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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。



クライアントの長期的かつ持続的な成長に向け事業戦略をハンズオンで支援するのが IGPI のユニ
ークネスですが、本号では、プロ経営者として現場で長く携わって活躍されている木村屋総本店
代表取締役副社長の福永暢彦氏に、経営現場の最前線での取り組みやご苦労されたエピソードなど
についてお話しいただきました。                   　　　　　　　　　　　　　 　     （聞き手：池田、英）

―ご自身の経歴をお聞かせください。

　私は1992年に大手生命保険会社に新卒で
入社し、約14年間勤務しました。大手生保も
バブル崩壊後の経営悪化は銀行同様で、支社
に勤務する立場でさまざまな構造改革に携わ
りました。営業の数字を上げることだけでな
く、仕事の流れや仕組みを変えることによっ
て効率化が図られ、加えて業績が変化するこ
とに面白みを感じ、営業・事務・経営企画といっ
た部門独善的な考え方でなく、組織全体で改
革することに大いに興味を持ちました。
　その後、同生保の管理職を経て、コンサル
ティング会社に転職をしました。製造業中心
に経営コンサルティングを行う会社でしたが、

小売業なども含めて製造現場から営業・財務
まで幅広く経験しました。
　そして、より経営サイドでの構造改革をリー
ドできる人材になりたいとの思いから、当時、
政府機関として設立された企業再生支援機構

（ETIC）に志願しました。ETICでは、初期
の支援案件である東北地方の印刷会社の案件
を担当し、執行役員構造改革責任者として現
地に常駐し構造改革に取り組みました。ご存
じのとおり、印刷業は需要減と低価格化に苦
しむ非常に厳しい業界です。この会社もスー
パーなどのチラシ印刷を主力としていました
が、受注と稼働率の山谷のコントロールが難
しく、受注したものの外注化せざるを得ない
結果としての赤字や、稼働率を維持するため
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の安値受注による赤字、といった構造的収益
悪化に陥っていたものを、個別採算管理の徹
底（受注案件の選別による外注の内製化と稼
働率のコントロール）により、約２年で予定
した再生を完了することができました。
　この印刷会社の案件のEXIT後ほどなく、経
営共創基盤（IGPI）とのご縁があり、現在の
木村屋総本店のプロジェクトに関わることに
なりました。2013年6月には木村屋総本店
ホールセール事業担当執行役員、10月からは
現任の代表取締役副社長に就任し、主にスー
パー・コンビニ向け事業を担当しております。

―どのように改革をすすめられたのでしょ
うか。

　私はパン業界どころか食品業界も初めて手
に触れる業界でした。執行役員に就任した直
後から、スーパー・コンビニ向け事業に真正
面から向き合い、「全ては自分の責任」との思
いを持って取り組んできました。
　収益改善が最重要課題でしたので、まずは
コスト面での改革が期待できるところ、具体
的には労務費、原材料費などの見直しから着
手しました。これらの見直しの過程で、開
発・製造・営業・財務の連携や、業務の仕組
み・手順がなく、各部署において個人個人の

判断でバラバラに業務が行われていたことが
最も大きな業績低迷の要因であるとわかりま
した。弊社の社員は新卒で入社後、大きな人
事異動もなく長く同じ業務を担当している人
が多いという構造でした。また食品製造とい
うことで、他の製造業に比べて女性が多いの
ではないかというイメージを持たれがちです
が、主たる原料となる小麦粉をはじめパン生
地といった嵩張りかつ重いものを運ぶ力仕事
が多く、実際には男性が担当する工程の多い
職場です。それぞれの部署での上下・師弟関
係のなかで、いわば明文化された仕組みもな
いままに、「自分で見て覚えろ」の世界で仕事
が行われていました。また収益管理について
も、モノサシがはっきりしない状態で、同じ
方向に向かっていない、狙って何かをすると
いうのではなく惰性で行われている感じでし
た。そこで、まずは仕組みや基準・手順といっ
たルールを創り、定着させることに取り組み
ました。また取引先別、商品別をはじめ様々
な切り口でのセグメントごとの収益を「見え
る化」し、不採算アイテムの収束、不採算取
引先の収束に聖域なく取り組みました。昔か
らの古い付き合いだから・・・、歴代の担当者
がお世話になっているから・・・といった理由
から不採算な取引を続行している先も多数存
在していましたが、今後の改善見込みを判断
しながら、個別に判断していきました。

―社内の空気はかわっていったのでしょう
か？

　構造改革の初期の段階で各組織の役割を見
直し、その役割に対して、過去の経験値に囚
われずに中堅管理職を執行役員・部長職に登
用しております。新しいメンバーで着実に構
造改革をすすめるために、毎朝、部長以上へ
宛てて「中長期的にこの会社はいかにあるべ



きか。そのために今日・明日なにをすべきか」
といった観点での具体的な内容をメール配信
しています。
　これらの日々のメール連絡の骨格を成して
いるのが、「キムラヤスタンダード」という、
①品質作りこみ、②開発・販売、③基本行動、
の３つの柱からなる行動指針です（別表参照）。
2013年に構造改革に着手して、その取り組み
の中で明確になった方向性、顕在化した課題、
構造改革推進のための具体行動などを記載して
おり、手帳サイズの折り畳みのカードにして全
員が携帯・徹底しています。社員にはしつこく
思われているかもしれませんが、そこまで日々
やらないと、長年の慣習にとらわれた会社の認
識・行動を変えることはできません。

　こうした取り組みを地道に行っていくなか
で、新たなリーダーの認識・行動も徐々に変

化し、リーダーの当事者意識が全面に現れた
行動が顕在化してきています。

　不定期ではありますが、土曜日に集合して
課題解決力向上に向けたトレーニングを行っ
てきました。また、年に１回、執行役員以上
のメンバーで山形の温泉に行き、泊まりがけ
の合宿を行っています。経営方針や重要課題
の共有といった座学のほかに、夜は遅くまで

「キムラヤスタンダード」（行動指針）＜抜粋＞

「キムラヤカテゴリー」を創造する！
「おいしいパン」を提供し続け、正しい利益を得る！

品質作りこみスタンダード　　食品業界でNo. １の品質作りこみを実行する

開発・販売スタンダード　　　強みにこだわった開発・販売を実行する

行動スタンダード　　　　　　５つの価値観に従って行動する

品質作りこみスタンダード

責任と誇りを持って原材料を選
びます
きめ細かな原料管理を徹底します
基準・手順に従って製造・出荷
します
５S活動は会社の要、責任をもっ
てやりぬきます
日々成長する会社であり続けます
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開発・販売スタンダード

伝統の美味しさ・製法にこだ
わった製品を開発します
キムラヤ独自の開発・販売にこ
だわります
強みを知っていただくために積
極的にチャレンジします
強みが伝わるまで、一人一人に
丁寧にお伝えします
目標値（＝KPI）達成にトコト
ンこだわります

行動スタンダード

全体最適を実現するための行動
に徹します

「事後対応」ではなく、「未然防
止」に徹します
１円・１％にこだわります
団体戦に徹します
自責で捉え、チャレンジを楽し
みます



飲みながらリーダー間のコミュニケーション
の促進も図っています。こうした経営幹部相
互のコミュニケーションも非常に重要と感じ
ます。違和感を共有したり、理解できていな
いことを素直に打ち明けるだけでも、意義は
大きいと思っています。以前は、私の話を一
方的に俯きながら聞くのみで意見も出なかっ
た会議でも、少しずつではありますが、他部
署への意見や要望等も出るような変化もみら
れるようになっています。

―添加物不使用など新商品開発にも取り組
まれていますね。　

　商品開発にあたっても様々な出来事があり
ました。
　副社長に着任し、挨拶を兼ねて納入先（スー
パーやコンビニ等々）のニーズをヒアリング
しようと思い、営業担当者にアポイントを入
れるよう依頼したところ、約140先ある取引
先のうちアポイントが取れたのはわずか２先
でした。日々商品を販売してはいるものの、
いわば言われるままで、協業で顧客づくりに
取り組んでいる先、役員が営業現場でヒアリ
ングを頼める関係にある先が殆どなかったと
いうことです。これには非常に驚きました。
もちろん、製造メーカー側は次々と新商品を
企画・提案し、スーパー・コンビニ等の買い
手がその中から選ぶという買い手優位の構造

は当然ですが。
　こうした状況からのスタートだったため、
新商品開発に際しては、原点に立ち返ってな
ぜこのアイテムは採用されたのか、自社の強
いカテゴリーは何か、という点を突き詰め、
掘り下げるところから始めました。「袋パン」
における当社の主力は「あんぱん、フルーツ
パン、むしケーキ」の３カテゴリーです。こ
れら３つのカテゴリーの、いわば定番商品を
棚に置いてもらうために、季節の味覚を採り
入れた準定番商品だけを毎月出すという方針
を決めました。定番製品を中心とした営業活
動をサポートするための新製品という位置づ
けです。これには当初、社内の営業担当者、
とくに次々に新商品を投入する他社を意識す
る担当者からは猛反対されました。また、こ
れまで、いわば各自が思い思いに毎月20種
類もの新商品を企画立案していた開発部門も、
計画に基づいた行動を求められることとなり
反発を受けました。ところが、実際にアイテ
ム数を絞った３つのカテゴリーの準定番の提
案を繰り返していると、少しずつ評価をいた
だける先が出来、売上も継続して伸長してき
ました。
　さらに、シンプルパンと銘打った、マーガ
リン、ショートニング、イーストフードなど
の添加物を使用しない新カテゴリーを新たに
投入し好評を得ています。添加物は大量生産
には欠かせない要素です。従って、こちらも
当初は製造現場から絶対に無理と言われた取
り組みでしたが、「これができれば、我々の『強
み・こだわり』が必ず発揮できる」との信念
から、開発部門・製造部門が粘り強く試行錯
誤を繰り返したことで実現しました。通常の
袋パンよりも時間も手間もかかる製品を、一
定のコストの中で中量生産できる状況にレベ
ルアップ出来たと自負しています。
　袋パンの領域では、新商品をどんどん投入



する動きは変わりません。業界慣行といって
もよいかもしれません。他方、当社は、開発
リソースの絞り込みとともに、「強み・こだわ
り」にフォーカスすることで成果が出始めて
いると実感しています。営業部門のリーダー
を過去の経験値に囚われずに、３年前に開発
部門のリーダーに登用したことも大きな要因
です。顧客目線や営業目線を持った開発を目
指すとともに開発部門でも売上に対して一定
の責任を持つという意識を徹底できたことも
背景にあると考えています。
　こうした取り組みを通じて嬉しかったのは、
弊社の社員が「うちのパンは美味しくなった」
と、以前よりも自身で買い求めてたくさん食
べてくれるようになったことです。添加物不
使用のシンプルパンなどは、工場での生産テ
ストの段階で「このパン美味しいね」と社員
が発言するなど、自社製品への自信が芽生え
ていると感じます。

―今後の展望・抱負をお聞かせください。

　経営者として、これまでの4年間はただが
むしゃらにやってきたというのが正直な感想
です。コントロールしながら取り組む余裕が
なかったともいえますが。社員からは口うる
さい副社長だと思われているでしょうが、感

情はあまり隠さずに、叱るときは叱る・喜ぶ
ときは喜ぶ、というスタンスで社員に接して
います。ときには厳しく指導しますが、叱ると
きは「人」に対してではなく「事象」に対して
叱るという点は常に気を付けています。次世
代経営層を育成していくという観点で、前述
の部長職（全員が40代）に対して、当初のティー
チング的な私の関わりから、徐々にコーチン
グという立ち位置に意識してシフトしていま
す。以前は部門の会議や人事面談等について、
ほぼすべてを私が取り仕切っていたものを、
現在は一定程度部長職へ任せています。任せ
るところは任せながらも、新たなテーマ設定
など一緒にやりながら走っている感じです。

　今後は、一層「袋パンの可能性にチャレン
ジしたい」「袋パンの美味しさをもっともっと
広めたい」と考えています。インストアベー
カリーと比較しても、美味しさやイメージで
負けない「袋パン」を作るために、まだまだ
取り組むべき点はたくさんあります。今春、
IGPIから弊社へ転籍し100％木村屋総本店の
人間になったことは私の不退転の決意の表れ
です。社員からも、「ああこの人は本気だな」
と受け止めてもらえていればいいですね。ま
だ構造改革は道半ばであり「やっとスタート
地点に立った」というところでしょうか。

福永 暢彦（ふくなが のぶひこ）　 
株式会社木村屋総本店　代表取締役副社長 

1968年生まれ、滋賀県出身。神戸大学経営学部卒後、大手生命保険会社、業務改革コ
ンサルティング会社にてキャリアを積む。
2011年1月より、株式会社企業再生支援機構にて、中堅印刷メーカーの再生に構造改革
責任者（CRO）として従事し、再生経営者としてのキャリアをスタートさせる。
2013年4月より、株式会社経営共創基盤に参画し株式会社木村屋総本店に経営者とし
て派遣され、2013年10月より代表取締役副社長に就任する。2017年4月に株式会社
木村屋総本店に転籍する。「強みのある領域にフォーカスする」「仕組み・基準・手順に
基づいて行動する」ことを信念とし、創業148年老舗企業の一層の発展に取組中。



IGPIは 2015年10月にベンチャー企業の株式会社ユニフィニティーに出資いたしました。
出資から約2年を経てユニフィニティーは飛躍的な成長を遂げており、2017年8月には JR
西日本イノベーションズ様と日本ベンチャーキャピタル様から資金調達を行い、さらなるス
ケールを目指しています。本稿では、ユニフィニティーに対する出資の背景、ユニフィニティー
が提供するモバイルアプリケーション開発・運用プラットフォーム「Unifinity Platform」
の概要、IGPI が出資当初から現在に至るまで実施しているハンズオンでの支援内容について
ご紹介いたします。

　　 出資の背景　
　　 −労働生産性の向上を目指して−

　生産労働人口が減少を続ける日本。有効求
人倍率は過去最高を超え、労働の供給制約は
今や日本社会最大の課題の一つとなっていま
す。生産労働人口の減少に直面する日本が持
続的な経済成長を実現するためには、労働生
産性の向上が必須であり、政府も最重要政策
の一つとして「働き方改革」を掲げ、様々な
対策を講じています。
　労働生産性の向上は、サービスの高付加価
値化と業務効率性改善の二つに分解されます。
そのうち、短期的に実現可能なのは後者の業

務効率性改善であり、すべての企業が取り組
んでいるといっても過言ではないでしょう。
業務効率性改善の王道は業務プロセスの標準
化やモバイルワークの推進、業務のペーパー
レス化などであり、いずれの項目についても
システム化やモバイル化が大きな効果を発揮
します。しかし、コスト面の制約が大きく、
すべての業務についてITを用いた業務効率性
改善を行うことはできず、ほとんどの企業に
業務効率性の改善余地が残っているのが現状
です。
　一方、システム化やモバイル化を実際に手
がけるIT業界に目を転じると、ここでも圧倒
的な人手不足に悩まされています。経済産業

ユニフィニティーへの出資と
IGPIのハンズオン支援

金子 素久　マネジャー



省の調査によると、日本国内では2015年時
点で17万人のIT技術者が不足しているとされ
ており、2030年には不足人数が59万人に拡
大すると予想されています。特に、近年需要
が急拡大しているモバイル関連のプロジェク
トは、そもそも対応できる技術者数が絶対的
に少ないため、市場において需給が均衡して
いないのが現状です。
　このような社会的課題が存在するなか、IGPI
が注目したのが、ユニフィニティーでした。ユ
ニフィニティーが提供するUnifinity Platform
を活用すれば、今まで IT化が進んでおらず、
非効率なまま放置されていた業務を、高速・
低コストでシステム化・モバイル化すること
が可能です。しかも、開発はノンプログラミ
ングであり、非技術者であってもモバイルア
プリケーションを開発することができます。
　ユニフィニティーのプロダクトは、労働生
産性向上とIT技術者不足、両方の課題を解決
できる可能性を持っている、そのように考え
たことが、IGPIがユニフィニティーに対して
出資を行った背景です。
　冒頭でご紹介したJR西日本イノベーション
ズ様も、まさに同じ点に可能性を感じてユニ
フィニティーにご出資いただいており、今後
JR西日本グループ全体の業務効率化、ひいて
は働き方改革の実現に向けて協業を行ってい
く予定です。

　　 高い生産性を実現する
　　 モバイルアプリケーション
　　 開発・運用プラットフォーム

　ユニフィニティーは業務システムのモバイ
ル対応を高速・低コストで実現するUnifinity 
Platformを提供しています。Unifinity Plat
formを活用することで、ネイティブアプリ
ケーション（※）をノンプログラミングで開発
することが可能です。また、一般的にモバイ
ルアプリケーションはAndroidやiOSなど、
OS（Operating System、コンピュータを動
かす基本的なソフトウェア）ごとに開発する必
要があり、OSがアップデートするたび大幅な
作り変えを余儀なくされることも少なくない
のですが、Unifinity Platform独自のエンジン
により、一度でマルチOS（ Android、iOS、
Windows）対応のアプリケーションが開発で
きるうえ、OSアップデートがあっても動き続
けるアプリケーションを開発することができ
ます。そのため、一般的な方法で開発したア
プリケーションと比較してメンテナンスが容
易であり、保守コストを抑えることができる
のです。これらの特長が、高速・低コストで
のモバイル対応の実現を可能にしています。

※ネイティブアプリケーション：
スマートフォンなどの端末にインストールして使用す
るアプリケーション。Google ChromeやSafariなど
のブラウザアプリからアクセスして使用するアプリ
ケーションと比較して、スムーズな動作が実現でき、
端末固有のカメラ機能なども利用可能。

投資契約書調印式
左：JR西日本イノベーションズ奥田社長 
右：ユニフィニティー稲垣社長



　具体的な活用事例としては、営業報告など
のフロントオフィス系アプリケーションから、
経費精算・スケジューラーなどのバックオフィ
ス系アプリケーションまで、様々な用途での
活用事例が存在します。なかでも特徴的なの
が、社用車の使用状況を管理するアプリケー
ションや不動産物件の写真管理アプリケー
ションなど、いわば「ニッチな」領域での活
用事例が多い点です。このような領域は既製
品が存在しない、または存在してもユーザー
が使い勝手に満足していないケースが多くみ
られます。しかし、ソフトウェア開発会社に
スクラッチでの開発を依頼するほどのコスト
はかけられないパターンが多く、従来はエク
セルなどを利用して業務を行っていました。
そのような状況を変革するため、Unifinity 
Platformを活用して自社業務にフィットした
アプリケーションを開発し、低コストでのモ
バイル対応を実現するとともに、大幅な生産
性の向上を実現したのです。
　このように、ユニフィニティーは従来顧み
られることの少なかった業務用モバイルアプ
リケーション開発のロングテールにフォーカ
スし、カスタマイズ性の高いアプリケーショ
ンを低コストで提供する戦略によって、独自

のポジショニングを築いています。それを可
能にしているのが、圧倒的な開発生産性を実
現するUnifinity Platformであり、いわば「業
務用モバイルアプリケーションのマスカスタ
マイゼーション」を実現しているのです。
　Unifinity Platformのようなプロダクトは一
般的にMADP（ Mobile Application Develop
ment Platform）と呼ばれ、近年業務でモバ
イルが活用されるケースが増加しているこ
とを受けて、その市場は急速に成長していま
す。MarketsandMarkets社の調査によると、
2014年に1,919百万ドル程度だった世界の
MADP市場は、2019年には7,151百万ドル
に拡大すると予想されています。このように高
い成長性を有するMADP市場には大手ITベン
ダーも注目しており、2016年にはMicrosoft
が有力MADPのXamarinを数百億円で買収す
るなど、多くのM&Aも行われています。
　日本では業務でのモバイル活用が海外諸国
と比較して遅れていたため、MADP市場の立
ち上がりはやや緩やかでした。しかし、多様
な働き方の実現や業務効率性の改善のため、
モバイルを活用するケースは急速に拡大して
おり、それに付随してBYOD（※）も広まってい
ます。このような業務におけるモバイル活用

労働生産性向上 IT技術者不足

業務用モバイルアプリケーションの
　　　　　　　マスカスタマイゼーション

・ネイティブアプリケーションを
　ノンプログラミング開発
・マルチＯＳ対応
・容易なメンテナンス
・高速・低コストでシステム化・モバイル化
・日本発のMADP製品



の拡大に伴い、今後、日本におけるMADP市
場も大きく成長することが見込まれています。
※BYOD：

Bring Your Own Deviceの略で、個人が保有するスマ
ートフォンなどのモバイル端末を業務に使用すること。

　　 IGPIのハンズオン支援　
　　 −真に価値あるベンチャー支援の追求−

　IGPIはユニフィニティーへの出資当初から
常駐協業（ハンズオン）型での成長支援を行っ
ています。支援内容は多岐にわたっており、
事業戦略立案はもちろんのこと、営業活動の
実施、経理財務の高度化や広報支援など、会
社のなかで発生する様々な課題の解決に取り
組んでいます。加えてIGPIから社外取締役と
社外監査役を派遣し、ガバナンス面の強化も
支援しています。
　一般的なベンチャーキャピタルで、スタッ
フが出資先に常駐し、成長支援を行うケース
はほとんど存在しません。しかし、IGPIでは
プロフェッショナルスタッフを投資先に常駐
させることで、出資先の成長が加速すると判
断した場合、積極的にハンズオン型での成長
支援を行っています。
　また、もう一つの特徴的な支援として、顧
客候補の紹介が挙げられます。IGPIは様々な
業界のクライアントに対してコンサルティン
グをはじめとしたサービスを提供しているこ

とから、広範なネットワークを有しています。
なかには生産性向上のため、モバイルの活用
を検討されている企業も存在しており、ユニ
フィニティーのソリューションがその企業の
課題解決につながると判断した場合には、当
該企業にユニフィニティーを紹介するケース
も存在します。設立間もないベンチャー企業
はネットワークが乏しく、ビジネスの立ち上
げに苦労するケースが大半であり、このよう
な支援はベンチャー企業にとって非常に付加
価値が高いものです。

　　 さらなる発展に向けて

　現在、MADP市場の主要製品は、ほぼす
べてが海外の企業によって開発されたもの
であり、日系企業によるMADPはUnifinity 
Platform以外ほとんど存在しません。しかし、
海外製品との比較の結果、Unifinity Platform
が採用されたケースも多数存在し、製品の完
成度としては海外のMADP製品に全く引けを
取らないものになっています。今後は日本市
場のみならず海外市場にも打って出ることで、
日本発のMADP製品として、世界で勝負して
いく予定です。
　IGPIは、ユニフィニティーの世界市場を見
据えた事業推進を引き続き支援してまいりま
す。

金子 素久　 マネジャー 

新生銀行にてプライベートエクイティ投資、債権投資等のプリンシパル投資業務及び融資
業務に従事。IGPI 参画後は、通信・メディア・テクノロジー業界を中心に幅広い業界に
おいて、事業戦略立案と実行支援、プリンシパル投資、M&A アドバイザリー、事業再生
等に従事するとともに、複数の出資先において社外取締役として経営に関与。 
早稲田大学政治経済学部卒



  日本国内におけるビジネススクールの学
生の間で、毎年夏に盛大な“お祭り”が開催
されています。それは、日本企業が抱える
問題をテーマに戦略提言を競う大会である

「Japan Business Case Competition（通称：
JBCC）」です。
  JBCCは、国内ビジネススクール生に対して
より実践的な学習の場を提供し有能な経営コ
ア人材の輩出に寄与すること、国内ビジネス
スクールのバリューアップ・他スクールとの
交流活性化を図ることを目的に、2010年に
KBS（慶応ビジネススクール）の学生が発起
人となりスタートしました。以後、年1回開
催されていますが、毎年前年を上回る盛り上
がりを見せ、エントリー数では、2010年の
第1回大会の20チーム73名から、今年の第
8回大会では170チーム623名まで増加し、
相当規模のビッグイベントとなっています。
  JBCCのビジネスケースは、“経営のリアリ
ティ ”をとことん追及している点が大きな特
徴だと思います。リアリティのある戦略を立
案・実行するためには、事業戦略論や財務会
計論等といったビジネススクールの講義で教
わるベーススキルをそれぞれ別々に活用する
のではなく、それらを有機的・一体的・立体
的に捉えた上で、その戦略により従業員や顧
客・競合等のステークホルダーがどのように
連関し影響し合っていくかについて、如何に
解像度を上げて思考できるかが重要になって

IGPIの顔～こんな人・こんなチーム～シリーズ：

きます。JBCCは、このリアルな経営を行う
ための叡智を磨くことを目標に掲げ、経営の
総合力を競い合う大会となっています。

  本大会は参加者だけでなく運営についても
国内ビジネススクール生により行われていま
すが、IGPIもJBCCの理念に賛同し、第1回
大会から継続して、大きく2つの側面から運
営サポートをさせていただいています。
  1つ目は、特定非営利活動法人日本ターンア
ラウンド・マネジメント協会の許斐理事長を
始め、複数名の審査員により本選の審査が行
われますが、IGPIのパートナーである冨山和
彦・木村尚敬が、毎年、この審査員を務めて
います。IGPIも“経営のリアリティ ”を非常に
重要視していますが、様々な企業・事業の成功・
失敗を目の当たりにしながら経営のリアリテ
ィを追及し続けてきた人間の視点から、審査
とともに参加者の皆様へのアドバイスをさせ
ていただいています。
  2つ目は、木村の統括の下、戦略コンサルテ
ィングファーム出身者や会計ファーム出身者・
金融機関出身者等、多様なバックグラウンド
を持つIGPIのプロフェッショナルスタッフか
ら毎年ボランティアを募り、複数名でサポー
トチームを組成して大会に向けた事前準備の
サポートを行っています。毎年の大会コンセ
プトの策定から始まり、ケース問題の作成、
提出されたケース解答の予選審査まで、数か

国内MBAの祭典！
ケースコンペティションの舞台裏
樋口 雄也　マネジャー



月をかけて運営委員の方々と協働をしていま
す。この中でも、ケース問題の作成は毎年困
難を極め、IGPIサポートチームとしても、ダ
イナミックなチャレンジとなっています。経
営のリアリティを問うためには、経営の本質
は何か、何を論点とすべきか、どのような問
い・データを設定すべきか等について運営委
員・IGPIサポートチームのメンバー全員で頭
から湯気が立つ程考え抜き、侃侃諤諤の議論
を毎年繰り返しています。このプロセスを経
て出来上がったケース問題に対し、参加者の
方々が我々以上に知力・体力を使って練り上
げてくださった戦略を拝見・拝聴する瞬間は、
何度経験しても目頭が熱くなります。

樋口 雄也
マネジャー

大手会計系ファームを経てIGPIへ参画。IGPIでは、再生や成長など様々な事業フェーズにおける戦略
立案・事業計画策定・経営管理機能構築等に関する支援業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。
早稲田大学政治経済学部卒

  先に申し上げました通り、JBCCは規模が
相当に拡大し、いまや“お祭り”となってい
る大会ですが、もし、国内ビジネススクール
生の方で、参加されたことのない方がいらっ
しゃいましたら、是非ともチャレンジいただ
き、“経営のリアリティ ”を体感・体得いただ
ければと思います。また、すでに参加いただ
いた方も含め、皆様が日本、ひいては世界の
経済界を牽引する経営人材となられるために、
JBCCが少しでもお役にたてれば幸いです。



　若い頃（30歳の頃）仕事をしていてとても
不思議に思っていたことがありました。それ
は、自分の組織内であれ、外部の組織であれ、

「この人、頭良さそうに見えるけど、なんでこ
んなに仕事が出来ないんだろう？」と思う人
が結構いたことです。同じような学歴で、同
じような知性の持ち主に見える人が２人いて、
一方は「出来る人」もう一方は「出来ない人」
という状態を何度も見る機会がありました。
その頃は、私が知らないだけで、片方の人は
実は頭が悪いとか根性が無いというようなこ
とがあるのかもしれないと思って片付けてい
ました。
　その後、数年が経ち、上のようなケースが積
み重なってきて、漸く仕事の出来る出来ない
は知識や教養の差だけで決まるものではなく、
それ以外の要素がかなりのウェイトを占めて
いるということが分かるようになりました。
それ以外の要素のうち最も重要なものは、本
人が自分のことをきちんと認識できているか
どうかということです。自分が何が不得意で、
何ができて、他者との関係でその相対的位置
はどの辺りにあるかということを認識してい
ない人は、自分ができないことを平気で引き
受けてしまったり、欠けているものを補完し
ようともしなかったり、他者との分業の指示

が間違っていたりというような不都合を生
じさせます。
　それに対して、自分の能力や性格を正確
かつ客観的に認識している人は、そのよう
なミスは犯しませんし、部下など他者の能
力や性格などにも気を廻して客観視するの
で、指示も無理なく合理的なものになって
いきます。そこで、両者ともに知識という
道具は持っているが、一方は上手く使え他
方は上手く使えていないという現象が起こ
るわけです。
　どのような組織でも、マネジメントクラ
スになれば変化への対応、緊急事態への対
応などを迫られることになりますが、その
場合に自分の位置も、自分の置かれている
環境（組織の位置づけや部下の能力等）も、
客観的に認識できていないようでは上手い
打ち手は出て来ないでしょう。
　IGPIは真の経営人材の創出を理念の一つ
に掲げており、自己や自己の置かれている
環境に対する認識を高められる組織環境を
今後も整備していく所存です。私自身は客
観的認識力の向上の為の手法として仏教的
な物（マインドフルネスなど）を利用して
いますが、それに限らず、様々な手法を開
発していきたいと考えております。

菱田 哲也　 パートナー　 取締役 

アーサーアンダーセン（現 KPMG）を経て、ジェムアソシエイツ設立。産業再生機構の設立
準備に参画。機構解散後 IGPI を設立し現在に至る。
ジェムアソシエイツ代表取締役、オンリー社外取締役。エネルギー関連、地方自治関連等の
委員会委員の経験多数
東京大学法学部卒
著書に『働く人のためのマインドフルネス』（PHP ビジネス新書）

菱田 哲也

パートナーズコラム

マネジメント能力の基本



　2017年は国際秩序の転換の年と記憶される
だろう。米国トランプ政権の誕生や英国のEU
からの離脱に代表されるような保護主義とポ
ピュリズムの台頭、そして西側諸国の構築し
た国際秩序が揺らいでいる。そして日本周辺
では安全保障上の緊張が続いている。我々の
日常はもしかすると薄氷のようなシステムの
上に成り立っており、世界の明日は予見され
たものではないかもしれない。無論、企業経
営の世界は安定し予見可能な国際システムを
前提として成り立っているが、国際情勢、地
政学的リスクについても目を逸らすべきでは
ないと考える。想定されるリスクについてサ
プライチェーンの維持や従業員の安全確保な
ど、マネジメント人材が平時から備えるべき
ことは多い。企業の存続を危うくする事象が
起きてから、「それは頭に無かった」と言うこ
とは許されない。こうしたマクロなリスクへ
の対応と同様に備えるべきは近年のAI（人工
知能）に代表される破壊的技術の進展である。
技術はCTO（最高技術責任者）だけが把握
すれば良いものではない。自社の事業領域が
技術で武装した野蛮な来訪者に浸食されてか
ら「技術に疎かった」とは言えないのである。
現代のマネジメント人材は飽くなき好奇心を

持って学習し続け、未来を予見し事業と組
織を変革していくことこそが主たる業務だ
ろう。そしてグローバル企業のマネジメン
ト人材は明示的な倫理観の保持という新た
な課題を突き付けられている。折しも米国
バージニア州シャーロッツビルで起きた人
種差別的デモと衝突に対して、米国の大統
領諮問機関に名を連ねたCEO達は、大統領
が人種差別的デモに対し明確な批判を行わ
なかったとして、その対応を批判し辞任し
ていった。多様な人種、文化を尊重する多
国籍企業では明示的な倫理感を即座に発露
することが求められている。斯様に国際情
勢、技術、倫理という意思決定すべき事象
が多く存在する中で、IGPIでは国際協力銀
行とのJVであるJBIC IG Partnersの設立、
AI領域での投資やコンサルティング、組織
文化の醸成を行っている。今後とも一層の
プロフェッショナリズムをもってこの転換
期に対峙したいと考える。

塩野 誠

塩野 誠　 パートナー　取締役マネージングディレクター 

国内外において企業や政府機関に対し戦略立案・実行のコンサルティング、M&A アドバイザリー
業務、ベンチャー /PE 投資を行う。近年では AI/IoT 領域において全社戦略や事業開発のプロジェ
クトを多く手掛ける。シティバンク銀行、ゴールドマン・サックス、起業、べイン & カンパニー、
ライブドア等を経て現職。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、JBIC 
IG Partners 代表取締役 CIO、人工知能学会倫理委員会委員
慶應義塾大学法学部卒、ワシントン大学ロースクール法学修士

『国際秩序、技術の転換期にあたって』




