
都市の魅力を
構成する要素とは？

「東京10㎞～20㎞圏、その魅力。
“生き続けられるまち”とは？」
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持続可能な都市居住の実現に向けた、知見の獲得と社会との共有

＜2014年度の調査・研究＞

【２つの研究テーマ】

【ホームページ企画】 【生活者調査】

【成果の発信】

研究A 研究B

東京圏遠郊外の
縮退格差時代の到来

東京10㎞～20㎞圏、その魅力。
〝生き続けられるまち〟とは？

＜東京50㎞圏＞ ＜東京10㎞～20㎞圏＞

変貌する東京大都市圏２０２０

都市の鍼治療
都市生活者意識調査２０１４

①実態把握 ②現状分析 ③課題の発見 ④提唱

定量・定性による街の
活性／縮退状況の把握

両輪的
位置づけ

専門家・有識者を交え
ての活性要因の抽出

セミナー、ホームページ、
報告書での成果発信調査・フィールドワーク

アーカイブ

マーケティングレポート掲載企画

（明治学院大学経済学部教授 服部圭郎氏）

（マーケットプレイス代表 立澤芳男氏）

（訪問留置調査／東京・大阪／N=1800）

＜当財団の事業目的＞

●住みたい街の魅力
●同居・近居の実態
●多拠点居住への意識
●シェアハウスへの関心
●地域コミュニティに対する意識・・・・・・

今回のセミナー・テーマ

①
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②

遠郊外エリア

「東京遠郊外の縮退格差時代の到来」

◆縮退格差の実態把握と
今後の可能性の模索

◆都市の魅力を構成
する要素・条件を解き
明かす

「東京10㎞～20㎞圏、その魅力。
〝生き続けられるまち〟とは？」

準都心エリア

【研究Ａ】

【研究Ｂ】



③

＜研究プロセス＞

２０１４年度 ２０１５年度

仮説の抽出 仮説の検証

●「都市の魅力を構成する要素」を探る ●「都市の魅力を構成する要素」を検証する
●魅力要素を測定する尺度・指標の明確化

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
分
析

専
門
家
の
意
見

生
活
者
の
意
識

建築・都市計画・環境デザインの
専門家への取材

ヤン・ゲール、トーマス・ジーパーズ、マシュー・カルモナ、
カラランポ・フォーカス、ジャイメ・レルネル、
三浦 展、陣内秀信、林 泰義、大月敏雄、隈 研吾、
面出 薫 （敬称略／取材順）

「変貌する東京大都市圏２０２０」

●東京１０～２０㎞都市圏（準都心）の
エリアマーケティング分析

マーケットプレイスオフィス代表 立澤芳男氏

「都市生活者意識調査２０１４」
社会構造変化の中で

暮らしの最適化を追求する都市生活者

●東京３０㎞圏／N=1125

都市生活者意識調査２０１５
（9月実査予定）

フィールドワーク（踏査）

エキスパートヒアリング

建築・都市計画・環境デザイン以外の様々なジャンル
の専門家（異なるクライテリア）からみた魅力構成要素

社会学者、電鉄系総研研究者、区議会議員、商店会長
街探訪番組制作関係者、作家・コラムニスト、他



ジャイメ・レルネル氏 トーマス・ジーパーズ氏

④

ヤン・ゲール氏

マシュー・カルモナ氏 カラランポ・フォーカス氏

取材にご協力いただいた世界のスーパーマイスター１１人（海外）

What Makes City Attractive?

都市の魅力を構成する要素は何か？

（８．２８／コペンハーゲン）

（９．３／ミュンヘン）

（９．８／ロンドン） （９．９／ウッドストック）

（９．１８／クリチバ）

建築家／デンマーク王立
芸術大学建築学部卒／
ゲール・アーキテクツ主宰

都市計画家／ベルリン工業
大学卒／スカット都市計画事
務所所長／ダルムシュタット
工科大学名誉教授

建築家・都市計画家／
国際建築家連合会長／
元クリチバ市長

都市計画家／UCLバーレット
建築都市計画大学院
都市計画学科教授

都市計画家・交通システム専門
／オックスフォード大学客員教授



⑤

取材にご協力いただいた世界のスーパーマイスター１１人（国内）

What Makes City Attractive?

都市の魅力を構成する要素は何か？

（２/２） （１２／２２）

（１２／４）

（１／２４）

（１／２８）

（３／２５）

東京大学工学部建築学科
卒／慶応大学博士学位／
建築家／隈研吾建築都市
設計事務所主宰／東京大
学教授

隈 研吾氏 三浦 展氏

陣内秀信氏 大月敏雄氏

林 泰義氏 面出 薫氏

一橋大学社会学部卒／社会
デザイン研究者／カルチャー
スタディーズ研究所主宰／元
アクロス編集長

東京大学工学部建築学科
卒同大学院博士課程／ベネ
チア建築大学留学／法政大
学デザイン工学部教授

東京大学工学部建築学科
卒同大学院博士課程／建
築計画学者／東京大学大
学院工学系研究科教授

東京大学工学部建築学科
卒同大学院博士課程／都
市計画家／まちづくりプラン
ナー

東京藝術大学美術学部デ
ザイン科卒同大学院修士課
程／照明デザイナー・建築
照明デザイナー／㈱ライティ
ング・プランナーズ・アソシエ
イツ代表取締役／東京大学
講師・東京藝大講師・武蔵
野美術大学教授



⑥

＜研究プロセス＞

２０１４年度 ２０１５年度

仮説の抽出 仮説の検証

●「都市の魅力を構成する要素」を探る ●「都市の魅力を構成する要素」を検証する
●魅力要素を測定する尺度・指標の明確化

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
分
析

専
門
家
の
意
見

生
活
者
の
意
識

建築・都市計画・環境デザインの
専門家への取材

ヤン・ゲール、トーマス・ジーパーズ、マシュー・カルモナ、
カラランポ・フォーカス、ジャイメ・レルネル、
三浦 展、陣内秀信、林 泰義、大月敏雄、隈 研吾、
面出 薫 （敬称略／取材順）

変貌する東京大都市圏２０２０

●少子高齢化社会の到来と東京五輪に向かい注目されて
いる東京１０～２０㎞圏
●東京１０～２０㎞都市圏（準都心）のエリアマーケティング
●鉄道沿線エリアマーケティング、他

マーケットプレイスオフィス代表 立澤芳男氏

都市生活者意識調査２０１４
社会構造変化の中で

暮らしの最適化を追求する都市生活者

東京３０㎞圏／N=1125

都市生活者意識調査２０１５
（9月実査予定）

フィールドワーク

エキスパートヒアリング
建築・都市計画・環境デザイン以外の、

●様々なジャンルの専門家（異なるクライテ
リア）から見た魅力構成要素とは何か？

社会学者、電鉄系総研研究者、区議会議員、商店会長
街探訪番組制作関係者、作家・コラムニスト、他

●都市の魅力を備えているまち
の踏査による検証



⑦

都市の魅力を
構成する要素とは？

第１部プレゼンテーション

第２部パネルディスカッション

都市の魅力を構成する要素は何か？
What Makes City Attractive?

～世界のスーパーマイスター11人の取材を経て～

都市の魅力の創造者達に聞く都市への眼差し

●明治学院大学経済学部教授 服部圭郎氏

●LEM空間工房代表取締役 長町志穂氏
●ハートビートプラン 代表取締役 泉 英明氏
●建築士/博士（工学） 太田浩史氏
●読売広告社都市生活研究所執行役員榎本 元氏
(コーディネーター) 服部圭郎氏


