


共創

みちのりグループ 経営幹部座談会

クライアントインタビュー  
ウェルカムグループ  代表　横川 正紀氏

シリーズ：IGPI の顔 ～こんな人・こんなチーム～  
ものづくり戦略カンパニーのリケジョたち

パートナーズコラム
田中 加陽子・浜村 伸二

IGPI レポート　2017 夏号

表紙画：「美ら風」
彩　http://chacha-portfolio.weebly.com/

Layout Design : 安久津みどり 

 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。



2008年の福島交通再生支援をはじめとして、現在、東日本６県にまたがる９社で構成されるみち
のりグループ※による交通・観光事業は、IGPI による出資を含めたハンズオン経営支援の中核（連
結ベース：従業員4,200名、バス保有台数2,200両）です。本稿では、IGPI から派遣された各
社の経営幹部に集まってもらい、これまでの自身の歩みなどを含めて語ってもらいました。
※みちのりグループ：岩手県北自動車・福島交通・会津乗合自動車・関東自動車・東野交通・茨城交通・湘南モノレール・

浄土ヶ浜パークホテル・みちのりトラベルジャパン及びこれらの子会社

武藤 泰典 鈴木 拓吉田 元佐藤 俊材 任田 正史
福島交通株式会社
代表取締役社長

岩手県北自動車株式会社
取締役副社長

関東自動車株式会社
取締役専務執行役員

会津乗合自動車株式会社
代表取締役社長

茨城交通株式会社
代表取締役社長

―それぞれが就任することになった経緯を
教えてください。

武藤　2008年4月に会社更生法を申請した
福島交通をIGPIが支援することになり、私が
事業家管財人に就任しました。その後、会社
更生手続きの終結に伴って、福島交通の経営
幹部（当時、取締役副社長）に就任しました。
鈴木　私は、最初は公認会計士として監査法
人に勤務した後、証券会社の投資銀行本部で
のＭ＆Ａアドバイザー、事業会社での国内外

企業のＭ＆Ａや海外生産工場との合弁戦略な
どに携わってきました。そして、40歳を前に
して、地元東北で何か社会貢献にも繋がる仕
事をしたいという思いから、みちのりＨＤに
よる岩手県北バスの再建プロジェクトに参画
し、常駐者として岩手県北バスの経営幹部に
就任することになりました。
吉田　私はIGPIに入社した直後のプロジェク
トアサインで武藤さんらと共に福島交通の再
生支援に携わったのが、交通事業との最初の
出会いです。その後、他のプロジェクトもいく
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つか経験し、震災前にみちのりプロジェクト
に戻ってきました。震災発生後は被害を被っ
たグループ各社の経営支援等を担っていまし
たが、関東自動車の買収案件の機会に接し、
そのプロジェクトを率いて、2012年4月に関
東自動車の取締役専務執行役員に就任しまし
た。また、2016年12月には隣接する東野交通
の株式を東武鉄道から譲り受け、現在は東野
交通の取締役専務執行役員も兼務しています。
佐藤　産業再生機構にいた際に地方の中小企
業を担当し、再生の一つのテーマとして「企
業と地域がどう共生していくか」「地域におけ
る企業の社会貢献」などに興味を持ちました。
まさに地域の中で生きていく交通事業に前か
ら興味があり、声を掛けてもらい、みちのり
プロジェクトへ加わりました。
任田　私は茨城交通の民事再生で、みちのり
ＨＤがスポンサーになることが決定した後に
茨城交通にアサインされました。

―前の経営者から引継いで、どんなこと
に苦労し、また注力したのでしょうか。

佐藤　前スポンサーであった地域経済活性化
支援機構が任命した前任の社長が経営と従業
員の対話ができるような環境を作ってくれて
いました。社長職を私が引き継いだ際に、そ
の環境が変わってしまうのではないかと不安
視する声もあったので、私自身が毎朝の点呼

に参加する、定期的に営業所に行き休憩室に
顔を出し従業員と話をするといったことを繰
り返しました。その際些細なことでも従業員
の意見に耳を傾ける、出てきた意見に対して
は必ず答えを返してあげると言う点に注力し
ました。その結果不安は解消され、前任の社
長が残してくれた経営層と直接対話ができる
という環境は維持できていると思います。
武藤　一言で言って「温故知新」です。経営
が傾いた原因はそれぞれある中で、従前の経
営が積み上げてきたものを全て否定する必要
はありません。大切なことは、「悪いところを
見極め、直し、良いところを見極め、学び続
け、伸ばすこと」です。そこを見極めながら、
率先して自らが動くことを重視してきました。
任田　民事再生で委縮していた従業員のモチ
ベーションを上げることが第一でした。従業
員の不安を和らげるため、各営業所を頻繁に
訪問して従業員と直接対話するほか、メール
を含めた従業員と対話を積極的に行いました。
また、小さな成功を早期にいくつか作ること
で、従業員の気持ちを前向きにするとともに、
経営陣への信頼感の醸成を意識しました。

―みちのりグループになって、会社がか
わったことはありますか？

吉田　関東自動車は、以前はファンドの傘下
にあったため、すぐに業績に繋がりにくい設
備投資は極力圧縮する傾向にあったようです。
みちのりグループ入りしてからは中長期的な
視点で腰をすえて経営にあたっていますので、
社員からは「本当にこれだけのお金を使って
もいいのですか？」とよく聞かれます。必要
な設備投資は積極的に行いますし、生産性向
上を前提とした社員の待遇改善にも積極的に
取り組んでいます。
佐藤　会津バスでも、みちのりグループ入り
後、車両更新投資を積極的に行っており、運



転手さんたちは目を輝かせて「次は自分が新
車を運転できる番かもしれない」と心待ちに
しています。我々は接客業であるという意識
を持ち、特に運転手が「お客様」を意識して
丁寧に対応できるようにもなってきました。
各種企画商品の企画もお客様目線で議論され
ています。必要な情報を社員に共有すること
により「今会社はどんな企画を立てているん
だろう」、「新しい路線の乗車具合はどうだろ
う」といった、会社に対する興味を持つよう
になったと思います。また、これまで年功序
列が当たり前で、会社が苦しく昇給昇格停止
が続いていましたが、人事評価制度を導入し
たことで「年齢、性別に関係なく頑張った人、
成果の出た人を評価する」体制が出来上がり、
若手中堅のやる気が大いに上がりました。
鈴木　岩手県北バスでもみちのりグループに
よる支援後は、事業の維持・発展に必要な設
備投資を行えるようになったことで、社員が
前向きな姿勢で会社の成長に期待を持ちなが
ら仕事に取組むようになりました。また、事
業運営におけるＰＤＣＡサイクルの構築や成
果主義型人事制度の導入による新たな組織体
制への変革を通して、新たなことへのチャレ
ンジや取組み成果へのこだわりを強く持つ組
織に変わったと思います。

―みちのりグループになった後の新体制の中
で、社内でのコミュニケーションなどで気
をつけていることはありますか？　

吉田　我々はあくまでも当事者として経営を
行っているので、コンサルティングにありが
たちな「ひとごと」にならないようにしてい
ます（実際、そんな余裕はないですが・・・）。
論理的に正しいことをただ正しいと言うだけ
では現場は動きません。地域の足を担う交通
事業をより良いものにしていきたいという熱
い思いや、この事業に係わる関係者には幸せ

になって欲しいという思い、そういった思い
が社員に伝わるように、社員の「こころ」も
動かすようなコミュニケーションをとるよう
にしています。
任田　私は、経営陣と従業員の距離感を適度
に縮めることを意識して、現場に積極的に出
て行って運転士などとざっくばらんに話をす
ることでコミュニケーションを図っています。
会議などでも、一方的に私から発言するので
はなく、幹部全体を見回しながら話を振るな
どして、できるだけ意見を言いやすい雰囲気
づくりを意識しています。
武藤　社員それぞれが、様々な考え・意見を
もっています。私は、その社員たちの考えを
コミュニケーションの中で引きだすことに気
を使います。自分たちの考えを議論の中で自
由に言い合うことができ、その意見を一つの
形（サービス）にしてお客様にお届けし、喜
んでもらえた時の悦びを多くの社員が味わえ
るようにできればと考えています。

―みちのりグループの横のつながりを実感す
ることはありますか？そのメリットは？　

任田　同じ事業なので、他社比較によって自
社をベンチマークできるのはありがたいです。
整備コスト、旅行事業の収益性など単体では
何が正解なのかを判断するのが難しく、ベン
チマークと改善のノウハウなどの共有は大い
に助かります。
武藤　一般路線バス事業は、地域独占的に営
業をしている会社が多くあるので、どうして
も「井の中の蛙」になりがちです。みちのり



グループでは、気軽に他社の考え方や方法を
学び続けることができます。そこが、最大の
メリットだと思います。
鈴木　収益性やコスト管理以外にも、事故削
減に向けた教育指導体制強化などのテーマに
おいて連携して取り組むことにより、各社の
良いところを採り入れることで取組効果を最
大化することができます。また、各社の取り
組みをヨコ比較する中で自らの強みや弱みの
客観的理解や競争意識を持って切磋琢磨する
機会ともなっており、担当者レベルでの自己
啓発や成長にもつながっていると感じます。
吉田　みちのりグループの幹部間でも、わか
らないことがあれば気軽に聞くことができま
すし、各社における事業単位ごとの横の連携
も非常に緊密です。今ではこちらが指示せず
とも自主的に集まって意見交換をしています。
佐藤　タイムリーに情報を共有、展開できる
バス事業については、横のつながりのメリッ
トをとても実感します。当社でも特に整備や
燃料関連のコストは情報共有の効果が明確で
金額的にも大きく削減できました。他方、現在、
みちのりグループで大規模にタクシー事業を
展開しているのは当社のみなので、この分野
については今後先行事例になるべく頑張って
います。

―最後に、今の仕事について嬉しかったこと、

やりがい、これから力を入れたいことなど
をお聞かせください

武藤　2011年の東日本大震災直後の混乱や
同年9月の台風15号による郡山市内の河川氾
濫などを社員一丸となって乗り越えてきたこ
とが嬉しかったことです。「いざという時に役
に立つ人になりなさい」と昔ある方に教えら
れました。弊社には、いざという時に本当に
動ける社員がたくさんいます。そんな社員た
ちとともに働けることが本当に幸せだと思い
ますし、その社員たちが安心して働き続ける
ことができる職場やサービスを創り続けてい
かなければならないと考えています。
鈴木　バス会社は、地域の交通インフラと共
に、首都圏や海外等地域外の人々を呼び込む
観光による交流でも重要な役割を担っており、
それを果たしていくことを通して地域の活性
化にも貢献することができ、やりがいを感じ
ています。自治体の進めるコンパクトなまち
づくりや観光振興と連携した最適な交通ネッ
トワーク構築、東北のインバウンド拡大に向
けた主要な空港・駅からの接続交通充実やラ
ンドオペレーター業務強化など、会社の持つ
ハードとソフト両面のリソースをフル活用し
て、地域経済の発展と共に会社の成長を図っ
ていきたいです。盛岡は、食べ物がおいしく
週末になれば気軽に行ける温泉もたくさんあ
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株式会社 みちのりホールディングス
マネージングディレクター
会津乗合自動車株式会社　
代表取締役社長

佐藤 俊材

り、生活環境面でも満足しています。
吉田　この仕事は地域の足を支える公共性の
高い事業であり、地域社会のお役に立ててい
るという実感が強く、そこにやりがいを感じて
います。民間ならではの自由な発想で事業に
取り組んだ結果が、地域の発展に目に見える
形で表れてくる仕事であり、自分の心が最も
健全な状態でいられるのは、今の仕事だと思っ
ています。交通事業を「若者が希望と誇りを抱
いて豊かな人生を送れると思える産業」にで
きるよう尽力していきたいと思います。
任田　新たなプロジェクトが予想以上にうま
くいったとき、地域の自治体やお客様からの
信頼感が増していくこと、それによって従業
員が徐々に誇りを回復していったこと、など
を感じたときには素直にうれしいですし、そ
れがやりがいになっています。どの事業もま
だまだ伸ばせる余地はあります。また、自動
運転など新たなテクノロジーが私たちの事業
分野に入ってくると思いますが、それを先取
りして行きたいです。
佐藤　会津は大都市ではないので街の方々と
の接触が多いです。そういった人たちから「（み
ちのりの支援後は）運転手さんの対応がよく
なった」とか「新しい企画乗車券で仙台に行っ
てきた」といったお褒めの言葉、また逆に厳
しいご意見なども直に聞くことができます。
これらを社員と共有し、改善策を考えていく
のはとても楽しいしやりがいを感じています。
会津は日本でも有数の観光地ながら交通が不
便な場所なのですが、今後は日本のみならず、
世界から一人でも多くの人に会津に来てもら
えるよう、観光地への足を確保していくとと
もに情報発信に努めていきたいです。私も地
域の風習など最初は戸惑いもありましたが、

「住めば都」で地域の方に時には厳しく、時に
は暖かくしてもらい日々助けられています。
首都圏から離れてみて、人と人とのつながり
の大事さを再認識しました。

株式会社 みちのりホールディングス
マネージングディレクター
岩手県北自動車株式会社　
取締役副社長

鈴木 拓

株式会社 みちのりホールディングス
マネージングディレクター
茨城交通株式会社　
代表取締役社長

任田 正史

株式会社 みちのりホールディングス
マネージングディレクター
関東自動車株式会社　
取締役専務執行役員
東野交通株式会社　
取締役専務執行役員

株式会社 みちのりホールディングス
マネージングディレクター
福島交通株式会社　
代表取締役社長

吉田 元

武藤 泰典



ウェルカムグループ
代表　横川 正紀氏

IGPIレポートでは、10周年を迎えた機会に、初のクライアントインタビューを企画しました。
今回ご登場いただくのは、DEAN & DELUCA、CIBONEなどを運営するウェルカムグルー
プ代表の横川正紀氏です。横川氏に衣食住空間を提案するビジネスへのこれまでの取り組み
やそのなかでの弊社との関わりなどについてうかがいました。　　　　　　　 （聞き手：池田、英）

横川社長がウェルカムグループを立ち上げら
れるまでの経緯についてお聞かせください。

　私はもともと大学で建築を学んでいました。
学生時代の海外留学の際に、インテリアのデ
ザインやホームファニシング、さらにはその
延長としての街づくりといった分野への興味
が深まり、いろいろな街を旅し大いに刺激を
受けました。建築では、どうしても様式・構
造といったハード面の議論が中心で、そこで
の暮らし・体験といったソフト面は「ユーザー
が考えること」といった仕切りになりがちで
す。欧米文化への憧れという面もあったのか
もしれませんが、留学時に経験したような暮
らしや体験をなんとか日本でも実現できない
かと考えたのが原体験です。
　加えて、京都での学生時代、ちょうど遷都
1200年を迎える頃だったため、市内でたく

さんのイベントを企画・実施したりしました。
自分たちが考えた企画に500人、1000人と
大勢の人が集まって価値観を共有し盛り上が
ることの高揚感は忘れられません。場を作る
ことで人が集まることの重要性、ハードより
その中でおきる出来事への興味が増していき
ました。こうした経験がいまのビジネスにつ
ながっていると感じます。
　大学卒業後、インテリアの仕事がしたくて、
設計事務所に就職するのではなく父が出資す
る会社の新規事業として、インテリア事業を
立ち上げる機会をもらいました。海外のイン
テリア販売チェーン会社をフランチャイズ契
約で日本に立ち上げるという仕事です。無印
良品もFrancfrancもまだ今ほど多店舗展開し
ていない頃でした。100店舗を目指せという
掛け声の下、３年で約20店舗まで展開したと
ころで残念ながらそれ以上の事業拡大が困難
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になりました。一番の反省点としては、日本
の市場に合わせた商品戦略と出店戦略が組め
なかったことです。
　結果として、1996年～ 1999年の３年間
でこれら約20店舗のうち半数をクローズし、
2000年から心機一転10店舗で再スタートす
ることになりました。「１年目で黒字化できな
ければ事業そのものをやめる」という覚悟で、
店の看板作りから内装まで自分たちでやれる
ことは全てやりました。
　そのなかで１店舗だけ今後を見据えた実験
店として、カフェのプロデューサーでもあ
る山本宇一さんを中心に、スタイリスト、音
楽DJ、インテリアデザイナーなど各界で活
躍する人たちと一緒に企画したのがCIBONE 
Aoyamaです。それが青山という感性の高い
街に集まる人々に受け入れられて、業界内で
も一定の評価を受けるまでになりました。

CIBONEというインテリアブランドから、食材
を中心とするDEAN & DELUCAを展開され
る経緯はどのようなものだったのでしょうか。

　冒頭申し上げたとおり、私は店づくりが街
づくりそのものにつながっていくと考えてい
ました。街にはカフェがあり、そこに集まる
人々のファッションがあります。非日常から
日常の世界へ繋げていくためには食材が鍵と
なります。街で人々は日々の食材の買い物も
するでしょう。パリのBon Marcheのような
店をイメージしてみてください。たまには少
し贅沢でお洒落な食材を買って帰り、自宅で
食事をする。そんなことを考えているときに、
NYのDEAN & DELUCAを日本でやってみな
いかというオファーを大手商社より受け、取
り組むことにしました。
　既に日本でライセンス契約をしていた大手
商社との合弁で前述のインテリア事業会社の

子会社としてスタートしました。当時のイン
テリア事業は、店舗が約15店舗で年２～３店
舗の出店ペース。売上高は20 ～ 30億円とい
う規模でした。このため、DEAN & DELUCA
は最初はインテリア事業の傍らで運営する程
度の規模でした。

　DEAN & DELUCAとしては、日本でのロ
ケーションリサーチも兼ねて、１年間で立地
条件の異なる３店舗（丸の内＜路面店＞、渋
谷のれん街＜百貨店内＞、アトレ品川＜駅ビ
ル＞）を出店しました。オフィス街、百貨店、
駅ビルとどこも日本特有のロケーションであ
るとともに、品川は当時まだ新幹線品川駅の
開業前、港南口のオフィスビルもまばらとい
う状況で、いまの賑わいはとても想像でき
ません。店舗運営も、当初はNYのDEAN & 
DELUCAをそのままもってきたような品揃え
で大変苦戦しましたが、その後お客様のニー
ズに対応すべく、米国本社とも調整のうえ、
そば、うどん、日本の調味料、和菓子も扱う、
日本独自のスタイルに３年程度で変えていき
ました。そして2007年の東京ミッドタウン
のオープンに伴い、日本における基幹店とし
て東京ミッドタウンに出店。その辺りから業
績も軌道に乗って今日があります。DEAN & 
DELUCAというロゴの入ったトートバッグの
人気に火が付いたのもその直後です。



弊社（IGPI）との関わりやエピソードについて
お聞かせください。

　日本におけるDEAN & DELUCAのライセ
ンスは、10年目の2012年に期日を迎える契
約となっていました。その継続交渉をIGPIに
サポートしてもらったのが始まりです。当時、
DEAN & DELUCAの米国本社経営は厳しく、
タイの会社による買収話も水面下で進行中で
した。それもあって、ライセンス継続に関し
て米国本社の提示する条件は東日本大震災直
後の当社にとって正直厳しい条件でした。合
弁していた大手商社も、「ドライに考えて、無
理なら手を引くべき」というスタンスでした。
　当時、われわれ日本におけるDEAN & DEL
UCAの強みは、創業当初のコンセプトに立ち
返り、商品や企画は日本市場向けに再編集し
たことによる成功モデルでした。変化が鈍化
していた米国本社でのモデルよりもむしろ先
を行っていたのです。買収したタイの会社は
当然日本におけるわれわれの成功をみていて、
今後の事業展開におけるパートナーとしての
提携についても打診がありました。一方、わ
れわれが欲しいのはDEAN & DELUCAの永
久ライセンスです。いわば、相手方は「お金
はあるけどノウハウがない」、われわれは、「お
金はないけどノウハウがある」というポジショ
ンです。

　こうした関係者の思惑をもとに、あの手こ
の手の知恵を絞った対案で成案に導いてくれ
たのがIGPIのチームのみなさんです。結果
的に、米国本社、タイの会社、当社の３者が
WINWINになるスキームを考えてくれました。
その結果、2015年に永久ライセンスを取得し、
2016年にはカフェ事業に関して米国DEAN 
& DELUCA International社との合弁会社を
設立しました。そして、同じく2016年にイ
ンテリア事業会社との経営統合を行うことが
できました。
　一連のプロセスを通じて感じるのは、IGPI
は常に当社の事業の実態を把握しようと努め
ていてくれたことです。当社が手掛けている
食材とカフェの事業は「似て非なるもの」です。
物流もシフトも社員教育も異なります。こう
した事業の複合体である当社のビジネスにつ
いて、われわれは感覚では分かるのだけれど
言葉にできない・数字にできないといった事
実・状況を論理的に整理してくれることには
感謝しています。これらがライセンス獲得の
過程でのストラクチャー検討や先方との交渉
にも大いに助けになりました。われわれだけ
では到底対応できなかったと思います。

ウェルカムグループへの思い、今後の展望な
どをお聞かせください。

　インテリア、食材（グローサリー）、外食（カ
フェ）と、あれこれやっている結果、一部の
ステイクホルダーの方々からは、「もっと経営
資源を集中したらどうですか」とご指摘を受
けることもありますが、私自身は事業分散と
多様性が重要だと考えています。
　一つには、多様性によって事業相互の感度
も高まることです。DEAN & DECUCAは食
を通じて生活を提案するというコンセプトで
す。そして生活には、インテリアや花、食器



などが欠かせません。相互の事業が互いによ
い刺激を与えあう。それらを通じて事業プラッ
トフォームをより持続性のあるかたちに成長
させられないか常に考えています。植物で言
うと寄せ植えのようなものでしょうか。
　次に、社員のキャリアプランへのプラス面
です。食材だけ、インテリアだけ、という視
点では業界他社の従業員の方との差別化はで
きません。当社のスタッフは食材とインテリ
アの両方を理解し、常に新たなアイデアを考
えている。これは彼らの将来のキャリアにとっ
てもきっと大きなメリットがあるはずです。
　最後に、一部の事業になにか不測の事態が
発生した場合に対する経営としてのリスク
ヘッジという面は当然あります。一本足より
も足の数は多い方が安定性は増します。
　 そ し て、 当 社 グ ル ー プ と し て は、 現 在

「VISION 2021」という中期経営計画の下、
４つのチャレンジに取り組んでいます。2021
とした理由は、東京オリンピックが開催され
る2020年でピークを迎えて先細るのではな
く、いまから2021年以降の展開を考えてい
こうという発想です。
　具体的には、
①現状の事業構造のなかで 2021年よりも先

に残していくべきなのはなんなのかという
点を常に考えた事業展開を図ること。日本
食だけのグローサリーなどにもチャレンジ
したいと考えています。

② DEAN & DELUCAで得た食材＋カフェとい
う事業ノウハウを、BtoB というかたちでの
コンサルティングというかたちで展開して
いくこと。これらは地方創生という切り口
からいくつかご相談を受けているものもあ
ります。

③当社ならではの外食事業を育てていくこと。
例えば、従来よりも生産者に近い外食事業
に取り組んでいきたいと思っています。

④世界への挑戦。海外に憧れから始まり、それ
らを日本に持ち込むというところからスター
トした当社ですが、今度は逆に日本のものを
海外に売り出していきたいと考えています。
既に色々なプロジェクトが始動しています。

――それまでの日本にない独自のスタイルを
作り上げていくまでには、ご苦労も含めてさ
まざまなご経験と、社会・文化・人々の生活
への感性やセンスがあってのことと改めてわ
かりました。どうもありがとうございました。

横川 正紀（よこかわ まさき）　 株式会社ウェルカム代表 
1972 年東京生まれ。2000 年に株式会社ジョージズファニチュア（現・株式会社ウェルカム）を設立。CIBONE や
GEORGE’S など複数のライフスタイルブランドを展開。同時に併設するカフェをきっかけに食との関わりを深め 2003
年にニューヨーク発 DEAN & DELUCA の日本での展開をスタート。2007年以降は六本木の国立新美術館のミュージ
アムショップ「スーベニアフロムトーキョー」をはじめ、公共施設やコンセプトストアのディレクション業務、内装設計、
コンサルタント業務なども積極的に行う。その後も、2012 年に食とくらしをテーマにした｢TODAY’S SPECIAL｣をオー
プンするなど、衣食住の垣根を越えた新たな試みを重ねて「味わいあるくらし」を提案している。2016 年に株式会社ウェ
ルカムと株式会社ディーンアンドデルーカジャパンは「株式会社ウェルカム」として合併した。

永久ライセンス取得と
カフェ事業の合弁会社
設立のツームストーン
と共に



　多様な事業を展開するIGPIの中で、ものづ
くり戦略カンパニー（通称：もの戦）は製造
業に特化したコンサルティング部隊として、
クライアントである製造業の競争力とは何か
という問いに日々向き合っております。その
競争力の源泉には、例えば研究開発マネジメ
ントや、製品の構想・設計力、データ解析力、
あるいは量産するための生産技術力などがあ
ります。多くの場合は複数の要素が絡み合っ
て構成されているものです。

　そのような技術と競争力の関係を理解する
ために、もの戦部隊は実際に製造業（自動車・
部品・機械・素材等）でR&D、設計、生産技
術を経験したメンバーで構成されています。
実行性ある戦略立案から現場でのその実行支
援を担うには、“現場経験”が不可欠だからです。

　ところで昨今、理系女性、即ち“リケジョ ”
の活躍が目覚ましいと思います。リケジョと
いう言葉も定着し、実際、颯爽と活躍してい
る理系女性が増えてきました。もの戦にも、

ものづくり戦略カンパニーの
リケジョたち

IGPIの顔～こんな人・こんなチーム～シリーズ：

理系学部出身、且つ製造業や大学で研究・エ
ンジニアリングの仕事を経験し、現在もその
知見を活かして活躍しているリケジョがいま
す。佐々木アソシエイトマネジャー（AM）
と大野アソシエイト（AS）です。

　佐々木AMは、IGPIにて新規事業開発や、
設計改革など多岐に渡るプロジェクトに関わ
ってきました。ある電子系技術による新規事
業を検討するプロジェクトにおいては、クラ
イアントよりその技術について詳しくなって
しまい・・・また、自動車部品メーカーの案
件では生産現場の各工程の設備配置・稼働状
況、ヒトの配置まで詳細に把握し、原価改革
というコスト競争力の観点からはとても重要
な活動の土台を創りました。直近の設備メー
カー案件では主要製品群の仕様を分解し、共
通化・モジュール化による製品競争力の再構
築をリード。多くの場合、クライアント企業
の方々が佐々木AMに自社の技術や状況につ
いて尋ねるという、逆転の状況を創ってしま
います。

　前職は原子力関連等のエンジニアでしたが
その経験を活かして技術そのものの理解はも
ちろん、IGPIでは経営視点・財務視点を加え、
それが事業上どのような競争優位となるのか、
あるいは課題となるのかについて考察します。
　そんなユニークな価値提供が可能な、技術



と経営のハイブリットリケジョです。今後は、
特定の分野における産学官連携の第一人者を
目指しています。企業と研究機関、官庁間の、
複雑な利害関係の間においても事業として成
立させる推進能力を磨くべく、仲間と切磋琢
磨中です。

　もう一人は大野ASです。元バイオ系研究員
だけあって、普段目に映るモノは取りあえず
主要成分の構造式で捉えているとのこと（！）。
貪欲な知的好奇心が特徴で、研究職で鍛えら
れた仮説づくり、調査、検証という思考サイ
クルを、素早く廻します。そのスキルで、大
野ASが参画する案件においては常に視界良
好。不明瞭な部分を次々に整理していきます。

　もちろん、素材系の新規事業を検討する際
の技術的知見は圧倒的。製品技術から量産化
における生産技術までカバーし、いわゆるバ

佐々木 彩子
アソシエイトマネジャー

東芝にて原子力応用製品・医療機器のシステム設計や
新技術開発、エンジニアリング業務に従事。また、医
療機器の国際標準化業務にも携わる。IGPI参画後は大
手製造業の海外進出・新規事業開発における戦略立案・
マーケティング調査、設計改革、変動費削減等に従事。
明治大学理工学部卒、東北大学大学院理学研究科修了、
AIPE認定知的財産アナリスト

大野 ふみ
アソシエイト

三菱レイヨンにて、新規事業創出および基盤技術強化のための
技術開発に従事し、医薬品原料、汎用化成品等の製造技術開発、
新規テーマ提案等を担当。ニューヨーク大学医学部にて生活習
慣病の罹患原理の解明に関する研究に従事した後、IGPIに参画。
部品・化学メーカーの戦略立案から現場改革、新規事業構想策
定等に従事。
京都大学農学部卒、同大学院農学研究科応用生命科学専攻修了

リューチェーンを横断した視点で分析します。
更には異分野の自動車部品メーカーにおいて
も上述の能力を転用、技術と経営状況の理解、
仮説構築、検証の高速サイクルを廻します。
これにより、製品戦略の策定から、コスト削
減活動の設計、実行における緻密なPDCAの
推進までやってしまいます。高い基礎能力は
化学業界や組立業界などの分野に関係無く強
い、ということを体現しているツワモノリケ
ジョです。将来は、有機化学・応用微生物の
分野の企業を技術開発マネジメント面から強
くできる人材になることも目指して、幅広い
分野のプロジェクトを手掛けて実績を重ねて
います。

　研究・開発の現場で鍛えられた思考力とタ
フさ、IGPIで戦略や財務といった経営視点も
身に着けた、魅力溢れるリケジョたち。今後
も彼女たちの活躍にご期待下さい。



　AI・IoT等の技術は進化、産業構造も大き
く変化するだろう。うちも具体的に動き出さ
ないと、取り残されてしまう。人口減少や人
手不足という問題もある。既存事業もこのま
までは厳しく、大きく変革すべき時だ。さて、
誰に任せようか―――。組織図を穴が開くほど
見つめるが、いくら見つめてもそんな人はい
ない。
　私は、主にハンズオンや、戦略を具現化す
るための組織開発・人事、持続的に経営人材
を輩出するための人材育成支援等を行ってい
ますが、最近、既存事業を上手く回すことが
できる人材はいても、新たに戦略を描いて推
進できる人材がいない、描けても組織レベル
がついてこず、取り得る戦略が制限されてし
まうケースを見かけます。
　一方で、そういう企業の人事部門は、採用・
労務管理・研修運用といった管理・運用業務や、
各事業部門との調整が主であり、その他は成
果主義や次世代人材の育成制度設計等、イケ
ている他社の取り組みを真似したような形跡
は見えるのですが、実態はワークしていない
というのが現実です。
　人事部門は、事業の目指す戦略と、組織・
人の現状を深いレベルで理解し、そのギャッ

プを埋めるべく戦略を考え、各事業部を巻
き込み、時には介入しながらこれを力強く
推進することが求められます。そのために
は、コーポレートと各事業における人事機
能の持ち方、ガバナンスのかけ方、全体の
どこから手をつけるのか等も絶妙に設計す
る必要がありますし、例えば研修にしても、
組織や人の実態を把握できるように秀逸な
仕掛けが必要です。また、戦略や人を理解
していて、強かさやしなやかさ、リーダー
シップを合わせ持つ人材を人事に持ってき
て育成する等の工夫も必要です。詳細は長
いお話になるのでまたの機会にいたします
が、本来の人事とはそういうものであり、
人事が本当の意味で管理部門から戦略部門
に進化を遂げることで、企業・事業の未来
が大きく開けると言っても過言ではありま
せん。人事のみなさん、出番ですよ。

「で、その事業、一体誰がやるの？できるの？」

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卒　ウェールズ大学大学院経営学修士（MBA）

～人事のみなさん、出番ですよ～

パートナーズコラム

田中 加陽子



ヒットの延長線がホームラン

チリンチリン。
「あ、どうも、どうも。浜村君。久しぶりだね、
元気にしてる？あ、そう、それは良かった。こっ
ちも暑くなってきたよ」

「ちょっと電話したのはね、最近どうも、うち
の会社の業績が悪いんだよね、色々やらして
るんだけど、全然よくならずに困ってんだよ、
何かいい方策ないかね」

「ナニナニ?、選択と集中、生産性向上？相変
わらず君は渋いこと言ってるねー、新製品を
売り出すとか、今流行りのAIとか使った一発
逆転のアイデアない？」

　私は事業再生の仕事をしています。これま
で数多くの企業をお手伝いしてきましたが、
少し大袈裟ではありますが、最初は上記のよ
うなやり取りをするケースが少なくありませ
ん。特に、多くのオーナー社長は、一発逆転、
バットをブルンブルン振り回してホームラン
を狙いたがります。で、本来やるべき取組は、

「もう既にやっているよ、君、それでも業績が
上がらないんだよ、君」と言い放ちます。
　こうした仕事をしていると「会社を再生さ
せるコツは？」と問われることがあります。
コツと言っても難しいのですが、私自身の経験
で言うと2つポイントがあると思っています。
　1つは、計画の深みです。施策をどこまで深

く、じっくり練って作っているか？根拠と
実現性、数値、現場の納得感といった観点
から、丁重な検討の積み重ねをしているか？
これが成否を分けるポイントになります。
　もう１つは、会社に対する洞察力です。
会社毎に何が必要か？どう社員に伝えたら
効果的か？それは相手や会社のDNAを洞察
しながらスクラッチで考える必要がありま
す。特に厳しい局面の企業、従業員を動か
し、且つそれを持続的に継続させる為には、
深い洞察力が必要だと思います。
　多くのブルンブルン系社長の会社の計画
を見ると、こうしたポイントが抜けているこ
とが少なくありません。エクセルにいくつか
の前提と数値を当て込み「一丁あがり」、そ
んな計画を複数見てきましたし、その数だ
け再建に苦労している企業を見てきました。
　企業再生に必要なアプローチは4番打者
並べた豪快野球ではなく、黄金時代の西武
ライオンズのアプローチ、ヒットの延長戦が
ホームラン、もしくはヒットの積み重ねによ
り勝利を獲得する、といったマインドだと
思います。日本全国でIGPIメンバーが様々
な企業の再建のお手伝いをしていますが、
洞察力と丁重さを基礎に、皆様の常勝のサ
ポートをさせて頂ければと思っております。

浜村 伸二

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




