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学会動向｜ビジネスモデル学会 2018 年春季シンポジウム 

 

 

 

本シンポジウムでは、「都市」のマネジメント、デザイン、 あるい

はリサーチに関わる第一級のプロフェショナルが集い、 異なる視点

から「都市経営」の現実と課題、 そして可能性が自在に語られるひ

とときだった。都市のビジネスモデル論への野心的な試みである。 

 

BMA 春季シンポジウム運営委員会 
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■ 講演スケジュール 

 

問題提起 

「 都市の経営とビジネスモデル 」 

上山 信一 慶應義塾大学 総合政策学部 教授  vs. 

平野 正雄 早稲田大学 ビジネススクール 教授  

 

講演 1 

「 成熟都市の再生 – 大阪の改革 10 年の軌跡 」 

上山 信一 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 大阪府・市 特別顧問 

 

講演 2 

「 加速都市の覚醒 – 中国・深圳と改革開放 40 周年 」 

伊藤 亜聖 東京大学 社会科学研究所 准教授 

 

講演 3 

「 グローバル都市競争と東京の未来 」 

市川 宏雄 明治大学 名誉教授 森記念財団理事 

 

■ パネル討議 

 

「 これからの都市経営 」 

 

青山 佾 都市調査会代表 元東京都副知事 

野田 由美子 ヴェオリア・ジャパン株式会社 代表取締役社長 元横浜市副市長 

市川 宏雄 明治大学 名誉教授 森記念財団理事 

司会 上山 信一 

 

■ 第 6 回日本ビジネスモデル大賞 発表 

 

   受賞者 バリューマネジメント株式会社 

 

■ 総合司会者 

江連 裕子 経済キャスター 

 

カメラ｜西田 治子 
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■ 講演者紹介（敬称略） 

 

上山 信一 

 

慶應義塾大学 総合政策学部 教授 

大阪府・市 特別顧問 

1957 年大阪市生まれ、京都大学法学部卒業後、旧運輸省、米プリンストン

大学大学院 ( 公共経営学修士 )、マッキンゼー等を経て現職。国交省政策

評価会座長、大阪府・市特別顧問、東京都特別顧問等を歴任。専門は、企業、

政府、NPO の経営改革。 

 

伊藤 亜聖 

 

東京大学 社会科学研究所 准教授 

経済学 博士 ( 慶應義塾大学 ) 

大学院時代に中国人民大学 ( 北京 )、中山大学 ( 広州 ) に滞在し中国経

済について研究。主な研究内容は、中国の産業発展、中国の対外直接投資活

動、そして中国とアジアにおけるイノベーション。著書・共著に『 現代中

国の産業集積「 世界の工場 」とボトムアップ型経済発展 』 ( 名古屋大学出版会、2015 年。大平正芳賞、

清成忠男賞受賞 )、『 中国ドローン産業発展報告 2017 』( 東京大学社会科学研究所、2017 年 )、China’s 

Outward Foreign Direct Investment Data ( 東京大学社会科学研究所、2014 年 )、『 現代アジア経済論 』

( 有斐閣、2018 年 ) 等。深圳大学中国経済特区研究センター訪問研究員 ( 2017 年度 )。 

 

市川 宏雄 

 

明治大学 名誉教授 

森記念財団理事 

明治大学教授、日本テレワーク学会長、自治体危機管理学会長など学術的活

動、中央区都市計画審議会長、渋谷区基本構想審議会長など政府委員を多数

歴任。世界都市ランキング ( GPCI ) を主宰。東京都の政策立案に 25 年以

上関わる。 

 

 

青山 佾 

 

都市調査会 代表 

元東京都副知事 

1967 年 都庁職員。1999 年 ～ 2003 年 東京都副知事。2004 ～ 2018 年 

明治大学公共政策大学院教授。主著『 世界の街角から東京を考える 』( 藤

原書店 )、『 小説後藤新平 』( 学陽書房 )、『 都市のガバナンス 』( 三省

堂 ) など。 
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野田 由美子 

 

ヴェオリア・ジャパン株式会社 代表取締役社長 

元横浜市副市長 

邦銀のニューヨーク・ロンドン支店を経て PwC に入社。日本の PFI 市場

の創設・普及に貢献。その後、横浜市副市長、清華大学シニアフェロー、PwC 

アドバイザリーのインフラ部門統括パートナー、都市ソリューションセンタ

ー長を経て、現職。 

 

 

江連 裕子 

 

セント・フォース所属 

経済キャスター  

TBS 、フジテレビ、テレビ東京、KPMG 税理士法人を経て、日経 CNBC 

でメインキャスターを 9 年間担当。現在は経済キャスターに加えて 2015 

年より東証一部上場 株式会社グルメ杵屋社外取締役、2018 年より株式会

社エスネットワークス社外取締役に就任。 

 

 

平野 正雄 

 

ビジネスモデル学会 会長 

早稲田大学 商学学術院 経営管理研究科 ( ビジネススクール ) 教授 

1987 年から 20 年間、マッキンゼー＆カンパニーにて経営コンサルティン

グに従事。その後、プライベート・エクイティー大手のカーライルにおいて

日本企業のマネージメントバイアウト ( MBO ) 投資に参画。2012 年から

現職。現在、複数社の社外役員および企業アドバイザーを兼任中。 
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パネルディスカッションワンシーン 

 

カメラ｜西田 治子 


