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４月１日、関西空港と伊丹空港は民間企業であるオリックスとフランスの空港オペ
レーター・ヴァンシによる共同運営が開始されました。２．２兆円という運営権の落
札金額も話題となりましたが、今、空港をはじめ公的施設にかかるコンセッション
ビジネスに熱い注目が集まっています。
一方、地方創生ではローカル経済圏を担う企業の生産性をいかに高めるか、地域金
融機関も関わり、いよいよ本腰を入れた取り組みが求められています。
本号では、弊社のハイテクベンチャーへの取り組みも含めて、アベノミクスの成長
戦略の行く末をも占う旬のビジネスに対するIGPIの取り組みをご紹介いたします。



１．はじめに

　最近、「コンセッション」という単語を耳
にすることが多くなりました。公共が運営す
る空港や道路、上下水道などインフラを長期
間運営する権利を民間に売却し、民間が運営、
公共がそのモニタリングを行う仕組みの呼び
名です。
　筆者は、この4月1日よりオリックス・ヴ
ァンシ連合が44年間の運営を開始した「関空
伊丹コンセッション」について、売り主であ
る新関西国際空港（株）の執行役員コンセッシ
ョン推進部長として、最前線のコンセッショ
ンの現場・実務を指揮してきました。
　アベノミクス成長戦略の柱の一つであり、
今後10年で12兆円市場と期待される「コン
セッション」。いよいよ新しく創設されるマー
ケットについてご紹介いたします。

２．コンセッションの意義

　コンセッションは、取引として見れば、売
り手の公共側からは、将来の事業キャッシュ
フロー（CF）を運営権として譲渡してその対
価を得る（＝将来CFの現金化）ということで
あり、買い手の民間側からは、対価という投
資に対し、事業CFから投資回収を行うという
ことですが、新しいマーケットとしての意義
は、その取引から表面的に想像されるものよ
りも遥かに大きいです。

 ①民間によるインフラ経営
公共・民間の両立場で道路・路線バス・空
港などのインフラ事業に従事してきた筆者
の感覚として、安全安心は当然としても、
事業運営上の経営改善・創意工夫の余地は
極めて大きいと感じています。これは、これ
までは、インフラは「造る」という技術的・
政策的観点に重点があり、「運営する」とい
う財務・経営的観点が（少なくとも意識の
面で）劣後していたこと、また、利用者が不
特定多数に及ぶために普通のビジネスでは
当たり前の「顧客」マーケティングがしづ
らく、営業的・経営的観点が育ちにくかっ
たことに起因していると考えられます。し
かし、人口減少により内需が細り、また、
インフラの老朽化や技術伝承の危機も叫ば
れる中、成り行きの経営ではジリ貧です。
「顧客」を増やし売上を伸ばす不断の努力
をしつつ、オペレーションの生産性を向上
しなければなりません。これら規律ある経
営の実現は、民間の得意とするところです。

 ②資本市場の活性化
マーケットが確立した海外においては、コ
ンセッションに対する投資家は極めて多
様化しています。伝統的な空港会社に限ら
ず、仏ヴァンシをはじめ総合建設業から派
生した事業投資プレイヤー、年金基金の運
用などを担うインフラファンド、更には、
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円規模でかつ超長期というおまけつきです。
ノンリコースローンの確立は、今後のコン
セッションマーケットの発展に大きく寄与
することが期待されます。

３．コンセッションの
　　仕組みづくりの要諦

　コンセッションは、長期に亘る官民連携で
あり、その連携のサステナビリティを確保す
るには、官民の役割分担・リスク分担などが「フ
ェア」であることが極めて重要です。単発の
取引では許容されたかもしれない歪みも、超
長期の間には必ず顕在化してしまいます。役
割分担・リスク分担の仕組み作りは、売り手
である公共側が主導して作成し、入札図書（募
集要項、要求水準書、実施契約書など）で示
すことになるため、公共側にも、事業特性や
民間の考えをよく理解した上で「フェア」な
仕組みを作ることが出来る「力」が必要とな
ります。特にコンセッションは、様々な契約
条件の集合体の取引であり、民間事業者の経
営の自由度と責任・リスクのバランス、対価
と条件のバランスが取れるように、各種条件
を繊細に調律しなければなりません。
　難易度が高いと言われた関空伊丹コンセッ
ションにおいては、当職の他にIGPIの多彩な
プロフェッショナル（アメリカ人M&Aプロフ
ェッショナル、弁護士、会計士）が売り手で
ある新関空会社にフルタイムベースで約4年
間出向し、仕組みづくりを含む準備と入札、
契約交渉を含めたコンセッションの実務全般
を支援いたしました。同じ規模でないとして
も、適切な仕組み作りのためには、売り手の
公共側にもそれだけの力を要するのがコンセ
ッションなのです。

豪や加を中心とした年金基金自体の直接投
資、或いは、最近の動向として、中東勢を
はじめとするSWF（ソブリンウエルスファ
ンド・国営ファンド）といった金融投資家・
機関投資家など様々なプレイヤーが参入し、
インフラ事業が生み出す「長期安定的で予
測可能なCF」に群がっています。更には、
上場インフラファンドを通じ、個人投資家
もインフラ投資を行える状況です。これら
の人気は、ボラティリティの高い株式投資、
低リターンの債券投資の中間的なリターン
であること、長期運用という期間特性がマ
ッチしていること、かつ、伝統的資産との
相関が低いことが背景にあります。
日本においては、まだ仙台空港、関空伊丹
で始まったばかりのマーケットであること、
また、コンセッション契約の中で、事業者
（SPC）の議決権株については譲渡制限（例：
5年のロックアップなど）があり流動性が
低いこともあり、残念ながら現時点におい
ては、年金を含む機関投資家の参画には至
っていません。しかし、この資金運用難時代、
新しいアセットクラスとしての期待は極め
て高いといえます。

③ノンリコースローン1の「確立」
日本においてこれまでも “ノンリコース”ロ
ーンは存在していたものの、ローンの借主
であるSPCが万が一破綻した場合には、事
実上株主への責任を訴求するサイドレター
とセットになった“リコース“ノンリコー
スローン、或いはリミテッドリコースロー
ンが主流でした。本来有限責任である筈の
SPCが有限責任でないとなれば、マーケッ
ト発展の阻害要因になりかねません。関空
伊丹コンセッションにおいては、事業者と
なった関西エアポート社が「真の」ノンリ
コースローンという極めてシンボリックな
調達を実現しました。しかも、約2,000億

1 責任財産となる原資からのキャッシュフローを返
済原資とし、その範囲以上の返済義務を負わない



4．案件パイプライン

インフラの種別や規模、タイミングは種々で
すが、検討中の案件を含めると、まさにコン

セッション花盛りです。出来立てホヤホヤの
コンセッションマーケット、官民の連携によ
る「フェア」な仕組み作りによる今後の健全
なマーケット成長を期待したいと思います。

＜アベノミクス第3の矢「成長戦略」における目標＞
PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプランに係る集中強化期間
の取組方針について（2014年6月16日） 
「2016年度までの3年間に、2～3兆円の事業規模と19件（空港6件、
水道6件、下水道6件、道路1件）の事業を前倒し達成」

PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン（2013年 6月 6日）
「今後10年間（平成25～34年）で12兆円規模に及ぶ官民連携事業
を推進」
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日本道路公団、米国三菱信託銀
行、アクセンチュア、マッコー
リーキャピタル証券にてインフラビジネスに深く関与。 
IGPI 参画後は、インフラ分野を中心に戦略策定、再生・
成長支援、M&Aアドバイザリー、投資業務等に従事。新
関西国際空港（株）執行役員・コンセッション推進部長と
して出向し、「関空伊丹コンセッション」を推進。
日本 PFI・PPP 協会シニアアドバイザー　京都大学大学
院工学修士（交通土木工学）、コロンビアビジネススクー
ルMBA（フルブライト奨学生）
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アーンストアンドヤング（日本）、
三菱 UFJ 信託銀行にて、戦略計画
策定や事業再構築支援のためのクロ

スボーダーM&Aアドバイザリー・サービス担当。アジア、
北米、南米、欧州でのバイサイド・セルサイドM&A、
JV、業務提携等の案件に従事。米国キャボット・コーポ
レーションの燃料電池用電解触媒材料の事業部にて、日
本及び韓国企業との事業化を主に担当。新関西国際空港
（株）コンセッション推進部副部長として出向し、「関空伊
丹コンセッション」を推進。
サンダーバード国際経営大学院、国際経営学修士（MBA）



日本でもコンセッション時代が到来しつつあ
りますが、インフラビジネスは欧米を中心に発
展し、その規模と成長のスピードは常に注目
を浴びてきました。グローバルマーケットの
最前線の一端をご紹介いたします。

目覚ましい成長ぶり
インフラ資産は、グローバルの機関投資家の
間で常に人気の的であり、1年で800から
1000もの取引が行われています。取引規模も
2010年から83%上昇し、2015年の第3四半
期までの平均は5億9200万ドルとなっていま
す。資産価格の高値を支える根強い需要には、
以下の複数の要因が挙げられます。

  □ デットファイナンスの供給増加
  □ 記録的な規模になった運用可能資金
  □ 直接投資を志向する投資家の存在
  □ より質の高い資産を求める投資家間の競争激化
  □ 複数の資産を一つの取引に束ねるバンドリ
ング方式の採用

注目取引事例
大規模なインフラ投資取引は、定期的に様々
な業種と地域において行われています。以下
に3つの注目取引をご紹介します。

  □ 2012年、インダストリー・ファンズ・マ
ネジメント（IFM）とアブダビ投資庁（ADIA）
からなるコンソーシアムが、オーストラリ
アのボタニー港とケンブラ港の99年間の
リース契約を50億オーストラリアドルの
前払いで獲得。（EBITDA1の25倍の価格）

  □ 2013年、世界有数の空港運営会社である
ヴァンシ・エアポートが、ポルトガル国内
10空港の50年間の運用権を有するポルト
ガル空港公社（ANA）を、30億8000万ユ
ーロで獲得。（EBITDAの15倍の価格）

インフラビジネス  －グローバルマーケットの焦点－
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 □ 2015年、スペインのフェロヴィアル
（Ferrovial）の子会社であるシントラ 
（Cintra Infraestructuras）が、アメリカ
合衆国ノースカロライナ州の高速道路I-77
の建設、運営（通行料金の設定及び徴収）、
維持管理を行う50年間の運営権を6億
4800万ドルで獲得。

新たな仕組み
イギリスは、PFI （プライベート・ファイナンス・
イニシアチブ）方式によりPPP（パブリック・
プライベート・パートナーシップ：官民連携）
市場の安定的な成長を牽引してきた国です。
これまでに700を超えるプロジェクトを行い、
民間セクターの投資額は550億ポンドに達し
ました。20年以上の経験を経て、イギリス政府
は、無駄、非柔軟性、透明性の欠如といった従
来のPFI手法における問題点を明確化し同手法
の根本的な仕組みを再評価するために、包括的
な検証を2011年に開始しました。この結果、プ
ライベート・ファイナンス 2（PF2）という新
たな仕組みが2012年に発表されました。PF2
による主な変更点は以下の通りです。

  □ 透明性向上のための公共による資本参加
  □ 収益計画などの開示による高い透明性の確保
  □ 契約関連書類の標準化、入札から落札者選
定までを18か月間とするなど、調達プロ
セスの合理化

  □ 公共側が継続するのが望ましいソフトサー
ビス（清掃、ケータリング、警備など）を
民間運営対象業務から除外

  □ 公共側のリスク分担の増加

1 EBITDA：Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization
（利払い税引き償却前利益）

Matthew McCainの紹介は5頁ご参照。



再生企業は後出しじゃんけん発言の宝庫

　再生企業の現場に入ると
「私は、早期に●●事業は撤退すべきだと思っ
たのですが、オーナーの反対にあうかと思い…」
「この事業の投資は、私がいない会議で決めら
れたものだ…あの場に私がいれば食い止めた
のに」
「社長には何度も進言したんです、ただ社長が
優柔不断で…」
といった発言をよく耳にします。
　まるで、その責任なり決断の遅れは自分じゃ

ないどこかにあると、後出しじゃんけん的な
発言を皆さんよくされます。ただ、それでは
当然のことながら、結局、何がこれまでネッ
クになっていたのか？何故決断ができなかっ
たのか？藪に陥った問題のように外から理解
することは出来ません。

シンプルなことができるか、否か？

　先日、再生を成功させた某企業の社長と会
食をした際に、その方がしみじみと「結局、
再生できるか否かは、痛みを覚悟して、本来

浜村 伸二　 　 経営共創基盤（IGPI）　ディレクター

ローカル企業復活に向けて
～藪の中に眠った改善機会に光をあてる～

　黒澤明監督の代表作の一つに「羅生門」という映画があります。原作は芥川龍之介の短編
小説「藪の中」と「羅生門」をベースにしていますが、この物語の特長は、一つの事象に対
して複数の視点から描かれている点にあります。ある事件に対して複数の目撃者や関係者が、
自分たちの都合の良いように異なる証言をし、その証言それぞれが矛盾、錯綜し、真相を捉
えることができない、そんな物語です。
　ローカル企業の再生に取り組むと、同じような現象に直面することがあります。業績が悪
化したローカル企業には必ず、大きな不採算事業や取引、店舗、拠点が存在します。明らか
に赤字で、会社の足を引っ張っている。それにも関わらず、長年それをやめることができない。
何故だろうと思い、様々な関係者に話を聞きますが要領を得た答えを得ることはできない、
そんな状況によく直面します。



やるべきことを決断し実行できるかどうか、
ただそれだけなんだよね。ただ、そのシンプ
ルなことが難しいんだよね」とおっしゃって
いたのを聞いて、まさにその通りだなと感じ
ました。藪の中に入ってしまった問題、誰も
が触れたくない問題を、わざわざ取り出して
白黒つける、それはとても大きなパワーがい
ることです。例えば、よく「コア事業に経営
資源を集中」といいますが、その言葉の裏に
はノンコア事業の切り離し、従業員のリスト
ラといった痛みが求められます。当然のこと
ですが、その痛みは、誰にとっても好ましい
話ではありません。
　ローカル企業の場合、株主がオーナー経営
者であったり、オーナーが地元の実力者で金
融機関から意見を言いづらい間柄であったり
と、外部からガバナンスが十分効いていない
ことが多く見受けられます。そういう会社の
秘めたる問題は、会社が本当に二進も三進も
いかなくなるまで、関係者の利害、保身、責
任回避のために放置されている、なんていう
のはよくある話です。

藪の中の問題に光をあてる　

　我々のようなローカル企業の再生支援をす
るメンバーの一番の仕事は、藪の中から問題を
掘り起し、そこに光を当て、白黒をつける、この
事業は継続するのか、やめるのか？この不採算
取引はいつやめるのか？等々、これまでアン
タッチャブルであった問題を一つ一つクリア
にすることです。初期の段階でそれができれ
ば、その会社のターンアラウンドの成功確率
はかなり高まりますし、その仕分け作業が我々
の一番の腕の見せ所の一つだと思っています。
　そしてもう一つの腕の見せどころは、コア・

ノンコアの見極めをした後、コア事業をどう磨
き上げるか？どう生産性向上を図るか？です。
コア・ノンコアの見極めは、トップダウンの
意思決定がポイントになりますが、この生産
性改善は現場の巻込みがポイントになります。
「生産性改善に取り組みましょう」
こういう話をすると、現場サイドから「すで
に取り組んでいます」と、若干ネガティブな
反応を受ける事が多々あります。確かに現場
レベルでは、日々様々な努力をされていると
思いますが、多くのローカル企業の場合、自
分たちの会社の潜在力や改善の伸び代に気づ
いていない、もしくはその伸び代を十分に刈
り取り出来ていないことが多いと感じていま
す。また、それらの改善活動が、個別に動い
ており、会社全体として有機的に結び付いて
いる、もしくは数値目標として経営に共有さ
れ、会社としてPDCAを回すといったことが
できていないことも多いと感じています。

全社で施策と効果を共有する　

　我々が、生産性改善の支援をする際、必ず
と言っていいほど「改善積み上げ滝グラフ
（ウォーターフォールチャート）」（図①）を用
いています。このツールを用いることで、ど
のような打ち手が必要で、それぞれの施策が
どの程度改善効果が見込めるのか、ビジュア
ル化して、わかりやすく全社に共有化するこ
とが可能になります。とことんまで収益性や
投資採算性を上げていくのに、最適なツール
です。このツールは、「これを着実に実現で
きれば、営業利益、EBITDAがこうなるんだ」
というより具体的な数値目標を全社員に持っ
てもらうのに非常に有効ですし、実行段階で
は、「PDCAサイクルをきっちり廻して、一定



浜村 伸二　 経営共創基盤（IGPI）　ディレクター
アクセンチュアにて、製造業、流通業を中心に中期経営計画の策定、BPR/IT 戦略の立案・実行
支援を実施。その後、産業再生機構にて、製造業を中心に事業再生計画作成、ハンズオンでの
経営支援に従事。IGPI 参画後は、製造業、小売業、外食業等の事業再生計画の策定から実行支援、
M&Aアドバイザリー、投資業務等に従事。
早稲田大学教育学部卒

レベル以上の水準を維持・継続し続けられる
か」が重要になってくるので、目標として定
めた改善金額に到達しているか定期的な評価
の際にも、この滝グラフは機能します。
　この改善施策を積み上げる際のミソは、左
から確実にできる施策、特に会社の自助努力
でできるコスト削減系の施策を置いていき、
右に行くに従い、不確実な施策、業者との交
渉事、顧客との交渉事が入る施策であるとか、
新商品の発売効果等を置いていく点にありま
す。これであれば、確実にできる施策でどこ
まで収益が改善できるか？最低限赤字は脱出
できるのか？、アップサイドでどこまで収益
が改善するのか？等々のシミュレーションが
視覚的にも行いやすくなります。

業種毎の特性を考慮する　

　また施策を検討する際は、業種ごとの特性
も当然考慮に入れる必要があります。小売・
サービス業であれば人時生産性系の改善施策
が中心になりますし、宿泊サービス業であ
れば稼働率に関わる施策が中心になります。
2016年2月に『 IGPI流　ローカル企業復活の
リアル・ノウハウ』（PHPビジネス新書）を出
版しましたが、ここで記したようなローカル企
業の課題や、我々のこれまでの経験を元に地
道ではありますが、業績改善に確実に効く具
体的なノウハウを記しました。ご興味があれば
ご一読いただければと思います。また、こういっ
たローカル企業での藪からの問題掘り起しに、
時に我々のような伴走者が必要であればお声
掛け頂き、一緒に未来あるローカル企業へと
脱皮変身するサポートができれば幸いです。

＜アベノミクス第3の矢「成長戦略」における目標＞
PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプランに係る集中強化期間
の取組方針について（2014年6月16日） 
「2016年度までの3年間に、2～3兆円の事業規模と19件（空港6件、
水道6件、下水道6件、道路1件）の事業を前倒し達成」

PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン（2013年 6月 6日）
「今後10年間（平成25～34年）で12兆円規模に及ぶ官民連携事業
を推進」

空港

新千歳空港
＋

空港

青森空港

空港

静岡空港

下水道

浜松市下水道道路

愛知県有料道路
空港

南紀白浜空港

空港

高松空港

空港

神戸空港

空港

福岡空港

空港

広島空港

上下水道

大阪市上下水道
空港

仙台空港
（2016年7月より東急電鉄を
中心とする企業連合が運営）

空港

関西国際空港
大阪国際空港

（2016年 4月よりオリックス
・仏ヴァンシ連合が運営）

釧路空港

（帯広空港）

函館空港
稚内空港

（旭川空港）

改善前
EBITDA

不採算
ブランド・
店舗撤退

改善後
EBITDA

店舗
人件費
最適化

店舗
ロス
削減

メニュー
ミックス・
販促による
利益改善

店舗
賃料削減
交渉

物流
ルート
最適化

本社
販管費
最適化

店舗撤退

最適化

削減

利益改善
交渉

最適化
最適化x

x

x

x

x

x

x

収益改善策●●億円

CustomerIGPIHigh-Tech venture

New 
Technology Needs

Coordinate Coordinate

※検討中の潜在案件も含む

図 1



　IGPI では、大企業や中堅企業の事業戦略や技
術ニーズを理解した上で、ベンチャーのローン
チカスタマーになってくれる可能性のある企業
に絞り込んで橋渡しを行っています。超大企業
のトップに掛け合い、事業戦略上のミッシング
リンクを埋める重要な要素としてベンチャーの
持つ技術シーズの価値を認めてもらい、数億円
規模の共同開発や業務提携に至った例もありま
す。

　ハイテクベンチャーでは、大学や研究機関等
で 10年以上研究されてきた技術をベースに事
業化を進めるケースが多く、CTOはいるもの
の、CEO/COOや、ましてやCFOなどはいな
いことがあります。業容が比較的小さなときは
フルタイムで雇う負担も大きいため、資金調達

　ベンチャーにとって資金調達は大事ですが、
最近の環境を鑑みると、資金調達よりも売上を
立てることの方が、より困難であるといえます。
本来のベンチャーは、その語源からみても、世
の中に無い高付加価値の製品やサービスを創り
出すことを目的としており、当然ですが、その
製品やサービスは、誰も見たことがない、比較
するものがない、実績がないものが殆どです。
そうした革新的な製品やサービスを、リスクを
取って最初に使ってくれるユーザーを如何に確
保するか、が極めて重要です。
　顧客候補の紹介はベンチャーが外部のアドバ
イザーに期待することのひとつですが、有名企
業を数多く紹介されるものの、ベンチャー側に
対応の手間ばかりが掛かって実際の売上等に全
く繋がらないケースも多くみられます。

売上の確保

経営機能の提供

技術の多様化とモジュール化の流れの中で、企業が新たな顧客ニーズを創出するためのイノベー
ション強化策のひとつとして、オープンイノベーションが人口に膾炙して久しいです。IGPIに
おいても、新事業のインキュベーションプログラムの運営やコーポレートベンチャーキャピタル
の設立支援などに加え、科学技術に立脚したハイテクベンチャーへの投資を行っています。
IGPIのハイテクベンチャーへの取り組みの特徴として、売上の確保、経営機能の提供、自己資
金による投資、があります。

1

2

吉澤 正樹　 
経営共創基盤（IGPI）　ディレクター

ハイテクベンチャーへの取り組み
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＜アベノミクス第3の矢「成長戦略」における目標＞
PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプランに係る集中強化期間
の取組方針について（2014年6月16日） 
「2016年度までの3年間に、2～3兆円の事業規模と19件（空港6件、
水道6件、下水道6件、道路1件）の事業を前倒し達成」

PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン（2013年 6月 6日）
「今後10年間（平成25～34年）で12兆円規模に及ぶ官民連携事業
を推進」

空港

新千歳空港
＋

空港

青森空港

空港

静岡空港

下水道

浜松市下水道道路

愛知県有料道路
空港

南紀白浜空港

空港

高松空港

空港

神戸空港

空港

福岡空港

空港

広島空港

上下水道

大阪市上下水道
空港

仙台空港
（2016年7月より東急電鉄を
中心とする企業連合が運営）

空港

関西国際空港
大阪国際空港

（2016年 4月よりオリックス
・仏ヴァンシ連合が運営）

釧路空港

（帯広空港）

函館空港
稚内空港

（旭川空港）

改善前
EBITDA

不採算
ブランド・
店舗撤退

改善後
EBITDA

店舗
人件費
最適化

店舗
ロス
削減

メニュー
ミックス・
販促による
利益改善

店舗
賃料削減
交渉

物流
ルート
最適化

本社
販管費
最適化x

x

x

x

x

x

x

収益改善策●●億円

CustomerIGPIHigh-Tech venture

New 
Technology Needs

Coordinate Coordinate

※検討中の潜在案件も含む



時などにテンポラリーに投資家との利害調整を
行う人材や、経理・財務・労務といった会社と
して必要な機能を如何に確保するかが重要にな
ります。
　資金調達の際に機関投資家から要求されて、
CFOや管理部門のスタッフを雇い入れるケー
スも多くみられますが、必ずしも優秀な人材を
確保できるとは限らず、むしろ多額の役員報酬
やストックオプションが事業継続に影響するこ
ともあります。
　IGPIには経営支援に携わるプロフェッショ
ナルが180名在籍しており、ベンチャーが必
要な役割を、必要なときに、必要なだけ、提供
することが可能です。例えば、画像処理アルゴ
リズムの大学発ベンチャーに対して、エンジニ
アが10名弱の頃から、資本政策の立案や資金
繰りの管理だけでなく、社内規定や業務フロー
の整備、契約交渉の支援、展示会出展等のマー
ケティング活動まで行うなど、様々な事態に臨
機応変に対応しなければいけないハイテクベン
チャーができるだけ研究開発に集中できるよう
にサポートしています。

　ハイテクベンチャーは、科学技術に立脚する
という特質上、事業化においても比較的長期の

時間軸で物事を考えていくことが求められま
す。IGPIは、総務省のICTイノベーション創出
チャレンジプログラム（I-Challenge!）や文部
科学省所管のJSTの大学発新産業創出プログラ
ム（START Program）に事業化支援機関とし
て参画しており、公的助成金を最大限活用しな
がら事業化のアクセルを踏む適切なタイミング
を見極めることを重視しています。
　事業化の仮説を検証することなく技術シーズ
の段階で民間資金を調達してしまうと、研究開
発の進捗が芳しくないときに、経営方針をめ
ぐって経営層と投資家が対立してしまうリスク
があります。
　この点、IGPIは自己資金による投資を前提
に取り組んでおり、投資の回収期間やエグジッ
ト方針も柔軟に対応することが可能です。これ
までの投資先には、交通事業への投資のように
グループの一員として永続的に経営にコミット
し続けようと考えている会社もありますし、時
間軸の違いによる経営方針の齟齬が生じにくい
ため、事業会社との共同投資や研究機関からの
カーブアウトのようなケースも比較的スムース
に進められると考えています。ベンチャーの創
業者や株主、経営者や従業員が望み、その期待
に IGPIが応えられるのであれば、株式を5年
10年と持ち続けることで、ベンチャーの真の
成功に向けて長期的な視野で経営を支援してい
けると考えています。

吉澤 正樹　 経営共創基盤（IGPI）　ディレクター
ソニーにて、半導体技術の研究開発を10年以上経験。半導体製造装置ベンチャー、マ
サチューセッツ工科大学、ベルギーの半導体研究開発コンソーシアムIMEC、IBMワト
ソン研究所など、日米欧における研究開発アライアンスに従事。IGPI参画後は、エレク
トロニクス分野を中心とした企業支援・投資・新事業開発等のプロジェクトを主導。
東京工業大学大学院修了　博士（工学）

自己資金による投資3
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Books新刊・既刊 書籍のご案内

冨山和彦　（パートナー　代表取締役 CEO） ・経営共創基盤

『IGPI 流　ローカル企業復活のリアル・ノウハウ』
（PHP研究所）

（PHP研究所）

IGPI流リアル・ノウハウシリーズ第4弾。 
「地方経済に未来はない」という俗説は本当な
のか?
GDPの7割、雇用の8割を占めるローカル経済
圏の企業こそ日本経済の切り札であり、実は
「Low Hanging Fruits =改善余地の宝庫」です。
ローカル企業の現場をも熟知したIGPIプロ
フェッショナルが、外食、小売、卸売、製造、宿泊
サービス業から学校法人、医療まで、業種ごと
の事業の方向性を示し、ローカル経済圏を再生
させるノウハウを公開いたします。

News Releaseニュースリリース

米国の通信ソフトウェアベンチャー企業、
nCore Communications, Inc. への
資本参加のお知らせ
IGPIは、通信ソフトウェアの開発・販売を行う米国
nCore Communications, Inc.に第三者割当増資引受
による資本参加をし、この度、事業開発サポートを開
始致しました。

新刊

既刊

2月発刊

IGPI 流リアル・ノウハウシリーズ

プロローグ　あるローカル企業社長の独白
第1章　なぜ「ローカル企業の再生」は
　　　　勝率が高いのか
第2章　業種を問わず、会社としてやるべきこと
第3章　業種によって異なる
　　　　「事業の方向性」を見抜く術
第4章　業績改善の事例
　　　　―こうすれば会社は上向く、甦る
第5章　ダメになる地域企業の死に至る病
第6章　金融機関とどのように付き合うか？
エピローグ　 IGPI 流ローカル企業復活に向けた
　　　　　　「心構え」

『IGPI 流　
 ビジネスプランニングの
　　　　リアル・ノウハウ』

事業計画の基本、
事業計画策定の重
要な要素とその効
用、そして、その
先にある勝ち抜き
シナリオ、事業戦
略立案の考え方。
現実経営における
実行を前提とした

「生々しい」ビジネスプランニングに
関して、幅広いノウハウのエッセン
スが詰まった1冊です。

『IGPI 流　
 セルフマネジメントの
            リアル・ノウハウ』

M&Aはどこの事
業部、会社でも、
いつでもあり得る
時代です。その中
で、いかに自分自
身をマネジメント
すべきか。ビジネ
スパーソンがサバ
イバルするための

思考と行動、スキルをリアルに描き
出しています。

『IGPI 流　
 経営分析の
       　 リアル・ノウハウ』

会社・事業の実力
や将来性はどう
やって見極めるの
か？事業開発、成
長、再生の全フェ
ーズに通用する経
営分析の知見や手
法を一挙に紹介。
シリーズ第1弾と

して発売以来、根強い人気を誇る経
営分析の教科書です。

お知らせ

IGPIシンガポール　オフィス移転のお知らせ
４月１日付でIGPIシンガポールはオフィスを下記へ移転い
たしました。
Industrial Growth Platform Pte. Ltd.
50 Raffles Place
Singapore Land Tower Level 30
Singapore 048623

TEL ： +65-6637-8834
　　　（変更ございません）
FAX ： +65-6632-3600


