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　中国拠点の会議室にて2時間の定例会議・・・アジェンダには、市場環境、財務状
況、リストラ、材料費削減、売上拡大施策、人材育成など、まさに経営の重要要素が
並びます。各領域に精通したIGPIのメンバーが分析に基づく考察を説明し、議論の論
点を整理、クライアントメンバーと協議を重ね、マネジメント層、各現場とのコンセ
ンサスを形成、明日の実行のためのタスクを確定させる・・・。IGPIの中国拠点再建
の支援プロジェクト一局面です。

　これまで中国の経済成長に伴う市場としての規模や、低人件費のコスト競争力の観
点で生産拠点を中国に置くことが続きました。しかし、実質稼ぐことが出来ていない
ケースが散見され、撤退が相次ぐこともありました。中国経済の停滞、人件費の急高
騰など経営環境の悪化があったことは間違いありません。しかしながら、日本企業の
海外展開の稚拙さにも起因します。短絡的に人員整理をする企業もあり、操業に問題
をきたして余計混乱するケースも散見されます。また、中国企業との合弁でうまくい
かなくなったケースも多く見られます。

　IGPIは日本製造業、特に部品・機械メーカー等のB2B事業を営んでおられる企業
の、中国拠点の再建や拠点成長戦略策定・実行における取り組みをご支援して参りま
した。IGPIならではの、机上の戦略に留まらない、あるいは財務、戦略、生産といっ
た限定された機能に留まらない、経営そのもののハンズオン支援を通じ、知見を蓄積
して参りました。本稿において、その知見の一部をご紹介することで読者の皆様の、
中国拠点における構造改革、再建、再成長への取り組みの一助となれば幸甚です。

■はじめに
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IGPI 流アプローチ　全体像
IGPI ではこれまで主に日系B2B 製造業の多くの中国拠点再建をご支援して参りました。各企業ある

いは拠点それぞれで若干のカスタマイズはあるにせよ、概ね以下の図のような再建アプローチをとりま
す。

A：
財務状況の
見える化

B：
拠点の意味合い

整理

C：
製品ミックス検討

D：
売上計画策定

E：
売上拡大施策

検討

F：
コスト削減施策

検討

G：
財務シナリオ

検証

H：
実行管理
（PDCA）

現状把握 概要計画策定

詳細計画策定 実行

IGPI 流アプローチ全体像

ここではその流れについて、概略をご説明します。まずはA：財務状況の見える化です。当たり前
のように聞こえますが、製品別・顧客別に損益が把握され、計画された利益と実績との差異が把握され
てない事が多いものです。この局面において、IGPI の基本姿勢は「誰も信用しない」です。定期的に
レポートされているような加工済データではなく、生データから各製品別の損益実績を算出します。
　
この製品別の損益実績から財務状況を精緻化して議論するべき内容が、B：拠点の意味合い整理です。

そもそもこの拠点の存在意義は何か、という戦略的な考えを整理、振り返ります。拠点単独でのプロ
フィットセンターなのか、あるいは他の拠点や事業をサポートするコストセンターなのか、といった方
向性により、再建・改革の取り組みは異なってきます。改めてグループ全体における当該拠点の「位置
づけを明確化する」のです。

どの製品が儲かっているのか・いないのか、そして拠点そのものの機能が明確になって議論するべき
事が、この拠点で今後何を生産（＆販売）するのかというC：製品ミックス検討です。儲かっていない
製品を、「売りやすいから」ととりあえず売り続けていることも多く見受けられます。また、営業サイ
ドと生産サイドがそれぞれサイロ化し、どの製品を売れば儲かるのかが見えないこともあります。儲け
るために何を売るべきなのかを組織を横断して決める必要があります。言い換えれば、「何を売らない
のか」という決定とも言えます。
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今後売る製品が決まれば、次はD：売上計画策定です。中国拠点に関わらず、再建が必要な状態となっ
た事業では売上の計画の未達成が常ですが、特に中国では営業の最前線を中国人に任せており、どのよ
うに受注を獲得するのかというシナリオがブラックボックスで、実績との乖離も分からず改善の打ち手
が取れない事が多くあります。結果として現地の営業担当の日本人を責めたり、中国人営業マンへの経
済的インセンティブを上げて終わり、ということも・・・何もしないで受注が来るということはありま
せん。ここでは、顧客別、チャネル別、製品別のシナリオを策定します。そしてそれを「実地に落とす」
ということを徹底的にやるのです。

既存顧客・チャネルに対する確実性のある受注計画が出来ても、多くの場合は必要な売上に達しない
ものです。そこで、E：売上拡大施策検討が必須になります。既に儲からない製品は製品ミックスの検
討の中でふるい落とされています。そのため制約のある製品ラインで新たな顧客の発掘や、製品以外の
サービス提供機会で売上を創る必要もあります。

売上の計画が確定したら、P/L 構造を描くことが出来ます。その売上と連動して変動費・固定費のコ
スト構造が考察出来るからです。しかし、多くの場合現状のコスト構造では利益が出ないため、F：コ
スト削減施策検討が必須となります。そうして「利益が出来る構造を作り込む」のです

前段までの P/L の構造が固まったら、B/S と連動させて G：財務シナリオ検証を行います。売上と
コストで P/L を作り込みましたが、資金繰りが機能して事業が継続できるのかは別の問題です。債務
超過リスクが懸念される場合もあります。「事業運営の収益性と財務的な仕組みを繋げた検証」をシビ
アに見ていきます。

仕上げは、H：実行管理（PDCA）です。前述でやることは決まりました。それを実際の業務・タス
クスケジュールに落とし込み、実行局面においてはいわゆる PDCAを廻していきます。この過程で計
画を修正しなくてはならないことも頻発します。変わること自体は問題ではありませんが、必ず状況を
確認し必要な是正措置を実施するプロセスを日常の業務に組み込みます。これこそが「強い組織能力」
であり、稼げる拠点になるための体質変換です。

⿇⿇計画作りの基本原則
ここで、前述のような戦略・計画策定の際に考慮しなければならない４つの原則についてご説明しま

す。

　�ファクトベース：基本中の基本ですが、事実に基づいて現状分析を行い、その上で取るべきアク
ションを検討しなければなりません。よく、経営企画部門等がろくに現地にも赴かずに計画を作っ
たりしています。これではダメです。事実を掴めるかどうかは投入工数に依存する部分もありま
す。緩い再建計画の背景には、不十分な工数投入が背景にあることも多く、計画策定担当チーム
は暫定的に 100%近くの工数を投入させるアサインも重要です。

　�スピード：計画作りの時間軸ですが、大凡 3ヶ月で作成するのもポイントです。1ヶ月では調査・
分析がしきれず、結果として実現可能な、言い換えれば現場の人間にとって腹落ち感のある計画
になり得ません。一方で時間をかければ良いものが出来るというわけでもありません。時間をか
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けても精緻化が進むだけで、再建の方向性ややるべきアクションに変わりは無く、一方で緊張感
が無くなるという弊害も出てきます。3ヶ月で計画を作成し、各関係者と合意する。この初速を
付けることが後工程の実行フェーズへ繋げるための実践的な時間軸と言えます。

　�関係者を巻き込んだ合意形成：スピード感を持って計画を策定しても、関係者間での合意形成、
そして意思決定というアクションがなされずに進み、結局、実際の行動に繋がらないというのも
よくあることです。誰と誰が、いつ、どのような合意形成・意思決定をするのか。計画づくりの
最初でその設計をしておき、粛々と計画策定を進め、そのタイミングが来たら合意形成・意思決
定の場を設ける。こういった事前設計も必要です。現実的には一度で意思決定まで出来ることは
困難ですので、例えば 3ヶ月の計画策定であれば、1.5 ヶ月目で一度、意思決定者に報告、そこ
で論点の摺合せを行いある程度合意形成、3ヶ月目で意思決定し切る、という流れが現実的でしょ
う。

　�改革施策の具体化：再建のための行動計画に、材料費をXX%削減、新規顧客を獲得、などの施
策が並んでいることがあります。計画を構成する要素として、これは粒度が粗いと言わざるを得
ません。「XX案件向けの設計において代替素材検討によるXX部品コストXX%削減」というよ
うに、担当者や効果発現タイミングが具体的に決定できるまで、解像度を上げなければ PDCA
が廻りません。細かい施策の地道な積み上げ、これが実現性ある計画作りの肝となります。
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IGPI 流アプローチ　実践編

A：
財務状況の
見える化

B：
拠点の意味合い

整理

C：
製品ミックス検討

D：
売上計画策定

E：
売上拡大施策

検討

F：
コスト削減施策

検討

G：
財務シナリオ

検証

H：
実行管理
（PDCA）

現状把握 概要計画策定

詳細計画策定 実行

IGPI 流アプローチ全体像

ここでは前述の IGPI 流アプローチの各ステップについて説明します。実際には相当に細部に至って
定量・定性の両方の情報を整備します。また業界特性等を加味し、各タスクのカスタマイズも発生しま
す。尚、ここでは部品や機械メーカーといった B2B 製造業を想定します。
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⿇⿇A：財務状況の見える化

自動計算 ～～
押出 直接作業時間

製品別
人工数

（実稼動
時間）

製品別
設備稼動

時間
直接作業
時間率

製品別
人工数

（実稼動
時間）

製品別
設備稼動

時間
計

AA220000 300 300 0.04412 300 300 600
BB220M25

BC220M10
BC220N10
S000E402

BC220M15

設計
工数

（実稼動
時間）

製造
台数材料費 外注加

工費

入力 入力 入力 入力 入力 入力 ※計算 合計

直接
労務費 変動経費 管理部門

労務費
管理部門

経費
減価償却

費

AA220000  0 0 31,250 2,250 9,358 3,283 10,027
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0

56,168
BB220M25

BC220M10
BC220N10
S000E402

BC220M15

直接
材料費

外注
加工費 ・・・

算出作業 作業担当
①材料構成情報を取得 生産技術
②購買データより製品別材料平均単価を算出し、実績単価マスタ作成
③材料構成情報から製品別製品別に実際単価を紐付け 購買
④材料構成情報に沿って製品別に製品別実際単価を積み上げる
①[作業日報]に記入された人の実稼働時間を集計 生産技術
②工程別（人別）の労務費を集計・入力 管理
③工程別人賃率を算出 管理
④製品別・工程別の直接作業時間を集計
⑤製品別・工程別の直接作業時間×人賃率で製品毎の直接労務費を算出
①本社経理より各部・課毎の労務費合計を取得・入力 管理
②生産管理より[ロット指示書/生産指示書]の合計発行枚数を集計・入力 生産管理
③製品別の[ロット指示書/生産指示書]発行枚数を集計し・入力 生産管理
④配賦額を算出
①本社経理より各部・課毎の労務費合計を取得・入力 管理

構成情報から製品別の材料単価を積み上げ

労
務
費

人員に基づき管理部門の全労務費を集計

製造間接
労務費

人員に基づき工程別の全労務費を集計
日報から実稼動時間を集計し、賃率を設定直接労務費

人員に基づき各部・課の全労務費を集計
ロット指示書、生産指示書の枚数から配賦率を設定

費用項目

直接材料費

データソース/算出方法

原価算出
ロジック検討

実績収集
単位の検討

標準原価
算出

標準原価
算出ロジック定義

実績収集の単位の決め方がポイント

現実的に実績収集が可能であること
現場での改善活動に活用できること

実際原価の算出 標準原価の定義

実績収集／
実際原価算出

図A　原価見える化のアプローチ

【課題】
検討対象の拠点の現在の立ち位置を明確にするには、特に収益性に関する財務数値を明確にすること

が必要です。そして、多くの企業で問題となっているのが製品や案件毎の実際原価が見えないため、何
が儲かっていないのか、儲かっているのか、見えないという状態です。ここでの見える化の粒度は、“ 製
品別 ” が基本です。よく、事業や製品群別に売上とコスト概要が把握され、製品別にはなんらかの基準
で配賦しているケースがありますが、これは意味がありません。

【対応】
原価を見える化するには、現場情報を収集し、現実的な算出ロジックの設計が不可欠です（図 A）。

しかし、中国拠点ではローカルのキーマンが現場を掌握しているものの、日本からの駐在員や、本社か
らの計画策定の担当メンバーに対して非協力的なこともあります。この場合、その人を避けて通らずに、
真正面から協力を仰ぎましょう。こうした再建計画の取り組みは、そのキーマンにとって自己否定の構
図となりますが、あくまでこの取り組みは当該拠点のため、ひいてはそのキーマン自身のためであると
いうことを地道に説明しましょう。計画策定後の実行面の観点からも、こうしたキーマンは必ず巻き込
みが必要です。

また必要なデータがそもそも存在しない場合等は、ストップウォッチを片手に現場に張り付く、ある
いは手書きの日報をエクセルに手入力して、分析できるようにするという非常に泥臭い作業も必要です。
なぜなら、これにより飛躍的に有効な分析が可能となり、適時・適切な意思決定を引き出すことが出来
るからです。中国拠点では尚更、現場のブラックボックス度合いが大きいことはよくあります。こんな
泥臭さも、中国拠点だからこそ不可欠なのです。

【まとめ】
実際原価の見える化は基本中の基本です。この地道な作業こそが後続タスクで再建に向けた組織的活

動を展開出来るかの決め手となります。
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⿇⿇B：拠点の意味合い整理

顧客動向

顧客価値

製品・サービス
ロードマップ

製品開発
ロードマップ

FY20XX FY20XX FY20XX FY20XX

シリーズ シリーズ
シリーズ

シリーズ

モジュール モジュール
部品

工程

部品

工程

拠点機能 企画
営業 設計 調達 工程

設計 製造 サービス

生産戦略
ロードマップ

部品
■拠点機能定義の論点
・カバーするバリュー
チェーン範囲（プロ
フィットセンターorコ
ストセンター）

・顧客のロケーション
・生産地・物流方針
・内外製、調達、設備導
入方針とそれによるコ
スト構造など

図B　製品ロードマップ・技術開発と拠点戦略との関係イメージ

【課題】	
その拠点の機能は何なのか、本当にその拠点が必要なのか？改めて問うと不明確なことがあります。

ブームで進出して、ローカル企業と共同出資、しかしマネジメントは先方に丸投げ。いつしか、その拠
点の位置づけが曖昧になっているケースも散見されます。再建や成長の戦略策定において、それを整理
し直すことは必須です。

【対応】
図 B は事業戦略～生産戦略の関係性イメージです。顧客動向を鑑みてどのような価値を提供してい

くのか、自社はどのような製品・サービスを通してその価値提供を実現するのかについての製品ロード
マップがあります。そしてその製品を実現するための製品開発ロードマップ、その製品供給を実現する
ための生産戦略があります。ここでの生産戦略はどこの拠点で何を生産し、全体としてどのような
SCM を構成していくか、という観点ですが、生産機能単独では無く、事業戦略からの落とし込みが重
要となります。

各拠点は独立した法人として決算をしていますが、事業軸で見たら実際には生産機能のみを果たして
いるコストセンターでしかないこともあります。上述の事業戦略から繋げた検討があって初めて、対象
拠点の製品ミックスや全社のバリューチェーン上の位置づけを整理することが出来ます。当然、場合に
よっては統廃合が必要なケースもあります。実際の統廃合の検討においては、最終的な意思決定者が不
明確なことがあります。ネガティブな意思決定ですが、中長期の事業の成長においては前向きであるこ
とを理解し、検討初期段階で誰が（あるいはどの会議体で）最終決定するのかを明確にしておくことも
実務上は重要です。

【まとめ】
拠点単独ではなく、顧客、事業特性、コスト構造の観点で、どの拠点で何を生産・販売する機能を担

うのか、事業全体からの視点で検討することが必要です。
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⿇⿇C：製品ミックス検討

①製品（群）レベルでの
採算性評価

②残すべきコア製品の
効率化余地検証

③顧客影響洗い出し
終息/撤退時期方針決定

④売上規模や適正な
固定費などの算定

・製品 （群） 毎レベル
で、コスト構造・利益率
を分析

・製品（群）ごとのコア・
ノンコアの線引きを実施

・①で線引きした、ノンコ
アの製品（群）を廃止

・コア製品（群）に注力・
集中する場合の効率化余
地検討

・②でノンコアとした製
品について対策を検討

・選択と集中に伴い、適正
な固定費規模等を算定

＜検証ポイント＞
工場別損益は？
品種/品目数と売上・粗
利率の関係性分析は？

 製品群・製品別の損益
は？

強み・技術優位性は？

＜検証ポイント＞
稼働率の状況は？
ライン変更・工場集約化
による原価低減余地は
あるか？

仕入価格改定の余地は？

＜検証ポイント＞
供給責任に関する契約
はどうなっているか？

ノンコア製品撤退の場
合、代替案は提示可能
か？

＜検証ポイント＞
工場集約・製品撤退に紐
づけ削減すべき固定費
は？

その金額はどの程度か？

図C　コア・ノンコアの見極め

【課題】
ここでの製品ミックスとは、当該拠点で販売・生産を行う対象製品の定義のことです。営業の現場は

必ずしも “ 売るべき ” 製品の受注を取っているとは限りません。実は採算性が低いもの、あるいは設備
制約等でその拠点では生産しにくいものを、単に顧客要望に従って受注していることもあります。背景
には単年度売上が各営業担当者の評価指標となっていることもあります。これでは、各現場が頑張って
も利益が出ない、という状態となります。

【対応】
この拠点は何を売るべきなのか。現在の市場環境、自社の製品別収益性を考慮して、今後の製品ミッ

クスを再構成することが必要です（図 C）。まず、製品あるいは製品群単位で、収益性を確認し、この
拠点が稼ぐことが出来る製品は何か、という観点でコア製品かノンコア製品か、と線引きをします。コ
ア製品は徹底的な効率化・原価削減・営業強化の活動を展開します。一方、ノンコアとなった場合、既
存の受注を出荷したら廃止します。これが残っていると、コア製品に注力したくてもリソースが分散す
るため、この “ 廃止 ” が重要です。そして、コア製品の売上計画を策定し、それに伴う利益計画を策定
します。

【まとめ】
売れば売るほど赤字になるけど工場の操業を上げるために目をつぶって受注・生産している・・・よ

くあることです。しかしそれは、材料を消費し、設備を動かすために各種の費用が発生するため余計赤
字を生みます。シビアに製品の収益性をチェックし、何を売らないのか、という “ 捨てる作業 ” に注力
することも肝要です。
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⿇⿇D：売上計画策定

ポテンシャル
案件抽出 確度検証 数値検証 実行計画・体制

実行PDCA 

優先度設定短期

中長期

追加案件
掘り起し

PDCA
プロセス構築

営業体制 営業プロセス自社技術精査 中期マーケテイン
グ計画策定

各営業担当・販
社・代理店が持
つポテンシャル
案件の抽出

技 術 棚 卸 、 開 発
ロードマップ見直
し（拠点のみでは
なく本社含む）

顧客別のニーズ掘
り起し、当社価値
訴求計画の策定

マーケティング実
行体制、インセン
ティブ体系の再構
築

情報集約、対応施
策設計、実行、是
正のプロセス構築

各案件の受注確度
を確認（リスク検
証）

売上、原価等を鑑
み、リスク込み成
り行き数値を検証

既存・新規顧客
に提案可能テー
マを抽出

規模、確度、時期
を考慮し、営業・
技術リソース投入
の優先度を策定

営業・開発・生産
等のチーム組成、
実行計画を策定

モニタリングの会
議体や数値整備の
プロセスを構築

案件進捗、確度推
移 を モ ニ タ リ ン
グ、リソース調整
等実施

図D　営業戦略再構築

【課題】
売上は当然ながら勝手に拡大することはありません。また、再建が必要な状況の拠点では、売上は必

ずといっていい程下がります。そのため既存の計画は全く有効ではないという前提に立つ必要があり、
IGPI の経験からも当初策定された売上計画がとん挫、というシーンを多く見てきました。営業が顧客
との接点も無く、また技術的な実現性が確認されていない案件を売上計画に入れていたりします。逆に、
計画に盛り込むと失注した際に責任を問われるので、受注出来るまで自分の案件をオープンにしないこ
ともあります。これでは営業活動の PDCA が廻らず、下流の生産活動における効率も低下します。

【対応】
短期で売上を刈り取る観点と、中長期に売上を創っていく観点とありますが（図 D）、再建・構造改

革が必要なフェーズになった企業・拠点においては短期中心で検討し、売上不足分を中長期からなんと
か前倒しで実現する、という考え方になります。まずは短期で受注可能性のある案件を抽出し、受注に
向けた行動計画を精緻化します。そして、この案件は確立 50%、これは 70%・・・のように失注リス
クを考慮して、売上金額を見積もります。それで現在のコスト構造を基に利益シミュレーションを行い、
必要な利益が出せればよく、出せない場合は売上追加施策を抽出します（次項 E 参照）。

【まとめ】
言うまでも無く受注計画は、後続の生産計画・調達計画・人員計画などを固める上でのインプットと

なります。最初にポテンシャル案件を出し切って、徹底的にリスクを検証、それでも売上は落ちる・・・
というシビアな前提で計画を策定します。
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⿇⿇E：売上拡大施策検討1　新事業機会抽出

既存 新規
市場・チャネル

白地領域

未進出エリア
など

製
品
・
サ
ー
ビ
ス

新
規

既
存

図E-1　新規事業ポテンシャル領域
市場 業界構造・特徴

KFS 当社現状

現状課題サマリー

事業機会

アプローチ

バリューチェーンと施策

【戦場】 【武器】 【戦い方】

競合
【中国系】
 XXX

【日系】
 XXX

寡占度

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

【その他】
 XXX

○

△

△

△

低

XXX原価低減 プリセールス
組織設立

XXX領域にて
実績蓄積

顧客XXXの
案件獲得

XXX地域に
営業展開

XXX地域へ
順次展開

本社より
XXX移管

XXX

設計

N/A

リサーチ

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX当社
現状

提携先
候補

営業

XXX

設置

XXX

製造

N/A

アフター

n/a

【コネクション】
 XXX

【新規XXXの成長】
 XXX
【XXXに対する顧客認識】
 XXX

 XXX

 XXX  XXX  XXX

【実績】
 XXX

【価格】
 XXX

【プリセールス】
 XXX

図E-2　事業機会の整理

【課題】
既存製品の既存顧客への売上向上にも限度があります。前項 C の製品ミックス検討で製品群を絞っ

た後は尚更で、むしろ減少の傾向があるでしょう。そのため、前項 D で売上計画を策定しても、その
拠点に必要な売上金額に不足することがあります。時折、日本の工場で生産している製品・部品を、中
国拠点に生産移管して、売上不足分を補てんしていることがあります。グループ全体でコストメリット
が出ていれば良いですが、そうでない場合、これは意味の無い “ 延命 ” と言えるでしょう。

【対応】
図 E-1 のように、既存製品・既存市場から浸み出す事業展開が必要です。まずは既存製品で現在の対

象市場以外、例えば中国内の未進出エリア、あるいは近隣アジア諸国を検討します。次に既存顧客へ自
社の別の製品・サービスが提供出来ないか検証し、ターゲット市場を定めます。

市場を定めたら次に図 E-2 のような流れで、その業界での KFS（Key Factor for Success）を整理し、
事業機会として戦場（顧客・業界）、武器（製品・サービス）、戦い方（差別化方法等）を検討、その実
現アプローチへと落とし込んでいきます。自社で全て出来ないこともありますので、各バリューチェー
ンでどのような外部企業と組む必要があるかも考察します。

現実的には、短期で実現できることは限られます。しかし、今ある武器だけでは限界があり、事業と
してもじり貧、ということがあります。この場合、短期視点だけでは解決しません。次の再成長のため
にも中長期的視点からの検討も必要になります。製品だけではなく、メンテナンス等のサービス拡大も
大きな論点となります。当然ながら中国拠点単独ではなく、本社や技術部門との連携が必要です。

【まとめ】
単年度売上だけを追うような短期視点に陥ると、せっかく製品ミックスを整理しても、なし崩し的に

元の売りやすいものを売る営業に戻ったりします。きちんと再成長に向けた中長期的視点でも戦場、武
器、戦い方を導出・実行することが、本質的な競争力の再構築に繋がります。
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⿇⿇E売上拡大施策検討2　中国国内向け（内販）事業拡大

初期調査

…

…

候補分野

事業機会探索
ネタを洗い出す

実行準備
ネタを仕込む

事業展開
収益を上げる

基本情報
分析

業界構造
トレンド
代表的企業
市場規模

強み棚卸
既存製品・技術の評価

リレーション・ネットワーク
等の洗い出し…

市場動向調査

市場機会 ターゲット
事業機会
リスト

製品・サービス
用途

ターゲット
顧客層

顧客具体名
意思決定者
パートナー
コネクション

…

パートナー
候補一覧

事業機会
仮説

事業機会
洗出し・評価、
仮説構築
・・・

事業機会
Ａ

事業機会
Ｂ

事業機会
Ｃ

事業機会
Ｄ

市場機会の
優先順位付

事業開発
支援

※優先順位の
高い市場機
会について
深堀り調査
を実施

※企業・有識者インタ
　ビュー等を通じて実施

営業支援
Ｍ&A・
会社/ＪＶ
設立支援
・・・

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
廻
す

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
高
速
回
転

図E-3　事業機会探索プロセス

【課題】
これまで日本企業は、中国を生産拠点と位置づけて輸出、又は日本企業のみを対象に販売しているこ

とも多く、また、内販（中国国内向け事業）に取り組んでいた企業は、これまで右肩上がりの中国経済
成長を享受出来ました。しかし、労働コストの上昇や中国経済の減速によって、事業モデルの転換、特
に改めて内販拡大へきちんと向き合う必要性が高まっています。一方で、駐在員の減少が進み、現地の
人材育成も追いついていない中、今後さらに中長期的観点で内販拡大を実現するには、事業構想立案・
実行出来る経営企画人材が不足していると感じます。

【対応】
図 E-3 は、営業改革を進めるときの、最初の事業機会探索プロセスを示したものです。営業に問題が

あると、つい目先の営業管理へと注目してしまいがちですが、まずは、上流に立ち戻って戦略を練り直
すことが重要です。ここでは、公開情報等に頼らず、必ず自分の目、耳、足で集めた一次情報にこだわっ
て仮説の検証を行っていくことが要諦です。また、自社内部に完結することなく、必要に応じてビジネ
スパートナーを探すことも含めて検討します。

その後の営業管理面の整備段階においては、目の前の現場管理だけではなく、より上位のガバナンス
面からの取り組みも重要です。ガバナンスを効かせるためには、営業トップの要件定義・選任、報酬・
評価設計、更には解任を押さえることが必要です。他方で、現場管理については、営業のインセンティ
ブを加味した KPI 設計・見直しの PDCA サイクルを高速回転させます。

【まとめ】
営業改革というと、現場改革に注力してしまいがちですが、根本原因を特定して、そこから変えてい

かないといけません。特に、中国で内販拡大するということは今までとは全く違うゲームです。新しい
戦略・組織をつくるくらいのつもりでドラスティックに実施することが大事です。
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⿇⿇F：コスト削減施策検討1　調達コスト

自社の力が大きい サプライヤの力が大きい

条件適正化
調達拠点間のギャップ適正化
サプライヤ間のギャップ適正化
原価分析に基づくコスト基準とのギャップ適正化

協働コスト低減
協働開発・設計
協働プロセス改善

サプライヤ切替
他拠点既存サプライヤへの切替
新規サプライヤ開拓

ボリューム創出
サプライヤ集約
共同購買

部品共通化

仕様適正化
仕様の変更
材料使用量の変更
汎用品への切り替え

内製化
完全内製化
一部内製化

コスト削減のための主要な打ち手パターン
短期施策 中期施策

Yes

No

前提条件

拠点に開発・設計機能を有するか？
対
サ
プ
ラ
イ
ヤ
施
策

対
部
品
施
策

図 F-1　調達コスト削減検討

【課題】
材料費・部品費を中心とした外部からの調達コストは、原価に占める割合が大きいことから、削減効

果も大きい傾向にあります。しかしながら、調達コストの削減は設計から購買、製造といった組織を横
断して、本質的なものづくり力を向上しなければ削減が出来ません。特に中国拠点は日本で設計したも
のの生産だけを行うことも多く、その場合はいわゆる VA/VE を独自で行うことが出来ません。

【対応】
図 F-1 は、調達コスト削減施策の整理表です。対サプライヤ施策は比較的短期的な観点の施策、対部

品施策は中長期的な観点の施策となります。中国拠点の調達コストを削減するには、開発・設計機能を
有しているかどうかで、その拠点単独で実行可能な施策が分かれます。

短期的には各サプライヤの納入価格を分析し、条件の適性化・価格交渉によってコスト削減をします。
新規のサプライヤを積極的に開拓し、サプライヤ間の競争を促進させる取り組みも有効です。中長期で
は、部品を共通化、仕様変更による効率化（素材変更、部品数量削減等）、あるいは自社で内製化する
などのエンジニアリング領域の取り組みを実施すると削減効果は大きくなります。しかしこの領域は、
その拠点に開発・設計といった技術部門の存在が不可欠です。存在しない場合は、設計を担当している
部署（日本拠点等）と連携して推進することが必要となります。

【まとめ】
調達コスト、特に材料費の削減は本質的なエンジニアリング領域からのコスト競争力の有無を意味し、

時間を要することが多くあります。短期でやれること、中長期で取り組むべきことを精査し、地道な改
善を蓄積する必要があります。
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⿇⿇F：コスト削減施策検討2　内外製適性化
図 F-2　内外製検討フロー

付加価値がある工程であるか？

スタート

競争力の
源泉となる

工程

競合との差別化
が効く工程

品質要求・
加工難易度が

高い工程

外製

研磨、酸処理、
検査など

配管・組み付け
など

内製

YES

YES YES YES

NO

NO NO NO

大物機械加工・
溶接部品など

特定金属材加工
など

ハイエンド向け
製品・軸受部品など

当拠点で
加工可能

【課題】
工程や部品の外注化は、コスト削減において大きな効果を見込める施策です。しかしながら、きちん

とした検討がされず、実は管理工数だけかかり、リードタイムも不安定ということもあります。また既
存の外注業者に慣習的に任せており、それが適切なのかの振り返りが無いこともあります。これらは、
全て自社のコスト競争力の低下に繋がります。そもそも、“ なぜ、何を外注するのか ” という外注化の
方針が不明確であることが散見されます。

【対応】
その拠点の工程全体を見渡し、何が付加価値を生んでいるのか。設備や工員のスキルセットを鑑みて、

他社に比べて何が強いのか、逆にどのような工程は弱いのか・・・。こういった検証を踏まえて、“ 何
を外注するべきか ” を明確にします（図 F-2）。生産している製品・部品の機能を生むための工程、即
ち付加価値のある工程、あるいは設備やノウハウにより他社に対して優位性のある工程は自社でクロー
ズして、競争力領域としてより強めるために改善活動を展開します。

上記の基準に該当しない工程（非競争力領域）については外注化の対象です。既存の外注業者に限定
せず、新規開拓も積極的・継続的に行うべきです。また中長期的にどの業者にどの工程を集約して、ボ
リュームメリットを創出し、Win-Win の関係を創るか等も検討します。これらの考察が外注先選定の
基準、採用後の教育・指導の指針ともなります。

【まとめ】
生産している製品・部品の特性に鑑み、どの工程が付加価値を生んでいるのか、また自社で持つ必要

の無い工程は何か。改めてこの検証を徹底し、内外製戦略を明確にしましょう。
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⿇⿇F：コスト削減施策検討3　人件費

タスク例
リストラ実行キーパーソンへの開示

説明文書の確定
残業務の引継ぎ処理
合意解除の経済補償方案
X-day 当日のスケジュール案に関する意見聴取

説明書類以外資料一式の確定
企業組合への説明文書
X-day 総経理スピーチ原稿
経済補償金計算
想定問答集の作成

組合に対する説明
説明文書交付
合意解除の経済補償方案協議・交渉
X-day 当日のスケジュール案に関する意見聴取

リテンションプランの策定

手法 主なメリット 主なデメリット

合意解除

•	リストラ 30日前の労働組
合協議、労働局届出の手続
が不要になる
•	リストラに比べると対象者
のチェリーピックを行う余
地あり

•	個別交渉の負荷が高く入念
な準備が必要
•	合意解除に応じない従業員
に対する解雇方法の事前設
計が必要
•	リテンション施策が組めて
いないと優秀人材が流出

リストラ
（政府届出を経ての

解雇）

•	違法解雇を争われるリスク
が小さい
•	従業員との交渉窓口が統一
され、交渉プロセスにおけ
る無用な混乱は生じにくい

• 	30 日前の労働組合協議、
労働局届出が必須となり、
協議を経てプラン修正が
生じる可能性

•	解雇対象者選定に一定の制
限が加わる

図 F-3-1　主な人員削減手法 図 F-3-2　人員削減時のタスク例

【課題】
拠点によっては生産性が低く、人員余剰が大きいこともあります。その場合は、固定費を適正な規模

まで圧縮するための人員削減が必要になります。しかしながら、やみくもに人数を削減してしまうと、
その後のオペレーションで問題が生じることもあります。辞めて欲しくないキーマンが辞めてしまった
り、どの機能をどのような体制で回していくのかという、リストラ後のオペレーション設計がされてい
ないためです。また、そもそも退職交渉が難航して膨大なコストと工数を割くこともあります。

【対応】
前述までの事業・営業戦略の再構築、外注化、これらを前提とする設計、生産、調達等の各機能間を

一気通貫した業務設計が必要です。これにより、どの部門・工程から何名削減出来るか、そしてそれに
よるコスト構造はどうなるのかを検証します。これを基にした事業計画、即ちどのタイミングでどのよ
うな収益の状態にもってくるのかという時間軸を検討します。そこから逆引きで、いつ人員削減を開始

（X-day）して、いつ完了するのかという実行計画に落とし込みます。

一般的に人員削減には二つの手法が有り（図 F-3-1）、いずれも相当多岐に渡る作業をこなす必要があ
ります（図 F-3-2）。残ってもらうキーパーソン達との合意形成、弁護士選定、企業組合への説明、地方
政府との協議、従業員への説明、セキュリティ、経済補償案の策定、X-day 当日の詳細なタスク計画・・・
そのため、グループの人事部門とも連携し、外部専門家を活用するに加え、社内で類似経験のある人材
がいれば協力を求めることも効果的です。

【まとめ】
拠点再建において、人員削減は多くの場合は避けられないイベントになります。しかし、一歩間違え

るとリスク（訴訟や作業員の座り込みなど操業への障害等）が発生し、収束に時間を要します。事前の
実行計画・シナリオ策定を精緻に行うことが肝要です。



14

⿇⿇F：コスト削減施策検討4　シナリオ検証

現状損益 対売上比率
売上高 1,000 100%
変動費 800 80%
固定費 200 20%
営業利益 0 0%

変動費削減5%を前提としたシミュレーション
売上向上比率 利益シミュレーション
40% 136 146 166 176 186
30% 112 122 142 152 162
20% 88 98 118 128 138
10% 64 74 94 104 114
0% 40 50 70 80 90

0% 5% 15% 20% 25% 固定費削減比率

図 F-4　固定費・変動費感度分析

【課題】
具体的なコスト削減施策については前述の通り、調達コストや人件費などやるべき事はある程度決ま

ります。しかし、それぞれの施策を “ どこまでやるべきか ” という点が曖昧なまま実行局面に入るケー
スが散見されます。実行局面では多くの障害が発生して、各活動が停滞しがちです。売上の向上、変動
費の削減、固定費の抑制、最終的な利益が相互に連動したシナリオが無いと、その停滞を打破すること
は出来ません。

【対応】
図 F-4 は、各 P/L 項目の要素間の連動をシミュレーションする概念です。例えば、変動費削減比率

を 5% と仮置きします。この場合、仮に売上が 10% 向上、固定費を 5% 削減すると 74 の利益創出にな
ります。

もっと現実的な例を挙げると、売上向上はせいぜい 10% 程度しか向上出来ない、変動費は 5% 削減
が限界、しかし利益を 100 以上（例えば 104）出さなければ資金繰りが回らない・・・そうなると固定
費は 20% 削減が必要となる、というシミュレーションになります。変動費をどこまで下げて、売上を
どこまで向上すれば、これくらいの固定費削減で P/L が構成され、そうすると資金繰りがこう回る、
という財務諸表間の連動への考察が重要です。この連動は即ち、実行局面における機能部門間の動きを
連動させることに他なりません。このような全体を統合したアプローチが拠点再建には不可欠なのです。

【まとめ】
人件費削減が不可欠と、感覚として捉えられているものの、ではどこまで削減するのかが決めきれな

い場合もあります。営業・生産等の各部門の施策を基に財務数値を作り込み、何がどこまで出来る・出
来ないという現実を冷徹に捉え、財務インパクトを有機的に連動させましょう。
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⿇⿇G：財務シナリオ検証

事業
計画前提

財務
計画

打ち手

・外部環境の
　検証
・内部資源の
　評価

・事業計画と
　の整合性

整合

整合

整合

・具体性
・検証可能性

計画間の整合

整合

財務シナリオ検証

P/L B/S C/F

ベースシナリオ

アップサイド

ダウンサイド

撤退シナリオ

P/L B/S C/F

P/L B/S C/F

P/L B/S C/F

図G　事業計画・打ち手と整合した財務シナリオ検証

【課題】
前述までの売上、変動費、固定費に渡る各施策が整備されたとしても、それらを統合した財務数値検

証がなされなければ、当該拠点が継続的に事業価値を創出出来るのか分かりません。拠点内部でも組織
がサイロ化され、営業、設計、生産、財務部門を横断した情報連携がされず、財務計画が実際の事業活
動と連動していないケースもあります。

【対応】
各計画間の整合性を確認します。前述の B、C、D で実施するタスクとなりますが、外部環境・内部

環境を見直し、事業計画数値を確認、改善のための売上、費用両面の打ち手とが一貫しているか、それ
らの実現性を確認します。その上で、それら事業活動と財務数値の連動性を検証するのです。これは当
たり前の様ですが、情報源は各部門に分散するため、きちんと確認出来ないこともあります。再建にお
ける計画策定のポイントはリスクの排除です。現実的にどこまでが達成可能なのかの見極める、即ち蓋
然性の検証が必要です。

蓋然性を担保出来たら次に財務シナリオ検証です。成り行きのベースシナリオに加え、楽観シナリオ
（アップサイド）、悲観シナリオ（ダウンサイド）両面を検証し、それぞれ資金が回り、事業継続性が保
てるか検証します。また、事業環境・財務状況を鑑み、残念ながら拠点閉鎖の可能性（撤退シナリオ）
も含めてのシミュレーションが必要となることもあるでしょう。

【まとめ】
中国拠点再建においては、必ずしも十分な情報が無いこともあります。だからこそ、情報収集～整理・

検討を地道に進め、事業計画、各施策の中身、それと連動した財務数値を三位一体で検証する。この当
たり前の作業をきちんとやりきること、これが再建実行の第一歩となります。
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⿇⿇H：実行管理（PDCA）

材料仕入
（計画・見通し）

売上
（計画・見通し）

各費用
（計画・見通し）

材料仕入
（実績）

売上
（実績）

各費用
（実績）

外注加工
（計画・見通し）

売掛回収
（計画・見通し）

借入金利
（計画・見通し）

外注加工
（実績）

売掛回収
（実績）

借入金利
（実績）

N月
１W4W 2W 3W 4W

N+1月
１W

N+2月

対応策
検討

必要に応
じて検討
事項シミ
レーション
評価

モニタリング
会議

意思決定

P/L

資金繰り表 意思決定

施策進捗

P/L

資金繰り表

施策進捗

2W

財務

営業

資材 /製造

対応策
実施

対応策
実施

対応策
実施

図H　PDCA設計

【課題】
どのような改革も実行しきらなければ絵に描いた餅になります。どのような施策を導出するか（計画

部分）より、それをどうやりきるか（実行部分）の点が、企業間で差が生まれる部分です。特に再建の
取り組みに於いて、実行とは “ 捨てる ” 作業、あるいは再構築の生みの苦しみを伴う作業でもあります。
トップの姿勢や社内政治、事業環境のダイナミズムからも影響を受け、この実行の中で、活動がなし崩
し的に停滞し、成果が出せ無いことも多々あります。これはリソースの無駄遣いに他なりません。

【対応】
基本原則は PDCA を業務の中に組み込む、ということです。起点となる定例会議を設定し、そこで

の検証項目を整備します。そして、各関連部門からの提供情報、会議体での協議内容、意思決定という
IPO（Input/Process/Output）を定めます（図 H）。

例えば、営業から営業案件進捗や売掛金回収進捗、資材や製造からは各コスト項目の削減見通しと実
績、財務からは各費用見通し、そしてその他費用項目も併せての資金繰り状況といったインプットをモ
ニタリング会議に提供します。会議ではその拠点再建の責任者（拠点トップや本社マネジメント）、各
関連部門のキーマンが集まり、課題の共有と、対応策について協議します。この流れを週次や月次で回
していくのです。

しかし、思うように情報は集まらず会議体もやがて形骸化、というケースもあります。実行の要諦は
二つです。一つは当然ながら拠点再建の責任者の強い意志、姿勢、コミットメントです。次に、その責
任者を支える参謀本部機能です。これは、ある意味しつこく現場とコミュニケーションして情報収集・
整備して、関係者間協議や意思決定を支える、機能横断の統括・コーディネーション機能を担うメンバー
となります。

【まとめ】
IGPI は構想策定・計画立案に留まらず、ハンズオンの実行支援を多く実施しております。実行は言

わば地道な日々の業務の積み重ねであり、泥臭いものです。しかし、この泥臭い部分こそが、再建の要
諦であり、その会社あるいは拠点の本源的な組織能力が問われる部分なのです。
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2．中国拠点再建チームメンバー座談会
中国拠点再建の要諦とは？

IGPI では、中国市場に精通した IGPI 上海オフィスメンバー、IGPI 東京本社の戦略・財務の専門家、
ものづくり戦略カンパニーの製造業知見を有するメンバーが、日系製造業の中国拠点の再建～再成長の
ハンズオン支援を実施して参りました。ここでは、日系機械メーカーの中国現地法人再建、あるいは自
動車部品メーカーの中国拠点の改革などを成し遂げてきたメンバーに、中国拠点改革におけるチャレン
ジと勘所について語って頂きました。

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 

平戸 良周　　　IGPI 上海　総経理
キリングループにて原価管理、会計システム開発等の業務や、事業統合のプロジェクトに従事した後、
中国現地法人にて経営管理の業務を担当。大規模設備更新、人事制度改革、JV 解消と独資化、グルー
プ共同調達、ERP の導入、SCM 機能の立ち上げ、内部統制の整備、新工場立ち上げと旧工場機能移
管等のプロジェクトに従事。日本に帰任後、税務戦略の策定や中国事業の再編に参画した後、株式会
社リクルートに入社。グループ再編（持株会社化）、日本・アジアの事業再編、北米・アジアでの
M&A、アジアでの事業開発や中国現地法人の管理等に従事した後、2014 年 1 月に IGPI に参画。
東京大学文学部卒

澤 陽男　　　IGPI 上海　副総経理
西村あさひ法律事務所にて、事業再生を専門とし、多岐にわたる業種について、法的・私的整理手続
を支援する他、一般企業法務、M&A 等に従事。IGPI 参画後は、通信業を中心に新規事業開発のハン
ズオン支援等やファイナンシャルアドバイザリー業務等に携わる他、経済同友会に出向、コーポレー
トガバナンスや成長戦略等に関する政策提言やその実現に向けた活動に従事。北京ぴあ希肯国際文化
発展 監事。
青山学院大学法学部卒、弁護士 

平山 喬之　　　ものづくり戦略カンパニー　ディレクター
前職の Sier にて PDM、CAD の導入支援、自動車、建設機械の開発設計支援に従事。IGPI 参画後は、
大手輸送機械メーカーの原価管理 & 可視化、大手電機メーカーの連結製品別損益の見える化・ライフ
サイクルコストマネジメントによる経営管理強化、工作機械メーカーの全社ものづくり改革、産業機
器メーカー、電気部品メーカーの標準化・モジュール化、グローバル設計標準整備、設計改革（開発
プロセスの再構築、設計品質の向上）等、多岐にわたるものづくり改革に従事。

室 友彰　　　ものづくり戦略カンパニー　マネジャー
大手家電メーカーグループ IT ソリューション提供会社にて、各工場（携帯部品、家庭用燃料電池、
自動車部品等）の、L/T 短縮、歩留向上、製造ムダ取りなど、コスト低減を実現させるための業務改
革企画、現場生産性分析、PDCA 推進、効果検証を経験すると同時に、業務改革に必要な IT システ
ムの企画、開発、導入、保守業務に従事。IGPI 参画後は、各種製造業（電子機器、半導体、機械加工
等）における全部門横断による原価低減プロジェクトの業務改革企画～ PDCA 実行のハンズオン支
援に従事。

目黒 浩介　　　ものづくり戦略カンパニー　アソシエイト
印刷会社の生産技術に関する研究開発部門にて、主に建材用化粧シート、壁紙の加熱成型プロセスの
工程改善に従事。また、フィルムシート加熱時に生じる排気ガスを処理する新規設備導入案件にも携
わる。
東北大学工学部卒、同大学工学研究科応用物理学専攻修了
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総合格闘技
◆質問：機械メーカー（A 社）の案件は財務、営

業、製造と多岐に渡る課題が複雑に絡み合った
総合格闘技型の案件でした。序盤の計画策定が
肝だったと思いますが、スピードが求められる
中、どのように対応されましたか？

望月：プロジェクト開始から、市場、競合、売り
方といった売上の現状、製品ミックス、ものづく
り特性、工程分析、品質、コスト低減、資金繰り
を中心とした BS 構造等、IGPI メンバーの知見
を集結して本当にあらゆる面から再建に向けた施
策を検討しました。序盤では、日本本社が報告デー
タとしての財務情報だけしか把握できていない、
つまりは何が原因でそういった数値になっている
のかのリアルな情報をつかめていない状況のな
か、そもそもの「見える化」を距離的にも遠い現
地（中国の地方都市）で進めなければいけなかっ
たことがチャレンジでした。

財
務
、
戦
略
、

現
場
の
知
見
を

集
約
し
、

三
位
一
体
で
動
か
す

室：その点、本社は IGPI 東京オフィスが、中国
拠点は IGPI 上海オフィスのローカルメンバーと
ものづくり戦略カンパニーのメンバーが入り込む
ことでスピード感を持って情報入手・整理・検討
のプロセスを廻すことが出来たと思います。もの
づくり戦略カンパニーメンバーは出張ベースで半
年間、現地に張り付きました。月に 2 回だけ、本
社と協議するために弾丸で帰国しました。

平戸：ここの現地法人は、合弁時代に合弁パート
ナーに過度に依存していた状態がありました。そ

の状況下で独資化に踏み切られたのですが、独資
化後の人材流出、独資化後の経営・運営の仕組み
を構築するための人材投入の不足もあり、現場の
掌握という点ではかなりのマイナスからのスター
トでした。「日本人幹部と中国人現場マネジメン
トの壁」はよくある話なのですが、今回は「日本
人幹部には出さない情報」が大量に存在するなど、
これまで自分が見てきたケースの中でも深刻な状
況でしたね。これに対応するためにも、本社・現
地が一体となって経営改革を推進したことが本件
の成功要因だと思います。

◆質問：自動車部品メーカー（B 社）の案件も多
岐に渡る支援をされましたね？ 

平山：そうですね。構造改革をして組織再編、そ
の後は現場に入り込んで、部品標準化、設計改革、
調達戦略策定、生産性改革、営業改革などをグロー
バルで推進しました。本当に経営に必要な改革要
素を一つ一つ対応しました。

平戸：B 社は中国には 3 拠点あり、その内の一つ
はグループ全拠点の中でも最大、且つ歴史の長い
拠点です。結果として、長く勤める中国人経営層
の発言が強くなり、ガバナンスが効きづらい構造
に陥っていました。任せることは必要ですが、何
を任せるかの選択やチェックの仕組みとセットで
考える必要があります。このケースのように任せ
過ぎて王国ができてしまうと、メスを入れるのに
は苦労しますね。

澤：営業面でも、販社を作ったもののこれもガバ
ナンスが効かずうまく回っていないこともありま
す。ガバナンスを効かせるためには最初のトップ
の選任部分を押さえることが必要です。IGPI 上
海オフィスでは必要な人材の要件整理、報酬・ガ
バナンス・評価設計を実施してヘッドハンティン
グ実行を支援したり、ケースによっては IGPI か
ら一定期間経営人材を派遣して総経理や監事の職
責を担ったこともあります。会社の箱だけ作った
だけでは会社は機能しませんから。きちんと拠点
の位置づけを明確にしたうえで、しかるべきヒト
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を配置しなければなりません。A 社や B 社だけ
でなく、この点が不明確な日系企業は多いと感じ
ています。

営業改革
◆質問：A 社では営業体制にも不備があり、売上

が下げ止まらない状況に直面しましたよね。ど
のように対応されたのでしょうか？

平山：営業組織としては傷んだ状態でした。事業
として売りたいものと、営業として売りたいもの
が合致せず、働くインセンティブ、つまり評価制
度が乖離し営業活動が属人的でした。インセン
ティブ制度が複雑かつ不可解で、某マネジメント
に落ちる恣意的な制度にもなっていましたね。

平戸：背景には、市場で競争力があり個人が動け
ば受注できる時期に設計されていたものだったた
め、とにかく受注したら個人が儲かるという仕組
みになっていました。トップラインが落ちる中で、
規模を身の丈に合わせた上で「組織的に狙いを定
めた営業」を行う戦略とは合わなかったんですよ
ね。インセンティブ設計はゼロベースで作り直し
だなと、初期の段階で判断しました。

　業界特性を加味して全体設計して、競合調査し
たりして機能するようにチューニングを重ねまし
た。個人の利益と密接にリンクするため、新旧イ
ンセンティブ規定の移行措置を含めた導入プロセ
スにおける合意形成にはかなり苦労しましたね。
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澤： インセンティブ設計という組織観点以外に
も、製品ミックスを限定して重点地域に人材を集
中投下する営業戦略の策定という川上から、各営
業要員に戦略を浸透させる説明・コンセンサスの
行脚の旅、営業活動の見える化の仕組み構築、そ
して廉価なソフトウェア導入によるオペレーショ
ン整備といった川下まで広く取り組みました。そ
れでも本案件の性質上、時間との勝負という側面
もあり、短期での回復は厳しかったです。

◆質問：営業リソースの集中投下とインセンティ
ブ設計も実際の数値で効果が出るのは短期では
厳しいですよね。

平山：ビジネスサイクルが数年という業界構造が
ありましたので単年度での成果というのは困難で
したね。当期中に提案出来て受注可能な案件は洗
いざらい出しました。それでも売上が頭打ちなの
で、地域と顧客業界別にいつもの IGPI アプロー
チ、「戦場×武器×戦い方」を整理しました。あ
る地域には代理店を使って標準品を展開すると
か、ある業界向けにはパーツ販売を拡大して、次
モデルへのリプレイス営業を徹底するとか。また
技術営業というかプリセールスプロセスも一部展
開しました。それでも厳しいことには正直変わり
は無かったですが・・・。

ものづくり
◆質問：製造拠点としての中国拠点も多いのです

が、ものづくり領域ではどんな経験をされてい
ますか？ 

室：B 社は過去からのダブついた人員構造上、必
要のない仕事を作って生産性が非常に悪化してい
る状況でした。また品質や５S の概念が無くて、
一つの施策を徹底・浸透させるのに非常に多くの
労力を費やす土壌でした。場内でのたばこや、携
帯電話など、海外の良くない拠点ではよくある風
景とはいえ、道のりは遠かったです。
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平山：A 社でも生産出身のマネジメントと協力
して、やはり徹底して教育、是正、定着化を進め
ました。また限定はされますが、多能工化可能な
業務を定義して、人材のレベル底上げを図りまし
た。とはいえ、人材の定着化が難しくて、習熟工
程の差し替えや日本のような高度な多能工化は困
難と現実的には見てます。しかし、始めないと始
まらないので・・・この拠点が強くなる歴史の第
一歩だと思って取り組みました。

◆質問：多能工化は本質だとは思いますが、効果
発動まで時間も要しますね。

平山：短期視点では思い切って大幅な外注化を進
めました。工程を分析して、付加価値工程と非付
加価値工程に選別して、非付加価値工程は一気に
外注化しました。50 社位を選別して、最終的に
は 8 社程度の外注に出しました。当然そこでは
QCD を考慮した外注業者の選別と、それらの教
育まで実施しました。

　これを起点としたリストラで短期的にコスト競
争力を作り込んで、中長期的には教育によるレベ
ル底上げや仕組みによるオペレーションの高度化
を図る、というのが A 社再建の戦略でした。加
えて、現場での生産の見える化とかも、片っ端か
らツールを作って、教育して定着化まで刷り込ん
だ、というイメージですね。

室： B 社でも低い定着率を前提として、如何に新
人工員でもキャッチアップしやすいように工程設
計と教育カリキュラム・体制を組むかを検討しま

した。コスト改革面においては、採用が不安定に
なるので、標準工数を精緻に見える化し、それと
販売量・生産量に応じた要員計画を、実際の要員
充足率を基に調整していくという地道な作業を展
開しました。これが操業安定化と結果としてのコ
スト競争力に繋がりますので。

◆質問：外注化などで短期でやりきる領域と、地
道に進める領域の両局面ですね。拠点単独で出
来ないことも多いと思いますが？

室：確かに、B 社ではグローバルで材料費低減を
狙った調達戦略の策定・実行をしていたのですが、
戦略策定は日本の購買部門と設計部門、その実行
は中国という構図でした。これら拠点と部門を横
断して戦略立案から実行までを確実に廻すことが
チャレンジでした。ですが・・・日本の購買部門
と中国の購買部門とで担当者が会話したことな
い、という国交断絶状態でした。

　そこでグローバル購買機能組織を新設して、部
長、課長などのミドルもグローバルで一人に集約、
指揮命令系統を整えるところから始めました。立
案した施策自体も効力のあるものでしたが、実行
出来ないと絵に描いた餅ですから・・・この組織
改革は効きましたね。見事に狙った材料費低減が
出来ました。

平戸：一方でやはり、中国ローカルメンバーへの
この活動の定着・浸透の意味では不足もありまし
たね。これは人材育成と、そもそもの人材定着化
の問題があるために、前述の組織改革を起点とし
た調達改革は、中国人材の育成は優先度を下げて、
日本人主体で進めてしまったんです。時間制約の
ある中で致し方なかったとはいえ、再現性あるオ
ペレーションを構築しなければいけませんから、
中国人材の育成・定着、戦力化は今後の重要課題
ですね。
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ヒトを動かす
◆質問：現場に入った際、日本人に対する不満や

疑念も相当だったとか？

室：B 社の最大拠点では中国人のマネジメント層
の Y 氏が生産を統括しており、配下に 5,000 名を
抱えていて、この方を動かさないと改革が前に進
まないという構造でしたね。Y 氏は圧倒的なリー
ダーシップがあり、本来は真面目な熱血漢なので
すが、残念ながら当初は IGPI に対して懐疑的で、
情報提供などしてくれませんでした。

平山：キーマンには信頼して頂かないと活動が停
滞しますので、とにかく Y 氏の信頼を得ること
に注力しました。直接 Y 氏から情報やデータは
入手出来ないので、周辺部署からデータを入手し
て、その分析結果や考察、そこから打ち出せる改
善施策などを提案しました。Y 氏は最初、他人が
算出した数値なんて信用出来無い、というスタン
スでした。ですが、徐々に IGPI と協業すること
が彼にとってもメリットがあると理解して頂いた
ようで、Y 氏の IGPI への対応に変化が出てきた
んです。

目黒：私は、昼食時には必ずとなりに座り込んで
一緒に食事して、仕事以外の会話もしましたね。
私はそんなに社交的な人間ではないので、最初は
すごく居心地悪かったんですが（笑）、「この人を
巻き込まないと」と思って続けました。それで徐々
に情報を開示してくれるようになって、その内、
こちらに対して提案や相談を持ちかけてくるよう
になって頂きました。
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室：Y 氏を味方に付けることが出来た。これがこ
のクライアント企業にとってはちょっと大げさで
すが歴史的な出来事で、本社では驚愕されました
ね。Y 氏から「一緒にやろう」と言われて、嬉し
かったです。

平戸：一般的にローカルメンバーは日本人の給与
が高いという理解があるため、少しでも能力の劣
る日本人は陰口や面従腹背の対象となります。で
すので、常日頃から気を抜かないことが大事です。
現地の人はすごくよく見ています。IGPI メンバー
も服装や振る舞いなど大変気を遣いましたね。最
終的には勝ち馬というか、「この人たち（IGPI）
と活動を一緒にしたら自分の部署も立場も良くな
る」と思って頂かないことにはヒトは動きません
からね。

澤：文化の違いもありますね。例えば面子とか。
施策を抽出して、「これ出来ますか？」と聞くと、
出来なくても皆の前では「出来る」って言います。
でもそれを信用すると実際には出来てないし・・・
なので、共通のゴールを作って、目的も共有しま
す。日本人同士だと「あうんの呼吸」で伝わるの
ですが、中国人だと言語化しておかないと伝わら
ないという日中の文化の違いなのかもしれませ
ん。その上で、目黒さんのようにコミュニケーショ
ンを密にして信頼を築き上げる。この地道な作業
がとても大切。

室：優秀な人ほど、面子とプライドがあるから最
初はとっつきにくいですよね。でも一度「朋友」
と認められると、それからはすごく親切。要求し
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てなくても向こうから情報提供や提案がある。こ
れが出来る・出来ないが明暗を分けます。

◆質問：通常のプロジェクトでも、ヒトの対応は
間違えると混乱を招きますからね。中国では尚
更なのかも知れませんね。

室：正しいことを出すだけでは組織が動かないで
すから。私は時には、ほめまくりますよ（笑）。
日本流の部門間の摺合せは機能しづらいです。部
門間調整もトップダウンでしか動かないですか
ら、優秀なトップ、ミドルを巻き込むというのは
本当に重要です。逆にそこさえ押さえればトップ
ダウンでみんな一斉に動く。ある意味、オールオ
アナッシングになる構図が中国拠点の特徴かも知
れません。

澤：戦略策定時にはいつも強調するのですが、日
本のものをそのまま使うという発想は本当に捨て
ないといけないです。もう別のゲームだと思って、
野球じゃなくてサッカーなんで（笑）、と認識を
変えることも必要です。例えば、A 社の営業改
革でもあったのですが、日本の営業企画部門は中
長期のストーリーやきれいなパワポ資料とか用意
してしまいます。しかし、中国顧客はまず「サン
プル持って来い」です。時間軸が全然違います。

室：工場運営でもゲームのルールに違いがありま
すね。マネジメント層の縁故での工程外注なども
あり、コストと品質、リードタイムすべての観点
から合理性が無い状態でした。内製化の提案をし
ても、全員に顔をそむけられて・・・タブーな話
題だったみたいです。

目黒：その件は徹底的にファクトを並べて、合理
性を膝詰で説明して変えてもらいました。

平戸：お金のやり取り・交渉が発生する部門では
やはりグレーな世界もまだありますよね。グレー
の場合は部署移動で繋がりを切ったり、残念なが
ら全くの黒の場合は解雇も進めました。

ハンズオン
◆質問：現場での活動について語って頂いていま

すが、実際にハンズオン支援を展開するにも障
害が多いのでは？

平山：A 社は、受注～出荷のリードタイムが長
いため、生産計画と受注計画を紐づけての作業計
画策定が困難な状況でした。当初は内外製を作業
の有無で結構フレキシブルに調整していたため、
生産現場での納期管理や生産管理業務が大混乱し
ていました。そのため、受注計画と生産作業計画
を連携した製販調整を週一実施して、半年先の作
業の山を見ながらの営業活動を徹底しました。
IGPI メンバーと現地キーマンとでこの司令塔役
を担いましたね。併せて内外製の基準の明確化と、
部品の決定、部品に応じたリードタイム、材料支
給等の調達ルールも定めましたね。こういう時は
基本に立ち返るべきですから。

　しかし、外注化を進めて人員を大幅に削減した
直後の受注残の生産・出荷作業は、やはり膨大な
作業となりました・・・緻密に生産計画を毎日見
直して負荷を分散しました。これらを踏まえて調
達の支払い・在庫・売りの回収までを繋げてキャッ
シュの状況を睨みながらの活動となりましたね。

覚
悟
を
持
っ
て
、

司
令
塔
を
担
う

室：一般的にも知られていますが、2 月の春節は
ワーカーの大移動がありますよね。彼らが帰郷し
て、戻らない場合が多いです。そのため生産に必
要な要員の多くを、新人で補充するので生産性が
低下します。B 社では、それを見越した生産計画
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を作成し粛々と PDCA 廻しました。

目黒：それと、生産性改革の一貫では、組立工程
での女性優先採用も進めました。組立工程におい
ては女性の方が比較的効率が良く、男性工員によ
るトラブルも絶えない事象があったので・・・ロー
カルの人事部門と協議して女性向けの福利厚生拡
充施策も実施しました。

平山：女性の寮で一部屋 6 名だったのを 4 名にし
たり、育児中の女性も働きやすいよう、近隣の幼
稚園に交渉して入園料・託児料金を値下げしたり
もしましたね。

◆質問：正にハンズオンですね。率直に、現場か
らの抵抗などはありませんでしたか？

望月：相当ありましたよ。表向きは何らかの情報
が出てきていても、実際には「隠されているな」
と思わざるを得ないシーンも多く、ローカルメン
バーしかアクセスできないフォルダがある等、マ
ネジメントが蚊帳の外になっていて情報がとれな
いということもありましたね。

　現地に入り込んだメンバーが、理屈とハートの
両方のカードをうまく使いながら粘り強くコミュ
ニケーションすることで、段々と情報を出しても
らえるようになりましたが。また、本案件の総経
理は中国人だったのですが、日本語が出来るとい
う理由で採用されているため、ポジションの中途
半端さが否めない点にも苦労しました。ローカル
へのコントロール能力があるわけではなく、一方
で日本人でもないので日本本社の味方ともなり得
ず、コミュニケーションが難しかったです。

平戸：内販、特に非日系向けビジネス拡大を目指
す企業において、経営陣の現地化に取り組まれて
いるケースは増えています。ただ、事前の検討が
不十分なまま現地経営者を外部採用してうまくい
かないことも多いですね。本来は、今後の事業戦
略を見据えた人材要件、権限・報酬・業績評価方
法を含めたガバナンスの設計他、検討すべき事項

が多々あるのですが。

　なお、日本人マネジメントの課題もあります。
B 社では我々が入り込んで、現実的な計画を策定
してモニタリングの仕組みを整備、運用を徹底し
ていたのですが、日本人マネジメントがネガティ
ブな情報を日本に報告することをためらうため危
機認識が遅れるという状況もありました。相対的
には、今回は土俵際まで追い詰められていたため
本社・現地一体で取り組めた事例といえますが、
そこまで追い詰められていなかったら一体改革は
実現できなかったようにも感じました。

　本来は、そこまで追い詰められる前に「見たく
ない不都合な現実」を直視して危機認識を共有し、
本社・現地一体での改革に早期に取り組むべきで
す。経済減速等の転換期にある中国で、日本企業
の中での優勝劣敗が顕著になっていますが、改革
のスピードと実行力が中国事業の命運を分けてい
るように思いますね。

リストラクチャリング
◆質問：ところで A 社では大幅な人員削減にも

手を付けましたよね？

平戸：合弁解消時に優秀な人材は合弁パートナー
に持っていかれたんですよね。その後、人の入れ
替えは行わず、かなりまったりした組織風土が蔓
延していました。受注も減っており人手が余り気
味なので、必要従業員数を現場レベルの作業分析
や外注検討にまで入り込んで細かく積み上げ、最
終的に半減近くまでの削減を実行しました。

平山：管理職に給与では買えないような高級車に
乗っている人が多数いまして・・・過去の利権争
い等もあったため、リストラ直前に怪文書が配布
されました。中国ではよくあることなので冷静に
スルーして、大事にはなりませんでした。

平戸：よくある風景です。「密告」は中国のマネ
ジメントでは付き物ですが、スルーすべき話なの
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か否かの見極めは重要です。しかるべき手を打つ
べき時もありますので。

望月：本社サイドの責任者と現地法人トップのそ
れぞれが推す中国人のマネジメント層候補が異な
るために、最後の最後まで組織の再編案策定はも
めましたよ。当初案は、なんでこの人たちが残る
の・・？という中間管理職が散在する結果になり、
着地点を探るのに相当のパワーを要しました。

◆質問：中国からの撤退シナリオも策定されてい
たとか？

望月：受注停止タイミング、債権回収、既存受注
残の出荷・据え付け、借入返済、更には売却先の
選定・交渉などやることがてんこ盛りです（笑）。
ですが、それぞれの要素で時間制約があるため、
結果としていくつかの撤退シナリオを抽出して、
本来のアップサイド・ダウンサイドシナリオと並
行して本社と協議しました。おかげさまで、コス
ト削減はある程度予定通り、売上向上も道半ばで
すが進捗があり、撤退シナリオの発動までには至
らずにいますが・・・。

中国拠点再建の要諦
◆質問：日本企業が中国拠点を再建するために、

必要な要素とは何だと思いますか？

望月：難しいと思いますが、やはりエースを投入
することなんだと思います。プロジェクト中は、
非常に短期間でいくつもの壁を総合的に超えない
といけないわけで、能力の高いメンバーが必須で
す。経験やスキルもさることながら、社内人脈や、
もっと底辺のマインド、ガッツのようなものも問
われます。

平山：キーマンとのコミュニケーションですね。
これが無いと再建計画の実現性が担保出来無いで
すから。緻密な計画策定とそれを裏付ける数字、
それに具体策の検討、これを踏まえて現場を動か
す徹底的な実行力。例えば A 社では、現場の管

理職キーマンと現場レジェンド的なベテラン作業
員でした。彼らの協力が初期に得られたことが明
暗を分けたのは間違いありません。そして、この
方たちを巻き込むために、IGPI メンバー全員が
注力しましたね。

平戸：そもそも、ブラックボックス化しやすい中
国拠点に本社の損益都合の計画を押し付けている
ことが散見されます。これで現地法人側が帳尻合
わせて的な事をし続けると実態が分からなくな
る・・・その意味でも「見える化」がまず必要な
要素でしょうね。中国市場は振れ幅が大きいもの
ですが、その市場・競合環境の振れ方、事業運営
の実情を定性 / 定量両面で見える化して、現実的
な計画での PDCA を廻す、という基本が余計に
問われる特性がありますね。

澤：現地法人を設立する際、箱だけを作っている
感があります。制度は作っているけれども外部に
丸投げで雛形のままであったり、日本制度をその
まま輸入しているだけであったり。如何にその中
身を作り込むか。数字だけ見て会社や工場の箱だ
けの統廃合をしても、仏作って魂は・・・という
状態を良く見ます。拠点としての機能、戦略、組
織運営の仕組み、それを廻す人材を揃える。当た
り前のようで出来ている企業は少ないのではない
でしょうか？

会
社
の
箱
を

つ
く
っ
て
制
度
を

輸
入
し
た
だ
け
で
は
、

勝
て
な
い

室：得るには捨てる、です。今までと同じことを
やっていては変えられません。過去の成功体験は
ゼロリセットして、新しいやり方を創る。我々も
クライアント企業の中で徹底しているのですが、
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自らが率先してやって見せて、そこから自らが学
び、またやり方を変えて、という姿勢です。それ
でクライアントを引っ張る。その先にクライアン
ト企業が自らの実行力を発揮できる、ということ
があると思います。

望月：本質的にはやはり、中国拠点の位置づけ /
意味合いを常に考え続け、放置しないこと、とい
う経営スタンスだと思います。環境変化の激しい
中、現状維持ありきで良いことは少ないのが現実
です。拠点の機能そのものの PDCA を弛まず廻
していくという “ 経営作業の継続 ” が本質的に必
要だと思います。

◆質問：最後に、IGPI が中国市場で戦っている
日系製造業へ提供出来る価値とは、改めて何で
しょう？

平山：IGPI の特徴はハンズオン、例えばものづ
くりの深い部分まで入り込み、経営課題と繋げて
意思決定を助け、必要な改革を実行しきるという
支援スタイルです。中国は、これまで日系製造業
が製造・販売拠点を設立したものの、その多くが
課題を抱えているのが実態です。今後の事業戦略
を鑑みて、バリューチェーン全体における拠点の
位置づけを改めて明確化、そして既存拠点の競争
力化、これをハンズオンでご支援するのは、クラ
イアント企業にとって戦略的意義が大きいと思い
ます。

目黒：私は、実際にヒトや組織が変わって、それ
が経営としての財務数値に反映されるのを目にし
て、改めてハンズオンの実行支援の価値を認識し
ました。個人的にも、比較的小さなチームで経営
のいろいろな局面を、しかも海外拠点というクラ
イアント側もリソース制約などが大きい中、改革
を推進したことが今後の自信にもなりますね。

平戸：IGPI は日系製造業の中国現地法人におい
て、構造改革、再成長に向けた戦略立案、営業改
革、組織設計、採用・教育といった、製造業の拠
点運営・再建の知見を蓄積してきました。この知

見に加えて、クライアント以上に当事者意識を持
つ、覚悟を決める・・・知見とこの覚悟の組み合
わせが “ 実現 ” という価値を生むのだと思います。

聞き手：IGPI 沼田
※ 本項の内容は一部、IGPI が経験した複数の企

業の事例を基にリバイスしております。
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3．IGPI 紹介
⿇⿇会社概要
◆◆会社名
株式会社 経営共創基盤　Industrial Growth Platform, Inc. (IGPI)
◆◆住所
〒 100-6617
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号　グラントウキョウサウスタワー 17 階
※ JR 東京駅　八重洲南口
◆◆連絡先
E-mail：info_igpi@igpi.co.jp
電話：03-4562-1111
FAX：03-4562-1100
URL：http://www.igpi.co.jp
◆◆事業内容
長期的・持続的な企業価値・事業価値の向上を目的とした

『常駐協業（ハンズオン）型成長支援』
成長支援や創業段階での支援あるいは再生支援等、
企業や事業の様々な発展段階における経営支援を実施
◆◆資本金
57 億円
◆◆優先株主〔無議決権株主〕
　50音順

伊藤忠商事株式会社／ウシオ電機株式会社／エヌ・イー ケムキャット株式会社／オリックス株式会
社／株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス／住友商事株式会社／大和証券株式会社／
テマセック・ホールディングス（注 1）／東京海上日動火災保険株式会社／株式会社東邦銀行／野村
ホールディングス株式会社／富士ソフト株式会社／株式会社三井住友銀行／株式会社三菱東京 UFJ
銀行／株式会社横浜銀行／株式会社リクルートホールディングス／株式会社りそな銀行／株式会社
ワールド　他 5 社　（注 1）100% 子会社を通じた出資
◆◆代表パートナー
冨山　和彦　　代表取締役 CEO
村岡　隆史　　代表取締役マネージングディレクター
◆◆議決権所有株主
パートナー 18 名
◆◆カンパニー
・IGPI カンパニー
・ものづくり戦略カンパニー　（製造業特化の専門組織）
◆◆従業員数
プロフェッショナル　約 180 名、　グループ合計　約 4,000 名
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◆◆連結子会社
（株）みちのりホールディングス
（福島交通・茨城交通・岩手県北自動車・関東自動車・会津乗合自動車・湘南モノレール・みちのり
トラベルジャパン・東野交通）

（株）IGPI ビジネスアナリティクス & インテリジェンス
（株）IGPI コンセッション
益基譜管理諮詢（上海）有限公司
Industrial Growth Platform Pte. Ltd.（シンガポール）
◆◆主な出資先
ぴあ株式会社／株式会社池貝／ KKBOX Inc. ／株式会社エクスビジョン／ Noxilizer, Inc. ／株式会社
KPI ソリューションズ／北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司／株式会社ユニフィニティー／株式会社
大泉製作所／ nCore Communications, Inc. ／株式会社 SPOT ／株式会社 ipoca　など
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⿇⿇ IGPI 上海紹介
IGPI 上海（益基譜管理諮詢（上海）有限公司）は、2011 年に IGPI の 100％子会社として設立され、

中国における様々な経営課題に対して支援を展開しています。

中国に進出している日本の製造業では、生産拠点として引き続き競争力を維持・高めていくために抜
本的な構造改革にどう取り組んでいくか、また販売拠点として如何に成長著しい中国マーケットを開拓
していくか、という二つの挑戦を抱えているケースが多数ございます。一方、中国企業においては、日
本を中心に如何に海外市場を開拓していくか、というご相談を頂いております。

このような事業成果に直結する経営課題に対し、IGPI ユニークネスである、「机上の空論でないその
企業にとってのリアルな固有解の導出」、「戦略提言に留まらず実際にスタッフを投入してのハンズオン
型の実行支援」、「事業や財務、人事、法務などの垣根を越えた統合支援」といった他社比肩無きサービ
ス提供を行い、数多くの企業において成果創出を続けております。

中国事業においては、上海常駐チーム約 10 名及び東京勤務の日中バイリンガルメンバーが、ものづ
くり戦略カンパニー・IGPI カンパニーのメンバーと協働しながら、転換期の中国における日本本社－
中国現地法人の一体改革を推進いたします。

＜中国での案件実績（抜粋）＞

構造改革支援
・部品メーカー原価削減支援（調達価格削減・生産性改善支援等）
・産業機械メーカー経営再建支援（事業分析 ~ 再建計画策定 ~PDCA 構築・リストラ実行支援等）
・自動車機器メーカー合弁事業再建支援（事業分析 ~ 合弁パートナー交渉支援 ~ 本社意思決定支援）
・器具メーカー事業撤退支援（リスク分析 ~ シナリオ・スキーム策定 ~ 各種交渉・本社意思決定支援）
・工作機械メーカー経営再建支援（中国現地法人に総経理と営業・管理系人材を常駐派遣）

成長支援
・自動車部品メーカーの営業戦略立案（非日系顧客リサーチ ~ 営業戦略立案）
・技術系ベンチャー企業の事業提携支援（提携候補中国企業探索 ~ 協業交渉支援）
・サービス業の中国進出支援（戦略策定 ~ 合弁設立交渉 ~DD~ 法人設立 ~ 経営管理支援）
・消費財メーカーの営業改革（ベンチマーク調査 ~KPI 設計・評価制度設計 ~ 制度導入支援）

その他
・器具メーカーの中国事業成長戦略策定
・設備メーカー原価見える化支援
・中国メーカーの日本企業出資検討支援
・玩具メーカーの中国進出検討支援
・消費財メーカーの中国人経営人材育成支援
他
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⿇⿇ IGPI 上海　主要メンバー

木村 尚敬 / Kimura Naonori
パートナー　取締役マネージングディレクター　IGPI 上海執行董事
ベンチャー企業経営の後、日本 NCR、タワーズペリン、ADL において事業戦略策定や経営管
理体制の構築等の案件に従事。IGPI 参画後は、製造業を中心に全社経営改革（事業再編・中
長期戦略・管理体制整備・財務戦略等）や事業強化（成長戦略・新規事業開発・M&A 等）など、
様々なステージにおける戦略策定と実行支援を推進。慶應義塾大学経済学部卒、レスター大学
修士（MBA）、ランカスター大学修士（MS in Finance）、ハーバードビジネススクール（AMP）

平戸 良周 / Hirato Yoshinori　　　総経理
キリングループにて原価管理、会計システム開発等の業務や、事業統合のプロジェクトに従事
した後、中国現地法人にて経営管理の業務を担当。大規模設備更新、人事制度改革、JV 解消
と独資化、グループ共同調達、ERP の導入、SCM 機能の立ち上げ、内部統制の整備、新工場
立ち上げと旧工場機能移管等のプロジェクトに従事。日本に帰任後、税務戦略の策定や中国事
業の再編に参画した後、株式会社リクルートに入社。グループ再編（持株会社化）、日本・ア
ジアの事業再編、北米・アジアでの M&A、アジアでの事業開発や中国現地法人の管理等に従
事した後、2014 年 1 月に IGPI に参画。
東京大学文学部卒

澤 陽男 / Sawa Akio　　　副総経理
西村あさひ法律事務所にて、事業再生を専門とし、多岐にわたる業種について、法的・私的整
理手続を支援する他、一般企業法務、M&A 等に従事。IGPI 参画後は、通信業を中心に新規事
業開発のハンズオン支援等やファイナンシャルアドバイザリー業務等に携わる他、経済同友会
に出向、コーポレートガバナンスや成長戦略等に関する政策提言やその実現に向けた活動に従
事。北京ぴあ希肯国際文化発展 監事。
青山学院大学法学部卒、弁護士 

王 鴎 / Wang Ou (Shirley)　　　経理
中国ゲーム企業（上場会社）の海外事業部にて日系コンテンツ導入の業務に従事。その後、日
系上場会社の上海子会社に入社し、投資先のモニタリング、経営管理支援等を担当する他、投
資先の一社に出向し管理部長としてハンズオンでの経営管理強化と内部統制整備に従事。IGPI
上海参画後は、中国出資案件の経営管理支援、大手電機メーカーの事業戦略検討、ハイテクベ
ンチャーの事業開発支援などの案件に従事。
上海同済大学 日本文化部卒

王 琼（王 瓊）　/ Wang Qiong (Daisy)　　経理
日本に留学し、大学卒業後にみずほコーポレート銀行に入行、海外支店の内部統制を担当。そ
の後、野村総研、Monitor Deloitte において広範な産業領域で M&A 関連のコンサルティング
に従事し、国内外企業のクロスボーダー M&A において、ビジネス・経営面でのサポートを担当。
2015 年 11 月に IGPI 上海に参画。
上海交通大学日本学科卒、早稲田大学経営学修士（MBA）

刘 轶菁（劉 軼菁） / Liu YiJing (Elaine)　　　助理経理
大学卒業後にアジアパシフィック地域の管理研修生としてフォーチュン・グローバル 500 の
米国企業に入社し、工場、中国本部とアジアパシフィック本部で市場分析と戦略管理を担当、
工場の合弁、新工場の設立や旧工場の機能転移等のプロジェクトに参画。その後シーメンスに
入社し、都市の戦略企画や技術コンサルティング関連の業務に従事、都市管理者に対して都市
企画や管理面でのサポートを担当。2016 年 1 月に IGPI 上海に参画。
上海交通大学工業工程管理学科卒、上海高級金融学院 MBA(finance コース ) 在学
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黄 山 / Huang Shan　　　助理経理
大学卒業後に欧米系大手マーケティングリサーチ企業に入社し、消費材、自動車、工業用機械
等の事業領域において定量・定性調査の設計及び実行を担当。その後、世界最大の鉄鋼メーカー
であるアルセロール・ミタル社の中国現地法人に入社し、経営戦略部として、鉄鋼関連の原材
料の需給予測モデル構築、コスト構造分析及び将来予測、東アジア競合企業の分析等に従事。
2016 年 4 月に IGPI 上海に参画。
復旦大学 環境科学専攻卒

姚 沅 / Yao Yuan　　　高級分析員
アメリカ留学後にフィナンシャルアナリストとして米系ホテルグループに入社し、不動産及び
料飲部門にて財務分析業務に従事。世界各地のホテルやサービスアパートメントの建設プロ
ジェクトにおいて、財務モデル構築、キャッシュフロー・ROI 分析を担当。グループ内の予算
編成・評価業務にも関与し、融資及び財務マネジメントに貢献。
2016 年 11 月、IGPI 上海に参画。
南京大学数学系卒、コロンビア大学統計学修士
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⿇⿇ものづくり戦略カンパニー紹介
IGPI ものづくり戦略カンパニーでは、製造業の経営、技術、現場それぞれに精通したプロフェッショ

ナルが当事者の目線と覚悟で変革をご支援、ものづくりの強化を通して事業競争力を向上させます。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が多数を占め、昨今では以下の領域
に深い知見を有し、ハンズオンでの支援サービスを展開しております。
　 自動車・自動車部品業界での、中長期的な技術戦略策定、モジュール化などのアーキテクチャ改革、

コスト競争力構築、提案営業・フロントローディングなどの業務改革
　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
　産業用機械等の B2B 製造業の再建・収益性向上

研究開発 製品企画
・営業

製品設計
・工程設計 調達 生産・物流 アフターサービス
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