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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 

ハイライフ研究所の事業（調査・研究）目的 ① 

    生活環境と個人の二側面で「都市化」が進行し、 
めまぐるしく変化する生活環境、 

経済環境の変化・社会構造の変化・超高齢社会の中で、 
「持続可能な都市居住」のために 

何が必要なのかを探る。 

超高齢化 少子化 人口減少 

世帯構造の変化 

経済の停滞 雇用・所得の低下 

未婚率の上昇 

年金問題 空き家率の上昇 

シャッター通り 交通インフラ 脱自動車 



本研究のテーマと目的 

東京10㎞～20㎞圏、その魅力。“生き続けられるまち”とは？ 
都市の魅力を構成する要素とは？ 

② 

東京10㎞～20㎞圏（準都心エリア）には、厳しい環境変化の中、 
今なお活性化しているまちが多く存在している。それは何故か？ 
都市が生き続けるための要因・条件を導き出す。 



２０１４年度 ２０１５年度 

(PHASE1)仮説の抽出 (PHASE2)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 
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建築・都市計画・環境デザインの 
 スーパーマイスターへの取材 
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／１３～７９歳男女／N=１１２５） 

研究プロセス 

「都市生活者意識調査２０１５」 
経済環境と社会構造の変化、そして超高齢社会が 
      及ぼす都市居住意識の変容 

（東京３０㎞圏／１３～７９歳男女／N=１３５０） 

「都市（街）探訪レポート」 

マーケット・プレイス・オフィス代表 立澤芳男氏 
踏査８地区のエリアマーケティング分析 

 フィールドワーク「都市酵母探検隊」 

大学生から社会人までの都市計画や建築に 
   携わる専門家によるチームを編成 

重要参考８地区の魅力要素の発見と確認 
  （酵母菌は何か？醸造所はどこか？） 

国勢調査データ分析 

 「まちのエキスパートヒアリング」 
（社会デザイン研究者） 三浦 展 先生 
（マーケテイング学者） 水嶋 敦 先生  

③ 



④ 

ジャイメ・レルネル氏 トーマス・ジーパーズ氏 

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 

ＰＨＡＳＥ１の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？ 

（2014.8.28/コペンハーゲン） 

（2014.9.3/ミュンヘン） 

（204.9.8/ロンドン） （2014.9.9／ウッドストック） 

（2014.9.18/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 ＰＨＡＳＥ２の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？ 

（2015.2.2） （2014.12.22） 

（2014.12.4） 

（2015.1.24） 

（2015.1.28） 

（2015.3.2） 

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 



   （「都市の魅力」とは何か） 
●都市の魅力は、人がつくる。また、  
 その人をつくるのは魅力的な都市。 
●都市と人の『連動』がアイデンティ 
 ティを築き「魅力ある都市」というブラ 
 ンド化に繋がる。 
●都市と人の『連動』に必要なこと： 
  多様性があること 
  自由・寛容・柔軟であること 
  自分たちで決められること 
  歩けること、回遊性があること 
  境界が脆弱であること 
  質の高い公共空間があること 
  ストリートライフがあること 
 
   

⑥ ＰＨＡＳＥ１で導き出された仮説 

建築・都市計画・環境デザインの 
 スーパーマイスターへの取材 

「変貌する東京大都市圏２０２０」 
   マーケティングレポート 

「都市生活者意識調査２０１４」 

専門家の意見 マーケティング分析 生活者の意識 

 （東京10㎞～20㎞圏の共通点） 
●昼間人口が増加している 
●住宅が主な土地利用から業務機  
 能も増えミックスド・ユースに移行 
●共同住宅が主流で空き家も増加 
●商圏が限定的で狭く、基本的には 
 地元住民に密着した日常消費が主  
 で生活利便性が高い 
●地元志向でありながら、個性化に 
 よる差別性によって新規顧客の開 
 拓に注力している 

 （「魅力を感じるまち」の因子分析） 
●多様性（同質でない人が集まる） 
●帰属性（コミュニティの充実） 
●アクセスの多様性（移動しやすい） 
●商店の混在（多種多様） 
●雑味のある商店街（猥雑） 

都市の魅力は、人を酵母として発酵され、つくりだされる。 

（ＰＨＡＳＥ２での検証） ①都市の魅力をつくり出している酵母は何か？ 
                   ②酵母を育てる醸造所・菌床は何か？ 



２０１４年度 ２０１５年度 

(PHASE1)仮説の抽出 (PHASE2)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 
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建築・都市計画・環境デザインの 
 スーパーマイスターへの取材 
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／１３～７９歳男女／N=１１２５） 

研究プロセス 

「都市生活者意識調査２０１５」 
経済環境と社会構造の変化、そして超高齢社会が 
      及ぼす都市居住意識の変容 

（東京３０㎞圏／１３～７９歳男女／N=１３５０） 

「都市（街）探訪レポート」 

マーケット・プレイス・オフィス代表 立澤芳男氏 
踏査８地区のエリアマーケティング分析 

 フィールドワーク「都市酵母探検隊」 

大学生から社会人までの都市計画や建築に 
   携わる専門家によるチームを編成 

重要参考８地区の魅力要素の発見と確認 
  （酵母菌は何か？醸造所はどこか？） 

国勢調査データ分析 

 「まちのエキスパートヒアリング」 
（社会デザイン研究者） 三浦 展 先生 
（マーケテイング学者） 水嶋 敦 先生  

⑦ 



第１部 基調講演 

第２部 研究報告 

「人間の居る場所」 

「都市酵母探検隊・研究成果の報告」 

■三浦 展 氏 （カルチャースタディーズ研究所代表） 

⑧ 本日のプログラム 

 １９８２年一橋大学社会学部卒業。（株）パルコ入社。マーケティング情報誌『アクロス』編集室勤務。
１９８６年同誌編集長。１９９０年三菱総合研究所入社。１９９９年 「カルチャースタディーズ研究所」設
立。 消費社会、家族、若者、階層、都市などの研究を踏まえ、新しい時代を予測し、社会デザインを
提案している。  
 著書に『下流社会』『第四の消費』『東京は郊外から消えていく！』『郊外・原発・家族』『家族と幸福
の戦後史』『これからの日本のためにシェアの話をしよう』『新東京風景論』『ファスト風土化する日本』
『吉祥寺スタイル』『高円寺 東京新女子街』『東京高級住宅地探訪』他多数。 
近著に『下流老人と幸福老人』 『人間の居る場所』 

※（ＰＨＡＳＥ１）建築・都市計画・環境デザインの「スーパーマイスターヒアリング」にご協力いただきました。 
※（ＰＨＡＳＥ２）「まちのエキスパートヒアリング」にご協力いただきました。 

■服部圭郎 氏 （明治学院大学 経済学部教授） 
 １９６３年東京生まれ。東京大学工学部卒、カリフォルニア大学バークレー校 環境デザイン学部 
修士課程修了。民間シンクタンクを経て現職。専門は都市デザイン、都市計画、フィールドスタディ。 
主なプロジェクトは、マレーシア新都市サイバージャヤのマスタープランなど。 
 著書に『ブラジルの環境都市を創った日本人：中村ひとし物語』『若者のためのまちづくり』『道路 
整備事業の大罪』『人間都市クリチバ』ほか、共著に『都市計画国際用語辞典』『都市の鍼治療』ほか。 

※当研究の研究リーダー。 
※都市酵母探検隊の隊長。 



第３部 パネルディスカッション 

「都市の魅力とは」 

■石田祐也 氏 （建築家／一級建築士事務所ヌ―ブ） 

⑨ 

※「都市生活者意識調査」の研究リーダーとしてご協力いただきました。 
※（ＰＨＡＳＥ２）「まちのエキスパートヒアリング」にご協力いただきました。 

 １９５６年新潟県生まれ、１９７９年武蔵大学人文学部欧米文化学科卒業後、広告代理店でマーケティング業務およ
び日本初の広域型商品購買情報収集システムの開発・運営に携わる。また、ブランド管理システムの開発を行いな
がらブランド・コンサルティング業務に携わる。年２０１１年株式会社東急総合研究所主席研究員として、ブランド視点
からのまちづくりの研究に関わる。２０１５年より自由学園最高学部（大学部）特任教授、マーケティングおよびライフス
タイルを担当。 
共著に『ハイテク・マーケティング』（誠文堂新光社）、『中食2025－中食・惣菜産業の将来を展望する』（一般社団法人
日本惣菜協会）など。公益社団法人日本マーケティング協会アカデミック・アドバイザー。 

■水嶋 敦 氏 （自由学園最高学部特任教授） 

 １９８８年三重県生まれ。２０１３年東京大学大学院 工学系研究科建築学専攻 修士課程修了。２０１３年か
ら一級建築士事務所ヌーブ。国内外のアーバニズムに関する研究を行ないながら、建築、都市のデザインを 
実践している。同所での主な担当プロジェクトに「ガラス階段とガラス・エンジニアリングの現在“ＳＴＥＰＳ  
ＩＮ ＴＨＥ ＡＩＲ”展＜ＡＧスタジオ、２０１４年＞」（キュレーション、什器設計）、「Ｙ町一区自治会館＜仮称、 
２０１６年春竣工＞」（設計、監理）などがある。 

※「都市生活者意識調査」の研究リーダーとしてご協力いただきました。 
※（ＰＨＡＳＥ２）「都市酵母探検隊」メンバーとしてご協力いただきました。 

■榎本 元 氏 （㈱読売広告社 執行役員） 

 １９６１年愛知県生まれ。広島大学工学部卒業後、中堅広告代理店を経て現職。コミュニケーションの専門家と
しての立場から、２０年以上、不動産開発・都市開発（大規模集合住宅・商業施設・リゾート開発など）を中心に、
まちづくりの開発コンセプトの構築や商品企画、販売広告戦略など、生活者をまちの主軸に捉え、都市暮らしの
未来を予見しながら、トータルなコンサルティング業務に携わっている。 
 共著に『シビックプライド～都市のコミュニケーションをデザインする』（宣伝会議）。 

※当研究の研究メンバー。 

■服部圭郎 氏 （明治学院大学 経済学部教授） 
＜コーディネーター＞ 

＜パネリスト＞ 
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