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【要約】 

韓国の企業政策は、今までの保護主義の中小企業政策と規制主義

の大企業政策に二分されていて中堅企業が成長しにくい構造を持っ

ていた。すなわち中小企業が成長した後、その規模を超えると一度

に各種支援が終了、同時に各種規制が適用され、大企業に成長する

意欲を失ってしまうのである。そして、子会社設立や分社、または

臨時勤労者雇用などの方法を使って中小企業の地位を維持しようと

する事例が生じることもある。したがって、中堅企業に対する制度

的支援の必要性が提起され多様な政策的措置を要求した結果、2011

年 3 月 30 日に韓国政府は既存の産業発展法を改正して中堅企業を定

義し、これを支援するための関連法を整備したのである。  

 本論文では、世界で例のない中堅企業法とも言われている韓国の

「産業発展法」と中堅企業の育成政策の推進方向、日本における中

堅企業の現況、そして「World-Class 300 プロジェクト」とは何かに

ついて研究する。  

 

キーワード：産業発展法、規制、World-Class 300、支援政策  

                                                 
1 「中堅企業」の定義については、本稿第 2 章にて詳細を述べる。 
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一 はじめに 

韓国の中堅企業は法律的には大企業として分類されるが、経済社

会的には中小企業として認識されている。中堅企業は中小企業に付

与される政府の支援を受けることができず、また大企業のような知

名度がないことから、新卒の学生を求めることや資金調達の面から

も苦難に直面している。すなわち韓国政府の企業政策というのは、

今まで「保護を主とする中小企業政策と規制を主とする大企業政策

に二分」されていて2、中小企業から中堅企業に成長すると大企業と

同一水準の規制に直面し、中堅企業が発展できる構造になっていな

かった。今までの韓国政府における企業政策の基本方針は、企業規

模によって政策が異なったのである。すなわち、企業規模が大きく、

系列間の関連の程度が高い大企業集団に対しては、規制政策を通し

て市場支配力を抑制させ、ガバナンスの透明性を明らかにする方案

を提示していたのである。反対に、内部資金や情報の不足などで、

企業経営が困難な中小企業には資金、技術、人的資源、販路開拓な

どの育成政策で支援してきた。それによって有望な中小企業の創業

と成長ができるようになったのである。しかし、中堅企業のみがこ

のような状況の中で疎外されている。  

中小企業から卒業した後の中堅企業は一挙に各種支援が終了され、

同時に各種規制が適用されるため、大企業に成長する意欲を失って

しまうのである。つまり、多様な支援政策から除外されることで、

企業の立場からすると実質的な費用が増加することと同じであると

                                                 
2 Young-sik You, Soo-Jung Kim, “Research on Major Issues and Fosterage of Medium-sized 

Enterprises: Focused on the Legislation,” Journal of Strong Medium Enterprise. Vol. 1 No. 1 
(June 2010), p. 108. 



2012 年 7.8.9 月号 韓国の中堅企業における育成政策 

－123－ 

認識されるのである。また、中小企業の時には考慮されていなかっ

た各種関連規制が増加するため間接費用が急激に増加し、そのため、

企業競争力にも悪影響を及ぼすと推測される。したがって中小企業

を卒業したにもかかわらず、子会社設立や分社、臨時勤労者雇用な

ど、様々な方法を使って中小企業の地位を維持しようとする事例も

生じる。  

このような事情から一部の中堅企業では、自ら投資を拡大し、従

業員を増やして中堅企業に成長したことを後悔することさえある。

このようになると、中小企業から中堅企業に、また大企業に成長し

ようとする起業家精神（entrepreneurship）はなくなり、経済発展も

期待できなくなる。  

最近、韓国政府は経済の成長と活力を高めるための主役として中

堅企業を強調しはじめた3。そして、中堅企業を世界的な専門企業と

して育成するための戦略を樹立するという発表をしたのである。な

ぜなら、韓国での中堅企業と大企業との関係というのは技術的分業

関係が多く、中小企業とは 2 次協力業態であって、生産及び技術の

協業関係としてその役割が大きいという認識が認められるようにな

ったからである。また、国家経済の持続成長を牽引する核心主体と

しても中堅企業は重要であり、そのためにはグローバル競争力を持

っている多数の企業が自ら成長‧発展できる企業生態系を形成する

必要がある。したがって、中小企業から中堅企業、中堅企業から大

企業へと繋ぐ理想的な企業の生態系を形成するために、成長の意志

と潜在力を持つ中堅企業をグローバル企業として成長させるための

支援体制が要求されてきたが、今までは体系的な支援がなかったの

                                                 
3 たとえば、韓国の知識経済部公告「2012 年度 World-Class 300 プロジェクト施行計画

公告」第 2012－34 号（2012 年 1 月 30 日）などである。 
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である。  

本稿は、世界で例のない中堅企業法とも言われている韓国での「産

業発展法」と「中堅企業の育成政策推進」、そして「World-Class 300

プロジェクト」とは何かについて整理したうえで、結論として、韓

国において中堅企業を育成するためにはどのような方向に推進しな

ければならないのかを明らかにするものである。  

二 中堅企業育成のための法律的根拠 

１ 韓国における中堅企業 

韓国では、いままで中堅企業に対する法律的定義はなかった。中

堅企業の定義と概念に関するものは学問的なアプローチというより

は、中堅企業として支援を受ける範囲を設定するための作業だと思

われる。韓国で中堅企業という用語は 1980 年代後半から使い始めら

れたが、厳密には法律的な根拠はない状態であった。しかし、この

用語がなぜ 1980 年代後半から使われるようになったのかに対しては

その理由がある。韓国の経済構造からみると、中堅企業の成長と発

展は経済両極化を解除し、勤労者の採用にも必要であり、企業成長

段階の理想的な産業構造を構築することができるという認識を持つ

ようになったからである。  

先進諸国では、企業政策の重要な要素として中堅企業を世界的な

競争力を持つ企業として育てようと努力をしてきた。例えば、ドイ

ツの場合、中堅企業の技術力とイノベーションの強化を支援したり、

また、新製品の導入期にある企業に対する直接的な支援と中堅企業

のための国債発行などの財政支援を強化してきた。特に、後継者問

題で困難な中堅企業を助けるための「家業承継の認識改善事業」、

「家業承継諮問プログラム」などを運営している。ドイツ政府の政

策の中には「国外にいるドイツ人の技術者を国内に復帰させるプロ
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グラム、外国専門家のドイツ滞在における支援、中堅企業の専門家

養成などがある」としている4。  

日本では、1960 年代から学者たちにより中堅企業が定義され、中

堅企業を育成すべきであるという意見が出始めた。日本での中堅企

業は法律的定義は定まってないが、一般的な定義としては製造業を

基準にすると、資本金 3 億円以上、従業員数 300～999 人以下の設定

を中堅企業としている5。中堅企業を対象とした特定の政策は明示的

に提示されてはいないが、研究開発、環境対策事業など、間接的な

支援がある。  

一方、「産業発展法」により中堅企業が定義される前の中堅企業を、

量‧質的基準により定義し、整理すると、次のようになる。まず、

韓国中堅企業連合会 6 が定義する量的基準による中堅企業とは、従

業員数 300～999 人、売上額 400 億ウォン以上～1 兆ウォン未満の企

業であるという。韓国産業技術財団7 の基準は、従業員数 300～999

人、売上額 300 億ウォン以上～5 千億ウォン未満の企業だと定義して

いる。知識経済府 8 は、中小企業の範囲を超える企業として「公定

取引法の相互出資制限企業集団ではない企業」であると定義しなが

ら、産業発展法の施行令によって具体的な範囲を指定する計画をも

っている。  

                                                 
4 Jin-Suk Kim Oliver F. Bahrisch, “Advanced Vocational Training in German SMEs”, Journal 

of Strong Medium Enterprise, Vol. 1, No. 1, (June, 2010), p. 50. 
5 Cheol Gu Kang, Kim Hyun Sung, Kim Hyun Chul, “A Study on Medium-Sized Enterprises 

of Japan”, Asia Pacific Journal of Small Business, Vol. 32, No. 2, (June 2010), p. 213.  
6 韓国中堅企業連合会：www.komia.or.kr。 
7 韓国産業技術財団：www.kotef.or.kr。 
8 知識経済府：www.mke.go.kr。 
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このような量的基準とは異なり、質的基準により中堅企業を定義

すると、韓国国内で財閥企業を始め大企業と資金力、人的資源、経

営資源の動員能力（情報管理力）などの側面から水準の差はあれ、

世界市場で競争力を持っている企業、または、同業種内で経営成果

がかなり優れた企業としてグローバル化できる能力を持っている企

業、そして、海外市場の開拓を本格的に推進している企業であり、

国際競争を克服し、持続的な高成長が維持できる企業を中堅企業と

定義する学者がいる 9。他には、中堅企業とは、「量的基準が容易で

はない」ので、「持続可能な成長パラダイムを構築、戦略的に有効な

企業、すなわち、グローバル専門企業群に属する企業」が中堅企業

であるとの指摘もある10。  

参考までに、法律上の中小企業の定義を以下に述べる。常勤勤労

者基準（製造業は 300 人以下）と資本金または売上額基準（製造業

は 80 億ウォン以下）で、どれか一つでも充足すると中小企業に分類

される。しかし、常勤勤労者数が 1 千人以上、または資産総額が 5

千億ウォン以上、または自己資本が 5 百億ウォン以上（2012 年から

適用）または売上額 1 千 5 百億ウォン（2012 年から適用）以上であ

る企業は中小企業から除外される。つまり以上に述べた上限基準を

超過すると、他の基準で中小企業の定義を満たしていても、中小企

業からは除外されるのである。  

韓国では 2011 年 3 月 10 日に、国会本会議で中堅企業の定義、支

援根拠、負担緩和期間などの内容が含まれた「産業発展法」改正案

が議決された。そして中小企業をグローバルな中堅企業に育成でき

                                                 
9 Whang Il Chung「韓国企業の世界化のための課題―中堅企業の機会と危険の分析」

『経済研究』（Seoul：漢陽大学経済研究所、1995 年）。 
10 Cho Young Chul「中堅企業育成論議の現況と課題」『KIET Industrial Economic Review』

（2009 年 12 月）、68 ページ。 
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る根拠が整ったと明らかにした。今回の法律改正の背景には、中堅

企業群の問題とされた脆弱な産業構造により企業の成長が停滞し、

経済の活力が低下するのを防ぐためということがある。  

この法案によると、中堅企業とは、（1）「中小企業基本法」第 2

条で定義した中小企業ではない企業」、（2）「独占規制および公正

取引に関する法律」第 14 条 1 項による相互出資制限企業集団に属さ

ない」、この 2 つの条件を満たす企業である。また、中小企業の卒

業猶予期間（3 年）以降、追加で 5 年間は租税、金融などの支援がで

きる行政的、財政的支援の土台も整えられた。その後、韓国政府は

2011 年 7 月 1 日に中堅企業を育成するための「産業発展法」の改正

案を立法化したのである。  

この法律によって中小企業と大企業の中間領域としての中堅企業

の概念が整理された。そして本格的な中堅企業の時代が始まり、中

堅企業育成の支援根拠と中小企業が中堅企業に成長できる制度的基

盤が整ったのである。  

従来は、中小企業を卒業した企業はすべて大企業に分類されたが、

これからは中小企業を卒業しても総合出資制限企業集団、いわゆる

大企業に属していない企業であれば、中堅企業として分類できるの

である。そのため国民経済に及ぶ影響が大きく、またイノベーショ

ン能力と成長の可能性が大きい企業に対しては行政的・財政的な支

援ができるように規定し、中堅企業支援に対する直接的な法律的根

拠が整ったと評価されている。また、これを基にこれまで中小企業

を卒業した時の問題であった支援の急減、規制の急増などが緩和さ

れることになった。  
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表 1 中小企業に対する政府の支援 

分野  支援内容  
資金    政策資金：08 年 2.9 兆ウォン支援、金利 5.1%（09 年 4.3

兆ウォン）、中小企業専用資金  
  信用保証：08 年 29.5 兆ウォン支援（09 年 33.5 兆ウォン）、

中小企業 99% 比重  
  技術保障：08 年 12.5 兆ウォン支援（09 年 14.5 兆ウォン）、

中小企業 99% 比重  
租税    法人税最低限税優遇適用（中小企業 7%、大企業 10～  

13%）  
  中小企業特別税額減免（5～30%）  

販路   公共機関（201 社）中小企業製品購買（09 年 78 兆ウォ

ン）- 公共機関が中小企業の製品を購買するように制度

化（購買目標比率 50%、20 億ウォン以上工事）  
人材    海外技術人材：中小企業に必要な海外技術者導入支援

（09 年 21 億ウォン、135 人）  
  産業機能要員：兵役の一部を中小企業に支援（ 09 年

11,800 人）  
  外国人勤労者：人材不足である中小企業が外国人勤労者

を雇用できるように許可  

（出典）大韓商工会議所「中堅企業支援の必要性と政策改善課題」（2009 年 7 月）。 

 

韓国政府は効率的な中堅企業政策を推進するため、関係部所や関

連団体、民間専門家などと協議・諮問できる委員会の設置根拠も整

えた。特に産業発展法の施行令改定を通して中堅企業支援から除外

される業種、支援基準の細部指標、協議・諮問のための「中堅企業

育成支援委員会」を構成した。また、中堅企業成長の停滞要因を積

極的に発掘し、これを改善するための中堅企業支援育成政策を持続

的に推進し、中堅企業の強化のため努力するとした。  
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表 2 主要大企業関連政府規制例 

分野  規制内容  
入札参与制限規制    対象：従業員 300 人以上のソフトウェアー

事業者  
  国家機関などの情報システム構築事業入

札制限（20 億ウォン未満の事業）  
持株会社関連規制    対象：資産 1 千億ウォン以上の企業  

  子会社株式価値が資産の 50% 以上である

と持株会社に強制転換  
相続税、課税    持分率 50% 以上（未満）30%（20%）割  

増課税  
 中小企業の場合 15%（10%）割増課税  

（出典）大韓商工会議所「中堅企業支援の必要性と政策改善課題」（2009 年 7 月）。 

 

この法律による中堅企業の定義に合致する企業数は 1,213 社とな

り、この内、製造業が 489 社、非製造業が 724 社である11。しかし、

2000 年から 2011 年 12 月にいたるまで中小企業から中堅企業になっ

た企業は 1% に過ぎない。建設業、サービス業など、製造業以外の

分野に範囲を広げても 12,036 社の内、171 社（1.42%）だけが中堅企

業として成功している。また、中堅企業から大企業に成長したのは

わずか 28 社しかない。このうち、総合出資制限企業集団、いわゆる

大企業に所属している企業（21 社）と外資企業（4 社）を除外する

と、わずか 3 社にすぎない12。  

中堅企業連合会によると13、中堅企業になった業態は、半導体、自

動車部品、IT、化学など、輸出業態が大部分であることから、韓国

では中小企業が成長するのに輸出が重要であるということが分かる。

                                                 
11 知識経済部「本格的な中堅企業の時代開幕産業発展法改正案国会通貨」『報道参考

資料』（2011 年）。このような数字は年平均 6%の増加率である。 
12 その 3 社とは、豊山（Pungsan）、オットウギ（Ottugi）、E-Land である。 
13 韓国中堅企業連合会「中堅企業統計現況分析」『韓国中堅企業連合会』（2011 年）。 
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特に自動車部品産業は積極的な輸出ドライブ政策を通じて競争力を

持った代表的な事例である。例えば 2002 年にアメリカのゼネラルモ

ーターズ（GM）に納品した韓国の自動車部品製造業社は 16 社に過

ぎなかったのに比べて、2010 年には 230 社に増え、GM が選定した“今

年の部品製造業社” 76 社の内、17 社が韓国の企業であった。  

したがって中堅企業の成長動力とは持続的な設備投資と共に海外

市場を狙う輸出ドライブ政策にあると言える。反対に中堅企業とし

て成長するのを阻害するのは、海外市場の開拓に目を向けないこと、

研究開発に投資しないこと、そして、大企業との取引による収益性

悪化などが挙げられる。しかし、数多くの業態の中で上に列挙した

業態以外は成長が遅い。繊維、機械、製薬、鋳物、金型など、伝統

的な煙突産業では人材採用や資金調達、また原資材難に直面してい

るため、これらを解決しなければならない。  

 

図 1 韓国経済の輸出構造における中堅企業の位置 

 
（出典）中小企業中央会、http://www.kbiz.or.kr；企業銀行経済研究所、

http://rd.kdb.co.kr/jsp/ERIndex.jsp；韓国産業技術財団、

http://www.kotef.or.kr/index.aspの HP を参考に筆者作成。 
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今回改正された「産業発展法」による保障維持及び負担緩和のた

めの法律的支援は以下のものである。負担緩和期間である 5 年間、

過去から維持されてきた保障期間はそのままにして、中小企業を卒

業した後に賦課される加算料は段階的に引上げる。それを詳しくみ

ると、従来は中小企業を卒業した直後に 0.5% の加算料があったが、

法律改正後には負担緩和期間 1 年目に 0.1%、2 年目に 0.2%、3 年目

に 0.3%、4~5 年目に 0.4%、終了後には 0.5% となる。また、中堅企

業の成長を支援するための資金調達プログラムを導入し、資本市場

での活用の例は以下のとおりである。  

 

表 3 成長支援のための資金調達プログラムと資本市場での活用 

政策金融公社  
特別 On-Lending  長期設備投資  運営資金支援  

 （資金支援限度大幅増額：業態別

100 億ウォン→1 千億ウォン）  
特別施設資金直接貸出   長期設備投資 R&D 資金支援  
中堅企業専用ファンド助成  中堅企業株式会社債引受け  
資本市場活用  
『企業財務安定投資会社』

活用  
 中堅企業株式  債券買入れ  

『ABS 発行適格要件』緩和 （例示）レーティング BBB 以上→ 
BB 以上の法人  

『企業引受け目的会社  
（SPAC）』活用  

 非上場中堅企業資本拡充上場支援  

（出典）韓国知識経済部、http//www.mke.go.kr の資料を基に筆者作成。 
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表 4 国別事業体規模による経済比率           （単位：%） 

 韓国  日本  ドイツ  
大企業   0.9 大企業   0.2 大企業   1.3 

中堅企業   1.6 中堅企業  1.1 中堅企業  8.2 業態数  

中小企業  97.5 中小企業 98.7 中小企業 90.5 

大企業  28.2 大企業  12.4 大企業  27.7 

中堅企業  17.4 中堅企業 17.3 中堅企業 28.7 従業員数  

中小企業  54.4 中小企業 70.3 中小企業 43.6 

（出典）IBK 経済研究所、http://rd.kdb.co.kr/jsp/ERIndex.jsp。 
（注）製造業基準：韓国 2009 年、日本 2006 年、ドイツ 2006 年。 

 

２ 日本における中堅企業 

日本では、韓国と違って中堅企業に関する法律的な定義はないが、

中小企業庁によると、「ある程度の規模を持つ中小企業者」を中堅

企業として定義している14。野村総合研究所15 での中堅企業の定義は、

近年数年以内に株式を公開した企業、または今後数年以内に株式公

開が可能であると思われる企業、最近決算期の売上額が 30 億円、経

営利益が 3 億円、経営利益が 3 億円以上の企業、過去 3 年間増収、

増益基調を維持し、売上と利益共に年平均 10% 以上成長している企

業などを中堅企業として分類している。  

表 5 の日本国内総生産における雇用規模 300～999 人の中堅企業を

みると、全体企業体数としては 1% にも及ばないが、日本全体の出

荷額の 15.28% を占め、1,000 人以上の大企業の 14.51% を上回って

いる。  

                                                 
14 中小企業庁（2009）『委員からの論点へのご意見等の要旨』、

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2009/download/090122Shiryou2.pdf。 
15 野村総合研究所、http://www.nri.co.jp/。 
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表 5 日本経済における企業規模別比重        （単位：%） 

企業規模

（人）  
企業数 従業員 生産量 付加  

価値  
GDP 
比重  

1～9 71.50 14.54 3.89 5.86 2.30 
10～49 22.18 27.89 13.83 16.81 8.21 

50～299 5.76 32.84 32.06 33.22 19.02 
(中小企業) 99.31 72.81 49.79 55.88 29.55 

300～499 0.38 7.89 12.89 10.37 7.65 
500～999 0.21 7.94 12.86 12.09 7.63 

(中堅企業) 0.59 15.82 25.75 22.46 15.28 
1000～  

(大企業) 
0.10 11.37 24.46 21.66 14.51 

（出典）経済産業省、http://www.meti.go.jp/。 

 

一方、中村は、日本の中堅企業の特徴を次のように整理した16。す

なわち、大企業系列ではない独立企業、社会的資本調達が可能な規

模の企業、近代的管理体制と個人及び同族会社の性格が並存してい

る企業、独自の技術を持って生産集中度と市場占有率を確保してい

る企業である。しかし、このような特徴は 60 年代の特徴であり、以

降、多様なスタイルで中堅企業を説明している。たとえば、Kang に

よると、日本における中堅企業は次の三つに特徴されている。まず、

独自の技術力を通したニッチマーケットの攻略、第二に、競争力を

持つ世界的な企業、第三に最後に中層的な分業構造を通した成長戦

略を持つ企業である17。  

                                                 
16 中村村秀一朗『中堅企業論』（東洋經濟新報社、1964 年）。 
17 Cheol Gu Kang, Kim Hyun Sung, Kim Hyun Chul, “A Study on Medium-Sized Enterprises 

of Japan”, Asia Pacific journal of Small Business, Vol. 32, No. 2 (June, 2010). 例えば、山形

市に本社を持っている鈴木製作所は、1953 年に設立されて以来、「世界初」という修

飾語が似合うほど数多くの特許を持っている。また、海外出願件数が 116 件、海外出

願国は韓国を含めて 24 カ国に至る中堅企業である。 
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このような点からみると、日本の中堅企業は雇用、付加価値の側

面で産業構造において重要な役割を持った地位を占めており、日本

政府による明示的な中堅企業育成戦略は存在しないが、研究開発事

業及び企業規模別提携誘導という中小企業政策に参与できる余地を

残している。  

三 育成政策推進方向 

大韓商工会議所のアンケート調査によると、中小企業を卒業した

後の猶予制度が適用される企業の中で、中小企業に復帰することを

希望する企業は 58.9% もあるという。中小企業卒業後の猶予制度と

は、企業規模の拡大や法規の変更などによって中小企業を卒業する

企業に 3 年間の猶予期間を付与し、中小企業の地位をそのまま許容

する制度である。アンケート調査の対象となる企業のうち、中小企

業の地位を維持するために子会社を設立した企業が 17.2%（猶予企

業：40.5%）、アウトソーシングした企業は 15.3% （猶予企業：24.3%）、

臨時勤労者を採用した企業は 13.6%（猶予企業：18.9%）と、このよ

うな方法を使った経験があると答えた18。  

今回の中堅企業を育成するための支援のなかで、R&D・マーケテ

ィングなどの専門人材を確保するための支援の内容を見ると次のと

おりである。まず、企業活動の段階別に専門の人材を確保して支援

する。そのための支援として、第一に、修士、博士の人件費を支援

する。このような支援を受ける者は、2010 年に 1 千人であったが、

2011 年には 1,250 人に拡大している。第二に、研究機関の短期技術

を支援する。このような支援を受ける企業は 2010 年には 288 社であ

                                                 
18 中小企業研究院「中小企業範囲基準検討及び運用方案改善に関する研究」（2008 年

5 月）。 
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ったが、2011 年には 500 社に拡大している。第三に、研究機関の研

究のための人材を長期間支援する。  

また、大企業を退職した技術者、または海外の専門家を活用した

い中堅企業があれば、データベース（DB）を構築してから支援する。

これは「中堅専門人材雇用支援センター」と連携して「全国経済連

合会」で担当する。海外にいる専門家の支援範囲は今までは技術職

のみに限定されたが、今後はマーケティング分野まで拡大する。そ

の規模は 135 名から 200 名までである。海外退職技術者による技術

指導も拡大する。支援期間は 1 年から 2 年とし、また 30 名の規模か

ら 56 名にまで拡大する。技術者の発掘地域も日本を含め、アメリカ

や EU まで拡大する。  

 

表 6 中堅企業育成のための段階別促進政策と対策 

企業分類  段階別成長促進対策  共通対策  
中堅企業   中堅企業育成のための法律

的根拠  
 源泉技術開発支援拡大  
 成長促進形プログラム導入  
 卒業企業負担緩和（租税  
金融）  

中小企業   ドイツ式技術拡散システム

導入  

 R&D 支援19 
 専門家支援20 
 海外マーケティング  
 パッケージ式支援体

系導入  

（出典）韓国知識経済部、http//www.mke.go.kr；韓国中堅企業連合会、

http://www.komia.or.kr/ の資料を基に作成。 

 

                                                 
19 韓国政府の R&D 支援は大企業と中小企業に傾いている。産業技術 R&D 支援金は、中

小企業が 61%、大企業が 33% に比べて、中堅企業は、僅か 6% だけに支援されている。 
20 中堅企業の成長の除害要因として、人材不足の順位をみると、技術関連人材不足が

47.0% として一位である。特に、R&D 人材の中で博士人材比率は 4.4% であり、中

小企業の 5.8% より低いことが分かった。 
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中小企業に対する過度な支援は、むしろ中小企業が中堅企業に成

長しようとする自発的な意志をなくすことになる。したがって、「中

小企業の支援に上限を置き（上限制度）、中堅企業に対する支援を

強化するなどのインセンティブがあると、多くの中小企業が中堅企

業として成長できる」と主張する学者もいる21。  

さて、中堅企業を育成する理由とは何かに対しては、四つの根拠

を挙げることができる。まず、中堅企業は中小企業や大企業と比較

して制度的に不利な環境により、大企業に成長しようとする欲求や

意志を喪失する場合がある。過去、約 40 年間の韓国政府の政策を遡

ってみると、それは企業自らが自発的な競争力を確保するような制

度ではなく、また大企業への転換を求めようとするものでもない。

むしろ中小企業を卒業せずにその規模を維持するような態度を見せ

ていた。その結果、一定規模以上に成長した中小・中堅企業は大企

業になることを恐れていた。中小企業が一定の規模以上に成長すれ

ば、中小企業を卒業した後に規制が増加し、租税特別免除が縮小さ

れるなど、政策資金とその支援対象から除外されるため、高い費用

（スイッチングコスト）を負担しながら大企業に転換しようという

意志が低くなるのは当然かもしれない。  

次に、現在、韓国での中小企業を分類する基準が他国と比較して

かなり広範囲に設定されていて、中小企業の比率が高くなるという

原因がある。これは中小企業分類の量的基準、すなわち、常勤労働

者数、資本金、売上額などが広範囲に設定されているということと、

中小企業の分類基準においても広範囲な業種領域（33 個の細部業種）

を基準にしているが、このように細分化しすぎるのも中小企業の成

長に対する阻害要因になるのである。  

                                                 
21 Young-Ryeol Park「韓国中堅企業制度の定着のための大討論会」（2011 年 12 月 1 日）。 
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また、中堅企業は企業規模に相応しい経営システムが構築されて

いないことが挙げられる。企業規模の増加に従って体系的な内部経

営システムを揃えることなく、単に規模が大きい中小企業と同じ状

態のままである。したがって、企業規模に相応しい体系的な経営シ

ステムの構築が要求される。  

最後に、韓国における中堅企業とは、社会的な関心と注目を受け

ていないことも指摘される。これは中堅企業にとってはかなり深刻

な問題である。中堅企業は一定水準以上の競争力と企業規模を持っ

ているにも関わらず、韓国の優秀な大卒者は大企業や安定した職場

を選好するため、中堅企業において優秀な人材を確保することは困

難である。また一般的に小規模の零細中小企業と中堅企業を区分せ

ず、ほぼ同一視する社会的認識と雰囲気は中堅企業の成長の妨害と

なる要因である。  

しかし中堅企業の問題は個別企業の問題に限らない。それは韓国

の社会・経済的システムの問題でもある。そのため個別企業に対す

る支援だけではなく、社会制度の観点からアプローチする必要もあ

る。中小企業に対する支援政策と大企業集団に対する規制政策の間

で政策的空白が存在しているのは事実であり、中堅企業に対する支

援は社会制度的な問題点を改善する方向に推進すべきである。  

以上、中堅企業を育成する理由の根拠として四つを挙げたが、中

堅企業の技術競争力を強化するための支援は以下のとおりである。  

第一に、産業の源泉となる技術の開発能力を画期的に引上げるた

めに二点を準備している。まず、その技術開発事業として中小・中

堅企業を支援する比重を拡大する。例えば、2009 年には 17.9% であ

った比重を、2012 年に 25% まで拡大する予定である。次に、グロ

ーバル市場でトップになる技術が確保できるように支援規模を拡大

し、年間支援額を、これまでの 15 億ウォンから、最大 100 億ウォン
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にまで引き上げる。  

第二に、グローバル市場への進出に必要な応用技術を集中的に支

援する。そのために中小・中堅企業が応用技術を運営できるように

3~5 年間、最大約 100 億ウォンを支援する。  

第三に、中小・中堅企業の付設研究所を世界的な水準に育成する。

そのために優秀技術研究センター（ ATC、 Advanced Technology 

Center）を世界一流技術研究センター（WATC、World-Class Advanced 

Technology Center）事業に改編する22。  

第四に、優秀な研究開発に対する事業化のための支援方式を多様

化する。そのために大型課題推進、大企業、外国企業などが共同で

参加できるグローバル R&D 方式を導入する。  

最後に、ドイツ式技術拡散システムを全面的に導入する。それを

“企業主治医制度”という。その方向としては、①国の専門家が至急

かつ直接訪問する近接支援（30 分以内に専門家が到着）、②現場で

始まり、現場で終わる、③産ㆍ学ㆍ研ㆍ官の改革支援の連携、④問

題を解決するまで責任を持って完結する、というものである。  

上で列挙した内容は、2011 年まで 4 ヶ所のセンターに示範事業を

設置し、以降、全国に段階的に拡大する予定である23。表 7 は、企業

主治医制度と関連する方向と内容を整理したものである。  

 

                                                 
22 WATC 事業とは、世界的なグローバル研究所を育成するために優秀製造技術研究セ

ンター事業を成功的に遂行した企業を対象にして、企業当たり年間 8 億ウォンずつ、

3 年間支援するプログラムとして、2011 年には 40 億ウォンが支援される。 
23 その4ヶ所とは、半月 始華（Banwol, Shihwa）、龜尾（Kumi）、昌原（Changwon） 

、光州（Kwangju）である。 



2012 年 7.8.9 月号 韓国の中堅企業における育成政策 

－139－ 

表 7 企業主治医制度の内容 

方向 

 直接訪問する近接支援（30 分以内に到達） 
 現場で始まり、現場で終わる 
 産‧学‧研‧官の革新支援を連携する 
 問題を解決するまで責任を持って完結 
企業主治医センタ

ー指定‧運営 
現場訪問、需要把

握 
1 対 1 の最適なサ 
ービス 

内容 

一定企業群（100
社以上）を対象と

してセンター指

定：大学研究機

関‧R&D サービス

企業対象公募 

企業主治医が週 2
回以上現場訪問：

企業診断、隘路要

因把握 

情報提供サービ

ス：企業に最適な

総合コンサルティ

ング支援 

今後の

計画 
2011 年まで 4 ヶ所のセンターで示範事業をしてから全国に段

階的に拡大する 

（出典）韓国知識経済部、http://www.mke.go.kr；韓国中堅企業連合会、

http://www.komia.or.kr の資料を基に筆者作成。 

 

四 World-Class 300 プロジェクト24 

ヘルマン・サイモンは著書『Hidden Champion』25 で、「ドイツの

経済をささえているのは 1,100 社の隠れたチャンピオン（Hidden 

Champion）企業が世界的な市場での改革と同伴成長（win-win growth）

を主導するロールモデル（Role Model）になるからである」とし、グ

ローバルな競争力を持つ中堅企業を育成する必要があると強調した26。

                                                 
24 2011 年に World-Class として選定された企業を業種別にみると、半導体装備 3 社、デ

ィスプレイ 2 社、自動車部品 5 社、化学ㆍ金属素材 5 社、ソフトウェアー2 社、医療

機器 2 社、電子 IT 部品 6 社、映像音響機器 2 社、機械 3 社である。 
25 Hermann Simon, Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of 

Unknown World market Leaders (Springer Verlag, 2009). 
26 同伴成長（win-win growth）とは、大企業と中小企業の間に起きている社会的葛藤問
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韓国政府はこれを重視し、2010 年から「世界的な専門中堅企業育成

戦略」という政策を推進してきた。特に 2011 年 2 月からは韓国型

Hidden Champion とも言える「World-Class 300」プロジェクトを始め

た。これは 2020 年まで World-Class 企業として 300 社を育成しよう

とするプロジェクトである。このプロジェクトは大きく 3 つの戦略

を持って推進されるが、それは以下のとおりである27。  

第一に、企業の未来成長戦略を評価して、それに相応しい企業を

World-Class 企業として選定する。今まで韓国での政府事業の場合は、

営業利益率、R&D の遂行結果など、過去の実績をみて企業を評価し

たうえで選定されたが、今回の場合は現在における能力、未来への

ヴィジョン、成長戦略、推進計画などを総合的に検討し、成長への

意志と潜在力を持つ企業を選別するという特徴を持っている。  

第二に、企業別成長戦略から需要者注文支援方式を導入した。2011

年度に World-Class 300 プロジェクトに申し込んだ企業は成長戦略書

を提出しなければならないが、成長戦略書には企業の市場拡大、技

術確保、投資、改革戦略実行計画と戦略推進に必要な政府の支援事

項が含まれている。提出された成長戦略書は 12 箇所の支援機関と共

に検討され、これを元にして企業の成長に必要な支援施策を提供す

る。  

第三に、長期支援と共に選定された企業に対する持続的な管理を

行う。World-Class 企業として選定されると、成長に必要な期間とし

て最大 10 年間、支援が受けられる。選定されてから 3 年間は中堅企

業育成プログラムによる総合的かつ体系的な専門コンサルティング

                                                                                                         
題を論議して合意を導出する文化を創ることとして韓国で使われている用語である。 

27 知識経済部公告「2012 年度 World-Class 300 プロジェクト施行計画公告」第 2012－34
号（2012 年 1 月 30 日）。 
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が提供される。また、World-Class 企業への持続的な成長と改革を促

進するために実行計画の移行事項の点検、年次別評価など、持続的

な管理も行う。  

2011 年にこのプロジェクトの候補として申請を行った企業は 148

社であるが、その中から 30 社が選定された。競争率は 4.9 倍となっ

たが、選定された企業は現在世界市場で良好な業績を見せており、3

年間の R&D 集約度は 6.1% で持続的に投資している優秀な企業であ

る。そして 2012 年から 2015 年までに毎年 60 社、2016 年は 30 社を

選定する予定である。2012 年には 37 社が選定されたが、これらの企

業の平均輸出比重は 46%、最近 5 年間の平均売上成長率は 33.3% と

いう優秀な企業である28。  

World-Class 企業は成長意志と潜在力をもつ中小・中堅企業から審

査して選ぶことになる。そのような企業は高度な水準を備えた技術

とイノベーション能力を保有している。また、グローバル市場に進

出しようとする強い意志を持つ企業である。  

支援内容をみると企業別に必要なことに対し集中的に支援するパ

ッケージ支援がある。パッケージとは、R&D、専門人材、資金、海

外マーケティング支援などが含まれている。支援体系としては、企

業から申請を受けて、選定委員会にて審査を行い、そこから支援需

要を把握する。その後、事後管理に入る。しかし、選定された企業

だからといって満足すべきではない。政府からの支援なしでも企業

自らが成長しようという積極的な意志を元に絶えず努力をしてこそ、

本当の World-Class 企業として成長することができるであろう。  

                                                 
28 知識経済部報道資料、2011 年 12 月 21 日、http://www.mke.go.kr/mke/index.jsp。 
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五 おわりに 

今回の産業発展法がすべての企業に歓迎されるわけではない。中

堅企業の支援政策は、結局、政府からの企業支援対象の拡大とも解

釈できる。したがって中小企業の目からみると、中堅企業制度の導

入は既存中小企業支援政策の縮小になると憂慮されている。また、

中堅企業は中小企業に比べ、相対的に規模の経済（economy of scale）

からみて比較的に優位な地位にあるため、大企業との競争を通して

独自に成長するのが望ましいという声も聞かれる。  

中堅企業は政府からの支援制度が多いからといって、自然に成長

できるわけではない。中小企業の時にはなかった危機に直面する可

能性もある。したがって中堅企業だけの限界を把握し、これを克服

する努力をしなければならない。  

中堅企業法によって政府からの政策支援を受けても、すべての中

堅企業が大企業のような競争力と市場支配力を持ち、世界的な企業

へと成長するわけではない。なによりも中堅企業自らが技術力ある

専門企業になるという意志と旺盛な起業家精神を発揮することを優

先しなければならない。政府による支援も重要であるが、根本的に

は中堅企業は保護されるべきものである、という認識をなくす「作

業」が必要ではないかと思われる。  

今後は、中堅企業制度導入による経済的効果や中堅企業の必要性、

支援政策の正当性などに対する具体的な提案が重要な研究課題であ

る。  

 

（寄稿：2012 年 2 月 23 日、採用：2012 年 8 月 19 日） 
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韓國中堅企業的育成政策 
 

 

姜 喆 九 

（韓國・培材大學日本學科教授） 

 

 

【摘要】 

韓國的企業政策，時至今日曾經二分為保護主義的中小企業政

策；以及管制主義的大企業政策，前述政策形成使中堅企業難以成長

的結構。因為中小企業成長後，若企業規模超過某範圍後，突然間各

種支援將結束，同時也必須適用各種管制，因此使中堅企業失去成長

為大企業的意願因而或是發生設立子公司或分公司，或者雇用臨時員

工等方法以維持中小企業的地位的例子。因此，韓國提出了對中堅企

業提供制度性支援的必要性，並且要求各樣的政策性措施，其結果是，

2011 年 3 月 30 日韓國政府修改了既存的產業發展法，重新定義中堅企

業，整備了中堅企業之支援的相關法案。  

本論文將研究世界中無前例的中堅企業法，也就是韓國的「產業

發展法」與中堅企業的育成政策的其推進方向、日本之中堅企業發展

現況，及探究何謂「World-Class 300 計劃」。  

 

關鍵字：產業發展法、管制、World-Class 300、支援政策  
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A Study on the Development Policy of 
Medium-sized Enterprises in Korea 

 
 

Cheol-Gu Kang 
Professor, Department of Japanese Studies, PaiChai University 

 
【Abstract】 

The enterprise policy in Korea is divided into two major policies: 
protection for small-sized companies and restrictions for big-sized companies. 
This is the reason why small-sized companies have a structure that is 
ecologically hard to grow up. In other words, once a small-sized company 
grows up to be a big-sized company, all sorts of legal support are ended and 
all kinds of regulations are imposed. Consequently, small-sized companies 
frequently establish affiliate companies or hire temporary workers in order to 
maintain their status and advantages. There is a growing need for the system 
that can support small-sized company growth. Therefore the Korean 
Government passed a new law named ‘Industrial Development Law’ on 
March 30th, 2011. 

This study researches the enterprise policy for medium sized companies, 
a case that is unique and cannot be found anywhere else in the world. 
Furthermore, the policy direction for promoting medium sized companies and 
the definition of the project ‘world class 300’ are also researched. In its final 
analysis, justification for medium sized company growth and the ways of 
doing this are also suggested.  
 
Keywords: Industrial Development Law, restriction, World-Class 300, 

support policy 
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