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イプとして明記されているのが、ニッチトッ
プ企業やグローバル・ニッチトップ企業です。
　ニッチトップ企業とは、市場のセグメン
テーションにより生み出されたニッチ市場で
高いシェアを有する企業。競争力の高い独自
製品やオンリーワンと称すべき高度な加工技
術やサービスを提供する独立性の高い中小・
中堅企業のことです。さらに、海外市場でも
活躍できるような企業のことを、ニッチトッ
プ企業の上にグローバルを付けてグローバ
ル・ニッチトップ企業といいます。
　市場のセグメンテーションとは、量産品の
市場を細かく分け、消費者や需要家に提供す
ることで、その方法は製品差別化といわれて
います。利用価値を高めるとか、スペックを
高める、あるいは性能を高める、デザインを
よくするなどで、他の企業とは違う、この企
業の製品は素晴らしい、ぜひ使ってみたいと
需要家に思わせるような戦略、それがニッチ
市場戦略です。
　1999年、バブルが崩壊して、間もなく失
われた10年となるという中で、ベンチャー
企業を育成して開業率を上げる、産学連携を
推進して大学の技術を中小企業に移転するな
どを目的に、「新事業創出促進法」が制定さ
れました。各都道府県と政令市それぞれに、
中小企業振興公社や産業振興機構などの地域
の中小企業の支援を一手に引き受ける機関が
設置されました。
　この「新事業創出促進法」立案過程の検討
資料を本にまとめた『産業創出の地域構想』

　本日はお招きいただき、ありがとうござい
ます。これまで6年間、グローバル・ニッチ
トップ企業の研究調査をしてまいりました。
その結果をまとめた書籍を2014年3月に出
版させていただいて以来、35回以上の講演
依頼をいただいております。日頃から、ぜひ
地域金融機関の方が集まる、あるいは中小企
業の方が集まる席でお話をさせていただきた
いと申しておりましたら、武蔵野銀行よりお
声をかけていただき、本当にうれしい限りで
ございます。本日は限られた時間の中でのお
話となりますが、よろしくお願いいたします。

▶地域経済の活性化のために

　2014年末、国として今後５年間、地域経
済を活性化する取組み「まち・ひと・しごと
創生総合戦略本部」（通称、「地方創生」）が
閣議決定されました。その中で、地域のもの
づくり企業で、地域経済の牽引役となる企業
を中核企業と位置づけ、その中核企業をこれ
から支援していく、その中核企業の１つのタ

グローバル・ニッチトップ企業を目指して（要旨）

講師　経済産業省地域政策研究官　細谷　祐二 氏
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交付金を付けるという仕組みです。提案が上
がってこない施策分野については自治体には
交付金は出ないのです。
　ここには、どうやって目標を達成するかは
書いてありません。むしろそれは「自治体の
創意工夫でやってください。」ということな
のです。全市町村が3月までに基本計画を
作って国に提出し、その基本計画を見て国が
交付金を交付することになっています。従来
の施策は今も続いていますが、それだけでは
不十分なので、さらに「喝を入れる」という
のが、先ほど申し上げた閣議決定とご理解い
ただきたいと思います。

▶３つのものづくり中小・中堅企業

　ものづくりの中小企業という場合、大きく
3つの企業タイプに分けて考える必要があり
ます。（下表参照）
　２段目が今日お話をしているニッチトップ

（島田晴雄編著）の中に、「各地の産業集積か
ら高い国際市場シェアを誇る小さなグローバ
ル企業が多数生まれていることに着目し、こ
うした企業を続々と生み出す」とあります。
今、我々が「グローバル・ニッチトップ企業」
と呼んでいるタイプの企業を増やすことを目
的に、実は政府は15年以上前から法律をつ
くって支援をしてきたのです。
　現在、地方創生本部で今後５年間の目標と
して、「ニッチトップ企業、グルーバルニッ
チトップ企業等、中核企業候補1,000社を支
援し、平均売上高20億円を取引先への波及
効果も含めて、５年間で3倍増とする」とい
う数値目標を作りました。この目標は面白い
性格を持っています。国の目標ではあります
が、この目標をそれぞれの自治体が受けて、
その自治体が目標実現のための施策メニュー
を考えて国に提案をするのです。その提案に
対し、国が「いい提案だ！」と判断したら、

注１）日本のＮＴ型企業は、取引がＢtoＢであるものがほとんど。対照的にドイツの隠れたチャンピオンは、ＢtoＣの企業が相対的に
多い。仮に、ＢtoＢのＮＴ型企業を前提とすれば、上記の表は、サポーティング・インダストリーの３類型とみることもできる。

注２）第二創業とは、実際の創業は過去に行っており、一定期間事業を継続してきた企業が、それまでとは異なる業態に転換
したりビジネスモデルを大きく異にする新事業に進出したりすること。1990年代末から、国はベンチャー等の文字通りの
「創業」とともに、既存中小企業の「第二創業」への支援を本格化させている。その第二創業の具体的ケースとして最も
多くみられるのは、ＳＣ型企業あるいはＳＰ型企業が独自の製品を開発し、直接海外も含めた市場への販売を目指すもの、
言い換えればＮＴ型企業への脱皮・転換を目指すもの（但し、それまで長年取り組んできた既存事業を継続するものが多い。）。

● 優れたものづくり中堅・中小企業の３類型とその比較 ●

ＳＣ型企業
（サプライチェーン）

ＮＴ型企業
（ニッチトップ）

ＳＰ型企業
（単工程加工）

少ない

多い

中間

多い

少ない

試作の場合
ごく少ない

低い

高い

中間

多い

中間

零細

マーシャル型集積

全国

大田区、東大阪市等
の中小企業集積

自動車等の量産部品

製造装置、加工機械、
計測・分析機器、
高機能素材・部品、
精密加工、特殊金型等

試作（横請け）

業態によるタイプ 取引先の数 生産の
ボリューム 利益率 従業員数 主な事業分野 立地場所
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る利益は非常に薄いのですが、量を売るので
売上高はとても大きくなります。それに対し
てＮＴ型企業は、製造のための機械や装置な
どは高額のことが多いのですが、個数がそん
なに多くないので、売上高はＳＣ型に比べ平
均的に小さくなります。
　2012年にＮＴ型企業2000社を対象にア
ンケート調査を行い、約3分の１の663社か
ら回答いただいたのですが、その平均売上高
は23.5億円でした。普通のものづくりの企
業としては大きい方です。しかしながら、量
産部品を作っている企業と比べると、それほ
ど大きくはありません。従業者数の平均が
97人。これも製造業全般の中小企業の中で
は比較的大きい方ですが、100人弱ですので
それほど大きいというわけでもない。
　従業者１人当たり売上高は2,000万円弱で
す。これはかなり高いです。ものづくり中小
企業で、１人当たり売上高が2,000万円を超
える企業は付加価値率が高く、競争力の高い
製品を持っていたり、他の企業が真似できな
い加工サービスを提供している企業が多いの
です。東京・大田区の中で優れているといわ
れている企業のほとんどは、１人当たり売上
高が2,000万円かそれを超える企業です。

▶第二創業を積極的に支援

　是非ご理解いただきたいのは、ＳＣ型企業
の場合は、ユーザーがどんどん海外に出てい
く、国内にあったユーザーの工場が海外に
移っていくわけです。そうすると、中小企業
であっても取引先からの要請の有無にかかわ
らず、従来の仕事を続けていこうと思った
ら、海外に出ていかざるを得ないという可能
性が高くなります。単工程加工業のＳＰ型企
業は逆に、取引先がどんどん海外に出ていく
と、今まで通りの国内需要は期待できず、今
後先細りになるだろうと将来を悲観してしま

型企業です。それに対して１段目はサプライ
チェーンに組み込まれているタイプの「ＳＣ
型」企業（昔でいう下請企業）です。3段目
は、特定の金属加工のプロセスの１つだけを
行うような加工屋さん、１つのプロセスの加
工を行う単工程型企業（以下「ＳＰ型企業」）
です。この3つを区別して考える必要があり
ます。
　まず、サプライチェーン型企業（以下「Ｓ
Ｃ型企業）とニッチトップ型企業（以下ＮＴ
型企業）の違いです。
　１番分かりやすい違いは取引先の数です。
昔の下請企業というのは、特に自動車の系列
がハッキリしていたような時代に、取引先が
１社ということが珍しくありませんでした。
しかし、1980 〜 90年代以降になると、調
達するアッセンブリーメーカーの側も、部品
を供給するサプライヤー企業側も共に取引先
の多角化を図っていった関係で、以前ほど取
引先は少なくありません。しかし、ＳＣ型企
業の取引先は、多くても50社くらいです。
それに対して、ＮＴ型企業は、200社、300
社の取引先があるというのが一般的で、その
中には外国企業もあり、直接、外国企業から
注文を受けて販売をしているような企業もあ
ります。
　２番目の違いは生産のボリュームです。Ｓ
Ｃ型企業とＮＴ型企業を比較した時に、取引
先の数の裏返しと言ってもいいのですが、生
産のボリュームが全く違います。ＳＣ型企業
の場合は、量産部品を作っていますから、月
産何万個とか年間何億とか、それ以上のこと
もあります。一方、ＮＴ型企業の場合は、１
回の取引数は数個単位のことも少なくなく、
中には単価3億円の装置を月１台ペースで生
産するといった企業もあります。
　3番目の違いは利益率です。ＳＣ型企業
は、薄利多売で一個一個の製品単価に含まれ
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方、加工業の多いＳＰ型企業でも、２代目に
は自社製品を持たせたいと思っている経営者
が多いです。こうした動きを我々政策に携わ
る人間の業界用語で「第二創業」と称します。
要するに、最初の創業は、ＳＣ型あるいはＳ
Ｐ型企業だったけれども、自社独自の製品を
持ちたいと、ＮＴ型企業を目指す、業態転換
を図る、あるいは新事業に進出しようとする
ことを指す用語です。
　いわば創業に次ぐ大変革を目指していると
いう、非常にチャレンジングな方々だという
ことで、第二創業を支援するというのが先ほ
どご紹介した「新事業創出促進法」の非常に
重要な目的だったのです。もちろん、ベン
チャー企業の文字通りの創業も含めて支援す
るのですが、それと併せて第二創業も支援す
る、支援対象の二本柱であったということで
す。このような人たちにグローバル・ニッ
チトップ企業という概念をお伝えし、ご理解
していただくと、それを自社の明確な目標と

うわけです。
　日本でこのようなものづくりの中小企業が
増えたのは、高度成長期から1970年代にか
けてです。東大阪市などでは、発注に作業が
追い付かないため、勤めている若い職工さん
にどんどん自立、暖簾分けを進めたのです、
結果、一気に事業所数が増えていったので
す。1960年代に20代で創業した人たちは現
在70代です。できれば自分が元気なうちに
廃業して、雇っている従業員を他社に引き
取ってもらおうと考える方が非常に多くて、
ＳＰ型企業の廃業がどんどん進んでいます。
　しかし、若手の後継者が決まっている企業
の場合は、引き続き日本でものづくりをやっ
ていきたいと思う経営者が多いのです。そう
いう企業がＳＣ型であれば、海外に出るのも
もちろん必要ですが、それと併せて、部品で
はなく独自の自社製品を持ちたい、海外市場
も含めて直接市場に売りたい、ということに
なり、実際そういう企業も大変多いです。一

※日特エンジニアリング株式会社は、ぶぎんレポート「海外進出最前線」（2012年）にて、グローバル企業に成長させた事業内容に
ついてご紹介しております。詳しくは右記ＨＰをご参照ください。　http://www.bugin-eri.co.jp/doc/overseas_presence158.pdf

　2014年3月、「グローバル・ニッチトップ企業百選」を全国から
公募を募り、「我こそはグローバル・ニッチトップ企業！」と自負
する企業に手を上げてもらいました。そして、第三者機関の審査委
員会で審査を行い、「これは素晴らしい！」という企業を100社選定しました。県内企業としてその
ひとつが、地元さいたま市の日特エンジニアリング株式会社（以下、日特エンジニアリング）です。
　日特エンジニアリングでは、「巻線機」という機械をつくっています。巻線機とは、コイルをつ
くる機械です。携帯電話の中だけでも、21個もの小さなコイルが使われています。アンテナやバ
イブレーターの振動などには必ずコイルが必要です。コイル自体は非常に古い存在ですが、未だに
ハイテク機器の中で不可欠なものとして、さまざまなところで活躍しています。例えばICカード、
あの薄いカードの中には４つもコイルが入っています。コイルはどんどん微小になっていきますか
ら、それをつくる巻線機も大変性能の高いものになっています。
　日特エンジニアリングは、巻線機の世界で世界市場シェア40%を占めています。そして年商は
140億円です。巻線機市場は世界全体で350億円の市場です。そのうちの40%を占める日本の 
企業がさいたま市に本社と工場を置いているのです。まさに典型的なグローバル・ニッチトップ 
企業です。

● 企業紹介：埼玉県のグローバル・ニッチトップ企業 ●
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して設定し目指せるようになります。
　私が講演などで、グローバル・ニッチトッ
プ企業という言葉、概念を広く中小企業経営
者の方、支援される立場のコーディネーター
の方、あるいは事業資金を提供する地域金融
機関の方にお伝えしようと思う理由はここに
あります。

▶ 技術や製品はあるが「販路の拡大」が問題

　1999年の「新事業創出促進法」という法
律に定められた中核的支援機関によるソフト
面の支援に加え、中小企業向けの補助金など
予算面でも第二創業支援は熱心に行われてき
ました。中小企業庁の「技術開発、製品開発
の補助金・委託費」が、この15年ぐらい非
常に潤沢に供給されてきたことはよくご存じ
と思います。しかし、思ったほどには成果が
上がっていないのです。
　ここ数年、中小企業の方に施策支援して欲
しい事項についてアンケート調査を採ります
と、必ず１番に来るのが「販路開拓」です。
販路の確保ができなくて困っている企業が多
いのです。要するに、技術開発や製品開発の
補助金もあり、自社の持っている優れた技術
を使って製品は作ったけれど、なかなか売れ
なくて困っている企業が非常に多いというこ
とです。これ以上、同じような政策をただ単
純に物量だけで増やしていってもあまり意味
がない、いわば政策の行き詰まりです。
　それを打開するために何をやったかという
と、これが私の仕事ですけれども、製品開発
に実際に成功して、販路も自分で切り開いて
いる成功企業を調べて、その成功の秘訣を明
らかにしたらどうか。成功の秘訣が明らかに
なれば、それを上手くいってない人に伝える
ことによって打開ができるのではないか。そ
れがまさに今回の一連の仕事なのです。

▶GNT企業 成功の秘訣は３つの条件

　グローバル・ニッチトップ企業は、製品開
発に成功して、しかもそれが市場に受け入れ
られ、高い市場シェアを確保しているのは国
際市場です。こうした成功した企業は、以下
の3つの条件をクリアしているのです。
　まず１つ目は、ニーズを捕まえること。２
つ目は、自社が持っているコア技術を最大限
に活用すること。そして3つ目は、コア技術
だけでは足りない技術をどこかから調達して
くることです。
　中小企業白書などには、「成功事例」とし
て、自社の持っているコア技術を横展開して
成功した企業という形でよく紹介がなされて
います。確かにコア技術がなかったら、絶対
に成功はしません。しかし、コア技術は必要
条件ではあるけれど、コア技術だけでは成功
しないのです。コア技術を横展開しても、横
展開した製品のニーズが市場になければ売れ
ないのです。補助金を出して、第二創業を目
指している企業に製品開発をしていただいた
けれど、売れないというのは、実はニーズの
ない製品を作っている、あるいは、自社の
持っているコア技術を使って、何か製品を作
れないかという発想で、シーズ・オリエン
ティッドに製品を作っているからなのです。
　成功している企業の場合も、実は最初の
ニッチトップ製品では売るのに大変苦労した
という経験を語る企業が多いです。製品を
作ったけれど売れないという、同じ経験をし
ているのです。それで困りに困って、海外の
見本市などに出展したら、海外で売れたとい
う経験を語る経営者が多いです。海外で先に
売れて、それが評判になって国内でも売れる
ようになったということがよくあります。最
初のニッチトップ製品は、やはり自分が持っ
ている技術を使ってシーズ・オリエンティッ
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ドの発想で開発しているから、売るのに苦労
するケースが多いのです。
　しかし２番目以降の製品は全く違うので
す。２番目以降は、ユーザーさん、あるいは
潜在的ユーザーの方から、「こういうことで
困っているけど、どうにかならないか？」「こ
ういう製品が欲しいけれど、おたくだったら
作れるのではないか？」と、相談の形でニー
ズを持ち込んでくれるのです。それは最初の
ニッチトップ製品が売れたからです。売れて
評判が立って、この企業はいい企業だと知る
人ぞ知るという状況になっているから、大企
業の方から色々なツテをたどって、あるいは
大学の先生から推薦されて「中小企業だけど、
この企業はすごいソリューション力があるか
ら相談してみよう」と、相談に来るのです。
大企業が自社で開発できなかった難題を引き
取り、ソリューションを出すのです。そのソ
リューションが出せれば、最初から大企業が
こういうものを作って欲しいと言っているわ
けですから、自然と売れるわけです。そこ
が、成功している企業の非常に重要な共通点
です。
　ソリューションを自社の持っている技術だ
けで出すというのは、特に小さい中小企業に
とっては非常に困難です。その時にどうする
かというと、他の企業と連携してソリュー
ションを出すのです。他の企業というのは、
例えば、ユーザー企業と共同で開発するとい
うのがあります。または、日ごろ機材など供
給してくれている大手のサプライヤー企業と
連携する。あるいは、日ごろ部品などを外注
している周辺の協力企業と一緒に開発する。
そういった企業間連携を多用してソリュー
ションを出そうとするというのが、もう一つ
大きな特徴になります。
　それでも足りない時に頼りにするのが、大
学や独立行政法人産業技術総合研究所（以下

● 優れたＮＴ型企業に共通する特徴 ●

－ 製品開発パターン ー

ア）独自のコア技術を生かし次々差別化された製品
　　を生み出すという形で、極めて高いイノベーショ
　　ン能力、製品開発能力を発揮。
イ）最初の NT 製品の開発の経緯はさまざま。シー
　　ズ・オリエンティッドであるものも少なくない。
ウ）しかし、第 2、第 3のNT 製品は、持ち込まれる
　　大企業等のユーザーニーズへのソリューション
　　として生み出されるケースが極めて多い。
エ）その意味で、製品開発は基本的にニーズ・オリ
　　エンティッドであり、製品の販路の確保も比較
　　的容易。ただし、ニーズは極めて先鋭化されて
　　おり、当初の市場は狭いニッチな市場。
オ）ニーズを持ち込まれる前提として、潜在的ユー
　　ザーを含めた関連企業、大学等の関係者の間で、
　　「評判」（能力が高い、優れた企業であるという
　　情報）が何らかの形で流布し確立。

ア）製品開発では、「企業間連携」、「産産連携」が最
　　重要。
イ）「産学連携」は GNT 企業の開発ニーズにはまっ
　　た時に好結果。
ウ）相手先企業や大学等は広く日本国内に分布。　
　　ＧＮＴ企業にとって「広域連携」は当たり前。

ア）製品化に際し、「内部資源」（コア技術等）を最
　　大限に活用。しかし、足りない「外部資源」の
　　活用にオープンかつ積極的。その結果、新製品
　　には必ず新たな要素技術が付加されている。
イ）ユーザーだけでなく、大手サプライヤー企業、　
　　加工外注先の中小企業、大学の研究者等との間
　　に、独自のネットワークを長年に亘り形成。
ウ）このネットワークが次々に新製品開発を行うイ
　　ノベーター企業としての能力を支えている。

１  ニーズのキャッチ

２  シーズの確保

３  企業間連携、広域連携の重要性

「製品の開発パターンについて」
　日本を代表する著名なニッチトップ型企業40社に対する
　インタビュー調査から共通点を抽出
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産総研）のような国研といわれる機関です。
そこに、ソリューションを出すために、この
要素技術が必要だということであれば、物怖
じせずに飛び込んでいくのです。九州の企業
が北海道の大学まで行く、それが当たり前と
して行動できるのが、成功している企業で
す。足りない技術を調達するために自分が
持っているネットワークを最大限に活用す
る、これが3つ目の条件です。

▶ニッチトップ型企業への成功の道

　企業間連携、特に大企業と組んだ連携は、
そう簡単にできません。しかし、巻き込んで
もらい、経験を積むことで、徐々に力を発揮
できるようになるのです。いま成功している
企業は、昔そういった大企業とのやり取りの
中で、自らを育ててもらったところがあるの

です。
　これからの国の施策としては、国が行うさ
まざまなプロジェクトに大企業だけにお金を
出すのではなくて、大企業と中小企業が一緒
になってやるようなプロジェクトに資源を多
く配分していこうとしています。
　経済産業省の先端的な研究開発プロジェク
トを行っているNEDO（独立行政法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構）は、中小
企業の参加比率を倍にするという目標を立て
ました。また、産総研は、自分たちが持って
いる技術を移転することを主な仕事にしてい
たのですが、これからは中小企業と一緒に共
同開発する方向に重点を移していこうとして
います。今後、このようなところに国の予算
が付いていきます。そうすると中小企業が
色々な形で他の企業と協力しながら経験を積

市場規模が小さいため、大企業が
　①生産を中止し撤退した製品
　②製品化を断念した製品

既存メーカーに開発を依頼できない、
自社が必要とする高性能加工機械

中小企業 中小企業 中小企業 中小企業 中小企業 中小企業

大
手
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
企
業

大
学
等
研
究
機
関

グローバル・ニッチトップ企業グローバル・ニッチトップ企業

● 概念図　スーパー新連携の動き ●

大企業が全般的にプレゼンスを低下させ、特
定の加工を担う多くの基盤技術型中小企業が
需要面から需要継続を危ぶむ日本の状況

ＧＮＴ企業が「ハブ」となって、大企業の役割を
代替し、関連中小企業を束ねて創造的ものづくり
を行う「スーパー新連携」と呼ぶべき新たな動き。

ＧＮＴ企業をハブとした新たな創造的ものづくりの動き

ぶぎん自動車関連企業ものづくり経営塾  講演録
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支援していくことにも力を入れていきます。
　こういった一連の、ある意味非常に地味
で、玄人的な形の政策の変化が徐々に進みつ
つあります。ですから、自治体の方も中小企
業の方も、あるいは金融機関の方もこれらを
上手く活用しながら、グローバル・ニッチ
トップ企業を目指すという目標を掲げて一緒
になって頑張っていくことが、これから求め
られているのではないかと思います。
　本日は限られた時間の中でのお話となりま
したが、関心をお持ちいただければ、書籍の
方も手に取ってお読みいただき、さらに問題
意識を深めていただければ幸いです。
　ご清聴ありがとうございました。

（文責：ぶぎん地域経済研究所）

める機会が増えていきます。その結果、ニッ
チトップ型企業として成功する道も出てくる
のではないでしょうか。
　もう１つ重要な点は、海外市場との関係、
国際的に活躍するということです。成功して
いる企業は、大変熱心に外国の見本市や展示
会に出展されています。こうした企業に聞き
ますと、「同じ国の同じ見本市に５回も10回
も続けて出展して、初めて商売のきっかけが
見つかる」と言います。１回出してすぐ物が
売れると思ったら大間違いなのです。しか
し、出展しなかったらチャンスは全く生まれ
てこないのです。出展する価値は大いにあり
ます。
　これまで中小企業の海外生産拠点の設置な
どに重点をおいて支援してきたJETRO（独
立行政法人日本貿易振興機構）は、今後は、
日本国内で製造して海外に輸出する企業に対
して、特に見本市や展示会の活用などの面で

　本書は、筆者がここ数年取り組んできたNT型企業に関するこうした一
連の研究成果をとりまとめたもので、大きく3部から構成されています。
　第１部は、事例研究。日本を代表するNT型企業40社のインタビュー調査に
基づき、共通する特徴を抽出。40社の事例は、特徴毎にその例証として横断的
に紹介しています。
　第２部は、アンケート調査の分析結果を紹介しています。NT型企業と
一般のものづくり中小企業の比較、特に優れたNT型企業とそれ以外のNT
型企業の比較をさまざまな統計的な解析手法を用いて行っています。
　第3部は、日本独自の発展を遂げたNT型企業の特殊性を明らかにする
ため、歴史的観点から考察を加えています。その上で、これまでの分析や
考察を踏まえ、成功企業であるGNT企業の特筆すべき優れた特徴に注目
し、他のNT型企業を成功企業に脱皮させるために必要な支援策等政策的
含意について検討しています。
　このように本書は、NT型企業の実態把握、その特徴の分析を通じて政
策的対応までを体系的に論じるものです。また、NT型企業の基礎的なデー
タは、今回紹介するアンケート調査により、はじめて定量的に把握されま
した。類書はこれまで存在しておらず、我が国初の試みです。

● 書籍「グローバルニッチトップ企業論」 ●
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