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「韓国型の隠れたチャンピオン企業」の下向きの平準化問題
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1．はじめに

最近，韓国では少子高齢化などによる長期的な経済活力の低下が危惧されている。さらに，大

企業と中小企業との間の格差や産業高度化などによる雇用なき成長の基調が続く可能性なども排

除できないという社会的な心配がある。これらの課題を解決するための一つの提案として最近注

目されているのが，「隠れたチャンピオン企業」である。隠れたチャンピオン企業とは，ドイツの

経営学者であるHermannSimon氏が提示した概念で，世間一般には無名であるが，事業分野では

世界市場で高い占有率を誇る優良強小企業を意味する 3。彼は世界金融危機などの様々な経済危

機の中でも堅実な経済成長を成し遂げたドイツ経済の影の功労者として，この隠れたチャンピオ

ン企業に注目し，それらの成長がドイツ経済を支えていると指摘した。そのため，各国の政府は，

ドイツのように，研究開発に積極的に投資し，高学歴の専門人材に良い雇用機会を与え，新たな

市場や成長源を発掘できる隠れたチャンピオン企業を，自国経済が低成長から抜け出せる際の主

役として注目し始めている。

そこで韓国政府はドイツの隠れたチャンピオン企業のように，世界市場で活躍できる革新性と

成長性を備えた中小・中堅企業 4を経済成長と雇用創出の主役になれると期待し，「韓国型の隠れ

たチャンピオン企業の育成事業」を計画・推進している 5。韓国政府は韓国型の隠れたチャンピ

オン企業として1,150社を2017年までに発掘・育成しようとする目標を提示し，2015年6月まで

には新たに100社を発掘・育成しようとする計画を発表した 6。韓国政府は本事業を通して韓国

の経済実情に合わせた「韓国型の隠れたチャンピオン企業」の概念と基準を作成し，韓国型の隠

1 Jeong,Yu-hoon(Evaluator)KoreanNationalAssemblyBudgetOffice
2 Park,You-Shin(Associateprofessor)PrefecturalUniversityofHiroshima
3 HermannSimon氏は隠れたチャンピオン企業に以下の三つの基準を提示している。第一に，世界市場占有率が

上位3位以内あるいは企業が位置している大陸で1位であるか，第二に，売上高が50億ドル以下であるか，第
三に，一般にはほとんど知られていない無名であるかである。

4 中堅企業の定義とは，中小企業の基本法上，中小企業の範囲を抜け出した企業であり，大企業による相互出資
制限企業集団の所属企業ではない企業を指す（「中堅企業成長促進及び競争力強化による特別法」第2条第1号）。

5「韓国型の隠れたチャンピオン企業の育成事業」には，グローバル専門企業・ワールドクラス300社，グローバ
ル強小企業，地域強小企業などの三つの事業で構成されている。
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れたチャンピオン企業が真の隠れたチャンピオン企業に成長できるように，必要な支援を行って

いる。しかし，このような韓国政府の意思とは裏腹に，2011年に韓国輸出入銀行によって「韓国

型の隠れたチャンピオン企業」として選定されたMONEUAL社が，2014年12月に法廷管理（日

本の会社更生法に相当）を申し込んだ。特に，MONEUAL社に輸出実績を根拠として巨額の貸し

出しを行った主な銀行は，5,500億ウォン程度の損失を被り，韓国輸出入銀行も1,300億ウォン相

当の損失が予想されている。韓国検察の調査によると，MONEUAL社は輸出の実績を膨らませる

などの粉飾会計を行っていたことが明らかになった。この事件から，韓国政府は2015年3月に韓

国型の隠れたチャンピオン企業の育成事業に選定された企業が背任・横領などの犯法行為に連累

される問題への対策として，事業の選定段階から選定後の事後管理に至るまでの全過程に至っ

て，最高経営者の倫理・透明経営を確認し，検証する手続きを強化すると発表した 7。本稿では

まず，既存の先行研究や調査から韓国政府が提示した量的目標である1,150社の韓国型の隠れた

チャンピオン企業の育成可能性について検討した上，今までの選定企業の経営成果を比較するこ

とにより，その目標の妥当性を検証する。最後に，結論としては本事業の改善課題と日本・韓国

への示唆点について若干記述する。

2．先行研究

韓国型の隠れたチャンピオン企業を育成するためには，その対象になる候補企業群の底辺を拡

大する必要があるが，現段階では韓国型の隠れたチャンピオン企業として評価できる企業の絶対

数が少ないのが現状である。現段階で韓国政府が発表した「韓国型の隠れたチャンピオン企業」

の基準に充足する企業は，わずか63社しかない。

最初にこの概念を提示したHermannSimon氏は，隠れたチャンピオン企業の基準として①世界

市場占有率が上位3位以内あるいは企業が位置している大陸で1位，②売上高50億ドル以下，③

世間にあまり知られておらず，無名であることをあげている。表1は彼により各国の隠れたチャ

ンピオン企業の現況を整理したものである。彼の基準を適用する場合，現在，各国における隠れ

たチャンピオン企業数は，ドイツが1,307社，アメリカが366社，日本が220社，韓国が23社で

ある。この結果から韓国はドイツの1,307社の1/50の水準にも至らず，中国の68社の1/3，日本

の220社の1/10の水準であることが分かる。

6 韓国政府府処合同（2014）「韓国型の隠れたチャンピオン育成対策」を参照
7 中小企業庁（2015）「隠れたチャンピオン企業の基準の整備及び倫理経営の強化－韓国型の隠れたチャンピオン

企業の育成の実務協議会の開催」2015年3月30日を参考

表1 各国の隠れたチャンピオン企業の現況（2011年の基準）

韓国中国イタリアスイス日本アメリカドイツ国家

13865321順位

2368761102203661,307隠れたチャンピ
オン企業数

資料：HermannSimon（2009，2014）
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表2はLee（2014）の研究調査から2012年を基準として，潜在的な韓国型の隠れたチャンピオ

ン企業として期待できる中小・中堅企業を整理したものである。彼によると，韓国型の隠れた

チャンピオン企業の潜在的な候補群として過去3年間に売上高が毎年20％以上成長し，輸出実績

がある企業に限定すると，2012年には，全体母数の29,754社の中から，3,216社（10.8％）が抽

出される 9。さらに，海外輸出額が100万ドル以上である企業に絞ると，対象企業群が1,450社と

なり，全体のわずか4.9％にすぎない。そこに，韓国型の隠れたチャンピオン企業の基準の一つで

ある当該企業の売上高におけるR&D投資額の比率，つまり，各社のR&D集約度を基準として追

加した場合，候補企業数はさらに減少すると推論できる。

次に，表3は韓国型の隠れたチャンピオン企業として期待できる韓国の産業通商資源部が2012
年に指定した世界一流商品の生産企業の326社を，韓国型の隠れたチャンピオン企業の基準に照

らして整理したものである。全体の世界一流商品の生産企業の中から，世界市場占有率が1～3
位以内である企業は97社であり，その中から企業存続年数が10年以上である企業は87社であ

8 ここでの基準は，2009年から2012年までの平均売上高が毎年20％に成長し，輸出経験の有無による基準であ
るため，韓国型の隠れたチャンピオン企業の基準とはやや相違である。

9 本研究の実証分析では，研究対象企業は「韓国企業データ」を基盤とした資料であり，2009年から2012年間に
企業のデータが存在するかどうかで選定されており，全体の対象企業の数は29,754社である。

10基本を満たす企業は156社になっているが，その中から，56社の場合，主要な資料（年度別の企業の売上高，
年度別研究開発費）がないことや異常値を見せているため，分析対象から省く。

表2 韓国型の隠れたチャンピオン候補企業群（2012年基準）8

全体
輸出額の区間

100万＄以上100万＄未満輸出有輸出無

7,669社1,450社1,756社3,216社4,453社頻度
候補企業

25.8％4.9％5.9％10.8％15.0％候補企業の比率

29,754社4,535社6,960社11,495社18,259社頻度

全体
100.0％15.2％23.4％38.6％61.4％全体企業の中の

比率

資料：LEE,Sangmyung（2014）「ガゼル型企業育成のための基盤戦略研究」中小企業庁研究報告書

表3 韓国型の隠れたチャンピオン候補企業群（2012年基準）10

増減企業数基準

326社世界一流商品生産企業（産業通商資源部）対象企業群

97社
（153）

・世界市場1～3位
・世界市場規模の1億ドル以上
・国内総輸出における当該企業の比重が20％以上

基本条件

-1087社業歴の条件（10年以上）1次

-4740社1次＋研究開発の条件2次

－2次＋グローバル志向性の条件（適用困難）3次

-2416社3次＋成長性の条件4次
資料：LEE,Hong（2014）「韓国型の隠れたチャンピオンの育成の基準設定の研究」中小企業庁研究報告書
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り，そこから企業の研究開発力の指標であるR&D集約度の条件を満たす企業は40社である。最

後に，韓国型の隠れたチャンピオン企業の基準である企業成長率を適用すると，これらのすべて

の基準を満たす世界一流商品の生産企業はわずか16社で，全体326社の4.9％にすぎない。

さらに，2012年に韓国の中小・中堅企業自らが評価したアンケート調査の結果からも，韓国経

済においてグローバル競争力を持つ中小・中堅企業の裾がいかに広くないかを把握できる。例え

ば，韓国産業研究院が2012年に行った調査結果によると，中小・中堅企業は表3のように他国の

競争企業に比べて，革新能力（企業の本源的な競争力）とグローバル化能力（グローバル化でき

る能力）の両面で競争優位を達成していると答えた企業は，全体の393社の中から47社にすぎな

い（Leeatal.2012）。つまり，韓国の中小・中堅企業は自社の革新能力を構築しながら，同時に

事業活動をグローバル化できる能力も蓄積しないといけないという難題に直面している。

上記の調査結果から，韓国では韓国型の隠れたチャンピオン企業の絶対数が非常に少ないこと

が分かる。これを日本の事例と比較すると，韓国政府の目標（2017年までに1,150社を発掘・育

成）がいかに無理な数値であるかが理解できる。例えば，日本の経済産業省が2014年3月に「グ

ローバルニッチトップ（GlobalNicheTop）企業（以下，GNT企業）」として100社を選定し，公

表している 11。日本の経済産業省はグローバル能力が優れていると認められ，実績がある中小・

中堅企業をGNT企業として表彰することで，これらの企業の経験を一般化し，GNT企業を目指

す中小・中堅企業のためのベンチマークとして活用する狙いで選定している。上述したように，

HermannSimon氏が2011年基準で日本の隠れたチャンピオン企業として220社を取り上げている

が，韓国は23社であると診断していたことを考慮すると，日本は彼が選別した企業数より少ない

1/2水準に至らない100社を選定し，候補企業として7社を選んでいることになる。

反面，韓国政府は2014年の時点でグローバル専門企業として68社とワールドクラス300社と

して156社を選定するなど，韓国型の隠れたチャンピオン企業として企業の発展段階がグローバ

ル化段階に入り，今後成長が期待できる企業として合計224社を選定している。この企業数は，

HermannSimon氏が評価した23社の約10倍程度に相当する。厳密に言えば，「隠れたチャンピオ

ン企業」と「韓国型の隠れたチャンピオン企業」は基準が異なるため，「韓国型の隠れたチャンピ

オン企業」として選ばれた企業数がHermannSimon氏 の調査結果より10倍以上選定されても何

11経済産業省製造産業局（2014）「グローバルニッチトップ企業100選表彰企業の分析」
12（ ）は総応答企業数（393社）から各セルに応答した会社が占める割合。

表4 グローバル競争企業対比韓国の中小・中堅企業の能力比較 12

全体
グローバル化能力

劣位優位

944747
優位

革新能力
23.9（12.0）（12.0）

29971228
劣位

76.1（18.1）（58.0）

393118257全体

資料：LEE,Yongjuetal.（2012）「グローバル強小企業の成功条件及び政策課題」産業研究院
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の問題はない。しかし，韓国政府が韓国型の隠れたチャンピオン企業としていかなる選定基準を

適用しているかは検討すべき課題である。仮に，韓国政府が量的目標を満たすために，安易に選

定基準を緩くしている場合，それは批判に値する。従って，次節からは韓国政府の韓国型の隠れ

たチャンピオン企業の選定基準について検討する。

3．選定企業の経営成果からの韓国政府の量的目標の妥当性

まず，表5のように，ワールドクラス300社として選定された企業の売上高の推移を見ると，

2011年に選定された企業の2012年平均売上高は約2,104億ウォンであるのに対して，2014年に

選定された企業の平均売上高は約1,464億ウォンに減少していることが分かる。つまり，2011年
と2012年に選定された企業に比べて2013年と2014年に選定された企業の経営成果（平均売上

高）が減少傾向にあることは明らかである。この結果から，以前より韓国型の隠れたチャンピオ

ン企業に競争劣位にある企業が時間経過とともに選定された可能性が高い。そこで，統計的にこ

の二つの集団間に平均差があるかについて調べてみる。2011年から2014年までに選定された企業

を，2011年と2012年に選定された企業群と2013年と2014年に選定した企業群の二つグループ

に分けて，選定される前の2010年の平均売上高に差異があるかを検証する。分析で使用した資料

は選定される企業156社中から，資料に異常を見せた1社を除いた155社のデータを用いる。

まず，分散分析による二つのグループ（2011-2012年に選定された企業群と2013-2014年に選定

された企業群）が等分散であるかを検定する。表6のように，二つのグループは下記の分析結果

から2011-2012年に選定した企業群と2013-2014年に選定された企業群の間にF検定の片側検定で

p値が0.00318であり，両側検定でp値が0.0062であるため，等分散ではない可能性が非常に高

表5 ワールドクラス300社として選定された企業の売上高の現状

資料：中小企業庁の内部資料（2015）をベースに筆者作成
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い。この分析結果は分析対象の企業数が少ないため，起きた可能性もあるが，本稿ではとりあえ

ず，二つのグループが異分散であると仮定する。

次に，2011-2012年に選定された企業群と2013-2014年に選定された企業群間の平均売上高に差

があるかを検証する。F検定で等分散ではないと判別されたので，異分散である二つグループに

対して，t検定を行い，二つのグループ間に平均差があるかを調べる。上記の表7のように2011-
2012年に選定された企業群と2013-2014年に選定された企業群間の両側検定のt統計値は2.9621
であり，両側検定p値は0.0037で0.01より小さいため，二つの集団間の平均売上高は統計的に有

意な差があると言える。つまり，t検定を通して2011-2012年に選定された企業群と2013-2014年
に選定された企業群間では平均売上高に差異があることが確認できたため，統計的に2013-2014
年に選定された企業群は，2011-2012年に選定された企業群より平均売上高が低いと言える。

13有意水準 0.01で有意である。
14有意水準 0.01で有意である。

表6 2011-2012年選定企業と2013-2014年選定企業間のF検定 13

20013，2014年選定企業20011，2012年選定企業

1180.4098171834.374518平均

1231951.12303328.327分散

8966データ数

8865自由度

1.86965889F値

0.003178291P（F＜＝f）片側検定

1.457233192F棄却値

表7 2011-2012年選定企業と2013-2014年選定企業間の平均差分析（t検定）14

20013，2014年選定企業20011，2012年選定企業

1180.4098171834.374518平均

1231951.12303328.327分散

8966データ数

0仮説平均差

114自由度

2.96214843t統計量

0.001859386P（T＜＝t）片側検定

1.658329969t棄却値片側検定

0.003718772P（T＜＝t）両側検定

1.980992298t棄却値両側検定
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このような二つのグループ間の違いは，R&D集約度（売上高におけるR&D投資額）でもその

差異を確認することができる。もし，企業のR&D集約度が下落すると，当該企業の長期的な技

術競争力を失う可能性が高くなる。韓国型の隠れたチャンピオン企業に選定された企業のR&D
投資についてみると下記のような分析結果が得られる。特に，ワールドクラス300社の支援事業

は，選定された中小・中堅企業がグローバル市場を先導できるように，高付加価値の源泉となる

革新的な技術開発を促進させるために，各社のR&Dプロジェクトを支援する事業であるから，

R&D集約度は重要な指標である。韓国政府は既に選定された企業の67社に対して，平均して7
億2,800万ウォンのR&D開発費を支援する計画であり，2015年に新規指定される31社に対して

は，平均7億3,200万ウォンのR&D開発費を支援する予定である。韓国政府によると，ワールド

クラス300社に選定された企業は売上高，輸出額，R&D投資額，雇用などの指標で増加している

と報告している。特に，表8のように，確かにワールドクラス300社のR&D平均投資額は，2011
年，2012年，2013年に選定された100社で，事業に選定された以降から増加傾向にある。

しかし，表9のように，韓国の中小企業庁が提出した同じ資料から，ワールドクラス300社の

選定企業を売上高におけるR&D投資額比率であるR&D集約度の観点から検討すると，対象企業

表9 ワールドクラス300社の選定企業のR&D集約度の現状 15

R&D集約度
企業数選定年度

2013年2012年2012年2011年

5.0％6.1％4.9％4.7％302011年

5.0％5.1％5.3％－372012年

4.4％4.2％－－332013年

3.9％－－－562014年
資料：中小企業庁（2015）「2015年予算及び基金運用計画の説明資料」をベースに筆者作成

表8 ワールドクラス300社の選定企業のR&D投資額 （単位：億ウォン）

R&D投資額
企業数選定年度

年平均増加率2013年2012年2011年2010年

8.3％
1081209985

302011年
（-9.9％）（+20.2％）（+16.4％）－

6.6％
125116110－

372012年
（+7.5）（+5.8％）－－

13.4％
9079－－

332013年
（+13.4％）－－－

60－－－
562014年

－－－－

資料：中小企業庁（2015）「2015年予算及び基金運用計画の説明資料」

15R&D集約度とは，売上高におけるR&D投資額の比率である。
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は選定以降にはっきりした増加傾向を見せていない。むしろ，ワールドクラス300社の選定企業

として2012年に選定された37社の平均R&D集約度は，選定以前である2011年に5.3％であっ

たのに対して，選定後の2013年には5.0％に0.3％の下落が見られる。ただし，韓国の中小・中堅

企業の全体とワールドクラス300社の選定企業とのR&D集約度を比較してみると，ワールドク

ラス300社の選定企業が中小・中堅企業全体よりR&D集約度が高いとも言える。最後に，表10
のように，韓国型の隠れたチャンピオン企業の選定基準と手続きに従って最近のワールドクラス

300社の現状を概観すると，施行初期である2011年には申請企業数における最終選定企業数は

4.9倍であり，高い競争率を見せている。それが2014年には1.8倍まで競争率が下がっている。

これに対して2014年に日本で初めて選定されたGNT企業の申請企業数対比選定企業数は2.7倍
である 17。また，ワールドクラス300社の最終選定企業数は毎年30社から50社程度までである

が，申請企業数は事業初期の148社から2015年には76社に1/2水準に減少している。

4．結 論

最後に，上記の内容を整理し，本稿から日本と韓国への示唆点について議論する。

韓国政府は2014年10月に「韓国型の隠れたチャンピオン企業の育成事業」を通して，既存の

ワールドクラス300社，グローバル強小企業，地域強小企業などの事業を統合し，グローバル競

争力を持つ中小・中堅企業を発掘・育成する計画を発表・推進している。韓国政府はこのような

グローバル競争力を持つ中小・中堅企業が経済成長と雇用創出の中枢的な役割を担当できるよう

に，多様な支援策を行っている。上述したように，韓国政府は韓国型の隠れたチャンピオン企業

を，2014年の628社から2017年には1,150社以上に拡大させる計画である。

しかし，ここに来て，韓国政府が韓国型の隠れたチャンピオン企業を1,150社以上に拡大させ

るという量的目標を達成するために，その選定基準を下げ，中身を変質させる心配が出てきた。

現在，中小・中堅企業の中から韓国型の隠れたチャンピオン企業として評価できる企業は，既存

表10 ワールドクラス300社と日本のGNT企業の申請及び選定現状

（日本）2014年2015年2014年2013年2012年2011年

GNT企業ワールドクラス300

28976100122127148申請企業数

7593114122143書類合格

未定756665106現場調査

1071630（予定）56333730最終選定

2.7：12.5：11.8：13.7：13.4：14.9：1競争率

資料：中小企業庁の内部資料および経済産業省製造産業局（2014）「グローバルニッチトップ企業100選表彰企業
の分析」

16日本のGNT企業で最終選定された企業は100社であり，候補企業は7社である。
17日本政府のグローバルニッチトップ企業の選定手順は公募により候補企業を募集した後，外部の専門家を構成

し，選定評価委員会の審議をかけて最終選定され，主な評価要素は①世界占有率と収益率の両立性，②独創性
と自立性，③代替リスクに対する対処能力，④世界占有率の持続可能性などで設定されている。
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研究でもわずか2％から5％水準に過ぎない。現在の選定基準を維持する場合，個別企業の持続的

な努力・成長なしでは，韓国政府が数量的な政策目標を満たすのは非常に困難であり，対象候補

企業群が枯渇してしまう恐れがある。そこで韓国政府は最終的に量的目標を満たすために，審査

基準を下げるような機会主義的（予算確保を通じた影響力維持のために）な行動をとる可能性が

出てきた。つまり，担当部処は下向きされた選定基準を設けることで，安易に目標を達成しよう

とするかもしれない。このような韓国政府の行き過ぎた量的目標の設定は，担当部処の機会主義

的な行動を招き，財政支出の効率性を阻害する危惧がある。従って，韓国政府は量的目標を見直

し，財政支出の効率化を目指すべきである。

次に，本稿による示唆点について記述する。「韓国型の隠れたチャンピオン企業の育成事業」

は，ドイツの産業モデルから起源している。従って，ドイツの地理・歴史・文化的な特徴を充分

に考慮すべきである。例えば，ドイツは地理的にEUという巨大な海外市場へのアクセスが容易

である。さらに，ドイツの政治制度は連邦制であるため，各州の独立性を前提に設計された産業

モデルである。それに対して程度の差はあるが，日本と韓国はドイツより中央集権的な要素が強

く，大企業に偏った産業構造を持ち，経済力が大都市圏に集中している。従って，ドイツとは異

なる背景をもつ両国が，ドイツの産業モデルをベンチマークするには注意が必要である。

最後に，本稿では割愛したが，企業のイノベーションは企業独自のR&D活動のみでは十分で

はなく，外部からのイノベーションを戦略的に活用するオープンイノベーション戦略が必要であ

る 18。従って，韓国政府はイノベーション活動を個別企業のみに任せるだけではなく，産官学の

イノベーションが活発に交流できるように，ビジネス・エコシステムのようなインフラの整備・

構築により努力を傾ける必要がある 19。つまり，隠れたチャンピオン企業を育成するためには，

個別企業を発掘・指定することとともに，産官学が持続的なイノベーションを促進・交流できる

環境の造成も大事である。その意味では日本で成功モデルとして評価される「京都式経営」は参

考に値する 20。特に，ドイツとの比較研究を通じてその共通点・相違点を検討することで，日本

の経営環境に適合したモデルを開発できるかもしれない。経済が低成長期に入った日本と韓国に

とって，新しい成長動力を見つけるために，外国の成功事例を導入することも重要であるが，両

国で発展してきた固有な企業環境を念頭に置きながら，適切な政策手段を選ぶ必要がある。
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