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◆平成２８年度事業計画の基本方針 

 

１．基本方針 

「都市を中心とした生活者へ向けての、よりよい生活の実現・構築へ向けた調査・

研究事業」という当財団の事業理念をもとに、これからの時代が抱える問題を解決す

べく基本方針「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」を

踏襲し、（公１）調査・研究事業と（公２）啓発・活動事業の枠組みは変えずに、そ

れぞれの内容のさらなる充実・高度化を目指してまいりました。 

現在、日本は人口減少社会、経済の長期低迷など、過去に経験したことがない多く

の重大な困難に直面しています。国民生活に大きな影響を与えている少子高齢化、経

済のグローバル化、慢性的な国内需要不足といった社会変化に適切に対処していくこ

とが重要と考えます。なかでも少子高齢化の急速な進展は深刻であり、年金や医療・

介護など社会保障制度の将来に対する不安が消費者の節約志向と貯蓄の意識を高め

て支出を鈍らせ、構造的なデフレ体質による経済低迷をもたらしています。 

また経済のグローバル化の進展といった日本経済の基礎的条件の変化に伴い雇用

環境も大きく変化しています。正規雇用が減少する一方、非正規雇用の労働者が増加

し、日本の雇用のあり方は大きく変化し低水準な賃金により経済循環はますます悪化

していきます。 

さらには、低所得者層の増加と少子高齢化の影響で世帯構造も変化し、単身世帯や

高齢世帯が増え家族や地域社会との繋がりが希薄化しています。この様に国民の暮ら

しが上向くイメージが描きにくい時代ではございますが、 

・超高齢社会における次世代高齢者の『幸せの追究』 

と、豊かな生活を営むための 

・『経済循環』≒『消費（流通）の活性化』 

に主眼を置き、調査・研究事業を推進してきました。 

昨年度立ち上げた新たな調査・研究は、平成２８年度～平成２９年度の２年間に亘

る研究であり、昨年度は現状把握と課題抽出を目標に据え、本年度は課題を解決すべ

く兆しを発見し世の中に提唱していくことを考えております。 

 

２．研究テーマ設定の条件 

（公 1）の調査・研究事業および（公２）の啓発・活動事業のテーマ設定において、 

  平成２７年度から、 

①（公１）内の個々の調査・研究の連動性を強化する 

②（公１）調査・研究事業と（公２）啓発・活動事業の連動性を強化する 

ことにより、効率性の追求とシナジーを創出することに努めてきましたが、昨年度も

その考え方を一層強化するとともに、 
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   ③（公２）の啓発・活動事業において情報発信性を高める 

④ 現状を見極めながらも、将来を見据えた予測と提言を行なう 

これらを条件とし研究テーマを設定いたしました。これらの考え方は、調査・研究間

におけるシナジーの発揮のみならず、限られた予算及びマンパワーの効率的運用に繋

がるとともに、当財団から発信する情報にエッジを効かせ“らしさ”を創出すること

により、当財団の社会的ポジションの向上を目指すものでもあります。 

 

（参考）2020年、2025年の人口動態 

 ■人口減少（2000：1億 2,693万人↗ 2010：1億 2,806万人↘ 2015：1億 2,660万人 

↘ 2020：1億 2,410万人↘ 2025：1億 2,066万人↘ 2030：1 億 1,662  

万人↘ 2035：1億 1,212万人↘ 2040：1億 728万人） 

今も人口増を続けている東京都も、2020年には 1,335万人をピークに減少。↘  

 ■高齢化率（1970：7.1％「高齢化社会」↗ 1980:9.1%↗ 1985：10.3％↗ 1990：12.1％ 

↗ 1995：14.6％「高齢社会」↗ 2000：17.4％↗ 2005：20.2％「超高齢

社会」↗ 2010：23.0％↗ 2015：26.8％↗ 2020：29.1％↗ 2025：30.3％） 

 ■2025 年「多死社会」の始まり。団塊世代が後期高齢者年齢（75 歳）を迎え、超

高齢化と多死の時代が始まる。現在約 120万人の年間死亡者数が、2025 年には約

160万人と予測されている。 

 ■一般社団法人日本老年医学会と日本老年学会は、今年 1月 5日に、高齢者の定義

と区分に関する提言を行なった。内容は「65歳以上とされる高齢者の定義に、医

学的・生物的な根拠は無く、前期高齢者には若く活動的な人が多く、定義に違和

感がある」といった点を踏まえ、加齢に伴う身体機能変化の出現が遅れるデータ

を示し以下の提言を行なった。 

     65～74歳 准高齢期（pre-old）        👉 「准高齢者」 

     75～89歳 高齢期（old）                    👉 「高齢者」 

     90歳以上 超高齢期 (oldest-old、super-old)  👉 「超高齢者」 

 ■世帯数：2010 年の 5,184 万世帯から 2019年まで増加を続け 5,307 万世帯でピー

クを迎える。その後は減少に転じ 2035年は 4,956万世帯となる。 

 ■世帯人員：2010 年の 2.42 人から 2025年の 2.20 人まで減少を続ける。「夫婦と

子から成る世帯」は既に減少を開始しているが、2020年には「夫婦のみ世帯」も

減少に転じ、2030 年を過ぎると「単独世帯」「ひとり親と子から成る世帯」も減

少を開始する。（単独世帯：2010 年 1,678 万世帯↗ 2020 年 1,827 万世帯↗ 2030

年 1,872万世帯↘ 2035年 1,846万世帯） 

 ■生涯未婚率（50 歳時点で一度も結婚したことの無い人の割合）は、従来通りの傾

向ならば男性 35％、女性 27％まで突き進むはずだったが、2015 年国勢調査での

男性 25％、女性 18％で頭を打った。 
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３．平成２８年度の(公１)調査・研究テーマ 

 

(１)調査 

Ａ．都市生活者意識調査２０１６          (※毎年実施の定例調査) 

Ｂ．次世代高齢者調査 

 

(２)研究 

Ａ．次世代高齢者研究     （※平成２８～２９年度の２年間に亘る研究） 

「2025年、高齢化社会はこう変わる。 

～現 50代が及ぼす影響と、高齢者の幸福の追究～」 

 

 Ｂ．近未来消費研究      （※平成２８～２９年度の２年間に亘る研究） 

「高齢化と人口減に伴う、消費行動変化の研究 ～消費者と流通の未来～」 
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（公１）調査・研究事業 

 

 １．調 査  

 

 Ａ．「都市生活者意識調査２０１６」 

 

 【調査目的】 

基本方針である「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」

に向けての研究事業を行っていくうえでの基礎調査として、都市を中心とした生活者

の生活意識やニーズ、価値観、ライフスタイルを把握し、そして将来動向を予測し、

研究の精度を上げるためのデータ収集・蓄積であり、2010 年度より実施し昨年度で

７回目となりました。2014 年度からはこれまでの白書的な内容に加えて、財団の研

究との連携を強化し研究の深掘りをする役割も持たせました。 

 

 【調査項目】 

  ①生活全般 生活満足度、幸福感、生活水準と変化、２～３年後の生活の見通し、 

分野別関心度・満足度、生き方に対する考え 

  ②生活意識・態度・商品の購入 

＜食＞  食に対する意識・態度、食事の実態、外食店舗別利用頻度・利用目的、 

料理の頻度、料理の好き嫌い、家での飲酒頻度、酒に対する意識・態度 

＜住＞  住まいに対する意識・態度、住みたい地域・環境、住まいの購入・検討

状況、購入・検討目的、検討内容、転居先に必要なもの・不要なもの 

   ＜購買＞ 買い物に対する意識・態度、食品購入に際してあてはまるもの、1年前

と比べての消費意欲の変化、消費行動に影響を及ぼす要因 

   ＜仕事＞ 仕事に対する意識、望ましい働き場所・労働時間、1年前と比較しての 

        仕事・家庭・余暇時間の増減、労働時間と収入 

   ＜定年＞ 定年年齢、何歳まで働きたいか、いつまで働きたいか、定年後も働いて

いる(働きたい)理由 

   ＜家庭＞ 親に対する気持ち、子供に対する気持ち、親から援助されているもの・

援助されたいもの、同居・近居している家族、同居・近居したい家族 

 ＜余暇＞ 現在している遊び・余暇 

   ＜健美＞ 健康・美容・医療に対する意識・態度、半年以上続いている症状・病気 

   ＜情報＞ 情報に対する意識・態度、関心を持ち入手している情報分野、利用頻度、 

        使い慣れている・信用できるメディア、情報機器別利用頻度、情報機器

のプライベートでの利用内容、インターネットやブログ・ＳＮＳの利用 
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   ＜交流＞ 人付き合いに対する意識・態度、人間関係に恵まれている程度、人との

付き合いについての行動や考え、親しい友人・知人の数(男女別)、地域 

        の人々との交流の必要度、交流がある地域の人々との関係やつながり、 

        現在参加している個人的な集まりや活動、必要な交流・うまくいってい

る交流・もっと充実させたい交流、同居家族とのコミュニケーション頻

度、普段付き合っている・特に大切な・最も大切な友人、拠りどころ 

  ③社会全般 年金に対する不安の程度、社会福祉や年金と税負担に対する考え、近未

来の社会（なって欲しい社会、なると思う社会） 

  ④収支貯蓄 収入の満足度、収入の増減、今後の収入の増減予想、収支バランス、増

えた・減った支出項目、増やしたい・減らしたい支出項目、現在の収入

の余裕・貯蓄や財産が十分かどうか、貯蓄状況、貯蓄額の増減、１ヵ月

の小遣い額、小遣い額の増減、相続を受けた経験の有無、生前贈与を受

けたことの有無 

  ⑤将来生活 老後のことを考える程度、老後にしたいこと、老後に関する意識、老後

に関する現状と今後の見通し、老後に必要な生活費、現在の資産はリタ

イア後の生活に十分なのかどうか 

  ⑥価値観  生きがいや大事にしたいこと、感度 

⑦自動車  自動車の運転に対する意識・態度、自動車の運転目的 

 

◎フェイス  

＜本人＞ 性別、年齢、未既婚、職業、就業形態、最終学歴、月平均クレジットカ

ード支出額、普通自動車運転免許所有の有無、喫煙の有無 

＜家庭＞ 同居家族人数、家族構成、配偶者の仕事、同居している未婚の子供の内

訳、同居している未婚の子供人数、子供や孫の内訳、住居形態、集合住

宅の総階数、居住階数、オートロックの有無、築年数、間取り、延床面

積、最寄駅までの所要時間、居住開始時期、世帯年収、金融資産額、住

宅ローンの有無、飼っているペット 

 

 【調査設計】 

  ◆「次世代高齢者研究」の基礎データを得るために前年度に引き続き、70 代後半も

調査対象に加えました。高齢者の意識と実態を深く掘り下げるとともに、都市生活

者全体を見ながら性別年代別で捉えることもできるようにすることで、世代別の意

識と課題をより鮮明に浮き彫りにすることができました。 

  ◆今回で 7回目となりますが、都市生活への経済変動の影響や高齢化が進行する中で

の生活意識の変化を時系列で比較することにより、都市生活者の意識変化をみるこ

とができるようにしました。 
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◆本調査と対象者を 50代以上に絞り込んだ別調査「次世代高齢者調査」の結果を合せて、

「次世代高齢者研究」及び「近未来消費研究」に活用いたしました。 

 

  ①調査対象：東京 30 ㎞圏に居住する満 13歳～79歳の一般男女 

  ②標本数(有効回収数)：1,350 
 

 計 

TOTAL 1,350  

男 性 680  

女 性 670  

 13～19 歳 48  

 20～29 歳 98  

 30～39 歳 126  

男 40～49 歳 143  

 50～59 歳 101  

 60～69 歳 95  

 70～79 歳 69  

 13～19 歳 47  

 20～29 歳 94  

 30～39 歳 119  

女 40～49 歳 133  

 50～59 歳 95  

 60～69 歳 97  

 70～79 歳 85  

※国勢調査の人口動態（性別年齢割合） 

 に比例させての標本分布とした。 

 

③標本抽出法：エリアサンプリング法 

④調査方法：留置法（訪問して調査票配布→対象者記入→訪問回収） 

⑤調査時期：平成 28年 9月 30日～10月 24日 

⑥調査会社：㈱行動科学研究所 

 

 【調査研究体制】 

  ・研究幹事   櫻井隆治（公益財団法人ハイライフ研究所 代表理事副理事長） 

・研究リーダー 福與宜治（公益財団法人ハイライフ研究所 主任研究員） 

  ・研究メンバー 藤原 豊 （公益財団法人ハイライフ研究所 執行理事専務理事） 

生方純一（公益財団法人ハイライフ研究所 事務局長） 

  ・研究協力   水嶋 敦（自由学園最高学部 教授） 

          丹野俊明（㈱行動科学研究所 特別顧問） 
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Ｂ．次世代高齢者調査 

 

 【調査目的】 

平成 27 年度、「都市生活者意識調査」の標本を 79 歳まで拡大し、65 歳～79 歳の

高齢者の標本を 300 確保し、高齢者専用の質問票を用意して、高齢者の基本的な生活

行動を『時間』と『面』（起床から就寝までの行動、日常生活の行動範囲）で把握し

ました。これを本格的調査の事前準備（プレ調査）と位置づけ昨年度から高齢者の生

活実態と生活意識を追究することにより超高齢社会に向けての研究に取り組んでき

ました。 

   なぜ高齢者の実態を顕わにしなくてはいけないのか？超高齢社会の到来にあたり、

世の中でクローズアップされているのは、高齢化率や社会保障制度の歪みなどの“量

的変容”であり、強いて特性を挙げるならば「富裕層としての高齢者」とか「健康弱

者としての高齢者」程度です。それぞれの割合はおそらく 1割程度でしかなく、残り

の８割は病気を自覚し治療をしながらも健康的であり、年金受給により日常生活を営

む上で比較的ゆとりがある高齢者たちです。しかしながら、この人たちの実態は意外

なことに解明されていません。なぜならば商業ベースで考えた場合、企業のマーケテ

ィング戦略上ターゲットとなりにくいからです。当財団では平成 28 年度より超高齢

社会の近い将来を見据え、現在の 50代から 70代の生活行動、生活意識、生活志向を

探ってきました。2020 年、2025 年の超高齢社会はどのような質的変容を遂げるのか

を解明します。現 50 代は超高齢社会にどのような影響を及ぼすのか。高齢者の“生

きがい”とはどうあるべきか？“幸せ”とは何か？“拠りどころ”は何かを探ること

を目的にオリジナリティの高い調査を行いました。 

 

 【調査項目】 

  ①生活行動 

・行動時間軸：起床から就寝までの行動 

   ・行動範囲軸：外出先、所要時間、交通手段、所要時間、同行者 

   ・外出時の不安不満 

  ②生活満足度・幸福度 

   ・日常生活全般の満足度、幸せ度 

   ・健康、家族、家計、交流、趣味、仕事それぞれの満足度、不安度 

   ・1年間で幸せを感じたとき 

  ③ファッション志向 

   ・衣服の志向、選択基準 

④食生活実態と志向  

・食の志向 
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   ・夕食のとり方、一緒に食べる人 

   ・自宅での調理頻度 

   ・自宅での飲酒頻度、酒に対する価値観、志向、行動 

  ⑤購買行動 

   ・食品の購買行動、購買基準 

   ・食品の購買チャネル、宅配サービス 

   ・食品、日用品の購買拠点 

  ⑥仕事の実態と労働意向 

   ・無職/有職か（その職種、就業形態、仕事場所、労働日数、労働時間） 

   ・今後の就労意向と希望する仕事（職種、就業形態、労働日数、労働時間） 

   ・何歳まで働いたか、何歳まで働きたいか（その理由） 

  ⑦家事の実態 

   ・自分でする家事と好きな家事（掃除、洗濯、庭や家の手入れ、片づけ、料理炊事、

ペットの世話、ごみ出し、買い物）（それぞれの頻度も） 

  ⑧家族関係の実態 

   ・同居家族、近居家族（10分以内、30分以内）の実態 

   ・同居したい家族、近居したい家族 

   ・自分が要介護になったとき希望する対処法（在宅介護/施設介護） 

   ・配偶者が要介護になったとき希望する対処法（在宅介護/施設介護） 

   ・親が要介護になったとき希望する対処法（在宅介護/施設介護） 

   ・外出時に行動をともにする家族 

   ・配偶者から頼りにされていると思うか/配偶者を頼りにしているか 

   ・夫婦の行動（外出を共にするか、家事分担しているか、会話頻度、会話の増減） 

   ・家族の悩み、心配事 

  ⑨コミュニティ・人間関係 

   ・ふだん付き合っている友人の種類 

   ・親しい友人の種類(その中で特に大切な友人は) 

   ・親しい友人の人数（同性/異性、その年齢） 

   ・人づきあいで心掛けていることや人間関係の考え方 

   ・地域やボランティアへの参加状況 

   ・同窓会や元勤務先の OB会への出席状況 

   ・結婚願望と理由（独身でいたい理由も） 

  ⑩コミュニケーション 

   ・コミュニケーション手段と頻度（同居家族、離れた家族親戚、友人） 

 ⑪趣味・楽しみ・やりがい 

   ・現在楽しいと感じて行なっていること（始めた時期も） 
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   ・以前楽しいと感じて行なっていたことで現在行っていないこと 

   ・今後行いたいこと（その理由も） 

  ⑫健康実態と管理 

   ・健康状態、健康や病気で気がかりなこと 

   ・健康維持、改善で行っていること 

  ⑬情報接触と発信 

   ・情報メディアの種類 

・情報発信の頻度 

  ⑭老後に対する意識と準備 

   ・社会保障制度や雇用に関する年代間の不公平感（恵まれている世代は） 

   ・老後に関する意識 

   ・老後の現状と今後の見通し 

   ・高齢者の定義、認識（何歳以上か、どういう人か） 

   ・人生の節目はどのような時期か 

   ・人生で最も充実していた年代、戻りたい年代 

   ・終活の認知と実施状況 

   ・住居形態、間取り、居住開始時期 

   ・転居意向、リフォーム意向とその時期 

・望ましい住居形態、立地 

・老後の住宅に求める要素 

  ⑮収支と財産 

   ・世帯年収額と収入源 

   ・月平均支出額 

   ・収支バランスと満足度 

   ・増えた支出項目と減った支出項目 

   ・増やしたい支出項目と減らしたい支出項目 

   ・保有金融資産額と種類 

   ・保有不動産資産額 

   ・住宅ローンの有無 

   ・老後の資金準備の実行程度（開始の切っ掛け、年齢） 

   ・老後の準備資金の不安度 

   ・老後の計画のための想定上限年齢 

   ・老後の人生での必要金額の把握程度 

   ・子供の教育費支出はいつまでか 

   ・住宅ローンの完済はいつまでか 

   ・今後必要となる費用の種類 
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  ⑯過去を振り返って「楽しかったこと・好きだったこと・夢中になっていたこと」 

   ※『ファッションブランド・スタイル』『エンターテインメント・音楽・芸能・映

画・テレビ番組・ラジオ番組・雑誌』『趣味・娯楽・スポーツ・旅行』『食べ物・ 

    飲み物・食卓・飲食店』『街・ショップ・施設』の５カテゴリーそれぞれについ

て、10代・20～30代・40～50代・60～70代それぞれの時期での楽しかったこと

をフリーアンサー形式で記入させました。 

   ※この質問は、対象者がどのような時代背景を生きてきたか、またそこでどの様な 

    価値観や志向を育んできたかという『時層』を探るものです。 

 

【調査設計】  

①調査対象：東京 30 ㎞圏に居住する満 51歳～75歳の一般男女 

  ②標本数(有効回収数)：500 
 計 

TOTAL 500 

男 性 250 

女 性 250 

 51～55 歳 50 

 56～60 歳 50 

男 61～65 歳 50 

 66～70 歳 50  

 71～75 歳 50 

 51～55 歳 50 

 56～60 歳 50 

女 61～65 歳 50 

 66～70 歳 50  

 71～75 歳 50 

 

③標本抽出法：エリアサンプリング法 

④調査方法：留置法（訪問して調査票配布→対象者記入→訪問回収） 

⑤調査時期：平成 28年 10月 28日～11月 14日 

⑥調査会社：㈱行動科学研究所 

 

 【調査研究体制】 

  ・研究幹事   櫻井隆治（公益財団法人ハイライフ研究所 代表理事副理事長） 

・研究リーダー 杉本浩二（公益財団法人ハイライフ研究所 上席研究員） 

・研究メンバー 藤原 豊 （公益財団法人ハイライフ研究所 執行理事専務理事） 

福與宜治（公益財団法人ハイライフ研究所 主任研究員） 

          生方純一（公益財団法人ハイライフ研究所 事務局長） 
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２．研 究  

 

 

Ａ．次世代高齢者研究 

 

2025年、高齢化社会はこう変わる。 

～現 50代が及ぼす影響と、高齢者の幸福の追究～ 

 

【研究背景】 

 前述したように、現在の高齢者の生活実態や生活志向は明らかになっていません。そ 

れ故、当財団では他に先駆けて今後の超高齢社会の質的変容を予測します。 

この研究を行なうにあたり、65歳以上の高齢者の現状だけを追究しても、未来を予測 

 するためにはことが足りません。現在の 50 代の実態や志向・考え方を探っていく必要

があります。その理由は以下の３つです。 

 

①転換期における高齢化社会の変化を予測する 

日本社会のターニングポイントは、2020 年の東京オリンピック開催後と、2025 年に

団塊世代が後期高齢者年齢（75歳）を迎えるときです。現高齢者の実態を明らかにしま

すが、それは未来を予測するための手段です。5年後、10年後の日本を見極めるために、

高齢者予備軍としての今の 50代を探る必要性があります。 

現在の 50 代は、高齢化社会で中核をなしている団塊世代とは、生活環境や生き様そ

のものが異なりますし、もともとの価値観や志向も大きく変わります。彼らが高齢者年

齢に突入し高齢者人口のマスを形成した時点で社会は大きく変化します。それまでの当

たり前が当たり前でなくなります。消費という観点からは今以上にシュリンクしていく

可能性があります。その変化を今から予測し新たな可能性や消費機会を発見するために、

現 50代をも解明していきます。 

 

 ②高齢化社会の「質的変容」を見極める 

既存の高齢者の調査・研究はまだ不十分で、超高齢社会における人口動態に基づいた

『量的変容』のみ注視し、行動の変化、志向性の変化、価値観の変化といった『質的変

容』の解析にはあまり焦点があたっていません。それどころか、年金や医療などの社会

保障制度や税負担や介護の問題、平均寿命と健康寿命の差、痴呆や徘徊など高齢者をネ

ガティブに捉えた見方が増えています。 

ところが、日本老年医学会と日本老年学会の提唱にありますように、高齢者の定義に、

医学的・生物的な根拠は無く、前期高齢者には若く活動的な人が多く、定義に違和感が

ある」といった点を踏まえると、これからの高齢者にとって『生きる目標』や『幸せ』 
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の追究は何よりも大事なことになっていきます。平均寿命の上昇に伴い、それは尚更大

事なことになりますから、これからの高齢者が健やかに楽しく生きていくために必要な

要因を探究いたします。 

     

 ③次世代高齢者の「生きがい」や「幸福感」を模索する 

マスコミで取り扱われるときは、高齢者を一括りにしてみてしまう傾向が強いですが、

高齢者内でも年代や生まれ育ってきた時代環境により志向や行動は異なりますし、同年

代でも価値観や生活水準等により様々なクラスターが存在します。また、男女間の行

動・意識・考え・志向・価値観の差異は大きなものがあると推察されます。高齢者のク

ラスターを見極め細かく分析します。 

  また、団塊世代を中心とした高齢者と次世代高齢者（現 50代）の生きがいや幸福観 

の差異や関係性を調べることで、次世代高齢者にとっての『幸せ』への手掛かりを探索 

します。それは現高齢者から次期高齢者である現 50代に対する、今からの準備も含め 

た手ほどきやメッセージあるいは警鐘かもしれません。 

 

【研究概要】 

 

＜ＰＨＡＳＥ１＞ ２０１６年度実施領域 

 

◆「次世代高齢者調査」と「都市生活者意識調査２０１６」の分析 

   次世代高齢者調査では 51～75歳男女 500人 に調査をしました。また、都市生活者 

  意識調査２０１６では全標本 1,350人のうち、50代 196人、60代 192人、70代 154 

人、合計 542人が含まれています。両調査結果及び一般のオープンデータも併せて分 

析することにより現状把握（問題点の抽出）と課題化を行ないました。 

 

①次世代高齢者の幸福度・意識の解明 

～生活意識の「年代差分析」「男女差分析」「質問間クロス分析」 

   ・年代別分析、とくに 50代の現役世代と 66歳以上のリタイア世代の比較分析を行

いました。50～59歳、60～65歳、66歳以上の３層の「生活満足度」や「楽しみ・

生きがい」を比較すると、現役を離れた 60～65 歳では落ち込みが見受けられ、

そして 66 歳を過ぎると再び上昇する傾向が見受けられました。現役を外れ、生

活環境や人間関係が大きく変化し、やるべきことを模索する時期と言い換えるこ

ともできます。 

   ・高齢者の男女差の解明。男性はリタイアすると活動領域の縮小とアクティブタイ

ムの減少が見受けられます。一方、女性は歳を重ねるとともにアクティブになり

活動領域も拡大していきます。男性は時間を埋めることに重点を置いていますが、 
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女性は常に目的的な活動を繰り広げています。また、死に対する向かい方に関し

ては、男性は考えないようにしていますが、女性は死を直視できることから準備

を進めています。 

（分析例） 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

男性51～60歳

男性61～65歳

男性66～75歳

女性51～60歳

女性61～65歳

女性66～75歳

この1年で幸せを感じたとき(MA) ※一人当たりの回数で算出

 

 

  ②次世代高齢者の「楽しみ」の行方 

    ～生きがい・楽しみの「志向性の分析」 

   ・次世代高齢者調査の中で、『楽しみ』に関する質問をしました。「現在行って

いる楽しみ」「今後（も）行いたい趣味」を 47カテゴリーについて問い、ライ

フステージの変化に伴う志向の変化を分析しました。 

   ・その結果、50 代の現役世代男性は人生後半戦へ向けて続く『楽しみの発掘・再

編の模索』、女性は人生後半戦の『楽しみの確立と更なる拡大』に意欲的です。 

   ・一方、高齢者の男性は、仕事離れ家族離れで外界を楽しむスタイルを模索して 

    いるのに対し、女性は家族減、体力減の中、その先の人生を着実に思い描いてい

る傾向が見受けられました。 

   （分析例） 

       

  

7.7 

7.3 

7.9 

8.6 

8.8 

9.3 

凹む年頃? 
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 ③時層研究 

    ～生きがい・楽しみの「世代変化分析」 

   ・次世代高齢者調査の対象者 500 人に対して、過去を振り返って「楽しかったこ

と・好きだったこと・夢中になっていたこと」を『ファッションブランド・ス

タイル』『エンターテインメント・音楽・芸能・映画・テレビ番組・ラジオ番

組・雑誌』『趣味・娯楽・スポーツ・旅行』『食べ物・飲み物・食卓・飲食店』

『街・ショップ・施設』の５カテゴリーそれぞれについて、10代・20～30代・

40～50代・60～70代それぞれの時期の楽しかったことをフリーアンサー形式で

記入させました。（※下記調査記入用紙参照） 

        

   ・その結果をテキストマイニングツールで整理し、上記の５つのカテゴリーごとに、

各年代層がどのような時代環境を生きてきたのか、同世代の共通体験は何か、そ

こで培われた価値観は何か、更には、過去から現在そして将来に向けての「楽し

み」は何かの方向性を数量的に解析しました。 

   （分析例） 
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④生きがい座標軸と幸せの関係性 

    ～生きがい・楽しみの「因子分析（主成分分析）」と幸せ尺度との相関 

 

 ・次世代高齢者調査の中で「社会との関わり」「人間関係」「人生観」「自己肯定

意識」など、広く自己の座標軸を規定すると思われる質問（90問）の結果を用い

て因子分析（主成分分析）を行ないました。 

 ・その結果を 20 の『生きがい因子』が導かれ規定をいたしました。また、幸せに

繋がる因子との相関も求めました。 

 

     《主な因子について》        

（第 1因子）友人仲間の存在       

（第２因子）配偶者との良好な関係    

（第３因子）新たな出会いや挑戦    

（第４因子）続けられる趣味       

（第５因子）心身の健康・スタイル    

（第６因子）期待される使命感が支え   

（第７因子）自分はやれる肯定感     

      ・・・・・・・・・・・（第 20因子まで） 

（分析例） 

 

クラスタ① クラスタ② クラスタ③ クラスタ④ クラスタ⑤ クラスタ⑥

夫婦善哉 老いが心配 四面楚歌 燃える使命感 自由奔放 我がよき友よ

Ｎ＝126 Ｎ＝15 Ｎ＝205 Ｎ＝20 Ｎ＝36 Ｎ＝98

因子１_友人・仲間がいる -0.44 0.17 -0.31 0.50 0.40 0.93

因子２_配偶者との関係 0.91 0.81 -0.62 0.19 -0.26 0.06

因子３_新たな出会いや挑戦 -0.01 1.01 0.01 0.42 -0.13 -0.20

因子４_趣味がある 0.02 0.28 -0.33 0.36 0.37 0.41

因子５_健康のための運動 -0.15 0.90 -0.02 0.19 0.04 0.04

因子６_期待され、必要とされている -0.10 -0.10 -0.17 0.51 0.65 0.17

因子７_これからやるべきこと、やりたいことがある -0.25 1.54 -0.12 -0.53 0.05 0.42

因子８_いつまでも仕事を続けたい -0.19 0.30 -0.01 0.93 0.29 -0.07

因子９_誰とでも仲良くなれる -0.11 1.02 0.04 -0.09 0.79 -0.37

因子１０_老後の計画や蓄えを考えている -0.09 1.26 -0.09 -0.24 -0.30 0.27

因子１１_経済的には問題ない -0.01 1.40 -0.04 -0.04 0.30 -0.22

因子１２_昔出来なかった夢や計画を実現したい 0.02 1.17 -0.10 -0.18 0.31 -0.08

因子１３_高齢者だからできる社会的使命がある -0.17 1.28 0.03 2.94 -0.41 -0.49

因子１４_学びたい、研究したい -0.06 0.04 -0.11 -0.37 1.94 -0.34

因子１５_のんびり自由に楽しみたい 0.10 0.55 -0.05 -0.12 0.03 -0.10

因子１６_子供や孫の成長が楽しみ 0.00 0.17 -0.23 0.37 0.62 0.16

因子１７_病気の心配は今のところない 0.57 -0.40 -0.23 0.42 0.53 -0.46

因子１８_まずは今を頑張りたい 0.28 -0.55 -0.27 0.34 -0.29 0.32

因子１９_病気とはうまく付き合える -0.06 -0.46 -0.12 0.68 0.04 0.24

因子２０_自分の世界を楽しみたい -0.03 1.19 -0.12 -0.03 -0.31 0.23

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0.15 0.47 -0.11 -0.09 0.18 -0.08

0.34 0.08 -0.36 0.53 0.52 -0.01

生

き

が

い

の

座

標

軸

(

2

0

因

子

)

K-means法で6つのクラスタに分類⇒

クラスタの名前はまだ悩んでます⇒

調査対象者500人で該当する人数です⇒

幸福因子１：“安定”　経済的充足感

幸福因子２：“希望”　精神的高揚感

各クラスタと幸福度との関係をみました
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【研究体制】 

  ・研究幹事   櫻井隆治 （公益財団法人ハイライフ研究所 代表理事副理事長） 

  ・研究リーダー 藤原 豊 （公益財団法人ハイライフ研究所 執行理事専務理事） 

・研究メンバー 杉本浩二 （公益財団法人ハイライフ研究所 上席研究員） 

福與宜治 （公益財団法人ハイライフ研究所 主任研究員） 

                 谷口明美 （公益財団法人ハイライフ研究所 研究員） 

          生方純一 （公益財団法人ハイライフ研究所 事務局長） 

  ・研究協力   株式会社行動科学研究所 

          マイボイスコム株式会社 

          森 義博氏（一財 実務教育研究所認定 データ解析士） 

 

 

【参考】平成２９年度の展開「次世代高齢者研究 <PHASE2>」 

******************************************************************************* 

  当初の計画通り２年間に亘る研究ですので、PHASE１の課題抽出を経て本年度は 

PHASE2として課題解決に向けて研究を継続いたしております。平成 28年度の報告事項 

 ではございませんが、本年度の実施領域についてもご報告させていただきます。 

 

＜ＰＨＡＳＥ２＞ ２０１７年度実施領域 

 

⑤生きがい因子の活用、幸せ・楽しみの相関による示唆の獲得 

    ～生きがい因子による「クラスター分析」 

   ・④で導かれた、生きがいの 20 因子を使ってのクラスター分析、そして、幸福観

や楽しみ等との相関を求め、高齢者にとっての幸せ探しの示唆を得ることを考え

ています。 

 

⑥生きがい・楽しみのクラスターごとの具体的行動と深層心理の把握 

  ～クラスターごとの「グループインタビュー」の実施 

 ・⑤で導かれたクラスターごとにグループインタビュー（デプスインタビュー）を 

  行なうことで、生きがい・楽しみとして、具体的に「何を誰とどのように何のた

めに行っているのか」を抽出します。 

 ・またその行動を起こすに至った「切っ掛け」や「理由」を見出すとともに、背景

にある「心理」を探り出します。 

 

⑦専門家の目線での総合的な分析と、 

幸せの実現のための生きがい・楽しみの提唱 

～様々なジャンルの「識者へのインタビュー」 

・高齢者に関する研究は様々な領域において単一的な視点により分析がなされて
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います。勿論どれもそれぞれの領域において正しい結果が導き出されていますが、 

 高齢者を生活者や消費者として捉えた場合、専門領域をクロスオーバーした捉え

方が必要になると考えられます。 

 ・そこで本研究では①～⑥の結果を様々なジャンルの識者に見ていただくことに

より、多角的に３６０度のクライテリアから見出し、その結果が導かれた背景や

理由を分析していただきます。 

  （例）脳科学者、運動生理学者、心理学者、社会学者、マーケティング学者、 

文化人類学者、都市計画学者、アーティスト、団体運営者、他 

   ・高齢者に対し「生きがい」「楽しみ」を提供し実現させている実務家へのイン

タビューも併せて行います。 

     

 

（例）クラブツーリズム「ゆったり旅」「ゆったり旅７０」 

       ベネッセ「シニア・介護研究所」 

       コナミスポーツクラブ「高齢者健康づくりプログラム」 

       大學「生涯学習講座」 

    ・以上の分析から最終的に現高齢者及び次世代高齢者にとっての幸せを実現す

るための「生きがい」「拠りどころ」のあるべき姿を提唱していきます。 
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Ｂ．近未来消費研究 

 
高齢化と人口減に伴う、消費行動変化の研究 

～消費者と流通の未来～ 

 
【研究背景】 

 人口減少・高齢化が進む現在、消費スタイルの変化が、流通のあり方をも変化させて 

おり、また、新たな消費スタイルも生まれています。その実態を研究することは、将来 

の生活者研究という試みのみならず、流通や生産者、商品メーカーに対しても新たな示 

唆を提供することが可能であり、興味深い取り組みであると考えています。 

 既に、消費者と流通は相互に影響を与え合いながら、急速なスピードで変化し続けて 

います。消費者は新たな消費体験に喜びを覚える一方、流通は生き残りをかけて、消費 

者対応に取組み、同時に新たな消費スタイルの創造という使命のもと、消費者を牽引す 

ることにも力を注いでいます。また、メーカーや生産者といった重要なプレイヤーの動 

きも多岐に亘り変化に富んでいることは言うまでもありません。 

 これらの実情を総合的に踏まえ研究するということは、容易なことではありません。 

また様々な見地から多くの先行研究も存在すると思われます。 

そこで、本研究においては、 

①生活者をその環境や価値観からクラスター分類し、その消費行動の方向性を探りま

す。 

②その消費行動に応えている流通、すでに起きている変化や挑戦的な取組みなどにも

焦点を当て、さらにそれらがどのような消費行動を喚起し、消費スタイルの変化を

もたらそうとしているのか解明します。 

 

 ※消費行動としてフォーカスする領域を『食品』とします。その理由は、このジャンル

が最も日常的であり万人に共通した領域だからです。ハイライフとは豊かな生活の追求

を意味していますが、食事すること自体が豊かであらねばならないと同時に、商品を購

入する場面も豊かでなければならないと考えます。 

 

 

【研究の狙い】 

 ・都市生活者意識調査から「食品の購買行動」「食事の実態」を把握し、また話題性も

含めた流通業界の実情を分析し、問題提起を行います。（新たな消費システム、流通

の方向性に関する提言） 

・本研究は、「購買」だけではなく「話題」にも着目し、話題力をキーにした流通業 

  の社会的地位向上を目指した、業界・企業ブランドのあり方を提唱します。  
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【研究概要】 

 

＜ＰＨＡＳＥ１＞ ２０１６年度実施領域 

 

①生活者の食品購買行動と食生活の実態把握 

   ・次世代高齢者調査では 51～75歳男女 500人 に調査をしました。また、都市生活者 

   意識調査２０１６では全標本 1,350人に調査をいたしました。両調査結果の中から 

   「食生活実態と志向」：食の意識と志向/夕食のとり方/一緒に食べる人/調理頻度/ 

              飲酒頻度/酒に対する価値観・志向・行動 

「食品の購買行動」：購買行動/購買基準/購買チャネル/宅配サービス/購買拠点 

   の分析を行いました。 

  ・世帯人数の減少、単身世帯の増加は、消費研究においても大きなテーマであり、看  

   過できるものではありません。故に単身者世帯における特徴という視点でもデータ 

   分析し考察を試みました。 

 

②食卓写真調査の実施 

  ・①における単身世帯の考察に関連し、追跡調査として単身者は実際にどのような状

況で食事をしているのかを具体的に把握するために、単身世帯の食卓風景の写真

を撮影し、その内容を分析しました。 

  ・単身世帯は、40 代・50 代・60 代の男女、そして比較対象として 60 代夫婦のみ世

帯を対象に、食卓写真調査を実施しました。（調査回収者数＝176世帯） 

 

    
 

③流通研究分析（その１） 

＜研究背景＞ 

  ・ＳＮＳでは、スタバやアイスモンスター、ハンバーガーショップの話題は毎日数多

く出現するのに、スーパーマーケットを話題にしたコメントは殆どありません。 

満足度の高いスーパーというのはあっても、クチコミにまでは発展していない現状 

が見受けられます。気に入っているスーパーはあるが、人に話すまでもないという 
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域に留まっています。 

・スーパー、ドラッグストア、家電チェーン等の流通業は、他業界に比べてブランド

力が弱い、地味であるとも言えます。 

・どうしたら、流通業がクチコミの題材になるのか、どうしたら世間でポジティブな

話題になるような華やかな業界になるのでしょうか。 

・流通業が地味な立場である背景として、「購買」をいつまでもゴールにした「モノ

だけ売ってなんぼ」の事業体制を取っているからではないでしょうか（購買→モノ

消費・物販）。 

・人口減、少子高齢化が進み、消費者がモノを買わなくなっている状況下で、日本の

量販市場は、モノ消費を引きずった物販体制のままでは、地味さから抜け出せず、

このままでいくと今後間違いなく縮小していきます。 

・流通業が地味さから抜け出すためには、「モノ消費を支援する物販業」から「コト

消費を支援するソリューション業」への転換が必要と考えます。 

・ＧＤＰの 10%近くを占める流通業界を世間でもっと話題になる業界にしていくこと

が、人口減、少子高齢化が進む中での経済活性化のひとつとして必要であると考え

ます。 

・またこれら流通業界の質を上げていくことが、消費生活の質を上げていくことにも

大きく繋がっていきます。 

 

＜研究の狙い＞ 

  ・2016年度は話題性も含めた流通業界の実情を分析し『課題提起』を行います。 

（新たな消費システム、流通の方向性に関する提言） 

 

＜2016年度研究内容＞  

 

  （１）消費者の流通業に対するイメージの分析 

     サービス業、製造業など他業界を含めたうえでの流通行に対するイメージの実 

態を把握しました。 

→各種調査結果を引用・整理 

 ・「日経企業イメージ調査」（日本経済新聞社） 

 ・「人手不足の実態調査」（リクルートワークス） 

 ・「スーパーマーケット白書」（全日本スーパーマーケット協会） 

 ・「買い物幸福度調査」（三菱地所）、他 

→結論イメージ 

 ・身近な存在として評価されてはいるものの、企業としてのブランド力が低  

 いという問題提起。 
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   （２）流通業の利用顧客のライフスタイルの分析 

     流通業を利用している顧客のライフスタイル、とくに食生活や買い物方針につ

いて把握しました。 

     →寺本 高氏（横浜国立大学）が行なった調査を分析。 

     →結論イメージ 

      ・買い物客の多くは特にこだわりがない無関心層。特定の店舗でよく買うロ

イヤル顧客ほどその傾向が強い。無関心層・ロイヤル顧客を重視した売場

づくり・プロモーションが果して良いのかという問題提起。 

 

（３）流通における販売状況の分析 

   流通、とくにスーパーマーケットにおける販売（定番/特売）の実態について

把握しました。 

   →流通経済研究所のデータ集（カテゴリーファクツブック）を基に集計分析。 

   →結論イメージ 

    ・過去 10 年で特売比率は上昇している。新製品の投入も増えているが、新

製品の残存期間は短縮化傾向にある。＝ＮＢの新製品が育っていないとい

う問題提起。 

 

（４）流通業と取引先メーカーの協働活動の実態把握 

   具体的に業界内で盛んに行なわれているインストア・マーチャンダイジング

やカテゴリーマネジメントの実態を把握しました。 

     →寺本 高氏（横浜国立大学）が行なった調査を分析。 

     →企業ヒアリングの整理 

     →結論イメージ 

      ・科学的な売り場づくりが、品揃え、売場イメージの画一化・硬直化をもた

らしているという問題提起 

 

（５）研究のまとめと今後に向けた課題提起 

   話題性を上げることによる流通業の変革、延いては消費行動における『楽しさ』

を創出し消費の活性化を促します。 

   →製品（品揃え）のあり方 

   →業態のあり方 

   →価格・取引のあり方 

   →顧客とのコミュニケーションのあり方 

   →人材確保のあり方 
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【研究体制】 

  ・研究幹事   藤原 豊 （公益財団法人ハイライフ研究所 執行理事専務理事） 

・研究リーダー 杉本浩二 （公益財団法人ハイライフ研究所 上席研究員） 

  ・研究協力   森 義博氏（一財実務教育研究所認定 データ解析士） 

          寺本 高氏（横浜国立大学 大学院国際社会科学研究員 准教授） 

          マイボイスコム株式会社 

          公益財団法人 流通経済研究所 （※平成 29年度から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

【参考】平成２９年度の展開「近未来消費研究 <PHASE2>」 

******************************************************************************* 

  当初の計画通り２年間に亘る研究ですので、PHASE１の問題提起を経て本年度は 

PHASE2として課題解決に向けて研究を継続いたしております。平成 28年度の報告事項 

 ではございませんが、本年度の実施領域についてもご報告させていただきます。 

 

＜ＰＨＡＳＥ２＞ ２０１７年度実施領域 

 

④流通研究分析（その２） 

・③流通分析（その１）の問題提起を受けて『課題解決』として以下のテーマを研究

いたします。 

（１）話題性を上げる企業イメージのあり方 

話題性の高い業界（コーヒーチェーン、ファーストフードなど）に比べてどう 

いう点で弱いのか、消費者が持つ企業イメージはどうなっているのかを企業の 

広報戦略・活動の面から比較します。 

 

（２）話題性を上げるためのマーケティングミックスのあり方 

・顧客とのコミュニケーションのあり方 (Promotion) 

話題性を上げるためのメディアの活用の仕方（TV、WEB、店頭）は研究対象と 

して取り上げます。 

とくにスマートフォンの活用次第では、インターネットによるオンライン購買 

と実店舗によるオフライン購買の垣根が、今後なくなることが想定されます。 

現状、スーパーのレジが唯一のコンタクトポイントですが、それすらも無くな 

っていきます。コンタクトポイントは何に変わっていくのかを模索します。 

・製品（品揃え）のあり方 (Product) 

いまのカテゴリー体系はモノ消費・物販を前提にしています。 

コト消費・ソリューション業を目指すのであればいまのカテゴリー体系を壊 

す必要があると考えます。コト消費に合わせたカテゴリー体系を作る。また、 

地域活性化・地産地消の点を考えるのであれば、現在の NBの問題と今後の 

あり方について研究します。（ローカライズ/地域限定商材） 

・業態のあり方(Place) 

 製品（品揃え）と連動させ、新しいカテゴリー体系の売場展開や新業態のあり

方を提案します。 

・価格・取引のあり方（Price） 

 特売比率の上昇、ＮＢ新製品が育たない状況の背景には、メーカーが流通に対

し入れ率を安くするという悪循環の状況が見受けられます。前述したように消

費者にとっての購買価値、コト消費への移行という現実をとらまえると今の取

引形態が決して正しいモノとは言えません。 

・人材確保のあり方(Participant) 

 流通において、顧客との接点となる人材は重要であり、優秀な人材確保はマス 

トです。しかしながら、就職先として学生に不人気な業界です。それはやりが

いのある仕事としてのイメージが湧かないからです。やりがいを感じることが 
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できれば、土日でも仕事します。コミュニケーション、製品（品揃え）、業態

開発とともに、人材のあり方についても併せて研究していきます。 

  

  ＜実施内容＞ 

   

   ・消費者意思決定段階ごとのローカライゼーション効果の測定 

    →購買前行動面：ＰＢ、ローカルＰＢ、ＮＢの製品認知・評価（Ｗｅｂ調査） 

    →購買行動面： ＮＢの地域限定アイテムの効果分析（ショッパーインサイト社 

            のｒｓＳＭデータの活用） 

    →購買後行動面：ＰＢ、ローカルＮＢ、ＮＢの話題性分析（インテージ社のみん

レポ履歴の活用） 

   ・学生、主婦への労働イメージ調査（人気企業との比較）（Ｗｅｂ調査） 

   ・パート従業員への勤務モチベーション調査（チェーン比較）（Ｗｅｂ調査） 

   ・就職人気企業へのヒアリング 

   ・注目流通業へのヒアリング 

・海外流通取材 

→新たな流通のあり方を模索するために、日本国内のみならず、海外での成功例

を併せて取材・研究します。例えば、ＮＹ州ロチェスター市に本部を置く、ス

ーパーマーケットチェーンの『ウェッグマンズ』は、ＮＹ州を中心に 76 店舗

を展開し、近年の店舗では、自由テーブル席が用意され、店内で購入した惣菜

などを食べるというレストランに直結する販売形態をとっています。一部の店

舗ではウェイターサービスも採用したり、高級住宅街に立地させたり、優秀な

人材確保に注力するなどアップスケールなポジションを構築しています。その

他、グルメスーパーマーケットと言われている『ホールフーズ』（テキサス州

オースティン）、ライフスタイルの変化に合わせたユニークな商品プログラム

や多様な商品ラインアップを提案している『ジャイアントイーグル』（ペンシ

ルバニア州、オハイオ州、バージニア州）等、まだ日本には導入されていない

システムの成功例の取材を行ないます。 
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（公２）啓発・活動事業 

 

◆（公１）の調査・研究活動の成果の発表を中心とし、それ以外にも当財団の事業基本

方針である「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」に即

した情報を広く社会へ伝播してきました。活動内容は従来通り「ホームページでの情

報配信」「セミナー・シンポジウムの開催」「報告書の配布」の３種類で変わりござ

いません。 

 ◆（公１）の調査・研究事業との連動、即ち研究発表の機会と位置づけ、可能な限り 

  リーチとフリクエンシーの拡大を図っていきます。 

 

 

１．ホームページでの情報配信  

 

  ホームページに新たに掲載するコンテンツは、従来通り、メルマガ会員（821人） 

に向けて月２回のペースでメールマガジンを配信してきました。以下にそのコンテンツ 

を掲げます。 

 

 Ａ．立澤芳男氏の都市生活研究レポート  

 

  都市生活者とサービス化社会  

東京準都心エリアの「生活者行動」と「生活系サービス事業」の需給関係を検証する。 

   

        

 

 をテーマに、「高齢化と人口構造変化に伴う都市的課題」「高齢化社会、人口減少に伴

う都市型産業（生活支援サービス事業）の台頭」「個人向けサービス業（流通含む）の

立地要因」「市街地において成長する都市型産業」等の課題について、『アクロス』の

創刊編集長であり、パルコの出店計画に長年に亘り携われてきたマーケット・プレイ

ス・オフィス代表 立澤芳男氏の分析・執筆により月 1 回のペースでレポートしてき
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ました。 

 

  （第 1回）産業分類表から見る都市生活サービス事業 

   (第 2回) サービス業から見る都市の魅力度（準都心エリア） 

  （第 3回）サービス業の受給状況からみる東京都行政エリアの魅力 

  （第 4回）地域の年齢別人口構造の変化とサービス業の事業立地 

  （第 5回）多様化する世帯と地域サービス業の相関を見る 

  （第 6回）シングル（単身）ライフ優勢エリアと地域サービス業の相関を見る 

  （第７回）商業地・住宅地の「地価」でエリアとサービス業の相関を見る 

  （第 8回）昼間人口とサービス業の相関から見る地域社会の魅力 

  （第 9回）サービス業から見る東京各エリアの魅力 

  （第 10回）サービス業から見る東京各エリアの魅力２ 

  （最終回）サービス業から見る東京各エリアの魅力３ 

 

 

 Ｂ．服部圭郎氏の都市の魅力レポート 

 

「都市の鍼治療」映像アーカイブ 

 

  “都市の鍼治療”とは、国際建築家連合会会長、クリチバ市元市長のジャイメ・レル

ネル氏が説いた都市の活性化方法です。国内外のレポートと写真はアーカイブ化されて

います。昨年度から、2015年度の研究「東京 10㎞～20㎞圏、その魅力」の研究結果を

踏まえ、国内事例も採り入れて全２５コンテンツを配信しました。 

 

  （０８６）セオドア・シュトローム通りの減築プロジェクト／ドイツ コットブス市 

  （０８７）郡上八幡の空き家プロジェクト／岐阜県郡上市 

  （０８８）ジズコフ駅／チェコ プラハ市ジズコフ地区 

  （０８９）ヴィレッジ・ホームズ／アメリカ カリフォルニア州デービス史 

  （０９０）デッサウ「赤い糸」／ドイツ ザクセン・アンハルト州デッサウ市 

  （０９１）平和通買物公園／北海道旭川市 

  （０９２）知識の灯台／ブラジル パラナ クリチバ 

  （０９３）ハバナの都市有機農業／キューバ ハバナ市 

  （０９４）マデロ・ストリート／メキシコ メキシコシティ市 

  （０９５）メキシコ・シティ・メトロバス（ＢＲＴ）／メキシコシティ市 

  （０９６）カルチャーセンター・ディーポ、ドルトムント／ドイツ ドルトムント市 

  （０９７）シュテルヴェルグ６０／ドイツ ケルン市 

  （０９８）あさひかわ北彩都ガーデン／北海道旭川市 

  （０９９）旭川駅／北海道旭川市 



27 

 

  （１００）先斗町の景観形成／京都府京都市 

  （１０１）観塘プロムナード／中華人民共和国 香港特別行政区観塘区 

  （１０２）観塘工業文化公園／中華人民共和国 香港特別行政区観塘区 

  （１０３）魚籃ラボラトリー／東京都港区 

  （１０４）メトロポール・パラソル／スペイン アルダルシア州セビージャ市 

  （１０５）エスプラナーデ公園／フィンランド ウウシマー ヘルシンキ 

  （１０６）国立映画博物館（トリノ）／イタリア ピエモンテ州トリノ 

  （１０７）御堂筋イルミネーション／大阪府大阪市 

  （１０８）オルヴィエートのスローシティ運動／イタリア オルヴィエート 

  （１０９）オスカー・ニーマイヤー博物館／ブラジル パラナ州クリチバ 

  （１１０）バリグイ公園／ブラジル パラナ州クリチバ 

 

 

Ｃ．研究成果のＷｅｂ配信 

 

 研究報告書、調査報告書を全国の主要図書館及び大学へ無償配布しましたが、より多 

くの到達を図るために、ホームページへの掲出ならびにメルマガ会員への配信をいた 

しました。 

 

【研究報告】東京 10㎞～20㎞圏、その魅力。“生き続けられるまちとは？”（PHASE2） 

      ～都市の魅力を構成する要素とは？ 

 

【研究報告】高齢者のライフスタイルに関する基礎研究 

      ～アクティブタイムとドメインを探る 

 

【調査報告】都市生活者意識調査２０１５ 分析編及びデータ編 

 

【セミナー録】第29回ハイライフセミナー「都市の魅力を構成する要素とは？（PHASE2）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Ｄ．研究活動における取材の動画配信 

 

  研究活動のプロセスとして、様々な識者に取材を行ないました。その成果は研究報告 

書に活字としてまとめますが、動画による収録をして取材したものに関しては、情報伝 

達の幅を広げるために、取材内容を“ＷＥＢセミナー”として動画配信してきました。 

 

【動画配信①】まちのエキスパートヒアリング「都市の魅力を構成する要素はなにか？」 

       ～カルチャースタディーズ研究所代表 三浦 展氏 

【動画配信②】まちのエキスパートヒアリング「都市の魅力を構成する要素はなにか？」 

       ～自由学園最高学部教授 水嶋 敦氏 

 

        
 

 

Ｅ．セミナー・シンポジウムの動画配信 

 

  研究成果をセミナー・シンポジウムで発表いたしましたが、その内容を動画収録し、 

ホームページにて配信いたしました。（※内容は後述） 
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（参考資料）ホームページのアクセス数 

 
■年度ごとのページビュー数 

   

2009 年度 113,327  

2010 年度 148,733  

2011 年度 149,904  

2012 年度 161,463  

2013 年度 171,170  

2014 年度 186,372  

2015 年度 133,387  

2016 年度 112,491  

   

2014年度から 2015 年度、2016年度の減少は、検索エンジンからの隈研吾氏やヤン・

ゲール氏のような人物名からの検索数が減ったことが起因していると思われます。 

それと、過去のコンテンツを精査し、個人情報保護法に抵触するまでには至っており

ませんが、人物の写真が掲げられているコンテンツに関しては念には念を入れてホーム

ページから取り下げました。その数がかなり多かったのでページビュー数の減少に繋が

っているものと推測されます。 

 

■アクセス数の多かったコンテンツ上位 

① 研究報告書（4,561） 

② 財団情報（2,724） 

③ 都市の魅力を構成する要素はなにか？（1,855） 

④ 都市の魅力を構成する要素はなにか？ヤン・ゲール（1,538） 

⑤ 2015年度研究報告（1,488） 

 

研究所として「研究報告書」のアクセス数がトップにあがっていることは望ましい結

果であると考えております。また今尚 2015 年度の研究テーマである「都市の魅力を構

成する要素はなにか？」に関するコンテンツも注目されていることも世の中に対する影

響力の現れと理解しております。 

 

■平均ページ滞在時間と新規訪問数 

アクセス数は上記のように減少しておりますが、平均ページ滞在時間は 1:26→1:29

と微増しておりまた、新規訪問の割合も 74.41％→77.44％へと増加しております。 
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２．セミナー・シンポジウムの開催  

    

  

◆日時：2016年 5月 17日（火）13：00～16：40（開場 12：30） 

◆会場：東京国際フォーラム ガラス棟会議室 G701 

◆参加：無料（事前申込み・約 100名の参加） 

◆主催：公益財団法人ハイライフ研究所／協力：㈱読売広告社 都市生活研究所 

◆プログラム 

⒈主催者挨拶 櫻井隆治 / 公益財団法人ハイライフ研究所専務理事 

  ＜第 1部 基調講演＞ 

  2.人間の居る場所 三浦 展氏（カルチャースタディーズ研究所代表） 

  ＜第 2部 研究報告＞ 

  3.都市酵母探検隊・研究成果の報告 服部圭郎氏（明治学院大学経済学部教授） 

  ＜第 3部 パネルディスカッション＞ 

  4.ちいさな建築とちいさな出来事が都市を変える 石田裕也氏（建築事務所ヌ―ヴ） 

  5.ブランド視点で捉えるまちの魅力 水嶋 敦氏（自由学園最高学部特任教授） 

  6.データから見た都市の魅力を構成する要素 榎本 元氏（読売広告社 執行役員） 

  7.ディスカッション 

   パネリスト：水嶋 敦 / 石田祐也 / 榎本 元  

   コーディネーター： 服部圭郎  

 

 

 

（主な参加者）日本女子大学、東京大学、工学院大学、名古屋大学、三菱総研、三菱地所、

大成有楽不動産、相鉄不動産、ＵＲ都市機構、日本地域開発センター、 

まちづくり協会、日本民営鉄道協会、本田技研、アイシン精機、町田市 

 

http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=13170#02
http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=13170#03
http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=13170#04
http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=13170#05
http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=13170#06
http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=13170#07
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３．報告書の配布  

 

 以下に掲げる 6種類の報告書ならびにセミナー録を作成、印刷製本し全国の大学及び図 

書館等へ無料配布いたします。（各 500冊印刷・配布） 

 

【研究報告】東京 10㎞～20㎞圏、その魅力。“生き続けられるまちとは？”（PHASE2） 

      ～都市の魅力を構成する要素とは？（上下巻） 

【研究報告】高齢者のライフスタイルに関する基礎研究 

      ～アクティブタイムとドメインを探る 

【調査報告】都市生活者意識調査２０１５ 分析編及びデータ編 

【セミナー録】第29回ハイライフセミナー「都市の魅力を構成する要素とは？（PHASE2）」 

 

   

 

   

 

 

◆受託研究 

平成 28年度はありませんでした。 

 
 


