
成長戦略「３つの見える化」 
~中小・中堅企業 あなたが主役～ 

平成２７年８月 
経済産業省 



成長戦略の「見える化」プロジェクト 
これからの日本の成長を担うのは中小・中堅企業 
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○企業が現に有する「強み」を再確認し、新たに展開（新分野展開や深掘り）したり、「活用」していくため、
当該企業に「欠けているもの」を支援する（マッチングや情報提供、呼び水措置・税制等）。 

強み 他への活用 欠けているもの 
・技術 
・ノウハウ 
・顧客 
  ・ 
  ・ 
  ・ 

・新分野 
（医療、航空機、自動車、 
  ロボット、ＡＩ） 
・同一分野での高付加価値化 
・海外市場への展開 
     ・ 
     ・ 

・プロフェッショナル人材 
（経営・技術・マーケティング・・・） 
・海外市場・顧客情報 
・パートナー 
（上流・下流技術、販路・・・） 
・市場における企業の認知度 
        ・ 

中小企業 
 ・・・就業者数100人以下 
中堅企業 
 ・・・就業者数100人超 
    1000人未満 
大企業 
 ・・・就業者数1000人以上 

 事業者数（約410万者） 就業者数（約5300万人） 

大企業 大企業 
２６% 

中堅企業 
２４% 

中小企業 中小企業・ 
小規模事業者 
５０% 

大企業 
0.1% 

中堅企業 
1.2% 

中小企業 中小企業・ 
小規模事業者 

98.7% 



「日本再興戦略」改訂２０１５（2015年6月30日閣議決定） 
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第一 総論 
Ⅱ．改訂戦略における鍵となる施策 
２．ローカル・アベノミクスの推進  
（１）中堅・中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の徹底強化  
 これまで地域経済を支えてきたのは、中堅・中小企業・小規模事業者である。地域に根ざし、 
雇用の受け皿を提供してきた。しかしながら、これらの事業者にも変革の大波が押し寄せている。 
地域に根ざした事業者であればあるほど、人口減少・少子高齢化による需要の減少と人手不足に
より、需給両面からそもそもの存立基盤が脅かされつつある。大企業の国際競争激化のあおりも大き
く、大企業と下請という従来の系列取引関係等も崩れつつある。ポイントは、「自力」での市場開拓
への挑戦である。  
 このため、新市場の開拓や新商品の開発に取り組んだ事業者の成功事例や失敗事例を分析しつ
つ、事業者の目線に立って経営課題と解決策を分かりやすくまとめ普及を図ることで、成長戦略の
「見える化」を推進する。また、飛躍を目指す中堅・中小企業・小規模事業者に対するニーズに応じ
たきめの細かい経営支援体制を強化するとともに、中小企業・小規模事業者に対する地域金融機
関による積極的な経営支援を促進する。  
 
＜鍵となる施策＞  
① 事業者にとっての「成長戦略の見える化」  
② 中堅・中小企業の経営支援体制の強化  



成長戦略の「見える化」プロジェクト 中小・中堅企業が成長戦略の主役になるのを後押しする 
「３つの見える化」 

＜悩み１＞成長のために新分野や海外への進出を考えているが、具体的な方法がわからない。 
＜悩み２＞潜在的な顧客ニーズを把握しきれず、また、市場における認知度が低いため、系列内・地域内 
       の旧来のビジネスから飛躍できない。 
＜悩み３＞国などの支援機関がたくさんあるが、よくわからない（地域を越えた連携や販路開拓なども含 
       め、企業の実情に合った支援を受けたい） 

 

事業展開のヒントの見える化 
 

人材育成・確保の見える化 

よろず支援拠点等の支援機関に加えて、 
中核企業等を創出するため 
の支援ネットワークの構築 

ビジネスニーズ・シーズ 
の見える化 
 

サービス品質の見える化 

Ⅱ「ビジネスチャンス」 Ⅲ「支援体制」 

Ⅰ「成功の秘訣」 
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Ⅰ「成功の秘訣」の見える化 

○中小・中堅企業に成功・失敗事例や人材育成などの情報をわかりやすく提供します。 
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 事業展開のヒントを見える化します 
 
①成功・失敗事例の見える化 「ミエル・ヒント ｰ成功のカギ・ワナｰ」 
 ○多くの中小・中堅企業に、広く事業展開のヒントを提供するため、経営者が普段感じている「生の声」 
を元に、資金、人材、情報などの「課題」に関する成功事例や失敗事例を整理、分析して、「飛躍の
カギ」と「陥りやすいワナ」としてとりまとめて、経済産業省のＨＰやミラサポから閲覧できるようにします。 

 
②政府の取組、支援策の見える化 
 〇国・都道府県・市町村の施策が一覧できる「施策マップ」をミラサポで提供します。 
 〇地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）や産業連関表などの各種統計をわかりやすく公開します。 
 〇「日本再興戦略」を国民や経営者にわかりやすくお伝えします。 
  
③成功のための人材育成・確保の見える化 
 〇製造現場の経験が豊富な人材を指導者として育成し、この指導者が中小企業等でカイゼン指導を
行うことにより、生産性の向上を促進します。 

 〇中小・中堅企業の経営人材ニーズを捉え、大手企業の中堅・シニア・ＯＢ人材等の受入れを促進
します。 

 〇サービス分野に特化した専門・実践的な教育プログラムを産学共同で開発します。 
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http://www.meti.go.jp/interface/php/honsho/mieruka/ 

○成功・失敗事例サイト 「ミエル・ヒント ｰ成功のカギ・ワナｰ」を7月13日に開設しました。 

○現在約200の事例が掲載されており、今後も随時アップデートしていきます。 

○また、サイト開設時の掲載事例を冊子にした事例集も配布しています。 

「ミエル・ヒント －成功のカギ・ワナ－」 事例集（冊子） 

http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/cluster
/pdf/150713_jireishu.pdf  
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（株）メトロール 
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京西テクノス（株） 



地域経済分析システム（Regional Economy and Society Analyzing System） 

○地域経済に係わる様々なビッグデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態、等）を収集し、
かつ、わかりやすく「見える化」する「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」 (https://resas.go.jp/)

により、産業マップ（※）、人口マップ、観光マップ、自治体比較マップ、の４つの情報を提
供しています。 

（※）産業マップと、自治体比較マップの一部については、個別企業情報や個人情報が含まれるため、現時点では
国及び地方自治体の職員が一定の制約の下で利用可能な限定メニュー。 

（※）経済産業省が提供する４７都道府県・２３３経済圏の分析については、どなたでも御覧いただくことが可能
(http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/bunnseki/index.html) 

8  北陸３県（福井・富山・石川）の域内仕入産業内取引
（繊維産業） 企業の取引衛星図（産業マップ） 

企業を点で、取引関係の広がりを線で示し、近隣
県との広域的連携の有効性を“見える化” 

ある企業と取引先企業（販売・仕入）との関係や影響度
合いを“見える化” 



＜産業別花火図＞ ＜企業別花火図＞ 
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○行政区域内のある産業が、「どの自治体」の「どの産業」と結びつきが強いかを把握するこ
とで、複数自治体間での政策連携や自治体単位でのサプライチェーンを把握できます。（産
業別花火図） 

○具体的な企業間取引ネットワークから、行政区域を超えた企業間のつながりを把握できま
す。（企業別花火図） 

（参考１）産業マップ 



○携帯電話の位置情報データやカーナビデータを用いることで、人の流れを「見える化」しま
す。また、より細かい区域単位で、１時間ごとの流動人口（集積度合い）を把握します。 

○地方自治体による個別の観光策立案や自治体間での広域観光連携の促進等に活用可
能です。 
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＜流動人口マップ＞ ＜メッシュ分析＞ 

（参考２）観光マップ 

●京都駅 ●二条城 ●二条城 

流動人口（人） 

130,000        110,000           90,000           70,000           50,000           30,000             
0時   3時    6時    9時      12時     15時    18時    21時   24時 



＜人口流出（転出超過）＞   
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社会増減数（人） 

○市区町村、都道府県単位で、人口推移、人口ピラミッド、人口移動、人口減少の要因（出
生・死亡、転入・転出）について把握できます。また、将来人口についても、年齢３区分別
（年少人口、生産年齢人口、老年人口）に把握可能です。 

○地方自治体が過去・現在・将来の人口予測・分析に基づいて、地方版総合戦略の策定や
施策の効果検証等を行う際に役立ちます。 

広島県福山市 

広島県福山市から他の市区町村への流出 
（流出先１位：岡山県倉敷市） 

＜自然増減と社会増減の推移＞ 

（参考３）人口マップ 

1,000           500               0           -500          -1,000           -1,500             

-200        0        200       400       600      800      1,000      1,200  自然増減数（人） 

2013年 

1995年 



○市区町村、都道府県単位で、様々な指標の比較が可能です。また、ランキングで自地域
が全国でどの位置にいるかを把握できます。 

○中小企業支援の目標設定や効果の把握が可能です（ＫＰＩの設定）。また、施策マップ（「ミ
ラサポ」のメニュー）と連携することで、ランキング上位の自治体の施策を参照し、自地域の
施策策定と客観的評価に役立てることができます。 

＜労働生産性比較＞ ＜創業比率比較＞   
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（千円／人） 

広島県 
福山市 

全国平均 広島県 
平均 

岡山県 
井原市 

石川県 
金沢市 

繊維工業 

広島県内：１４位 

全国市区町村内：５４７位 

（参考４）自治体比較マップ 

 4,500        4,000         3,500          3,000         2,500          2,000           1,500          1,000            500                0  

7.0 
 
6.0 
 
5.0 
 
4.0 
 
3.0 
 
2.0 
 
1.0 

2001～2004年     2004～2006年    2006～2009年     2009～2012年 

（％） 



Ⅱー１．ビジネスチャンスの見える化（ニーズ・シーズの見える化） 

○地域の中小・中堅企業が飛躍するためには、地域内外のビジネスチャンスを見える化し、
提供することが重要です。このため、地域内外の大手企業・海外企業等のニーズを、中
小・中堅企業にマッチングする仕組みを提供します。 
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 ビジネスの「ニーズ・シーズ」を見える化します 
 
〇大企業・海外企業のニーズの見える化 
 地域の壁を越えたビジネスマッチングを行うため、 
全国の大手企業や海外企業のニーズを把握し、 
これを中小・中堅企業につなげるマッチングシステ 
ムを構築します。 
 
 *独立行政法人中小企業基盤整備機構が２０１４年１０月 
から本格稼動した、大手企業が必要とする技術などの「ニーズ」を、 
中小機構が仲介サポートし、優れた技術・製品を有する中小企業 
とマッチングするシステム「Ｊ-GoodＴech」の拡充などを検討します。 
 

〇技術シーズの見える化 
  中小・中堅企業が必要とする技術について、産業技術総合研究所や公設試験研究機関による産
総研や大学等の技術シーズの橋渡し研究を実施するなど、中小・中堅企業の研究開発活動を技術
的に支援・補完します。 



Ⅱー２．ビジネスチャンスの見える化（サービス品質の見える化） 

○サービス産業のイノベーションを促進し生産性を高めるため、企業の表彰制度やサービス
の規格認証制度を創設し、成功事例やサービス品質の情報を発信します。 

サービス品質を見える化します 
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  日本国内における「優れたサービスをつくりと
どけるしくみ」（※）を評価し、国内外へ周知・展
開することで、サービス産業のイノベーションを促
し、地域の経済や社会の活性化に貢献し、市
場の成長や雇用の創出などに繋げます。 

・日本サービス大賞 
  訪日外国人等の需要を取り込むため、サービ
ス品質を「見える化」する｢おもてなし規格認証
制度｣を創設します。これにより、よりよいサービス
を客観的に比較することが可能となり、サービス
品質の全体的な底上げを図ります。 

・おもてなし規格認証制度（仮称） 

（※）サービスの受け手の期待を超える経験価値を提供する「優れたサー
ビス」を、つくりとどける構造やプロセス、およびその波及効果のこと。 

【大賞シンボルマーク】 

【認証マークのイメージ】 



○地域の外から稼ぎ、地域の中に雇用、取引をもたらす「地域中核企業」への成長を後押し
します。 

 

地域経済を牽引する企業 
  
・収益率が極めて高い 
 企業群 
 
 
  

成長余力のある企業        
 
・収益率が大企業に相応する企業群 
・研究開発を行っている企業  等 
 

 

                    ものづくり中小企業 
 

４３万社 

数万社 
※１ 

数千社 
※２ 

 

グローバル市場で 
活躍する企業 

※１ 成長余力のある企業  ・・ 大企業の売上高当期純利益率（平均３．８％）を超える中小企業数 約１．７万社（帝国データバンク調べ） 等 
※２ 地域経済を牽引する企業 ・・ 売上高当期純利益率が１０％を超える中小企業数 約３６００社、コネクターハブ企業数（地域からより多くの仕入を行い、 
   地域外に販売している企業）３６２１社、 「元気なモノづくり中小企業３００社」等 ２０００社（出所：細谷祐二「グローバルニッチトップ論」（白桃書房）） 

・これまでの国の支援施策は、「ものづくり中小企業 
（４３万社）」を対象とした様々な支援施策と、「地
域を牽引する企業（数千社）」を対象としたハンズ
オン支援が中心。 

・今後は、この中間に位置する「成長余力のある企業 
（数万社）」を地域経済を牽引する企業に育てていく 
ための支援策を強化。 
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Ⅲ－１．「支援体制」の見える化（製造業の支援の方向性） 



 

○よろず支援拠点等の支援機関に加え、地域内外の情報を集約して地域の企業につなげる「中核企業創出支援
ネットワーク」を新たに構築します。 

 

Ⅲ－２．「支援体制」の見える化（製造業） 
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地域サービス拠点 

商工会議所・商工会 

支援機関 

プロセス 
カイゼン人材  

★ものづくりのカイゼン
知見等も活用 

専門支援人材 

ＩＴコンサル人材 

地域の 
中小 

サービス 
事業者 

経営改善を促す素材・評価手法の提供 
・経営課題と解決策の見える化・提供 
・地域中小企業の評価手法の策定・提供 

専門的知見のネットワーク化 
専門支援人材のリスト化・共有による知見のネット
ワーク化 

等 

事業性評価融資・ 
ｺﾝｻﾙ機能の発揮 

積極的な経営支援 

専門支援人材による知見の提供 

地域金融機関 

よろず 
支援拠点  

地域レベル 

（※） 

（※） 平成26年度から都道府県に設置。
事業者の経営課題に応じて他の支援機
関や施策とも連携 

サービスＯＢ人材 

等 

○商工会議所などによる経営支援や、地域金融機関のコンサル機能の活用を図ります。 

等 
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Ⅲ－３． 「支援体制」の見える化（サービス） 
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①潜在的な相談案件発掘 → 権利の保護、市場創造・拡大 
○知的財産に関する相談をワンストップで受け付ける知財総合支援窓口（工業所有権情報・研修館）
やビジネスの一元的な窓口のよろず支援拠点の知財相談体制を強化し、双方で連携します。 

〇特許審査官が地方に出向くことによる、ユーザーニーズを踏まえた迅速かつ的確な面接審査を倍増しま
す。 

○優れた技術・製品の標準化を支援する「新市場創造型標準化制度」について、地域金融機関等と連
携し、インターネットテレビ電話等を活用した「どこでも相談」サービスを開始します。 

○金融機関と中小企業支援者への知的財産・標準に関する説明会を実施します。 
 

②専門的課題へのフルサポート体制構築 
〇工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）において、オープン・クローズ戦略など「技術で稼ぐ」ための高
度な知財戦略に関する相談に専門家が応じます（営業秘密１１０番）。 

○よろず支援拠点全国本部に、紛争相談等に関するサポートチームを設置します。 
〇中小企業への支援を行う標準化アドバイザーを日本規格協会（ＪＳＡ）に配備します。 
〇JISマーク認証等について、認証機関等による第三者認証等が円滑に実施できる体制を整備します。 
 

③事業の海外展開支援 
〇海外での特許取得・模倣品対策等に、資金面の支援や海外専門家による知識面の支援を行います。 
〇標準原案の作成から国際機関での審議まで、優れた技術・製品の国際標準化を支援します。 

 

○国際競争力を高め、成長を確かなものとするため、知的財産・標準化戦略の再構築を支
援します。 

 

Ⅲ－４． 「支援体制」の見える化（知的財産・標準化） 
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①日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）による海外のビジネス情報の提供 
○海外ビジネスに関する情報を個別相談やセミナー、Web発信等を通じて幅広く提供します。 
 
②ＪＥＴＲＯによる中小・中堅企業の輸出拡大に向けたマンツーマン支援 
○中小・中堅企業が、海外展開の経験がない商材や進出経験の薄い国への輸出に取り組む際に、海外  
 展開の経験が豊富な専門家が、輸出に向けた戦略作りから成約までを一貫して支援します。 
 
③中小企業基盤整備機構による事業計画策定支援等 
○海外での販路開拓を目指す中小企業に対し、海外展開事 
 業計画の実現可能性（Ｆ/Ｓ）調査を実施します。 
○国内外の展示会への出展支援、海外バイヤーとの商談の機 
 会を提供し、販路開拓を支援します。 
 

○海外のビジネス情報の提供や、専門家によるマンツーマン支援を通じて、中小・中堅企
業の海外展開を支援します。 

Ⅲ－５． 「支援体制」の見える化（海外展開） 
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