我が国のＧＮＴ企業 

（平成 26 年度当時） 

隠れたチャンピオン企業 

（平成 24 年当時） 

める戦略 術力が、競争力を高めるために重要で

あると認識している企業は多いが、ブ

ランド力も重視されている。 

・顧客との共同による研究開発が他者の

参入を防ぐと考えている企業が多く

ある。 

・価格は維持したいと考えているが、む

やみに価格を上げると競合他社が参

入してくると思っている。 

術面のリーダーシップや品質面のリ

ーダーシップが重要と考えている企

業が多い。また市場における認知度、

製品の幅の広さ、評判といったことも

重視されている。 

・顧客との緊密な関係を非常に重視して

いる。 

・２、３の例外は別として、価格競争は

しない。 

〔両者の比較〕 

・技術力が非常に重要であると考えている点は共通している。 

・市場に認知されていること（ブランド力、認知度、評判）を重視している点も

共通している。 

・顧客を重視している点も共通しているが、我が国のＧＮＴ企業は顧客との共同

開発が他者の参入防止にもつながると考えている。 

・低価格競争を避けたい、というマインドは共通しているが、我が国のＧＮＴ企

業は価格をむやみに上げると競合他社が参入してくるとも思っている。 

 

〔参考：ハーマン・サイモン博士の著書「グローバルビジネスの隠れたチャンピ

オン企業」の中での分析〕（邦訳本 296 ページ） 

・日本の隠れたチャンピオンのビジョンは、長期的視点や戦略性が少なく、より

オペレーション的で効率が優先されている。 

 

(４)研究開発 ・前述のように研究開発の重要性は強く

認識している。 

・顧客との共同開発を重要だと考えてい

る企業は非常に多い。さらに前述のよ

うに、顧客との共同開発が他者の参入

防止にもつながると考えている。 

・顧客のみならず、大学・研究機関との

共同開発も重視している。 

・海外企業との共同開発を行っている企

業の割合は高い。 

・研究開発投資に積極的である。 

・コア能力については高い垂直統合を支

持し、アウトソーシングを回避し続け

ている。 

・コア能力以外の部分ではアウトソーシ

ングを積極的に展開している。 

〔両者の比較〕 

・技術力を高めるために研究開発を重視している点は共通している。 

・我が国のＧＮＴ企業は、研究開発における外部との連携を非常に重視している。 

(５ )グローバル

市場への進

出 

・ＧＮＴ100 社の海外比率は 45.1％で

あり、国内の製造業平均（27.3％）と

比べると非常に高い。 

・海外拠点を持っている企業の割合は高

く、販売拠点は 8 割近い企業が保有し

ている。 

・ハーマン・サイモン博士による算出結

果では、輸出比率は 61.5％となって

いる。 

・海外市場への早期参入を支持し、単独

行動を好む。 

・グローバル化には何十年もかかり、長
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我が国のＧＮＴ企業 

（平成 26 年度当時） 

隠れたチャンピオン企業 

（平成 24 年当時） 

・最も重視している販売チャネルとして

は、「自社の海外販売網」を挙げた企

業が最も多い。 

・海外市場へ展開した要因を、自社製品

に海外での発展可能性を見い出した

などの「積極的理由」、「発注者に起因

する受動的な理由」、「国内市場での伸

び悩み対応」に分けてみると、「積極

的な理由」と「発注者に起因する受動

的な理由」が多く、全体的には「国内

での伸び悩み対応」の理由はさほど多

くはない。 

・進出のステップとしては、最初から海

外へ出ていくよりも、国内で製品等を

確立してから海外へ出ていくパパタ

ーンが多い。 

・製造拠点は海外に展開しつつも国内で

の雇用を維持または増やそうとする

企業が多い。 

期目標や忍耐力が必要となる。時折、

挫折を経験するのは当たり前のこと

である。 

・ドイツは日本と比べて輸出比率が高

く、直接輸出している中小企業の割合

も日本と比べてはるかに高い。 

・成功に導く指導者は、以下の資質を共

通的に有している。「 

－優れた意志力と執拗な野心 

 －カリスマ性と説得力 

 －集中することができる 

〔両者の比較〕 

・売上の中で海外が占める割合は両者共に高い。ＧＮＴ企業や隠れたチャンピオ

ン企業以外も含めた国全体で比較すると、ドイツの方が日本よりも輸出が占め

る比率が高い。ただし、ドイツの場合はEU 域内にあり、輸出しやすい環境に

あり、日本企業はハンディがあるともいえる。 

・隠れたチャンピオン企業は単独行動を好む傾向がある、と分析しているが、我

が国のＧＮＴ企業も販売チャネルとしては、「自社の海外販売網」を最も重視し

ている企業が多い。 

・隠れたチャンピオン企業は海外市場への早期参入を図る傾向が見られるが、我

が国のＧＮＴ企業は国内で製品等を確立してから海外へ出ていくパターンが多

い。 

 

〔参考：ハーマン・サイモン博士の著書「グローバルビジネスの隠れたチャンピ

オン企業」の中での分析〕（邦訳本 296 ページ） 

・日本の隠れたチャンピオンは、グローバル化において、より高いクリティカル

マス（進出に向けて必要となる量的規模の敷居値）が必要のように思える。 

・グローバル化は企業が発展した後となる。国内市場のシェアは大きいが、海外

市場のシェアはひどく小さい、というギャップの大きさが目立つ場合が多い。 

・企業文化、リーダーシップ、スタイル、言語はまだ日本中心。例えば英語が企

業の共通言語となっている場合は稀である。 

(６)人材 ・人材育成の対象としては、「海外顧客

とのコミュニケーションを可能とす

る営業人材」、「顧客志向の技術者」、

・隠れたチャンピオンはその急速で継続

的な成長によって、国内外で重要な雇

用創造の担い手となっている。 
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我が国のＧＮＴ企業 

（平成 26 年度当時） 

隠れたチャンピオン企業 

（平成 24 年当時） 

「技術に卓越した研究開発を行う技

術者」にウェイトが置かれている。 

・育成上の課題としては、「入社後の教

育に時間やコストをかける余裕が無

い」と「学生の資質が低く、再教育

が必要」を挙げた企業が多い。 

・人材全体の課題としては「グローバル

対応できる人材の確保・育成」を挙

げた企業が多い。 

・「グローバル対応できる人材」の内訳

としては、「マネジメント人材」が最

も多く、「海外営業人材」がそれに次

いでいる。 

・新卒採用の課題としては、「応募者が

集まりにくい」という回答が多い。」 

・外国人雇用のニーズは強いが、「適切

な人材を見つけにくい」と回答した

企業が多い。 

・新しい雇用は主に海外で創出され、今

日（著書執筆時点で）、全従業員の約

半分は海外で雇用されている。 

・従業員のロイヤリティ、教育訓練、モ

チベーション、柔軟性を明確な競争上

の強みと見なしている。 

・病欠率や転換率は低い。 

・語学力や国際経験も含めた文化的、精

神的な能力を広げていくことも必要

であり、グローバル化対応に向けては

人材育成が必要である 

・採用活動という点では、知名度の高い

大手企業に比べると隠れたチャンピ

オンは不利であり、優秀な人材確保は

重要な課題となっている。 

・海外で最高クラスの人材を確保するこ

とは、自国以上に難しい。 

・グローバル化を背景に、隠れたチャン

ピオンにとって、マネジメントの国際

化が最大の課題や制約になっている。 

・指導者は 

〔両者の比較〕 

・競争力強化に向けて人材育成が必要であることは認識されている。グローバル

化対応できる人材についても同様である。 

・知名度の高い大企業に比べて人材の確保が難しい、という点では共通している。

また、外国人人材はさらに難しくなる点も同様である。 

・我が国のＧＮＴ企業においては、人材全体の課題として「グローバル対応でき

る人材の確保・育成」を挙げた企業が多く、その中でも「マネジメント人材の

確保・育成」が最も多く、「海外営業人材」がそれに次いでいる。 

 

〔参考：ハーマン・サイモン博士の著書「グローバルビジネスの隠れたチャンピ

オン企業」の中での分析〕（邦訳本 296 ページ） 

・日本企業の場合、経営陣の中で外国人と女性の役割が小さい。 

 

(７)資金調達 ・必要な資金量を必要なタイミングで調

達できている企業が多く、８割を超え

ている。 

・多くの企業が資金調達を戦略的投資に

おける制約として考えていない。 

〔両者の比較〕 

・両者共に資金調達という点では大きな問題は抱えていない企業が多い。 
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〔参考：業種別にモノの輸出企業の海外売上高比率を抽出したデータ〕 

 

 

 

 

  

カテゴリ

年度 H25 H26 H27 H28 H29

090 食料品製造業 2.3% 2.2% 2.3% 2.2% 2.2%

100 飲料・たばこ・飼料製造業 0.5% 0.8% 0.8% 1.1% 1.2%

110 繊維工業 7.3% 6.8% 8.3% 9.7% 8.9%

120 木材・木製品製造業（家具を除く） 5.0% 4.0% 6.6% 4.3% 3.7%

130 家具・装備品製造業 1.9% 1.5% 2.0% 3.0% 3.2%

140 パルプ・紙・紙加工品製造業 4.3% 4.8% 5.4% 5.2% 6.6%

150 印刷・同関連業 8.9% 10.4% 10.1% 7.5% 6.5%

160 化学工業 16.0% 17.0% 17.9% 17.8% 18.0%

170 石油製品・石炭製品製造業 6.0% 8.5% 8.5% 11.7% 8.7%

180 プラスチック製品製造業 13.1% 15.1% 16.1% 15.2% 15.3%

190 ゴム製品製造業 31.8% 41.1% 41.6% 41.2% 37.6%

200 なめし革・同製品・毛皮製造業 5.1% 3.4% 3.0% 2.1% 1.4%

210 窯業・土石製品製造業 18.9% 15.6% 16.1% 15.2% 16.3%

220 鉄鋼業 27.3% 28.8% 29.0% 27.9% 25.8%

230 非鉄金属製造業 21.1% 21.8% 24.0% 23.6% 24.1%

240 金属製品製造業 5.2% 6.3% 8.1% 7.3% 6.6%

250 はん用機械器具製造業 30.2% 26.6% 27.3% 27.7% 25.6%

260 生産用機械器具製造業 43.8% 43.4% 43.1% 40.3% 42.5%

270 業務用機械器具製造業 38.5% 51.1% 52.2% 53.8% 51.2%

280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 50.7% 50.9% 54.7% 54.9% 53.2%

290 電気機械器具製造業 27.7% 27.5% 29.5% 30.8% 30.0%

300 情報通信機械器具製造業 19.6% 20.2% 24.9% 25.6% 20.5%

310 輸送用機械器具製造業 39.3% 40.5% 41.4% 42.0% 41.3%

320 その他の製造業 18.6% 25.0% 22.2% 24.2% 20.3%

モノの輸出企業の海外売上高比率
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（10）まとめ 

 

１）戦略立案における苦手意識 

  ・新興国及び途上国市場に展開するための市場ニーズの把握、研究開発戦略、ビジネスモデル構築、

連携戦略、知財・標準化戦略について、「うまくいっている」・「どちらかといえばうまくいって

いる」を選択した企業が半数を超えているのは「市場ニーズの把握」だけであり、全体的に戦略

立案における苦手意識がはっきりと表れている。 

  ・その要因にもなっているのが、新興国及び途上国市場に展開するための「戦略立案に関わる人材

の不足」と「ノウハウが確立されていない」と感じている企業が多いことがあげられる。 

 

２）海外向け研究開発の特徴 

  ・海外向けの研究開発投資のうち、国内製品をカスタマイズしたものと最初から海外向けに開発し

たものの割合は、先進国向けも新興国・途上国向けもほぼ７：３となっており、元々最初から海

外向けに開発したものはさほど多くはない。 

  ・このことは、海外向け製品の研究開発が、国内向け製品のカスタマイズが中心になっていること

を示している。 

 ・さらに、ヒアリングの結果、業種ごとの海外展開の考え方の違いが以下の表のように浮き彫りと

なった。 

業種 グローバル化への取組み例 

食料品 ・味の好みが国によって違うため、現地国向け開発は必須である。 

・少量を小分けで販売するなど、ユーザーが購買しやすい工夫をしている。 

建設 ・建設は受注による個別対応であり、安価な汎用品を開発しているわけではない。 

・新興国・途上国においても受注に応じた個別対応が基本である。 

・新興国・途上国においては、ターゲットは富裕層に絞っている。 

機械 ・中身によって戦略が異なる。顧客ニーズに合わせる精密機器のようなタイプは、

汎用的なコストダウンは考慮しないが、汎用的な機械部品・部材の場合は、国に

よってコストダウンへの対応が必要となる。 

・高機能、メンテナンスやソフトなどのサービスを差別化要素とする場合もある。 

電気機器 ・家電などB to C の製品の場合は、国ごとの好みやニーズに対応する必要がある。 

・B to B が中心の企業の場合は、地元の産業などをにらんで何が売れるのか、見極

める必要がある。 

・欧米市場の場合は、既に欧米の強力なメーカーが市場を支配していて参入が困難

な場合があり、新興国市場の方が参入が容易な場合もある。 

情報通信 ・ハードとソリューションで対応が分かれる。 

・ハードの場合、国によって仕様が分かれず、統一した製品を世界市場に出す場合

がある。 

・ソリューションの場合は、顧客のニーズに合わせた個別対応となる。 
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３）国内向け製品を海外展開する難しさ 

  ・製品スペックにしても、価格にしても、国内向けに確立した技術や製品は、新興国向けにはオー

バースペックである場合が多いことがデータ上も示されたが、この問題は新興国向けにとどまら

ず、実は他の先進国に展開する場合でも当てはまる、という結果になった。 

  ・その結果として、実際の事業展開においては、「現地国で問題なく販売できる」と回答した企業は

新興国・途上国向けで３割に達せず、先進国向けでも４割に達しておらず、新たな製品の開発が

必要となったり、販売をあきらめたりする場合がかなり多いことが示された。 

 

４）最初から海外向け製品を開発する難しさ 

  ・その一方で、最初から新興国及び途上国向けに製品を開発することを「容易」・「さほど大変では

ない」と回答した企業は３割に満たず、「結構大変」・「かなり大変」と回答した企業は７割を超

えており、最初から海外向け製品を開発することも難しくなっている。 

  ・その大変さの理由としては、「安価なものを開発」、「現地国ニーズの把握」、「現地国の規制や基準

に対応」、「利益率の確保」といった回答が多い。 

 

５）海外拠点 

  ・海外拠点の保有状況は企業規模が大きくなるにつれ、保有している割合が高くなっている。 

・拠点の種類としては、企業規模に関わらず、販売拠点を保有している企業が最も多く、研究開発

拠点を有している企業が最も少ない。 

  ・海外の研究開発拠点の問題点・課題としては、「日本の研究開発拠点との連携・調整」を挙げた企

業が最も多く、「評価・マネジメント」、「人材の流出に伴う技術流出」、「期待通りのアウトプット

が出てこない」といった項目が続いている。 

 

６）現地国企業などとの連携 

  ・海外の現地国企業などと連携については、企業規模の違いによる差が著しく、大企業においては、

情報収集・研究開発・生産・販売のいずれにおいても連携の割合が高い。中小企業においては、

研究開発と生産における連携の割合が低い。 

  ・現地国企業などとの研究開発における連携に問題点・課題としては、「技術流出の心配」を挙げた

企業が最も多く、「連携相手探し」、「契約面での合意」といった項目が続いている。 

 

７）外国人人材の活用 

・活用しているポストとしては、海外での活用が多く、国内では研究開発者としての活用が最も多

くなっている。 

・企業規模別に見ると、大企業が最も外国人人材を活用している。 

  ・外国人人材の活用における問題点・課題としては、「良い人材を探すのが難しい」が最も多く、「言

語の問題（日本人社員の語学力）」がそれに次いでいる。「評価・処遇」、「技術流出」、「言語の問

題（外国人人材の日本語力）」といった項目を挙げた企業も少なくはない。 

  ・国内拠点と海外拠点の比較においては、海外拠点の方が「外国人の定着率が低い」と考えている

企業が多い。 

  ・外国人人材の転職に伴う技術流出への影響については、約１/４の企業が「影響は大きく、深刻な

問題である」と回答しているが、６割を超える企業は「転職しても影響は大きくない」と考えて

いる。 
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８）グローバル人材の確保・育成 

・「十分に確保している」と回答した企業は非常に少なく、グローバル人材に対する不足感が表れ

ている。 

・グローバル人材の育成において、問題点・課題としては、「時間的余裕がない」と回答した企業

が最も多く、「仕事上、海外との接点が限定的」がそれに次いで多い。 

 

９海外企業との優位性の比較 

  ・新興国及び途上国への進出について、「欧米企業あるいは韓国などの大手アジア企業の方が優れて

いる」、と考えている企業の人たちの方が、「日本企業の方が優れている」と考えている人たちよ

りも多い。 

  ・３年前と比較して、新興国及び途上国への進出において、欧米企業・韓国などの大手アジア企業

のいずれの比較においても、「日本企業の方が進出が進んだ」という回答よりも、「海外企業の方

が進出が進んだ」という回答の方が多い。 

 

１０）海外企業の取組みから見られる特徴 

    IBM、サムスン、GE の３社の取組みからは、以下の点が共通して感じられる。 

・明確な戦略性 

・グローバル化、新興国市場に取り組む本気度（市場分析、開発など） 

・先進国向けの製品をカスタマイズして展開するのではなく、最初から新興国市場向けのものを開

発する取組み・姿勢 

・実行に向け、人材育成にも本気で取り組む姿勢 

    

今後、日本企業がこれらの企業と伍して、国際市場で戦っていくためには、日本企業においても、

こうした取組みの強化が求められる。 
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第５章 企業の競争力とビジネスモデル 

 

１．近年見られる勝ち組企業のパターン・ビジネスモデル 

文献調査や有識者へのヒアリングからは、以下のような例を見い出すことができる。 

 

 実際の取組例 

顧客拡大（海外展開含む） ・日東電工：液晶関連素材をシャープ中心ではなく、アップルや

サムスンにも販売し、最終製品の競争に影響を受けない構造と

した。その結果、海外売上比率も大幅にアップ。（日本企業の

慣行的な系列的取引からの脱却とも言える） 

技術の標準化とオープン・クロ

ーズ戦略を組合せ、連合を組み

ながら寡占状態を実現 

・パソコン：OS はマイクロソフト、CPU はインテルが寡占状態。

（ウィンテル連合） 

リバース・イノベーション ・国内で開発したものをカスタマイズして新興国等に展開するの

ではなく、最初から新興国向けの低コスト製品を開発し、需要

があれば先進国にも展開する。 

＊サムスン、GE などは新興国市場を早期に抑えるため、リバー

ス・イノベーションに積極的。日本企業はまだまだ取組が弱い。 

保有する技術の用途拡大 ・富士フイルム：写真フィルムの主成分でもあるコラーゲンを化

粧品に応用し、新規の化粧品事業につなげた。 

これまでの事業の枠を超えた新

たな市場への進出 

・ローソン：高齢化や健康意識の高まりを受け、通常のコンビニ

機能に加え、いくつかの店舗でケアマネジャーなどの相談員が

駐在する介護相談窓口や、地域の交流の場として活用するサロ

ンスペースを併設するなど、介護事業への進出を始めた。 

ウーバライズ(uberize) ・新興のデジタル企業が既存の業界を大きく変えることを指す。 

 （例：Amazon 等のネット販売、Google の自動車事業への進出、

ソフトバンクが英半導体開発大手のARM を買収） 

国際連携によるWin－Winの関

係性の構築 

・半導体産業における米国企業の回復においては、90 年代以降

出現した米国ファブレス企業とアジアのファンドリリ（ウェハ

プロセスの受託製造業）企業からなる水平分業モデルの成功も

一因である。＊開発は米国企業が行い、製造はアジア企業が行

うという連携。日本企業の競争力低下の一因となった。 

採算性を考慮した事業の売却 ・BASF（ドイツの化学企業）：早期に医薬品事業部門を売却し、

伝統的な化学事業に特化。（研究開発投資の集中化） 

＊欧米では利益が出ている事業でも、将来的な負担を考慮して戦

略的に事業を売却する例が少なからず見られる。 

 

 

 




