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 IGPI は、今年 4 月に設立10周年を迎えることができました。
これもひとえに皆様方のご支援、ご厚情の賜物と心より御礼申し上げます。



IGPI設立当初から経営諮問委員長に就任している伊藤邦雄氏に、日本企業、
そしてIGPIのこの10年の歩みについて語っていただきました。

―伊藤先生は、複数の企業（５社）の社外
取締役に就任されているほか、企業経営に
関するさまざまな政府関連委員としてご尽
力されていますが、この10年間における日
本企業の変化や現状と課題など、ご専門の
立場からどのように見ておられますか。

　この１０年というよりは、ここ２～３年で本
当に大きく変化した。とくに、日本の上場企
業が、「面」として大きく動いたのは今回の変
革が初めてではないか。
　「スチュワードシップ・コード」（2014年2
月）i、「伊藤レポート」（同年8月） i i、「コーポ
レートガバナンス・コード」（2015年6月） i i i、

が変革の起爆剤になった。これらは３点セッ
トとして提示・導入されてはじめて意味をも
つものだ。「伊藤レポート」の中間報告の議論
の過程で、アセットオーナー、機関投資家、
企業といった主体からなるインベストメント
チェーンの望ましい関係の全体像を示したう
えで、機関投資家側から企業に対して果たす
べき責任について「スチュワードシップ・コー
ド」を、これを受けた企業側のガバナンスの
あり方について「コーポレートガバナンス・
コード」を策定することを提唱した。制度導
入にあたり予想された企業側の抵抗を抑えて
いくためには、この順番が大切で、まず投資
家側が自己変革するということが肝だった。
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「伊藤レポート」（中間報告）で最初に全体像
を提示した後、速やかに適切な順序でボタン
を押すという作業が非常に重要だった。

　企業の競争力の構図をピラミッドで表すと、
従来、ピラミッドの第１層に「企業文化・風土」、
第２層に「経営管理」、第三層に「経営戦略」
を位置づけ、この枠組みのなかで社員のモチ
ベーションを上げていくという構図で考えら
れてきた。これを今回の変革で、第１層に「コー
ポレートガバナンス」、第２層に「 KPI（ ROE、
ROIC等）による投資家とのコミュニケーショ
ン」、第３に「経営戦略」という構成に変えよ
うという取り組みともいえる。「コーポレート
ガバナンス」については、従来は階層のどこ
にもなく、いわば「飛び地」的な扱いであっ
たものを、一気に企業の土台・基盤を形作る
ものと位置づけたことになる。

―これらへの取り組みを通じて日本の企
業の「稼ぐ力」は向上するのでしょうか。

　伊藤レポートでは、従来の思い込みや印象
論、逸話的なものを排除し、事実とデータに
基づいて企業の生産性について検証・議論し
た。例えば、従来、「日本企業のROEが米国
企業に比べて低いのは、レバレッジを効かせ
た業務運営によるものだ」と決めつけてきた
ものを、「いや、そうではなく、結局はROS

（売上高営業利益率）が低いことによるものだ」
という事実を明らかにした。
　
　他方、少し心配しているのは、この先「な
ぜROEなのか」、「なぜ８％なのか」といった
揺り戻しの議論だ。ROE＝株主重視＝英米流
の経営＝短期主義・・・、と決めつけた上で

レポートの中身も読まずに批判する向きが一
部に出ている。予想はしていたものの、この
国ではプラグマティックな議論を根付かせる
のはなかなか難しいとも感じている。伊藤レ
ポートは、持続的な企業価値向上、中長期の
投資家と企業の関係構築を提言し、短期主義

（ショートターミズム）を戒めている。ROE
を巡る議論は過去にも盛り上がったことがあ
るが結局シュリンクした。今回の変革によっ
て日本の企業経営はルビコン川を渡ったので
あり、歴史の針を戻すようなことがあっては
ならない。

　企業をみる際に、「採算事業/不採算事業」
という考え方があるが、日本企業の多くが、「赤
字でなければ採算が取れている」という誤解
をしている。そこに資本コストという視点は
入っていない。黒字であっても資本コスト割
れの事業は不採算ととらえるべきだ。
　また、日本企業の経営者の多くが「社員は
わが社にいるのが一番幸せ」という考えに独
善的に囚われすぎているのではないか。不採
算事業で新たな研究開発・戦略投資もできな
い、そんな部門にずっと縛られている社員は
本当に幸せなのか、経営者はこのテーマと真
剣に向き合うべきである。

―社外取締役として、冷静な第三者的判
断をするための会社とのコミュニケーショ
ンの要点はあるのでしょうか。

　制度が導入された一方、外部からは個別企
業のボードの中身まではみえない中で、社外
取締役・監査役が各自で今回の改革の精神を
理解して行動していくことが今後重要だ。
　自分も関わったセブン＆アイのケースでは、



珍しくボードでの議論が外部から垣間見えた
ことで、メディアをはじめ各方面から注目さ
れた。社外取締役がいる意味を、各自が絶え
ず自問していかないことには、コーポレート
ガバナンス改革は進まないし深化しない。

　私自身、５社の社外取締役をお受けしてい
るが、全ての会社において常に気を付けてい
ることは、「文脈は読むが空気は読まない」と
いうこと。取締役会に上がってくる議案を、
その背景や必要性をできるだけ深く理解する
ことにまず注力する。しかし、担当ラインが
議案策定や議案を通すことに一生懸命なあま
り短期的ないし近視眼的な視野に陥っている
こともある。そういうときに、「なぜこの議案
が上がってきたのか」という文脈を読みつつ
も、賛否に対しては中長期的かつ冷静な第三
者的な視点で判断し、その場の空気に流され
ないよう心掛けている。
　社史は必読とまではいわないが、ここ数年
のその会社の足跡や、経営戦略・業務展開に
ついてよく勉強をしておく必要がある。さき
ほど「文脈を読む」と指摘したが、文脈にも

「時間軸」と「事業ポートフォリオ」という大
きく２つの視点がある。これらを理解せずに
その会社や当該議案を理解できないだろう。

　社外取締役と執行を担う経営陣は仲間では
ない。かといって、社外取締役は批判ばかり
していたのでは役割は果たせない。両者が目
指すべきは「中長期的な企業価値の向上」に
尽きる。この認識を共有することが極めて重
要だし、この目的の達成に向けたチームとい
える。

―社外取締役について、「そもそも社外
の人には、会社の事業や取り巻く状況は理
解できないから、チェック機能も務まらな
いのではないか」という声も一部に聞かれ
ました。

　私自身はそもそもその会社や経営者につい
て予め研究・勉強していたケースしかお受け
しないことにしており、まったく知らない会
社の社外取締役はお断りしている。社外の人
ならだれでもよいというわけではなく、きち
んと会社の事業を理解したうえで、役割を果
たすべきだ。

　もっとも、制度上、いきなり複数の社外取
締役を選任せよといわれても戸惑う会社が多

伊藤 邦雄　 
（株）経営共創基盤　経営諮問委員長

一橋大学商学部長・副学長を経て現在、一橋大
学大学院商学研究科 特任教授、一橋大学CFO
教育研究センター長、中央大学大学院戦略経営
研究科 特任教授、日本IR学会会長、 東京証券取
引所上場会社表彰委員会座長
主な研究分野は 企業経営論、コーポレート･ガ
バナンス論、会計学
三菱商事、東京海上ホールディングスなどの社
外取締役を歴任し、現在、曙ブレーキ工業（株）、
住友化学（株）、小林製薬（株）、（株）セブン＆
アイ・ホールディングス、東レ（株）の社外取締
役を務める。



いのも事実だと思う。場合によっては、就任
後「半年間（場合によっては１年間）はその
会社を知る学習期間」と捉えても良いと思う。
今後経営者を卒業した方が活躍できるように
なれば徐々にそれなりの人材プールもできて
いくと思う。また、必ずしも業績を残した
経営者OBだけでなく、失敗してそれを活か
して社外取締役で活躍するというパターンが
あってもよいのではないか。

―ここ数年、事業にかかわるデータの改
ざんや会計処理を巡り大手企業のガバナン
スが問題となるケースが散見されました。

　非常に奥深い問題を提起していると思う。
社外取締役の力を借りてガバナンスを効かせ
るといったところで、執行を担う経営陣との
情報の非対称性は依然として大きい。ただ、
その非対称性を情報収集の努力なしにそのま
ま受け入れてしまった社外取締役はチェック
機能を果たせない。そうなると「社外取締役
はいかにして経営内部の情報を得るか」とい
う問題に突き当たる。これにはかなり工夫が
いる。

　今回のコーポレートガバナンス改革は成長
戦略の一環として提起されたものであり、い
わば「攻めのガバナンス」に力点が置かれて
いる。他方、ネガティブ情報やリスクのチェッ
クという「守りのガバナンス」という視点も
あり、ここに社外取締役はいかに貢献してい
くか（もちろん社外監査役も）。なにか変なこ
とが起こる場合には、必ず「芽」があるはず
で、それは企業風土だったり文化に根付く問
題だったりする。社外取締役は「芽」を感じ
た時には、招かざる客かもしれないが積極的
に社内の会議体にオブザーバー参加していく
くらいのスタンスが必要だ。取締役会がフォー
マルな場だとすると、社内のインナーの会議
体への参加などを通じて普段着の経営状況を
みておくことが重要になる。
　先日、冨山さんがある所で、「会社が傾いた
ときには社外取締役が暫定CEOになって立て
直すくらいの覚悟が必要だ」という旨を述べ
ておられたがまったく同感だ。

―今回のコーポレートガバナンスの改革
を含めて、この国の官民の役割分担につい
てどう思われますか。また今後のあるべき
姿などについてはいかがでしょうか。

　今回のコーポレートガバナンス改革につい
て、企業側の一部には、「企業の経営にここま
で政府が口をはさむ必要があるのか。」といっ
た声も聞かれる。
　大きな制度改革を始める際には、政府が関
与することで初速をつけてもらうということ
も必要だ。その後は、民が主体的にその改革
のエッセンスを実現し、巡航速度に乗せてい
くことが求められる。



　先日とある会合で、大手企業の経営者の方
から、「伊藤先生、今回のコーポレートガバナ
ンス改革への対応は大変ですよ。ただ、これ
をポジティブにモノにすることが大事ですね」
という言葉をいただいた。私もまったくその
通りだと思う。確かに、指名委員会、報酬委
員会など従来に比べてプロセスが増えている。
しかし、これらを企業価値の向上に有効に活
用していくというマインドが重要で、経営者
は試されているのだともいえる。「平和の配当」
ではないが是非今回の変革を前向きにとらえ
て、稼ぐ力を高め、ステークホルダーへの「ガ
バナンスの配当」を実現していくことに期待
したい。

　今のガバナンス改革は「他律」であり、今
後はこれを「自律」に繋げていくべきだ。今
気になるのは日本はCFO 後進国であること
だ。そこで、現在一橋大学にCFO教育研究
セ ン タ ー を 設 立 し、2015年 か ら 東 京 証 券
取引所と連携してHitotsubashi Financial 
Leadership Program：HFLP）というエグ
ゼクティブ・プログラムを開設し、人材育成
やサクセッション・プランに尽力している。

―IGPIは今年で10年を迎えます。伊藤
先生には設立当初から経営諮問委員長をお
願いしておりますが、冨山CEOとの出会
い、そしてIGPIへの思いや期待などあり
ましたらお願い致します。

　冨山さんとの付き合いは、彼がもともと
BCGにいた際、私が若手コンサルタントに簿
記・会計を教える講座に招かれたのが最初の
出会い。その後、冨山さんがCDIに移っても
付き合いが続いた。私と同じくスタンフォー

ドに留学する際にも推薦状を書いた。冨山さ
んの色々な苦労も見てきた。

　IGPIの設立に際し、経営諮問委員会の委員
長を冨山さんからお願いされた際は、「伊藤先
生、経営諮問委員長をお願いします。委員長
は僕をクビにできます」という一言だった。
私は、「それならやるよ」と即座に引き受けた。

　IGPIは設立後、ダイナミックに変化してき
ている。当初は産業再生機構の流れを引き継
いでスタートし、事業投資を含む事業再生は
もちろんのこと、ベンチャー投資、そして最
近ではAIなどの最先端領域にも目配りしてい
る。東日本大震災は被災地でバス事業を担っ
ていたことから大変大きな出来事だった。ま
さに、冨山さんのいう「 GとL」を実践して
いる会社になったと思う。

　今回村岡さんとの共同代表制に移行した点
も非常によいことだと受け止めている。パー
トナーによる選挙で選ばれたという点も透明
性高くユニーク。冨山さん、村岡さんは、個性、
得意分野、経験、ネットワークもそれぞれ異
なる。この二人をはじめパートナー陣がそれ
ぞれの方向でIGPIを引っ張っていくことを楽
しみにしている。そして、他のコンサルティ
ングファームにはない、この国にとって有用
な人材輩出会社として発展していくことを大
いに期待したい。

i 「責任ある投資家の諸原則」～日本版スチュワードシ
ップ・コード～（2014年2月26日公表）

ii 「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投
資家の望ましい関係構築～｣プロジェクト｢最終報告
書｣（2014年8月6日公表）

iii「コーポレートガバナンス・コード」～会社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～

（2015年6月1日公表）



最先端研究を全ての人へ
～メディア Top Researchers のご紹介～

　IGPIは2017年1月より最先端の研究と研究
者を紹介するメディア「Top Researchers」
を開始しました。
　科学の世界では絶え間なく研究が行われ、
その成果は私達の生活の豊かさと深く繋がっ
ています。しかしながら、関心がありつつも
研究室のHPは難しいものも多く「少し遠く
て専門的な世界」と考えている人も多いので
はないでしょうか。
　Top Researchersは、これから科学の世
界に飛び込むかもしれない若い人を含めた、
出来るだけ多くの方々に、世界に誇る最先端
の研究と研究者をわかりやすく身近に知って
もらうことを目指したメディアです。研究内
容のみならず、研究者を目指したきっかけや
国・企業に期待すること等、想いも知ること
のできるインタビュー内容となっています。
　Top Researchersを通じて科学研究に興
味を持ってもらうことで、読者の皆様に研究
活動の応援者となってもらい、長期的にはよ
り多くの人材や資源が科学研究の領域に向か
う一助となることが出来れば幸いです。

　今回はサイトに掲載されている中から2つ
の記事を選び、概要をご紹介いたします（な
お、今回掲載された内容は2017年1月時点
のものであることをご了承ください）。



   研究内容について
　スパコン、そしてビッグデータという、二つ
のコンピューターテクノロジーを使って医療と
創薬への応用を目指しています。研究を一言で
表すとしたら、「計算機・コンピューターを使っ
た医療および創薬への技術の応用」といえるで
しょう。

   医療・創薬に用いられるビッグデータと
はどのようなものなのでしょうか。

　まず、京大の中で患者さんのデータを解析し
ています。現在取り組んでいる方法は、最初か
ら特定の患者の対象を決めずに、毎日病院に来
る患者さんのデータを全て総ざらいして解析す
るものです。この方法では、データの対象が日々
病院に来られている患者さんになり、規模の大き
いビッグなデータになります。こうしたビッグデ
ータを「リアルワールドデータ」と呼んでいます。
人間が普通に毎日生活をしている中で知らない
うちに吐き出している実世界を表現するデータ
を意味します。現在世界的に注目を集めている
のは病気に罹る前のデータ、つまり予防や先制
医療のためのデータです。リアルワールドデー

タからそうした情報を見つけられないか模索する
研究をしています。

   ゲノム医療とはどのようなものでしょ
うか。

　一昔前からいわれていたことですが、先述のよ
うな日常生活とは別に、遺伝的に特定の病気にな
りやすい体質も存在するのです。遺伝の情報がゲ
ノムに書かれているため、ゲノムを解析すること
によって、病気の原因や治療方針を明らかにする
ことができる可能性があります。そういったゲノ
ムの解析に取り組むプロジェクトも始まっていま
す。ゲノムの配列には個人個人の体質を区別する
情報が入っていますので、その医学的解釈が出来
れば、私たち一人一人の体質にあったオーダーメ
ードの医療が可能になります。この夢の医療を「ゲ
ノム医療」と呼んでいるのです。

   2015年は次期スーパーコンピューター・
ポスト「京」の開発元年でしたが、どの
ような研究開発を行なわれましたか。

　ポスト「京」開発において私が担当しているの
は創薬の分野です。つまり、ポスト「京」を使っ

創薬は、ビッグデータ活用で激変する
奥野 恭史・京都大学教授／理化学研究所副グループディレクター

ビッグデータを活用した新しい医療への取り組みが始まっ
ている。その要点の一つが、京都大学の奥野教授が主導す
る医療シミュレーション、ビッグデータ創薬などの開発だ。
課題解決においてより能力を発揮する次期スーパーコンピ
ューター・ポスト「京」の開発も進んでいる。大きく舵を
きったIT領域と共に、医療はどのように進んでいくのか。
奥野教授にお話を伺った。

奥野 恭史（おくの・やすし）
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系
専攻ビッグデータ医科学分野 教授。独立行政
法人理化学研究所・副グループディレクター

（併任）。スーパーコンピューター「京」を用い
た医薬・創薬のビッグデータ解析に取り組
む。1993年京都大学薬学部製薬化学科卒業。
2000年京都大学博士（薬学）取得。京都大
学大学院薬学研究科 特定教授を経て現職。



て新たに薬を作る計算方法の開発を行なっていま
す。ポスト「京」が始動する2021年に向けて、
大学の先生方や製薬メーカーさんがポスト「京」
を使って様々な薬を開発できるようにするための
準備をしている段階です。これまで、5年前に始
動したスパコン「京」を使って様々なことができ
るようになりましたが、現在取り組んでいるポス
ト「京」はその100倍近くの演算能力をもつこと
になると考えられています。

   「京」によって作り出された薬もすでに
あるのでしょうか。

　いえ、まだ「京」が導入されてから5年しか経
っていないので、それはありません。薬の開発に

は10年くらいはかかるので、「京」による薬が生
まれるのはしばらく先でしょう。
　「京」の開発により、これまで一枚一枚の静止
画から判断して地道に薬を開発していたのが、動
いて変化していく体の分子の情報を動画で捉え、
より効率的に創薬を行なえる可能性がもたらされ
ました。
　そして5年後にポスト「京」が始動したら、現
在の100倍の性能となるでしょう。

※詳しくはウェブサイト
「Top Researchers」内の記事「創薬は、ビッグデー
タ活用で激変する～奥野恭史・京都大学教授／理化学
研究所副グループディレクター」にてご覧ください。

　現在の研究は？
　現在の研究は、「万有情報網プロジェクト」と
いうキーワードに集約されています。特に中長

期で力を入れているのは、コンピュータなどの電
子回路をなるべく安い手段で作ることです。例え
ば印刷技術を使って、紙に文字を刷るかのように

ネットワークとロボットを
もっと身近な存在へ
川原 圭博・東京大学准教授

情報のネットワークが「万有引力」のように日常生活に張
り巡らされ、私たちの生活を一層豊かにしてくれる。そん
な社会像の実現を目指す「万有情報網プロジェクト」が始
動している。その中心で研究に取り組む東京大学大学院の
川原圭博准教授の展望を伺った。

川原 圭博（かわはら よしひろ）
東京大学 大学院情報理工学系研究科准教授。
コンピュータネットワーク、ユビキタスを専
門とし、IoT機器をより能動的で自立的なも
のにする「万有情報網」の実現に向けた研究
に取り組んでいる。ジョージア工科大学客
員教授などを経て現職。2014年Microsoft 
Research日本情報学研究賞など受賞多数。



たくさんコンピュータやセンサーを印刷して、世
の中の情報を取り溜めることを目指しています。
同じく注目しているのが、無線給電技術です。ま
るで無線でデータを送るかのように、電池交換や
充電は一切なしで、エネルギーを自由自在に必要
なところに必要なだけ送り届ける技術にも力を入
れています。
　この2つに加えたのが、ソフトロボットの要素
です。あえて柔らかい素材を使ったロボットです。
これらを統合した具体的なアプリケーションとし
て、昆虫のように動き回って世界中の情報を取っ
てくるロボットや、折り紙のようなものに回路を
印刷してそれを折って飛ばすと周りからエネルギ
ーを受けてずっと飛び回っていられるような製品
を考えています。

　かつて、研究と実用化にはすごく隔たりがあり
ましたが、近年は技術を実用化する障壁が低く
なっています。ベンチャーブームのおかげで世の
中も「どんどんベンチャーを作りなさい」という
風向きになっているし、実際に投資家も増えて事
業を興すための資金も集まりやすくなってきてい
ます。
　特に情報系などの分野においては、開発した技
術を実用化する障壁は他産業より低いです。我々
の研究室でも、ここ数年で2つのベンチャーが立
ち上がりました。

　こちらは、AgICという東大発ベンチャーが商
品化した、特殊なインクを詰めたペンです。目に
見えないナノサイズの銀の粒子が入っていて、こ
のペンでインクジェットプリンタ用の写真用紙に
書くと瞬間的にインクが銀色に変わります。紙の
上に描いたパターンがそのまま電子回路になるの
です。
　もう一つが農業分野。印刷エレクトロニクス
技術やデジタルファブリケーション技術を適材適
所で使うことで従来の10分の1のコストで畑の
水分量を計測できるセンサーを作るベンチャーを
立ち上げました。現在各地で実証実験を進めてい
ます。

   今後力を入れていきたい研究はどのよ
うなものでしょうか？

　IoTは確かにブームではあるのですが、研究者
の役割というのは次のブームの種になるよう技術
を開発していくことです。私の提唱する万有情報
網というキーワードは、IoTの次の時代に求めら
れる要件を盛り込んだものです。これまで、無線
給電に関しては可能性を示すところまではできま
したが、次はそれを実用レベルまで持っていくこ
とを目指します。ソフトロボットに関しては、動
かないものとして捉えられているセンサーを取り
付けて、自由に動いて情報を集められるようにし
ます。また、ワンタイムユースに対応する使い捨
てのロボットセンサーの開発も必要です。万有情
報網の実現に向け、ステップを着実に進めていき
たいと思っています。

※詳しくはウェブサイト
「 Top Researchers」内の記事「ネットワークとロボ
ットをもっと身近な存在へ～川原圭博・東京大学准教
授」にてご覧ください。



の再生や成長支援などにハンズオンで多く関
わり、バス会社の運営等にも携わってきた実
績やリアルな経験を活かして、基盤編におけ
る以下の５講座を提供しています。代表の冨
山・村岡を筆頭に20名以上が講師・スタッフ
として関わり、総力を挙げての取り組みとな
りました。以下にその講座概要をご紹介いた
します。

　政府が重要政策と位置づける地方創生。東
京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止
めをかけ、日本全体の活力を上げることを目
的とした一連の政策は、地方公共団体による
地方版総合戦略の策定がほぼ完了し、いよい
よ実装の段階に入っています。
　地方活性化の動きを加速させるためには、
各地域において、それぞれの実情に沿った形
で、取り組みを戦略的かつ具体的に企画推進
していくことができる人材をどのように育成、
確保していくかが、キーとなります。
　そこで、2016年12月、これからの地方創
生を担う人材育成を目的として、内閣府主導
の下、eラーニングで実践的なカリキュラム
を学ぶ「地方創生カレッジ」が開講されました。
このカレッジ事業では、日本生産性本部が運
営を担い、各分野に知見のある16の法人・団
体が参加する形で、地方創生事業を担う人材
が基盤として求められる実践的な知識やスキ
ルをeラーニング講座で提供しています。コ
ンセプトとしては、地方企業の経営者や次世
代を担う社員、地方自治体・金融機関のスタッ
フ、地方での事業展開や支援を志す方々を繋
ぐプラットフォームを提供することを目指し
ています。まずは、ベース、共通言語となる知
見を習得して頂くためのeラーニング形式で
の講座提供からスタートしていますが、将来
的には実地研修も効果的に取り入れることで、
より実践的でリアルな成果に繋げていくこと
に貢献すべく検討を進めているところです。
　IGPIもこの取り組みに賛同、これまで企業

「地方創生カレッジ」への参画
梅原 美樹　IGPI ディレクター

① 民的視点からのガバナンス
② 事業と財務３表連動
③ 事業特性の理解と企業の実態把握
④ ローカル企業の生産性向上
⑤ 地方創生に資する
    交通・観光事業の再生と活性化

「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画
梅原 美樹　IGPI ディレクター

「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画
　IGPI ディレクター

「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画「地方創生カレッジ」への参画
IGPIの顔～こんな人・こんなチーム～シリーズ：



　IGPIが種々の案件に携わる中で培ったリア
ルノウハウを全面的に提供しており、ネット
上で多くの方々が受講されることで地方創生
に活かされればと願っています。

　地方企業、自治体、地域金融機関の方々な
どへお勧めいただくとともに、講座内容にご
興味おありの方にはぜひ受講いただけますと
幸いです。

民的視点からの
ガバナンス

事業特性の理解と
企業の実態把握

事業と財務3表連動

ローカル企業の
生産性向上

地方創生に資する
交通・観光事業の
再生と活性化

講師：冨山和彦・船木隆一郎・
　　　望月愛子・二木康晴

講師：木村尚敬・古澤剛・
　　　岩渕真太郎

講師：村岡隆史・堺敦行・
　　　長瀬健・樋口雄也・
　　　中島亮介・川人広平・
　　　田邉統

講師：浜村伸二・沼田俊介・
　　　梅原美樹

講師：松本順・他数名

「ガバナンス」は全ての会社に関わるものであり、会社に関わる全て
のステークホルダー（従業員、顧客、取引先など）に影響が及ぶも
のです。ローカル企業に必要なガバナンス、オーナー企業にありが
ちなパターン、また金融機関など地域の専門家に求められる役割な
ど、書籍で取り上げられるような一般論だけでない、ガバナンスに
対するリアルな理解を深めることを目指す内容となっています。

戦略立案や計画策定、企業分析などの場面での活用を想定し、業種業
態固有の勝ちパターンや競争ルールを踏まえた上での事業戦略立案の
進め方、「儲けのメカニズム」である事業経済性の考え方、前提となる
事業別/製品別見える化の必要性、M&A・融資・経営改革に際して必
要となる事業DDなどについて、理論と実務の両面で解説しています。

企業や事業の実態把握、経営判断に欠かせない財務3表（損益計算書、
貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書）の構造とそれぞれの連動性
を解説しています。ドラマ仕立てのショートストーリーや具体的なケ
ースを組み込んでおり、Excelの演習モデルで、実際に手を動かしな
がら学習、財務3表の作成力を高めることを目指しています。

製造業、サービス業などの具体的事例に触れながら、生産性向上につ
なげていくための改革アプローチ、改革手法、実践方法について解説
しています。選択と集中、合従連衡など、判断・意思決定する際のポ
イントについても触れており、地域企業がダメになる典型例をドラマ
仕立てでリアルに再現した上で、処方箋を提示しています。

IGPI100%出資のバス会社グループであるみちのりホールディング
ス各社の事例、インタビューを交えて、ローカル企業の生産性向上
のキーエッセンスを紹介しています。またその背景にある、人事評
価制度などによる人材の動機づけ、数値管理（管理会計）・PDCAプ
ロセスについても解説しています。

梅原 美樹　 IGPI ディレクター 
日本アイ・ビー・エム株式会社にて SI、コンサルティングに従事した後、同社本社部門において、
IBM・PWCC 合併に伴う PMI、BPR、組織改革、子会社新設・売却、資本・業務提携等を担当。
IGPI 参画後は、中期経営計画立案、全社戦略立案、新規事業開発、ハンズオン支援等に携わる。
ヴィア・ホールディングス社外取締役　東京女子大学文理学部卒



　幅広い支援業務を提供しているIGPIですが、
私は主にM&Aアドバイザリーのほか、大企
業の新規事業開発支援とベンチャー支援を手
掛けております。数年前までは大企業の自前
主義もまだ強く、ベンチャーもいわゆるスマ
ホアプリ系が大半だったためそれ程繋がらな
かった両者の支援ですが、ここ1、2年は大企
業を巡る環境変化と技術・ものづくり系のベ
ンチャー増加が相俟って、その橋渡しとなる
ようなプロジェクトも増えております。
　自社以外の外部から技術やアイディアを取
り込むオープンイノベーションは、耳触りの
良い言葉であるものの、それっぽいアクショ
ンを起こすだけで満足していることも少なく
ありません。大企業が創出すべきは「事業」
であり、外部の力を取り込むとしても、売上・
利益・資金といった数字も含め自ら責任感を
持って挑まない限り、事業としての成果は生
まれていないのが実情です。事業創出の当事
者としてどう関わるべきかが考え抜かれてい
ないケースが多いことは大変残念であり、よ
くあるバズワードの領域に関するベンチャー
にとりあえず出資をするだけの取り組みでは、
運が良ければ株式売却益が得られるかもしれ
ませんが、あくまでも事業創出は達成されな

いでしょう。
　こうした「他人事」オープンイノベーショ
ンを本質的に解決するためには、成果にこ
だわる意識と戦略立案～提携後のPDCAま
で一気通貫で実践できる経験を兼ね備えた
人材を大企業内に育成することが必要です。
求められるのはVC経験のある中途採用者
の大量採用ではなく、その企業の持つ価値
や文化を理解し、外部と繋ぐために必要な

「社内借り物競争」を展開できる人材なので
す。昨今多いCVC（コーポレートベンチャー
キャピタル）の設立・運営支援においても、
いかに社内人材を育成できる仕組みを作り
込むかといった点を重視しており、こうし
たCVCから多くの事業やマネジメント人材
が生まれるニュースを聞けることを強く期
待しております。

オープンイノベーションのリアル
望月 愛子

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

パートナーズコラム



日本の製造業への期待

　日本の製造業の課題、いろいろと言われて
います。技術はあるが事業が弱い、総花的、
スマイルカーブの真ん中にいてコモディティ
化・・・どれも本当でしょう。それに対応して
やるべきこともいろいろとあります。ソフト
ウェア化、コトづくり（サービスシフト）、オー
プンイノベーション、知財マネジメント・・・
これも多分全部本当です。これまでと戦い方、
仕事の仕方や考え方を変えなくてはならない
ようです。要するに、環境が変わったのでケ
イパビリティを変えなくてはならないと思い
ます。
　「 IGPIものづくり戦略カンパニー」は、この
製造業におけるケイパビリティの再構築や強
化に注力しています。メンバーは製造業の製
品企画、開発、生産技術等のエンジニア出身
者で構成され、製造業の経営、技術、現場そ
れぞれに精通、ハンズオン支援で事業競争力
を向上させます。技術と経営のハイブリッド、
というと聞こえはいいですが、底辺の所で技
術やものづくりが好きなので、製造業を良く
したいという想いで仕事をしています。

　最近は以下の領域に注力しております。

自動車・自動車部品業界での技術戦略策
定、モジュール化などのアーキテクチャ
改革、技術営業・フロントローディング
などの売上向上のための業務改革
産業用機械・設備等のB2B製造業の再建・
収益性向上
IoT・データ活用による生産性向上、及び、
サービス拡充による新たなビジネスモデ
ルの構築
中国・東南アジアでの海外拠点改革・再建

　日本の製造業が世界で一番になるにはど
うすれば良いのか？この問いに真摯に向き
合い、手も、金も出す。そして、これを実
践できる人材を輩出する。本社だけで判断
せず、現場の空気を感じる。日本だけで考
えず、世界と話す。そのためには私自身が
これまでやってきたことを捨てて、どんど
ん新しいチャレンジをしていきたいと思い
ます。チャレンジしていれば大変な時もあ
るでしょう。KPIは「どれだけコンフォタ
ブルじゃないか」・・・自分PDCAを廻して
行きたいと思います。

沼田 俊介

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）




