
 
 

 

 

 

 

 

 

       
基調講演者、特別講演者、パネリスト 

 

 

世界で最初に高齢化社会を迎えようとしている日本でこそ、直面する様々な問題

を直視し、本質を見抜き、高齢化社会のビジネスの本来的な有り様を築きあげる機

会を得たと言えます。今大会では、「Ageless」ということで、20 代 40 代 60 代と

年を積み重ねていくのを素直に捉え、喜び、歳をとる事は素晴らしいことだと思え

る社会とはどんな社会なのかを追求します。60 歳になると定年です、と個々の体

力や希望を考慮せず自動的にある区別をするのではなく、働く意欲と能力をもった

シニア層がその希望に沿って経験を活かしながら自己実現できるビジネス（モデ

ル）について発表や議論をすることを企図しています。これにより労働人口減少や

社会保障費抑制というマクロ課題にも応えられないかと期待しています。21 世紀

の国造りの要諦に触れるこのテーマを通じて、一緒にこれからの国の有り様を考え

る時間を共有しましょう。 
 

２０１３年春季大会 実行委員長  中谷 幸俊 

 

 

日時 ２０１３年３月２３日（土） 

主催 ビジネスモデル学会 

後援 ＩＴコーディネータ協会 

   デジタルニューディール研究所 

場所 東京大学本郷キャンパス工学部新２号館 

詳細  http://www.biz-model.org/ 
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（敬称略） 

 

10:00-10:05 全体司会： 中谷 幸俊（大会実行委員長、学会運営委員会代表幹事） 

10:05-10:15  開会挨拶： 松島 克守（学会会長、東京大学名誉教授） 

 

10:15-11:00 大賞発表： 平野 正雄（学会副会長、早稲田大学教授） 

            「ビジネスモデル大賞発表＆授賞式」 
 

11:00-11:45 特別講演１ 村田 裕之（村田アソシエイツ(株)代表取締役） 

            「スマート・エイジング社会とシニアビジネスの役割」 

11:45-12:30 特別講演２ 松田 智生（三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター 

                   主任研究員） 

            「海外に学ぶアクティブシニアのライフスタイルと日本での胎動」 
 

12:30-13:30 －－－－－－－－－－－－－－－ 昼食 －－－－－－－－－－－－－－－ 
 

13:30-14:15 特別講演３ 小野 善康（大阪大学社会経済研究所教授 

                   前内閣府経済社会研究所長） 

            「成熟社会の経済に必要な発想の転換」 

14:15-15:00 基調講演： 木村 清一（東京大学高齢社会総合研究機構 学術支援専門職員） 

「超高齢者の老いを考える」 

15:00-15:15 －－－－－－－－－－－－－－－ 休憩 －－－－－－－－－－－－－－－ 

15:15-16:20 －－－－－－－－－－－－－－ 研究発表 －－－－－－－－－－－－－－ 
 

15:15-15:20 発表説明： 藤田 育夫（学会運営委員） 

15:20-15:40 研究論文１ 大久保 隆弘（茨城キリスト教大学） 

            「持続的競争優位を構築するビジネスモデル・イノベーション 

             ～リチウムイオン電池産業の事例を踏まえて～」 

15:40-16:00 研究論文２ 松島 和史、田中 謙司（東京大学） 

「飲料自動販売機業界の商品展示モデル」 

16:00-16:20 研究論文３ 北村好一（学校法人上智学院） 

            「クローズド組織における特定メンバーへの情報伝達システム」 
 

16:20-16:35 －－－－－－－－－－－－－－－ 休憩 －－－－－－－－－－－－－－－ 
 

16:35-17:40 パネルディスカッション：6 0 歳以降どう働くか？ 

        パネリスト：  木村 清一（前出） 

松田 智生（前出） 

松林 光男（ワクコンサルティング株式会社社長） 

淡輪 敬三（タワーズワトソン株式会社社長） 

       モデレーター： 松島 克守（前出） 
 

17:40-17:45 お知らせ： 松島 克守（学会長） 

      「今年の海外視察ツアーについて」 
 

17:45-17:50 閉会挨拶： 中谷 幸俊（学会代表幹事／アクセンチュア・ディレクター） 
 

17:50-18:00 －－－－－－－－－－－－－－ 閉会、移動 －－－－－－－－－－－－－ 

18:00-20:00 －－－－－－－－－－－－－－ 交 流 会 －－－－－－－－－－－－－ 
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基調講演｜講演テーマ 

 
木村清一 氏 

 

 

講演要旨 身近に迫る超高齢・長寿社会に対応した「新たなまちづくり」を進めようと、2010

年 5 月に千葉県柏市とＵＲ都市機構と東京大学の３者が協定を結び、いわ ゆる「産学官

が一体となった取り組み」をはじめました。このプロセスを紹介し、高齢者持つ能力と

技術を活かした「生きがい就労」と住み慣れた家で安心して 暮らす「在宅医療の充実」

の二つを柱とした「地域包括ケアシステム」について考えます。  

 

略歴 1974 年千葉県柏市役所青少年育成行政担当。1986 年消費者行政担当。1995 年健康推

進課長補佐。1999 年健康推進課長。2002 年高齢者支援課長。2007 年保健福祉部次長。2008

年保健福祉部長。2011 年 3 月柏市退職。2011 年 4 月より現職。現在、専門分野として、

地方自治体の果たすべき役割を求め、①市民との協働の在り方、②行政の市民活動支援

施策、③人材育成への対応、④財源確保などの視点から、長寿社会のまちづくりに取り

組んでいる。ホームページ http://www.iog.u-tokyo.ac.jp 

 

聴講メモ ･･････････････････････････ 
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特別講演１｜講演テーマ 

 
村田裕之 氏 

 

 

講演要旨 高齢化率世界一、超高齢社会の日本は、社会の高齢化に伴う諸課題をより賢く解

決する知恵が必要である。本講演では、筆者らが提唱しているスマート・エイジン グの

概念と、本概念にそった実践活動および筆者のこれまでの事業開発活動も紹介する。そ

のうえで、超高齢社会の課題解決のために必要なシニアビジネスの手 法の勘所について

述べる。参考：『シニアシフトの衝撃』（ダイヤモンド社）、『スマート・エイジングとい

う生き方』（扶桑社）。 
 

略歴 1987 年東北大学大学院工学研究科修了。わが国シニアビジネス分野のパイオニア。多

くの民間企業の新事業開発に参画し、シニア市場に造詣が深い。高齢社会研究の第一人

者として講演、執筆も多数。国際情勢にも詳しく、海外からの招待講演依頼も多い。経

済産業省、内閣府、中部経済産業局などの委員会委員など多くの公職も歴任。 

 

聴講メモ ･･････････････････････････ 
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特別講演２｜講演テーマ 

 
松田智生 氏 

 

 

講演要旨 エイジレス社会で求められるビジネスは何か？フランスで進むシニアと若者の

世代間同居、スウェーデンのシニア派遣事業や団地 再生、米国のリタイアメント・コミ

ュニティなどの事例と共に、日本の各地で動きつつある潮流を紹介します。「シニアは社

会のコストでなく担い手」、「市民・地域社会・企業の三方一両得」の視点から、社会問

題を解決するソーシャルビジネスの方向性を報告します。 

 

略歴 1989 年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。専門は高齢社会における新産業創造・地域

活性化。2010 年、三菱総研の政策提言プロジェクト「プラチナ社会研究会」を創設。文

部科学省生涯学習ネットワークフォーラム企画委員、石川県ニッチトップ企 業評価委員、

土佐経済同友会特別委員。著書に『これから 30年 日本の課題を解決する先進技術』、『3

万人調査で読み 解く日本の生活者市場』（ともに日本経済新聞出版社、共著）。 

 

聴講メモ ･･････････････････････････ 
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特別講演３｜講演テーマ 

  
小野善康 氏 

 

 

講演要旨 経済の目的とは国民の幸福な暮らしの実現であり、効率化や倹約はそのための手

段にすぎない。生産力不足に悩む発展途上社会では、効率化や倹約による生産力拡大は 

豊かな生活に直結した。しかし、巨大な生産力を手にした成熟社会では物が行き渡り、

人々の欲望はお金に移って需要が不足し、長期デフレ不況に陥りやすい。 このとき重要

なのは生産力拡大ではなく、余剰労働力を活用して生活の質を向上させる、新たな消費

の創造である。 

 

略歴 1951 年生まれ．専門はマクロ経済学，国際経済学．東京工業大学工学部卒，東京大学

大学院経済学研究科修了・経済学博士．大阪大教授，東京工大教授，内閣府経済社会総

合研究所長を経て現職．著書に Money, Interest, and Stagnation (Oxford UP)，Trade and 

Industrial Policy under International Oligopoly (Cambridge UP, 共著)，『成熟社会

の経済学』，『エネルギー転換の経済効果』（以上、岩波）など。 

 

聴講メモ ･･････････････････････････ 
 

 

 



ビジネスモデル学会 2013年春季大会 

Biz-model 2013, Tokyo-u, Tokyo, JAPAN ｜ Mar, 23, 2013 

 

Copyright © Business Model Association. 2013. All rights reserved. http://www.biz-model.org/ 6

 

 
 

 
 
 
 日本ビジネスモデル大賞は、「独創性」、「成長性」、「共感性」の 3つの観点から評価できる

ビジネスモデルを構築し、優れた業績を達成されている企業を対象として、当学会の専門委

員会にて選定を行っています。その結果、第１回「日本ビジネスモデル大賞には、株式会社

リブセンス(村上太一社長)を選定いたしました。今回大賞となったリブセンス社は 2006 年

設立のインターネットメディア運営会社であり、アルバイト求人サイト「ジョブセンス」を

創設。正社員・派遣社員・不動産賃貸・クチコミサイトへと事業拡大しています。2011 年

12 月に東証マザーズに上場、2012 年 10 月東証一部へ上場変更。村上社長は起業家として

いずれも最年少の上場を果たしています。同社の成功報酬型のビジネスモデルや村上社長の

起業家としての熱意と実行力、社会的貢献性を高く評価して今回の大賞選定に至りました。 

 

 

 

 

株式会社リブセンス 代表取締役社長  

村上 太一 氏 
 

 

 

1986 年 10 月  東京都生まれ（10 月 27 日）  

2002 年  4 月  早稲田大学高等学院入学 

        起業イベントへの参加やメンバー集めなど、起業に向けた準備を開始 

        簿記やシステム・アドミニストレータの資格を取得 

2005 年  4 月  早稲田大学政治経済学部経済学科入学 

        ベンチャー起業家養成基礎講座を受講、ビジネスプランコンテストで優勝 

        大和総研、インターネット関連ベンチャー企業にてインターンシップを 

        経験（大学 1年生） 

2006 年  2 月  株式会社リブセンスを設立（大学 1年生）代表取締役社長に就任 

2009 年  3 月  早稲田大学政治経済学部経済学科卒業 

2011 年 11 月   Ernst & Young「Entrepreneur Of The Year 2011 Japan」 

        Challenging Spirit 部門にて大賞を受賞 

2011 年 12 月  史上最年少（25歳 1 カ月）で東京証券取引所マザーズ市場へ上場 

2012 年 10 月  史上最年少（25歳 11 カ月）で東京証券取引所市場第一部へ上場 
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研究発表１｜大久保 隆弘（茨城キリスト教大学） 

 

 
 

 本稿は日本の製造業が持続的競争優位の再構築を目指すにあたり、電機産業における過去のビ

ジネスモデルの課題を取り上げた後、二次電池産業の競争状況と企業再編、ビジネスモデルの変

容に着目し、この分野において日本企業における持続的競争優位を構築するビジネスモデル・イノ

ベーションを重視した経営戦略の必要性と新たなモデルの設計概念を示すものである。 

 

 近年ビジネスモデル・イノベーションの研究は多々あるが、その中でも市場の囲い込みや継続的な

競争優位を築く研究にデルタモデル（Arnoldo C. Hax, Dean L. Wilde 2,2001）などの理論および市

場や顧客重視の視点でＣＶＰを重視する理論（Mark Johnson 他,2009））が日本企業にとって重要な

意味を持つと着目した。いずれの理論も系列取引や垂直統合といった日本型経営モデルと異なる

顧客重視・市場直結型のビジネスモデル論を唱えている。そのモデルの成功事例とも言える米国企

業や日本企業の経営モデルと自動車産業、電機産業などを比較して明確な違いを示し、本稿では

日本の製造業が従来のモデルからいかに脱却をはかるべきかを提言する。 

 

 さらに先行研究を発展させ、１．顧客の価値創出、２．利益を生む仕組み、３．顧客との継続的取引、

４．市場のシステムロックインをフレームとするビジネスモデルを提案し、その設計思想とモデルとして

の今日性を述べる。論証のための事例研究として、日本の将来の有望産業とみなされる二次電池産

業のビジネスモデルを例にとり、新たなビジネスモデルでの方向性と経営戦略を提言する。分析対

象であるリチウムイオン電池産業は１９９１年に日本企業が世界で初めて商品化して以来、世界市場

でトップの地位を築いてきたが、２０１０年ころから韓国、中国勢とシェアを分ける結果となっている。 

 

 現在、リチウムイオン電池産業のビジネスモデルはセルにおいては垂直統合、システムにおいては

水平分業化が進んでいる。電気自動車などに用いる大型リチウムイオン電池の用途が拡大し、原材

料から販売までのバリューチェーンは複雑化し、企業間提携や企業統合も進んでいる。日本企業の

過去の失敗からの反省として、技術的先行性をもとに集中的投資でスケールメリットを得ようとする戦

略が通用しなくなっており、生産量も韓国や中国が上回り過渡期に立っている。初期のモバイル製

品向けリチウムイオン電池は、過去の製品群と同じ戦略モデルであったが、大型化の時代に向けて

今後はいかにトータルアーキテクチャによる差別化がはかれるかが焦点となる。トータルアーキテクチ

ャとは製品のバリューチェーン全体の設計思想で、製造業が生産・販売のプロセスだけで競争優位

を築くのではなく、製品とサービスで市場を囲い込みながら生産プロセスは水平分業化して、トータ

ルプロセスの優位性で市場を囲うビジネスモデルを意味している。本稿は、先行研究とデルタモデル

の特徴を活かした新たなモデルの存在を仮説とし、電池産業の新たなビジネスモデルの方向性から

の知見を該当モデルに当てはめるものであり、今後の日本の製造業に同様なトータルアーキテクチ

ャ思想での持続的な競争優位を獲得し得る戦略とビジネスモデルが融合する視点に独自性があり、

かつ今後の事業展開におけるビジネスモデルの着想に有用性があるものと考える。 

 

参考文献 

 Arnoldo C. Hax, Dean L. Wilde Ⅱ(2001) “the delta project”palgrave macmillan 

 Arnoldo C. Hax, Dean L. Wilde Ⅱ(2007), 「デルタモデル―ネットワーク時代の戦略フレームワー

ク」ｻｲｺﾑｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ  

 ﾏｰｸ･W･ｼﾞｮﾝｿﾝ，ｸﾚｲﾄﾝ･M･ｸﾘｽﾃﾝｾﾝ,ﾍﾆﾝｸﾞ･ｶｶﾞｰﾏﾝ(2009)「 ビジネスモデル・イノベーションの

原則」Harvard Business Review 

 大久保隆弘（2009）.「エンジンのないクルマ」が変える世界. 日本経済新聞出版社 
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研究発表２｜松島 和史、田中 謙司（東京大学）  

 

 
 

１．背景 

 
2007 年の自動販売機（以下、自販機）における清涼飲料販売金額は、2 兆 4 千億円[1]であ

る。しかし、１台当りの販売金額を見てみると、2001 年の 113 万円をピークとして、2002
年以降は 102 万円～105 万円で推移している[2]。これより、自販機の設置台数に関しては、

飽和状態に達しつつあると予想される。 

 自動販売業界の流通経路に関して、オペレータと呼ばれる自動販売機の設置・メーカー調

達・メンテナンス・売上金回収代行を行っている業者が存在し、小売流通の一次卸・二次卸

を通じた流通構造とは異なっている。小売販売に対する自動販売機による販売の利点として、

展示販売数の多さ、高利益率、顧客購買情報の直結性がある。 
以上より、飲料自動販売機業界では、飽和状態の市場を打開するため、自動販売機の商品

展示を科学的に分析し実践する必要がある。 
 

２．A社の飲料自動販売機のデータ解析 

 
A 社の商品展示数およびコラム配列が同じ自動販売機に関して、売り上げ上位 100 台を基

に解析を行った。四半期ごとの売れ筋商品数および商品カテゴリーの構成比の相違を抽出し

た。 
 

３．手法の構築とポートフォリオ比較 

 
A 社のデータ解析を通じて算出した四半期毎の商品ごとの週次の累積需要予測での最適化

商品ランキングでの商品構成を基にして、500mlペットボトルと非500ml商品の展示とコラ

ム収容制約条件下での在庫配置の三手法を考案した。それは、N ステージ法、すごろく累進

法、改良すごろく累進法の三手法である。本研究では、いずれの手法においても容器別のコ

ラム配分比と商品別のコラム配分比を関連付けたこと、すごろく累進法と改良すごろく累進

法では在庫正規化と合わせて関連付けたこと、改良すごろく累進法では在庫正規化での日次

平均販売量と日次最大販売量の影響差を緩和したことに関して新規性がある。 
売り上げ上位の自動販売機にそれぞれの手法を用いて利益を予測し、ポートフォリオとし

ての比較を行った。その結果として、改良すごろく法が総利益予測では最良の結果を得られ、

実際の運用に準じた N ステージ法と比較し、約 38％の利益改善効果が予測できた。 
 

４．結論 

 
本研究を通じて、飲料自販機の商品ごとの割り当てコラム数と在庫量を四半期ごとの最適

化に寄与する手法および管理支援モデルを構築することができた。 
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個人情報に対する利用者や組織の意識の高まりは、時に情報の流通を阻むことがある。これは、情報

の発信者と受信者が互いに顔見知りであっても、彼らの間に組織や情報管理者等の仲介者が存在し、そ

の仲介者が情報取扱いの規範に誠実であればあるほど、受信者と発信者は接触が困難となる。 

 

この個人情報の「管理強化」と「利便性向上」という２つの相反する概念に対応する手段として、「figure：

クローズド組織における情報伝達モデル」に示す新たな情報伝達モデルを提案したい。 

この手順の概要は以下のとおり。 

① 管理者Ｂは、発信者、受信者になりうる組織の構成員情報をまとめたデータベースをシステムＤに

登録し、各構成員に特定の個別ＩＤを付与する。 

② 個別ＩＤを付与された発信者Ａは、システムＤに登録されているデータベースから情報検索を行い、

受信者となりうるＣまたは、その属性の人たちを抽出する。 

③ 情報の伝達先が確定したら、発信者Ａは、システムＤを介して受信者Ｃに情報を伝達する。 

④ 受信者Ｃに届く情報には、発信者Ａの名前、連絡先、所属組織等の情報が、必ず明記されるものと

する。 

⑤ システムＤは、受信者Ｃへの情報伝達完了後または、失敗後、その結果を発信者Ａに通知する。 

⑥ 受信者Ｃは、その内容に応じて、任意に、直接、発信者Ａと連絡を取るものとする。 

以上が、新たな情報伝達の流れである。 

 

このシステムの最も特徴的な点は、管理者の意思により、連絡先

を把握しているメンバーを強制的にシステムに参加させることにある。

ソーシャル・ネットワーク・サービスの場合は、自身が自発的にサー

ビス利用者になる必要があった。しかしながら、本システムの場合は、

管理者の意思で、強制的にネットワークに組み入れられることである。

つまり、従来のシステムは、能動的参加型のシステムであったが、今

回提案する新しいシステムは、受動的参加型のシステムである。 

このようなシステムに類似混同されるものは、転職、就職斡旋シス

テムや同窓会システムがある。まず、転職、就職斡旋システムとの違

いであるが、これは、受信者、発信者が能動的にそのシステムに参

加する必要があるという点が大きく異なる。また、就職という目的が

完結すると、両者はシステムから退くこととなりその他の目的で、他者が連絡を取ることはできなくなるとい

う点も異なる。 

 

次に同窓会システムであるが、これには大きく２つの種類がある。１つは、自発的参加型のコミュニティ

形成モデルである。これは、グループメンバーの属性は同じであっても目的を一としていない場合、参加

率や活動率を向上・維持することは困難である。そのため、グループメンバーと適宜連絡をとりたいと望ん

でも難しいことが想定できる。２つめの同窓会幹事代行モデルでは、個人情報管理者が名簿を代行業者

に渡すところから始まるため、今回提案するビジネスモデルと同じ強制参加型モデルと言える。また、代

行業者のサービスの過程で、SNS やグループメール等の利用によるコミュニティ形成が試みられるかもし

れない。しかしながら、SNS の場合 Web サイトへの能動的な参加が求められるため限界効用を懸念しなけ

ればならないことや、グループメールの場合は、適宜、特定の者に連絡を取る際は、個人情報公開の点

が課題となる。 

その他にも既存のサービスがあるが、会員同士の情報交換を行なうに当たって、それぞれ特有の課題

があり、万能とは言えない。それらを場面毎に使い分けることによって、目的は達成しうるかもしれないが、

それら全てを一つのサービスで解消する手段として本ビジネスモデルを提案したい。 

figure： 
The Transmission System for Closed Society 
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（敬称略） 
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学会企画： ２０１３年海外視察ツアー（詳細別紙参照） 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 ビジネスモデル学会 ２０１３春季大会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

企画・運営： ビジネスモデル学会運営委員会 

実行委員長： 中谷 幸俊（学会代表幹事／アクセンチュア・ディレクター） 

日時： ２０１３年３月２３日 

お問合せ： ビジネスモデル学会事務局 阿部悦子 

Ｅ-mail： sec@biz-model.org 

学会公式 URL： http://www.biz-model.org 

情報サイト「ビジネスモデルの輪」： http://www.jctbf.org/C_BM/top.htm 


