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AI・ビッグデータ領域の専門子会社、IGPIビジネスアナリティクス＆イン
テリジェンスの設立から1年が経過しました。今や「AI」の文字をメディアで
目にしない日はありません。また、本年8月に設立した IGPIコンセッション
も活動を本格化させつつあります。本号では、これらのほか、IGPIシンガポ
ールによる海外事情論稿、そして危機に直面した際のコミュニケーション術
など、各領域のプロフェッショナルによる旬な話題をお届けいたします。
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　　  AIブームに踊るな

　AIがブームです。AIでXXを最適化、XX
を解決、AIが提案、などなど、AIという言葉
が連日新聞や雑誌で取り上げられています。
それほど、A I・人工知能が、社会で急激に活
用され始めているのでしょうか？もちろん、
そういう側面も多少はありますが、もともと
人工知能という言葉の定義はかなり広く、今
まではあえて言われていなかったものまでも
がAIと騒がれているということも大きく影響
しています。
　弊社は昨年10月に株式会社IGPIビジネス
アナリティクス＆インテリジェンスを設立し、
多くの企業様からご相談を頂き、AIの活用検
討・導入を支援していますが、率直なところ、
昨今のブームでAI活用の指示だけが上から出
され、盲目的に活用を考えている企業が多い

と感じております。AIの活用にあたっては、
その本質をしっかりと理解し、自身の事業へ
のインパクトを見定め、行動することが必要
となります。多くの企業にとってAIは「How」
でしかなく、「 AIを使って何を実現するの
か？」という企業・事業における目的が重要
です。

　　  そもそもA I（人工知能）とは

　SFや映画の世界で描かれるような、人のい
ないタクシーが空を飛び、人間の形をしたロ
ボットが我々の生活を支援する。そしてナイ
トライダーのような人間っぽい感情・性格を
持つロボットが友達だったりもする―　それ
がAIの未来図と想像されがちかもしれませ
ん。確かに、人間に技術探究心がある限り、
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データ×AI が経営を変える

データ×AIが経営を変えるといっても、全知全能のAIがあって、そのAIに従って経営がなされて
いるわけではありません。今までのデータ活用レベルとは次元の違うレベルで、自社の持つデータ
の力を最大限経営に活かしていくことが、今後の企業経営に求められています。
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　　  波に乗り遅れないために、
　　  まずは一歩踏み出す

　今後5 -10年において、データ化、IoT、ク
ラウドなどの進化に伴い、AIの中でもディー
プラーニング（×強化学習）がビジネスに及
ぼす影響はますます巨大化するでしょう。多
くの企業はこの大きなうねりの中に、否応な
しに飲みこまれ、急激な変化にさらされなが
ら経営のかじ取りを求められます。この気配
に不安を感じるからこそ、企業がその対応と
して冒頭のAIの手段化に走っているように見
受けます。この大波に対峙するには、自らそ
のうねりの中に入っていくしかありません。
しかし、残念ながら日本の企業は勉強はする
がその実行への取り組みの動きは遅いと言わ
ざるを得ません。従来の延長線上に先が見え
ない中で、日本企業独特のヒエラルキー、関
係各者との調整が必要な重い組織において、
それを打破しながら新たな動きを進めて行く
には、相当なパワーが必要ですが、現場にそ
の力がある企業は少なく、踏み出している企
業は、トップダウンで進めている企業がほと
んどです。この傾向は米国でも同様ですが、
米国においては、小売企業やいわゆるAI・ハ
イテク企業でない企業が、自社はテクノロ
ジー企業であるという再定義のもと、CTO・

その実現はいつかは可能なのかもしれません
が、AIの将来とは、そのような姿のみを指し
ているのではありません。
　A I・人工知能技術とは、一言でいえば、世
の中にある様々な情報をコンピューターが認
識できるようにし、統計的なパターン認識技
術を使って、それを活用する技術です。「世の
中の情報」とは何も新聞やWEBに記載された
ものだけではなく、私たちが見たり（画像）、
聞いたり（音声）、触ったり（触覚）、暑いと
感じたり（サーモセンサー）・・・そのような
全てのものが情報と言えます。インプットす
るための装置（目や耳のようなもの）があれば、
コンピューターは情報に触れることができま
すが、それは、いわば私たちがぼーっとして、
見ているようで見ていないのと同じ状態なの
です。コンピューターならではの理解メカニ
ズムに合わせて情報を処理し、その理解を通
じてコンピューターに活用のための何らかの
指示をする、その指示に基づいてコンピュー
ターが何らかの回答を導き出して、アクショ
ンをする、これがA I・人工知能技術であり、
そのもとになっているものがデータです。ま
さにデータがなければ、AIは作れないし、活
用も出来ません。
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CAOにマイクロソフトやアマゾンからビッグ
ネームをヘッドハンティングし、それこそ大
胆に権限委譲して変革を進めています。企業
に不確実な中でリスクを取って大胆に進める
には、トップの意思決定が不可欠です。

　　  データ×AIで進化を開始

　今、日本企業は、短期的な視点と、中長期
的な視点でのアクションを同時に求められて
います。すなわち、AI革命・第4次産業革命
という不確実性の高い未来への対応に一歩を
踏み出すことと同時に、現在遅れている経営
へのデータ活用レベルを一段上に引き上げ、
そして加速化していくこと（データ経営への
進化）の2つに対峙しなければなりません。
米国では、数年前から膨大に膨れ上がること
が予想されるデータをどうやって経営に巧み
に活用するかが企業経営の大きな課題として
捉えられていました。つまり、米国は、デー
タ経営の実践、長期的な変化への対応におい
て既に先行しているのです。一方日本におい
ては、多くの企業がそもそも自社の持ってい
るデータ自体をしっかり把握しておらず、そ
のデータの価値（どのような活用が考えられ

るか？）認識も弱いため、データの経営への
活用レベルはまだ低いのが現状です。
　自社の事業特性をよく理解し、目的を設定
し、その為にデータ、ひいてはAIがどのよう
に活用できるか？という目的からの検討と、
自社が持つデータを把握し、そのデータを事
業、更には経営においてどのような活用が出
来るかというデータアセットからの検討とい
う両面の実行。これが今足許で求められてい
ます。実際には、データの活用が進むと、更
にこういう活用がある、このデータを追加取
得すれば、競合に対する優位性がさらに高ま
るなど、活用が進化していきます。活用が進
む企業とそうでない企業との間に、加速度的
に差が広がっていく構造にあるのです。
　もちろん、何もかもがデータをもとにAIで
解決できるわけではありません。しかし、デ
ータ化の巧拙、データ活用の優劣が経営にも
たらすインパクトは確実に増大していきます。
自社でのデータ活用を考えるクリエイティビ
ティが今の日本企業には一番求められている
のではないでしょうか。自社のデータを正確
に認識し、最適な活用を考え、一歩踏み出す
意思決定。これこそがＡＩブームに沸く日本で
地に足をつけて取り組む企業のあるべき姿だ
と思います。

川上 登福　 経営共創基盤（IGPI）パートナー 　取締役マネージングディレクター
　　　　　　　 IGPI ビジネスアナリティクス＆インテリジェンス代表取締役 CEO

商社・GE にて、営業・マーケティング、事業開発、M&A・業務提携等に従事。IGPI 参画後は、
戦略策定・事業開発、データ解析・アルゴリズム開発、データ活用戦略策定等を多数統括。
人工知能技術戦略会議 データ整備・提供＆オープンツールＴＦ 副主査、産業化ロードマッ
プＴＦ 構成員、産業技術総合研究所 客員研究員、新エネルギー・産業技術総合開発機構 技
術委員、次世代人工知能技術社会実装ビジョン作成検討会構成員、IoT 推進のための横断技
術開発プロジェクト・戦略的基盤技術高度化支援事業採択審査委員、ロボット活用型市場化
適用技術開発プロジェクト分科会委員等多数
立命館大学法学部卒



　　 １. 後を絶たないネガティブニュース

　地公体トップによる公費使用を巡る問題、
自動車会社における燃費不正測定を巡る問題、
大手電機会社における事業部門損益の決算処
理を巡る問題等、メディアで大きく取り上げ
られるネガティブなニュースは最近も後を絶
ちません。また、こうした大きなニュース以
外にも取引先からのクレームや不測の事故な
ど企業を取り巻くリスクは尽きません。
　一方、企業や組織が存在し、そこで人間が
仕事をするうえで、さまざまな事故や判断ミ
ス（故意過失を問わず）は避けられないのも
現実です。
　こうした、いわば逆境に直面したときにい
かにうまく対応できるか、いかにそのマイナ
ス影響を最小限に抑え込むことができるかが
その企業や組織の命運を左右するといっても
過言ではありません。
　本稿では、こうした局面における対外的コ
ミュニケーションのポイントについて簡単に
整理したいと思います。

　  　２. 情報伝達ツール
　　　　 （ポジションペーパー・QA）

　一般にコミュニケーションにおいて重要な
のは、言うまでもなく伝達先（典型的にはメ
ディア）の状況、思考、利害、趣向等を踏ま
えたメッセージが発信できるかどうかです。
独りよがりや自己弁護、あるいは企業や組織
の都合などが優先された結果、本来の意図が
伝わりにくいメッセージとなって、かえって
不満・反発を招く展開は回避しなければなり
ません。加えて、企業や組織すべての接点で
正しいメッセージをワンボイスで発信する必
要があります。
　そのためには、企業・組織としてのスタン
ス・対応方針を簡潔にまとめた「ポジション
ペーパー」と、想定される質問への回答をま
とめた「QA」を準備しておく必要があります。
問題とされる事実について、必ずしも専門家
ではない人でも理解できる内容のポジション
ペーパー・QAを整備し、対外コミュニケーショ
ンの接点となる担当者に周知徹底することに
より、当該担当者が自信を持ってメディア対
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応に臨める環境をいかに作れるかがポイント
となります。

　  　３.情報伝達ルート
　　　（広報担当と企画セクションの連携、
　　　登場人物）

　そのうえで、前述のポジションペーパー・
QAのみでは対応しきれない込み入ったやり
とりについては、状況に応じて当該事案に熟
知した担当部署（典型的には企画セクション）
からの別途折り返し説明で対応するなどの対
策も準備しておく必要がでてきます。よくあ
りがちな光景として以下のような場面を想像
してください。

● 広報担当者「これ以上の詳細な内容に
ついて、私は知らされていません」

● メディア記者「あなたでは話にならな
い。本件に詳しい人を出してほしい」

　記者も他社との報道合戦の渦中で戦う一人
の人間です。与えられた情報では記事になら
ないような状況では引くに引けません。また、
広報対応の最前線に対する印象が、「この企
業は逃げている。説明責任を果たしていな
い」といったネガティブなものになれば、当

然それは書き起こす記事のトーンにも影響す
ることは避けられません。こうした観点から
は、最前線の広報担当者と内容に熟知したセ
クションとの連携が非常に重要になります。
　また、事案の重要性によっては、「カメラ・
マイクの前に誰を出すか（経営トップなのか
担当役員か）」という人選、換言すれば場面設
定が重要になる点も指摘しておきたいと思い
ます。

　IGPIでは事業戦略の策定から実施をサポー
トするなかで、クライアントにとって厳しい
局面における対外・対内コミュニケーション
についてもサポートしています。本稿でご説
明した危機時における対外的コミュニケー
ションを含む、いわば逆境時のメディア対応
や従業員への説明を巡るポイントについては、
近著「修羅場の説明力」（ PHPビジネス新書、
小野展克・池田聡　共著）をご参照いただけ
れば幸いです。
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事業経済性とは何か　
　自社の国内での“勝ちパターン”は海外でも
通用するでしょうか？足りないパーツがある
とすればそれは何で、また、それはどのよう
に補完可能でしょうか？この問いに対する答
えが海外進出成功の鍵となることは言うまで
もありません。その答えを探るためには、まず、
自社の収益を決定する要因、すなわち、「事業
経済性」を明らかにする必要があります。
　例えば、「製造事業」と「販売事業」の事業
経済性を比較してみましょう。
一般に、製造事業は、製造機械の減価償却費
をはじめとする“共有コスト”がコスト全体に
占める割合が大きい“規模型事業”です。この
ような業態では、事業規模の拡大に応じて共
有コストが薄まり利益率が高くなります。し
たがって、他社に先んじた先行投資を行い、
事業規模を早期に獲得することが勝ちパター
ンとなります。
　これに対し、販売事業は、共有コストの比
率が小さい“分散型事業”であることが一般で
す。このような業態では、事業規模の拡大は
利益率の向上には結びつきにくく、むしろ、
個々の取引や個々の店舗毎の採算性をきめ細
かに管理し、利益を着実に積み上げていくこ
とが勝ちパターンとなります。

現場に足を運び事業経済性を見極める
　事業経済性を見極めるには、これまでの常
識や印象で判断するのではなく、実際に現場
に足を運んでヒアリングや観察を繰り返すこ
とが重要になります。例えば、東南アジアに
はカップルの結婚式プランニングを支援する
個人経営のウェディング・プランナーが多数
存在しています。当初ウェディング・プラン
ナーとは我々経営コンサルタントのような労
働集約的な事業モデルで、稼働率を高めるこ
とが勝ちパターンにつながると考えていまし
た。しかし、東南アジアの結婚式に足を運ん
でみることで実際の事業経済性が当初の想定
とは異なっていたことが分かりました。東南
アジアの複数の国では屋外挙式が主流となっ
ており、屋外パーティのためのテント・テー
ブル・椅子・料理・音響等の設備が必要とな
ります。そして、ウェディング・プランナー
はこれら設備を保有しており、当事者に貸出
を行っています。プランナーというよりは、
設備提供会社であり、経営コンサルティング
のような労働集約的な事業モデルというより
は、パーティのための設備を保有する資本集
約的な事業モデルということが出来ます。し
たがって、事業を勝ちパターンに乗せるため
には、各プランナーの稼働率の向上を図るの
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ではなく、資本投下によって事業規模の獲得
を目指していくことが重要になります。

信頼や安心感が最大の付加価値
　自家用車を用いた運送サービスのプラット
フォームである「 Uber」や、個人宅を宿泊
施設として提供するプラットフォームである

「Airbnb」といったシェアリング・エコノミー・
サービスは、先進国では、既存サービス（ Uber
にとってのタクシー、Airbnbにとってのホテ
ル）への対抗軸と位置付けられ、そこでは「価
格」が事業の勝敗を分ける最も重要な戦略変
数となります。
　これに対し、東南アジアにおける同種のサー
ビスが提供する最も重要な付加価値は「信頼」
「安全」「安心感」です。Uberの例でいえば、既
存の運送サービスよりも低価格に目的地に辿り
つけるという価値よりも、むしろより安心・安
全に目的地に辿り着くことができるという価値
を提供することがユーザを引き付けるのです。
　インドネシアで成功しているクリーニング・
サービスを提供するベンチャー企業の例を紹
介します。この企業は、街のクリーニング事
業者と提携し、自社のブランドでクリーニン
グ・サービスを提供しています。もちろん、
実際にクリーニング作業を行うのは、提携先

の街のクリーニング事業者です。事業モデル
そのものは、日本で成功している印刷ビジネ
ス「ラクスル」と同様のファブレス・モデルな
のですが、その勝ちパターンは異なっていま
す。ラクスルの場合、既存印刷事業者の遊休施
設を利用することで印刷コストを抑え、低価
格でのサービス提供を実現しています。これ
に対して、インドネシアのクリーニング事業
者の成功の鍵は「信頼」「安全」「安心感」なの
です。インドネシアではクリーニング事業者
ごとにサービスの品質がまちまちです。この
企業はこの点に目をつけました。単に消費者
とクリーニング事業者とをマッチングさせる
のではなく、クリーニング・サービスに自社の
ブランドを付して、自社がサービスのクオリ
ティを保証することによって、ユーザに信頼・
安心を与えているのです。そのため、この企
業では、クリーニングの現場に人を張り付け、
クリーニング・サービスの品質の監査を徹底
するといった労働集約的な事業の側面も有し
ており、これが成功につながっています。

　下図は、商品・サービスに関する品質のボ
ラティリティ（実際の品質と顧客が期待する
品質との差の大きさ）と価格との関係を模式
的に表したものです。低価格な商品等の品質

図表 1.2-1　規模型事業と分散型事業の事業経済性比較

価格と品質のボラティリティとの関係
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は低いのが一般であるものの、顧客もこれら
商品等について高い期待は抱かないのが通常
であるため、その差が大きくなることはあり
ません。一方、高価格な商品等に対しては高
い期待が向けられますが、実際の品質も、価
格に見合った高いものが提供されるため、や
はり期待との差が大きくなることは稀です。
東南アジア諸国のような新興国地域において
顕著な特徴を示すのが、中堅の価格帯の商品・
サービスです。これら中堅の価格帯の商品・
サービスについては、日本等の先進国に比べ、
品質のボラティリティが極めて高いという特
徴があります。このような価格帯の品質ボラ
ティリティを抑えるために、先進国でみられ
るような“テック・ドリブン”なビジネスモデ
ルではなく、現場に人を張り付け、商品・サー
ビスの品質の監査を徹底するといった労働集
約的なビジネスモデルを構築することで成功
を収めている例もあるのです。

現場に出なければ
勝ちパターンはつかめない
　自社の勝ちパターンを海外に輸出するため
には、海外の現場で生のユーザの声をヒアリ
ングし、勝ちパターンを適切に“ローカライ
ズ”しなければなりません。今では多くの人
に知られるエピソードになりましたが、イス
ラム諸国で携帯電話や腕時計を販売したけれ
ば、メッカの方向を示すキブラコンパスの機
能を内蔵することが必要です。新興国ではシャ
ンプーや化粧品が毎日使われるわけではあり
ませんから、日本のようなボトル販売ではな
く、１回分を小分け販売しないと売れません。
　海外での勝ちパターンをつかむためには、
まず、国内での勝ちパターンを事業経済性分
析を通して明らかにし、現地ユーザ・ヒアリ
ングを中心とした現地マーケティングによっ
て、自社の勝ちパターンを適切な形でローカ
ライズしていく作業が必要となるのです。

坂田 幸樹　 
IGPI シンガポール　
取締役 COO

外資系コンサルティング会社、外
資系消費財メーカーを経て、リヴァ
ンプに入社。ディレクターとして
アパレル企業、ファーストフード
チェーン、システム会社などへの

ハンズオン支援（事業計画立案・実行、M&A、資金調達
など）に従事。リヴァンプ支援先のシステム会社におい
ては代表取締役に就任し、経営改革を推進。IGPI 参画後
は、IGPIシンガポールの取締役COOとして、物流企業、
大手テレコム企業子会社、大手広告企業などの幅広い業
界においてグローバル戦略立案・実行支援、クロスボー
ダーM&A の支援に従事。早稲田大学政治経済学部卒

宮下 和昌　 
IGPI シンガポール　
マネジャー

ソフトバンクにおいて、持株会社
及び戦略事業子会社（ソフトバン
クモバイル）の法務部門を兼務し、
事業提携・M&A、戦略シナリオ
の策定、訴訟対応、新規事業開発、

レギュラトリ、契約審査等の各種業務に従事し、その後、
IGPI に参画。『電気通信事業における接続と競争政策』（共
著）、『コンメンタール NTT法』（共著）、『垂直統合事業
者による価格設定行為につき排除型私的独占が認定され
た事例－東京高裁平成 21.5.29 判決－』等、通信法・競
争法に関する著書・論文を公表。
慶應義塾大学総合政策学部卒　弁護士

この度、『IGPIシンガポール流　東南アジア進出・拡大のリアルノウハウ』の小冊子を作成いたしました。
ご希望あれば、弊社広報（info_igpi@igpi.co.jp）またはシンガポールオフィス（info_singapore@
igpi.co.jp）へご連絡ください。
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Books書籍のご案内

株式会社 IGPI コンセッション設立のお知らせ
　IGPI は、コンセッション事業をはじめとするインフラ
事業に特化した専門子会社として、「株式会社 IGPI コン
セッション」を設立いたしました。

　（株）IGPIコンセッションは、公共・民間の双方に精通
し、インフラ・コンセッションの知見や経験を有するプ
ロフェッショナルが、案件をワンストップ・一気通貫で
サポート・投資実行致します。

1. 公共・民間の双方に精通
マーケットでは稀有な存在である公共・民間双方の立場
に精通した人材が、公共へのアドバイス或いは民間への
アドバイスを相手側の考え方を理解したうえで実施出来
ます。特に投資家としての経験・立場を踏まえ、リアル
な案件構築・アドバイスが提供可能です。

冨山和彦（パートナー　代表取締役CEO） 

『有名企業からの脱出　
 あなたの仕事人生が “手遅れ”になる前に』

（幻冬舎）

成功や幸福の尺度を会社の中ではなく
自分の中に持つ――
人生を “会社 ”に左右されるな！！
月刊誌「ゲーテ」で８年強１００回にわ
たって連載されたエッセイ「それ、会
社病ですよ」。
本連載で取り上げた世間を賑わすニュ
ースをもとに、冨山流の切り口で社会
に蔓延する“会社病”を紐解きます。
病に侵されて仕事人生を棒に振らない
ために。
冨山和彦がビジネスパーソンのこれか
らの生き方を提言します。

池田聡　（パートナー　マネージングディレクター）
小野展克

『危機対応のプロが教える！修羅場の説明力』
（PHP研究所）

取引先とのシビアな交渉や
クレーム処理、不祥事件・
事故時のメディア対応………
ビジネスパーソンを取り巻く日常はま
さに修羅場の連続です。
本書では、敏腕ジャーナリスト（小野
展克）と、取材される側の企業のアド
バイザー（池田聡）という攻守双方の
プロフェッショナルが、現実にビジネ
スパーソンが直面しそうなケースを想
定しながら、「修羅場の説明力」の強化
に向けたポイントを提示します。

2. インフラ・コンセッションの知見・経験
会計・法務等の企業経営知見に加え、インフラ事業経験・
技術的知見を有する人材が多く在籍し、広範なアドバイ
スが提供可能です。

3. ワンストップ・一気通貫での対応
案件組成のサポートから、会計・法務等のDD、投資実行、
投資後の経営者派遣まで案件をワンストップ・一気通貫
で対応出来ます。また、アカデミアや技術など各分野の
専門家との連携も行います。

株式会社みちのりトラベルジャパンの設立のご案内
　株式会社みちのりホールディングスは、「株式会社みちのりトラベルジャパン」を設立いたしました。
　タイ・ベトナム・中国・台湾・インドネシアなどのアジアおよびオセアニアのお客様に、みちのりグループ現地発信の
日本の魅力をご提案するとともに、定評のあるランドオペレーションにより質の高いツアーを提供していきます。グルー
プ内ではこの他にも（株）岩手県北観光の台湾事務所設立など積極的にインバウンド需要の創造、開拓をしております。
　交通会社グループとしては全国的にも先端的な取り組みであり、良質な訪日観光と地域創生の両面に貢献していくこと
を目的としています。

代表取締役社長 岡田 信一郎
（株式会社経営共創基盤　
  パートナー  マネージングディレクター）

10月発刊 10月発刊
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New Partners新パートナー就任のお知らせ

田中 加陽子　
パートナー　マネージングディレクター
Z会・ヤフー・TSUTAYAオンラインにて、
戦略立案・新規事業開発、経営管理、事
業部運営等に携わる。IGPI参画後は、情
報通信・メディア業、教育産業、食品メーカー等に対す
る戦略策定・新規事業開発・実行支援、および戦略実行・
持続的成長を目指した組織・人事制度設計、人材育成支
援等に従事。 
名古屋市立大学経済学部
ウェールズ大学大学院経営学修士（MBA）

沼田 俊介　
パートナー　マネージングディレクター
ものづくり戦略カンパニー長
外資系コンサルティングファーム及び国内独立
系ファームにて、大手半導体、ガラスメーカー、
化学メーカー等グローバル製造業の業務改革構想立案と実行を
サポート。事業戦略やIT戦略の立案から業務標準化、プロセス
改善等の実行までのハンズオン支援を実施。また多くの製造業
にて全社的なERP導入を指揮。IGPI参画後は各種製造業の短期
的な収益性改善、ものづくり改革による中長期的な競争力強化、
また海外展開における戦略策定とその実行支援を統括。
ケースウェスタンリザーブ大学経営学修士（MBA）

浜村 伸二　
パートナー　マネージングディレクター
アクセンチュアを経て、産業再生機構に
て、製造業を中心に事業再生計画の策定
から経営支援業務に従事。IGPI参画後は、
製造業、情報通信業、サービス業、小売・卸売業、外食
業等の事業再生計画の策定~ハンズオンでの実行支援、
M&Aアドバイザリー、投資業務等に従事。
地方創生カレッジプラットフォームWG委員
早稲田大学教育学部卒

望月 愛子　
パートナー　マネージングディレクター
中央青山監査法人にて、大手上場企業の法定監
査・内部統制監査、公開準備支援等の業務に従
事。IGPI参画後は、製造業、インターネットメ
ディア業を中心に再生及び新規事業開発にかかわる経営計画立
案～実行サポート、デューデリジェンス、M&Aアドバイザリー
等に携わる。
日本アビオニクス社外取締役
早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士

New Directors新ディレクター紹介

富岡 さやか　ディレクター
マッキンゼー・アンド・カンパニーにて、
製薬業、病院、小売業、製造業などに対
するコンサルティングを経験。主に、全
社改革、成長戦略、組織改革、業務改善（ラ
イセンシング、臨床開発、CRM）等に携わる。IGPI参画後は、 
ライフサイエンス系ベンチャー企業の会社設立支援や知
財ファンド立上げ支援、事業会社の事業戦略策定・新規
事業支援等に従事。
東京工業大学理学部卒

豊田 康一郎　ディレクター
あずさ監査法人にて製造業、エネルギー業、製
薬業を中心に、監査業務および財務デューデリ
ジェンス業務に従事。IGPI参画後は、製造業、
情報サービス業、外食業、小売業、エンタ－テ
イメント業、ネット/技術ベンチャー、インフラ領域等を対象
とした、自己投資の検討・実行、経営計画策定支援業務、業務
改善ハンズオン支援業務、新規事業開発業務、M&Aアドバイ
ザリー業務、PMI業務に従事。
東京大学大学院工学修士、公認会計士

中原 大輔　ディレクター
ADLにて、製造業全般（産業機械、輸送
機器、食品、化学等）やIT/通信業界に
おける、海外展開戦略、新規事業戦略を
中心としたコンサルティング業務を経験。
IGPI参画後は、インフラ企業・製造業等の成長戦略策定・
実行、外部提携交渉、経営管理体制構築、ハンズオン支
援業務に従事。
東京大学工学部卒、同 新領域創成科学研究科修士

古澤 利成　ディレクター
SIer、大手コンサルティングファームにて、製
造業に対するERPグローバル展開、海外工場
立上の構想策定、グローバルサプライチェーン
改革などSCMに関連する支援を実施。IGPI参
画後は、自動車部品メーカーに対する全社ものづくり改革によ
る競争力強化、大手インフラ企業に対する調達戦略立案、製造
装置メーカーに対する事業戦略策定、実行支援に従事。
早稲田大学教育学部卒、東京大学大学院理学系研究科修了

2016年10月1日付で新たに以下の4名がパートナーに就任いたしました。




