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1. ハイライフ研究所の設立目的と活動

当財団は平成5（1993）年に、『来るべき21

世紀に向けて、今後志向していくべき新しい生活

の方向やその具体的な有り様ーー 即ち「ハイライ

フ」ーー について、主として生活者、消費者の視

点から調査・研究を実施すると共にその成果の普

及、啓蒙や又、これらに関する活動の支援等を通

じて国民生活の向上や発展に寄与すること』を目

的として設立されました。

産業社会の成熟化のもと、地球レベルでは、地

球環境の危機、グローバリゼーションによる世界

大競争時代と地域文化の喪失、デジタル技術の急

伸による超高度情報化社会の到来等々が進行し、

日本社会においては、少子高齢化社会の進行、経

済の低成長化、社会保障システムの脆弱化などさ

まざまな問題が噴出。かかる大きな変化が進行す

る中、これまでの反省も踏まえ、私たち一人ひと

りの生活の在り方から、地域コミュニティ、社会

保障制度などの社会システム、住宅や公共施設と

いった生活基盤などあらゆる面において抜本的に

見直し、再構築していかねばならない状況があり、

これらを踏まえて「21世紀に、われわれはどの

ような生活を志向していくべきか」「その実現に

向けて、積極的に何をしていくべきか」について、

体系的に思考し、探索し、さらにはそれを実践的

なプログラムとして提示していくことを目指し、

活動を行ってまいりました。

2. 近年の活動

そして近年、先に挙げた状況はますます進行し

ており、新たな時代認識として「大量生産・大量

消費・使い捨て=消費中心の文明からの脱却」、「地

球環境の再生」、「人間性復活」を根本に据えた生

活の実現が強く求められています。また、生活者

一人ひとりが新しい生活価値観とライフスタイル

を模索・実現していくことを支援し、また、生活

者の意識改革に即し、時にはそれを誘導していく

ための考え方や事例等の提供が重要となっていま

す。ハイライフ研究所では、研究所の目的と社会

の現状をかんがみて、

1. 地球：環境調和・省資源型の社会および暮ら

　　　　　 しの在り方

2. 人間：少子高齢化社会の姿と暮らしの在り方

3. 社会：地域社会と暮らしの在り方

4. 価値：21世紀の人間の価値観と行動について

という4つの研究・調査領域を設定し、私たちを

取り囲む数多くの問題・課題に対応し、幅広く調

査研究活動を行ってまいりました。

3. 移行にあたって～財団活動の見直し～

1896年に制定された民法（約50条）により

定められていた公益法人制度が、2006年 6月

の公益法人制度改革関連3法（一般法・認定法で

合わせて 410条、整備法で 458条）公布によ

り大きく見直されることとなりました。今回の公

益法人制度改革の背景には、確かに「公益法人に

ついて指摘される諸問題に適切に対処する観点か

ら、制度を抜本的に見直す」という点も大きなポ

イントとして挙げられていますが、最大のポイン

トとしては、『「民間が担う公益」を我が国社会・

経済システムの中で積極的に位置付け、その活動

を促進』することが挙げられました。厳しい経済・

社会環境の中で、第3セクターのより積極的な公

益活動の推進が要請されたと言えます。

　　　新たな船出にあたって　　　
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よりよい都市生活の創造へ向けて
公益財団法人移行にあたってのご挨拶

ハイライフ研究所はこのたび、平成22年11月1日付で新公益法人としての移行登記を完了し、公益

財団法人ハイライフ研究所として、新定款に則り新たに活動を開始する運びとなりましたことをご報告申

し上げます。

これも、日頃より当財団にお力添えをいただいております皆様のご支援の賜物と深く感謝し、御礼申し

上げる次第です。

さて、当財団は、20世紀も終わりを迎えようとしていた平成5（1993）年5月に、『今後志向してい

くべき新しい生活の方向やその具体的な有り様ーー 即ち「ハイライフ」ーー について、主として生活者、

消費者の視点から調査・研究を実施すると共に、その成果の普及、啓蒙や又、これらに関する活動の支援

などを通じて国民生活の向上や発展に寄与すること』を目的として設立され、本年18年目を迎えており

ます。この間、環境をはじめとした地球規模での問題や産業社会の成熟化によるさまざまな生活課題の噴

出等々が進行し、ますます新たな価値観に基づいた新しい生活の構築が求められており、当財団の果たす

べき役割も重要性を増していると感じております。

今回の公益法人制度改革に見られますように、社会経済・環境の変化の中で現在、民間団体を中心に進

められる公益の増進に向けた活動の果たす役割が、より一層重要性を増しております。

当財団もこの公益認定を機に、目的である「都市を中心とした生活者のよりよい生活の実現」に向けて、

思いを新たに、より一層邁進する所存でございます。今後とも、さらなるご支援、ご鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

 公益財団法人 ハイライフ研究所
 代表理事・理事長

中田安則 

Research Institute
for High-Life
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そして、その流れの中で第3セクターによる公

益活動推進へ向けて財団自治が大きく認められる

こととなりましたが、一方で、新たに制定された

法律に従い、財団としての成立要件を満たし、新

たに新法下での公益法人として認可を受け直す必

要が出てきました。

ハイライフ研究所は、設立からまもなく20年

を迎えようとしており、今回の公益法人制度改革

は財団の目的・事業・機関・そして活動等に関し

て見直し、要請される積極的な公益活動の充実を

目指すよい契機となりました。

4. 新公益財団としての事業展開の考え方

新公益法人への移行にあたり、新制度の理念に

合致した公益性の保持と公益活動の成果拡大を目

指し、まず、以下のような観点から財団活動の見

直しを図りました。

 　① 基本視点

　・設立から約20年を経ており、今制度改正の

　　趣旨も念頭に目的・活動等の現状とのずれの

　　修正を図る。

　・真の公益を念頭に、機関・活動の現状を踏ま

　　え、より現実的・具体的な活動成果の獲得を

　　目指す。

② 課題・問題点

　・目的では、「来るべき21世紀に向けて」として

　　いたが、すでに21世紀は到来している。

　・具体的成果の獲得という点では、対象者およ

　　び研究領域を生活者・消費者全般、そして、

　　現在の社会および個人生活の中に現出してい

　　るすべての問題・課題への対応と広げすぎて

　　おり、活動が拡散し成果が収斂しにくいきら

　　いがある。

　・少人数の組織であり、活動の幅に限界がある。

　　基本的には研究テーマを開発し、そのテーマ

　　に基づいた委託を中心とした研究展開中心と

　　なっている。

これらを踏まえ、

図1　新公益財団法人としての目的・事業
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　③ 基本方針

  ・活動とその成果の具体性・現実性および拡大

　　へ向け、可能な限り活動対象と研究領域の絞

　　り込みと明確化を図る。

　・小組織による活動の限界打破へ向けては、外

　　部との連携を通し、活動成果の増幅効果が得

　　られるような仕組み・展開を考える。

　・公益活動強化へ向けて、研究のための研究に

　　陥らず、活動の日常化にも配慮する。

という方向性を定め、新公益法人としてのハイラ

イフ研究所の目的・事業を再構成し、事業方針を

定めました。

5. 事業方針

① 目的・事業（図1参照）

　・基本的には、財団活動の主となる場は都市で

　　あり、活動対象は都市を中心とした生活者に

　　絞る。

　・設立目的は尊重しつつ、対象絞り込みに伴い、

　　よりよい都市生活実現へ向けての活動に絞り

　　込む。

　・活動成果の増幅、現実的な成果の獲得に向け

　　ては、生活者視点を前提とし、生活者接点で

　　の活動を重視すると共に、幅広い団体・個人

　　との協働・参加を得た展開を目指す。

　・事業に関しては、新法の事業区分の在り方に

　　則り、調査・研究事業はベースとしつつ、啓蒙

　　・活動の中では生活者接点における外部の方

　　々との連携を通した具体的な活動も視野に入

　　れたい。

② 中長期事業展開方針（図2・3参照）

    前述①の目的・事業の規定に沿い、

図2　中長期事業展開方針＜考え方＞

都市生活研究
※生活者の

よりよい都市生活
の実現へ向けての
研究・活動

■基礎研究
都市生活者自身に関する研究
＝その現状（行動・意識）と
ニーズに関する研究
※生活者ベース調査

■研究
ハードとソフト

※都市サイドと生活者サイド
　双方からの都市生活を豊かに

する価値創造の研究
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■啓蒙・活動
研究成果・外部連携を通した
ダイレクトな生活者接点での

活動の追求
※市民講座／都市開発関与者他

へのセミナーなど

■エクステンション展開
外部連携を通した活動
および成果獲得・提供の

増幅・拡大

※都市生活者および都市開発
　関与者等へのダイレクトな
　成果アウトプットおよび協働

※都市の価値と都市生活に
おける知恵の創造

※幅広い視点からの都市自体の
　価値（魅力）の増幅
※都市生活を豊かにする生活行動
　の知恵の研究

※時系列による意識・行動・
　ニーズ変化の把握
※上記により得られた知見を通した
　スポット的課題への対応
※この調査自体の研究化と研究
　個別研究テーマ開発
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　　  これからの都市生活を考えていくための、
　　  新世代コミュニティの研究

研究目的

　都市における生活者の関係性の希薄化につい

ては、長いこと問題としてあげられてきたが、近

年、さまざまな形でコミュニティの構築を模索す

る動きが顕著となっている。今研究ではこれらの

都市生活者の新しいコミュニティ活動および、そ

の広がり方を研究し、これからのまちづくりとコ

ミュニティの在り方を探ります。

研究内容

　本研究では、街を軸に新しいネットワーク型コ

ミュニティが生まれている事例をもとに、次世代

コミュニティの在り方を探ります。

　特に、都市に集まる若者の志向や欲求の受け皿

となってきた渋谷などに見られる若者のコミュニ

ティは、常に時代のサブカルチャーを作り街の性

格を形成してきました。そして、その活動の拡大

とともに単に若者だけのコミュニティというにと

どまらず、幅広い層を包含して広がりを見せ始め

ています。

このように活動の広がりを見せる事例を調査

し、その背景・経緯・活動とそのマネージメント

をどのようにしているかを分析し、街の変遷に大

きく関係してきた過去の動きとを比較しながら、

■　
　
　

■　
　
　

■　

　●研究フレームに関しては、

ⅰ.研究領域は都市生活研究となり、生活者の

　　 よりよい都市生活の実現へ向けての研究・活

　　  動の推進を図ることとなる。

ⅱ.研究テーマに関しては、研究の実効性アッ  

　　 プを図るため都市生活の現状を考慮し、都市

　 　サイド（ハード視点）と生活者サイド（ソフ

　　 ト視点）双方から考える。

　　 ・生活者サイドからは「都市生活を豊かにす

　　　 る生活行動の知恵の研究」

　　 ・都市サイドからは「都市自体の価値（魅力）

　　　  創造研究」

　　  の2つのテーマに沿って研究を進める。

ⅲ.効率的かつ実効性の高い都市生活研究を進

　　 めていく上で、基礎研究として対象とする都

　     市生活者自身に関する研究を行う。

　　 ・基本的には生活者調査をベースとして実施。

1

　　 ・生活者の現状（意識・行動）とニーズに関

　　　 し、変化も含めて把握していく。

　　 ・調査結果に関しては、目的を同じくする研

　　　 究者・団体・個人に広く開示し、その成果

　　　 の拡大・増幅を目指すと同時に外部連携に

　　　  役立てていく。

　　 ・また主目的としては、調査結果を分析する

　　　 ことにより、本研究展開のテーマ開発およ

　　　 びバックアップに役立て、成果の増幅を図る。

　こととする。

●研究展開に関しては、

　ⅰ. 外部連携などのエクステンション展開の強化

　　 を重視する。

　　 ・小規模財団の活動を高めていく上で重要な

　　　 ことは、展開・成果の拡張・増幅作業であ

　　　 り、研究展開から成果の提供など幅広い接

　　　 点での同じ目的を持つ外部団体および活動

図3　中長期事業展開方針＜展開フレーム＞

　 　　する個人との協働・連携を目指す。

　　 ・将来は助成事業展開なども検討したい。

　ⅱ. 啓蒙・活動という生活者接点でのダイレクト

　　 な成果の提供活動を強化する。

　　 ・財団活動の最終目的は都市生活者のよりよ      

　　　 い都市生活の実現であり、その目的達成に

　　　 向けては、調査研究などの活動成果の提供

　　　 はもとより、その成果に基づいた提言や具

　　　 体的支援策を構築し、都市生活者、そして

　　　 都市開発関与者やさまざまな活動を行って

　　　 いるNPOなどとの接点で提示し、また、そ

　　　 れに基づいた活動を行えるかが重要である。

　　 ・研究・調査の結果提示だけでなく、いかに

　　　 現実的活動として生活者接点で成果を増幅

　　　 させられるかを考えたい。

　　 ・また、年間を通した調査研究のみでなく、

　　　 研究テーマに沿った日常的な活動を充実さ

　　　 せると共に、それを幅広い生活者・研究者

　　　 に提示していきたい。

この中長期的な事業展開方針に則り、具体的活

動を計画し、目的達成に向けて邁進する所存です。

平成22年度の研究計画概要
（2010.4.1～2011.3.31）

平成22年3月23日、財団法人ハイライフ研究所第34回理事

会で承認された平成22年度事業計画に基づき、現在、下記

の研究が行われています（各研究の成果発表予定は平成23

年3月)。
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　●研究フレームに関しては、

ⅰ.研究領域は都市生活研究となり、生活者の

　　 よりよい都市生活の実現へ向けての研究・活

　　  動の推進を図ることとなる。

ⅱ.研究テーマに関しては、研究の実効性アッ  

　　 プを図るため都市生活の現状を考慮し、都市

　 　サイド（ハード視点）と生活者サイド（ソフ

　　 ト視点）双方から考える。

　　 ・生活者サイドからは「都市生活を豊かにす

　　　 る生活行動の知恵の研究」

　　 ・都市サイドからは「都市自体の価値（魅力）

　　　  創造研究」

　　  の2つのテーマに沿って研究を進める。

ⅲ.効率的かつ実効性の高い都市生活研究を進

　　 めていく上で、基礎研究として対象とする都

　     市生活者自身に関する研究を行う。

　　 ・基本的には生活者調査をベースとして実施。

　　 ・生活者の現状（意識・行動）とニーズに関

　　　 し、変化も含めて把握していく。

　　 ・調査結果に関しては、目的を同じくする研

　　　 究者・団体・個人に広く開示し、その成果

　　　 の拡大・増幅を目指すと同時に外部連携に

　　　  役立てていく。

　　 ・また主目的としては、調査結果を分析する

　　　 ことにより、本研究展開のテーマ開発およ

　　　 びバックアップに役立て、成果の増幅を図る。

　こととする。

●研究展開に関しては、

　ⅰ. 外部連携などのエクステンション展開の強化

　　 を重視する。

　　 ・小規模財団の活動を高めていく上で重要な

　　　 ことは、展開・成果の拡張・増幅作業であ

　　　 り、研究展開から成果の提供など幅広い接

　　　 点での同じ目的を持つ外部団体および活動

図3　中長期事業展開方針＜展開フレーム＞

　 　　する個人との協働・連携を目指す。

　　 ・将来は助成事業展開なども検討したい。

　ⅱ. 啓蒙・活動という生活者接点でのダイレクト

　　 な成果の提供活動を強化する。

　　 ・財団活動の最終目的は都市生活者のよりよ      

　　　 い都市生活の実現であり、その目的達成に

　　　 向けては、調査研究などの活動成果の提供

　　　 はもとより、その成果に基づいた提言や具

　　　 体的支援策を構築し、都市生活者、そして

　　　 都市開発関与者やさまざまな活動を行って

　　　 いるNPOなどとの接点で提示し、また、そ

　　　 れに基づいた活動を行えるかが重要である。

　　 ・研究・調査の結果提示だけでなく、いかに

　　　 現実的活動として生活者接点で成果を増幅

　　　 させられるかを考えたい。

　　 ・また、年間を通した調査研究のみでなく、

　　　 研究テーマに沿った日常的な活動を充実さ

　　　 せると共に、それを幅広い生活者・研究者

　　　 に提示していきたい。

この中長期的な事業展開方針に則り、具体的活

動を計画し、目的達成に向けて邁進する所存です。

5




