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◆平成２９年度の事業展開 

 

一昨年前の平成２８年度は当財団の事業展開にとって新たなスタートの年度でした。そ

れは、執行理事専務理事の藤原、上席研究員の杉本、主任研究員の福與、研究員の谷口を

迎え入れたことにあります。これまでの様に外部の方々のご尽力を賜り研究内容の高度化

を図っていくことは勿論重要ですが、研究所であるがゆえ自分たちの手で研究を行ってい

くために研究員の存在は不可欠であり、平成２８年度の研究員の増員により、研究内容も

大きく変わりました。 

すでにご報告させていただいておりますように、昨年度、平成２９年度の事業（調査・

研究）は、平成２８年度から２年間の計画で始めた研究の PHASE２となります。詳細につ

きましては、平成２８年度から２９年度の流れをおって後ほど詳しくご説明致します。 

また、体制強化に伴い、平成２９年度はもうひとつ新たな取組みを行いました。当財団

は平成５年５月に設立し、平成３０年５月に２５周年を迎えます。これを契機に四半世紀

を振り返るとともに、新たな中期計画を企てることとし、事業（調査・研究）に関しても、

過去の財産を活かしつつこの先５ヶ年で成すべきことを１年間かけて、中田理事長を筆頭

に役職員全員で議論を繰り返し、また要所々々で外部理事の方々へ報告をさせていただき、

ご意見を賜りながら、実施計画を策定してまいりました。平成 30 年度からは、新たな調

査・研究を開始致しました。また改めて進捗状況をご報告申し上げます。 

以降、平成２９年度の事業に関してご報告申し上げます。 
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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、平成２８年度から２年間に

亘り、これまで行ってきた都市に関する研究から一旦離れ、原点を見つめ直すことと

し、超高齢社会の変化の予測について取り組むことと致しました。 

     ①次世代高齢者（現５０代）の意識変化と生きがいの追究 

     ②少子高齢化、人口減、世帯構造変化に伴う消費行動の変化の追究 

を目的に調査・研究事業を推進しました。 

 

 

２．平成２９年度の(公１)調査・研究 

 

(１)調査 

都市生活者意識調査２０１７         

(２)研究 

Ａ．次世代高齢者研究 (PHASE2)   

  「変化し続ける高齢者意識の研究～世代や年代の差異がもたらすもの～」 

 Ｂ．近未来消費研究 (PHASE2)     

「高齢化と人口減に伴う、消費行動変化の研究～消費者と小売業の未来～」 
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１．調 査  

          都市生活者意識調査２０１７ 

 

 【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」

に向けての調査・研究事業を行っていくうえでの基礎調査として、2010 年度より実

施し昨年度で８回目となりました。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、時系列での変化を追ってきました。 

また、2014 年度からはこれまでの白書的な内容に加えて、二つの研究との連携を

強化し研究の深掘りをし、二つの研究の精度を上げるためのデータ収集・蓄積の役割

も持たせました。 

 

 【調査項目】 

  ①生活満足度・幸福感・生活水準 

  ②生活意識・態度 

③生活実態（食、住、購買、労働、定年、家庭、余暇、健美、情報、交流） 

  ③社会全般（年金不安、社会福祉、税負担、社会変化） 

  ④収支貯蓄（収入、貯蓄、小遣い、相続） 

  ⑤将来生活（老後への意識と見通し、老後の生き方、老後の生活費、老後の働き方） 

 

  上記①～⑤の定例質問に加え、平成３０年度の研究（※詳細は後述）のための基礎デ 

ータを得るために以下の質問を新たに設定しました。 

 

⑥調理済食品（惣菜、弁当、冷凍食品） 

・購入実態（頻度、カテゴリー、重視点、店） 

・利用機会（時間、場所、理由） 

→※「近未来消費研究」の基礎データ 

 

  ⑦購買時におけるコストパフォーマンス（お得感） 

   ・○円引き、○％オフ、ポイント還元、○％増量、二個で○円、プレミアムグッズ、 

    季節限定・数量限定 

→※「近未来消費研究」の基礎データ 

 

  ⑧日本市場へ進出している海外ブランド、海外市場へ進出している日本ブランドに対

するイメージと評価 

   →※「NEWガラパゴス・マーケティング研究」 

 

◆（質問数）１０１問 ＋ フェイス（属性）２９問 
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【調査設計】 

  ①調査対象：東京 30 ㎞圏に居住する満 18歳～79歳の一般男女 

  ②標本数(有効回収数)：1,350人 

※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 29年 10月 13日（金）～10月 30日（月） 

⑥調査機関：㈱行動科学研究所 

 

【研究協力】 

水嶋 敦 氏（自由学園最高学部（大学）教授） 

  丹野俊明 氏（㈱行動科学研究所 特別顧問） 
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２．研 究  

 

Ａ．次世代高齢者研究(PHASE2) 

 

変化し続ける高齢者意識の研究 

～世代や年代の差異がもたらすもの～ 

 

【研究背景】 

超高齢化、単身世帯増加、生涯未婚率の上昇、人口減少、過疎化が騒がれてはいるも

のの、年金問題や介護問題、地域の財政破綻など、人口推移や財源負担面の量的把握の

みが先行し、高齢者の生活実態や生活志向の解明については、まだまだ充分な研究は成

されていないと思われます。広く一般的に「高齢者」という一括りの捉え方をしてしま

う傾向も多々見受けられ、質的な把握からは程遠い現状であると思われます。 

財団では高齢者の実態を深く追究し、将来に向けての超高齢社会の変化の予測に取り

組みました。その為には 65 歳以上の高齢者の現状だけを追究しても、総合的な高齢社

会の未来を予測するためには不十分だと考えられます。我々の「次世代高齢者研究」に

おいては、概ね人生の後半戦に突入し、老後といった意識や取り組みを現実のものとし

て考え始める現在の 50 代を次世代高齢者として、その生活実態や志向・考え方を併せ

て探ることで、より充実した研究へと取り組みました。 

 

＜次世代高齢者研究の対象者の考え方図＞ 

 
 

【研究手法の特徴】 

「次世代高齢者研究」において、我々は次ページの表のように区分を設け、現状につい

ての各研究対象の比較を行うとともに、各対象の将来予測や展望を探ることで、今後の

超高齢社会全体についても分析研究を行いました。 

区分の設定について説明しますと、まず「高齢者」を 66歳から 75歳としました。こ

れは、団塊世代を 1946年～1950年生まれの 5年間とし、まずボリュームゾーンである

団塊世代を含むことと 70 代に入っている年齢も含むということで、戦中生まれ世代

（1941 年～1945 年生まれ）と併せることとしました。勿論、高齢者は 80 代も 90 代も
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沢山いらっしゃいますが、調査への回答をいただくということから、この様に設定致し

ました。次に 51歳～60歳を「次世代高齢者」と設定しました。この年代は、年金受給

は開始されておらず、生計を立てるべく会社勤めなどを行っています。そういった共通

のステージを考慮すると、50代（厳密には 51歳～60歳）を次世代高齢者として分析す

ることで、高齢者との比較が行いやすくなります。また、全体を通じて、影響力が大き

い団塊世代に注目しており、同様に各世代区分（5歳刻み）についても適宜分析の中で

意識しています。下表において高齢者などの対象区分とともに包含する世代を示してお

ります。 

＜研究対象の区分＞ 

対象の区分 年齢幅 研究対象としての位置づけ 包含する世代 

次世代高齢者 51 歳～60 歳 

・まだ老後という意識はなく、年金受

給もない 

・ほぼ家庭環境や仕事等の社会的将

来像が見えつつある 

51～55 歳  新人類 

（1961～1965 年生まれ） 

56～60 歳 POPEYE・JJ 世代 

（1956～1960 年生まれ） 

准高齢者 61 歳～65 歳 
・環境変化の真っ只中 

・現実と意識が入り乱れる 

61～65 歳  ポスト団塊世代 

（1951～1955 年生まれ） 

高齢者 66 歳～75 歳 

・高齢者としての生活もスタートし、

将来図が定まりつつある 

・しかし、後期高齢者の段階に備える

意識も強い 

66～70 歳  団塊世代  

(1946～1950 年生まれ)  

71～75 歳  戦中生まれ世代 

（1941～1945 年生まれ） 

 

 

【研究目的】 

 

①現状と将来について、高齢者層と次世代高齢者層の差異を把握し分析する 

超高齢社会の今後について、示唆を得るべく、高齢者層に次世代高齢者層も加えて、

現状の生活全般の実態と意識の比較分析を行いました。調査からは、様々な気づきが得

られました。これからの（老後）生活や将来のことに関して何が問題であるのかなどを

抽出しました。 

 

②次世代高齢者の「生きがい」や「老後意識」を模索する 

マスコミで取り扱われるときは高齢者全体を一括りにし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解明されました。高齢者の

クラスターを見極め細かく分析しながら、団塊世代を中心とした高齢者層と次世代高齢

者層の「生きがい」や「老後意識」の差異や関係性を調べることで、高齢者にとっての

『幸せ』への手掛かりを探索しました。 



7 

 

③次世代高齢者の今後における「楽しみ」について考察する 

「次世代高齢者研究」は高齢化社会の今後に関する研究です。その中で実態の把握の

みならず、何らかの提言を行うことを目標とし、より良い老後の生き方に結びつく領域

も探りたいと考えています。そこで我々は「楽しみ」という領域にフォーカスし、主に

“趣味、遊び、嗜好”といったことを対象として捉えることにしました。それは、“家

庭、仕事”よりも自由度が高く、比較的可変な領域であるといったことに起因していま

す。 

また、ここで一つの拠り所として『世代の共通体験・楽しみの生活史（時層）』を活

用しています。これは平成２８年度に実施した「次世代高齢者調査」（調査対象者 500

名）で全員に記入して貰いました、言わば自分史です。「楽しかったこと・好きだった

こと・夢中になったこと」を 10 代から現在までを振り返るものです。回答は基本的に

名称（ブランド名、地名、タイトル名 etc.）を記入する形式で実施しました。これらの

結果から、世代間の違いなどを分析し、示唆の獲得、提言に繋げました。 

以上、大きく分けて３つの目的を設定し、次世代高齢者研究を進めました。 

 

【実施内容】 

 

＜PHASE1＞ 2016 年度実施領域 

 

①「次世代高齢者調査」の分析～生活実態、生活意識を総合的に分析～ 

◆次世代高齢者調査では 51～75歳男女 500人 に訪問留置調査を実施しました。 

◆調査の領域としては、⑴生活時間・生活行動 ⑵生活全般 ⑶仕事 ⑷家族・家庭 

⑸人付合い ⑹楽しみ ⑺健康 ⑻情報 ⑼社会 ⑽老後 ⑾住まい ⑿家計・経

済状況と広範囲に亘り、現状を問いつつ将来的な展望を問いました。 

◆データの比較、分析については、「次世代高齢者層」と「高齢者層」との違いに注目。

また質問によっては、男女間の違いを分析しました。（年代差分析と男女差分析） 

 

（調査機関）㈱行動科学研究所 

 （調査時期）平成 28年 10月 28日（金）～11月 14日（月） 

 

②生きがい、老後の生き方の座標軸という視点での研究 

  ～次世代高齢者の楽しみの行方 

◆次世代高齢者調査において、「1.仕事」「2.学び」「3.趣味」「4.配偶者」「5.家族」

「6.友人」「7.健康」「8.経済」」「9.社会」の９つをジャンルにおいて座標を置き、

老後の生き方をどう志向するかの関係を分析し、また次世代高齢者層と高齢者層の比

較を行いました。 

◆老後の生き方についての意識（45の選択肢）についても次世代高齢者調査にて回答を
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得て、その結果を主成分分析し、因子を次世代高齢者層と高齢者層それぞれについて

求めました。（似ているところと違うところ） 

◆そして更には、現状意識の 9 つのジャンルと老後の生き方の因子との相関も検証し、

今どのような現状認識にある人が、どういった老後を展望するのかといった関係性に

ついて考察を試みました。 

 

  （分析協力）森 義博氏（一般財団法人 実務教育研究所認定データ解析士） 

 

③時層研究～生きがい・楽しみの世代による違いを研究する～ 

◆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回答を求めました。 

◆その結果を整理し、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」は何かを数量的に解析し、示唆を得ま

した。 

  （分析協力）マイボイスコム株式会社 

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

＜PHASE2＞ 2017 年度実施領域 

 

④老後の生きがい座標軸と幸せの関係性を分析                

～生きがいの因子分析（主成分分析）と幸せ尺度との相関分析 

◆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」等、座標を規定する質問 90問の結果の因子分析（主成分分析）を行ない、20個

の『生きがい因子』を導き出しました。 

◆同時にクラスター分析を行い高齢者層では、「順風満帆」「最高の伴侶」「伴侶依存」

「趣味と仲間」「生活安定」「四面楚歌」というクラスターが導かれ、次世代高齢者

層では「順風満帆」「人間関係良好」「伴侶依存」「趣味と仲間」「友が全て」「四

面楚歌」というクラスターが導き出されました。これらと『生きがい因子』の相関を

分析しました。 

 

 （分析協力）森 義博氏（一般財団法人 実務教育研究所認定データ解析士） 

       マイボイスコム株式会社 
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⑤次世代高齢者層、高齢者層におけるグループインタビュー調査 

◆男女別、年代別にグループインタビューを実施し、世代の特性を炙り出し、生き様や

価値観といったものは各人各様でありますが、同世代は同じ時間軸で共通の体験や知

識を得ていると考えられ、世代の共通因子、インフルエンスを紐解きました。 

 

 （調査対象）次世代高齢者男性（リタイアを控えた 50代男性・営業職） 

       次世代高齢者男性（リタイアを控えた 50代男性・技術職） 

       次世代高齢者女性（リタイアを控えた男性の妻） 

       現高齢者男性（リタイアした男性） 

       現高齢者女性（リタイアした男性の妻） ＜計５グループ＞ 

 （調査時期）平成 29年 7月 27日（木）、28日（金） 

           11月 27日（月）、28日(火) 

  （調査協力）統計調査センター株式会社 モデレーター：林 美和子氏 

 

⑥有識者へのヒアリング 

◆次世代高齢者調査の結果、その分析を様々なジャンルの有識者に見ていただき、専門  

  家の目線でその理由や原因、今後の課題を語っていただき、ジャンルをクロスオーバ  

ーさせてのホリスティックな視点から次世代高齢者にとっての老後の生きがいや楽 

しみを提唱していきます。 

（有識者） 

・慶應義塾大学医学部 百寿総合研究センター 講師 新井康通氏（医学・長寿） 

 ・慶應義塾大学商学部 教授 清水 聰氏 （マーケティング） 

 ・同志社女子大学現代社会学部 教授 日下菜穂子氏 （心理学） 

 ・元ヤマハミュージックエンタテイメント、音楽イベントプロデューサー、NIKKEI

大人のラジオ・パーソナリティ、ミュージシャン 岡田信一氏 （音楽） 

 ・関西大学社会学部 教授 川崎友嗣氏 （社会学・心理学） 

 ・京都府立医科大学 精神機能病態学 准教授 成本 迅氏（老齢精神医学） 

 ・元資生堂役員、団塊世代をテーマとした文筆家（著書：「昭和の子供は青洟をた

らしていた」他） 池田敏秀氏 （文筆家） 

 

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

 

＜PHASE3＞ 2018 年度上半期実施領域 

 

⑦「高齢者」と「次世代高齢者」のクラスター分析の精緻化 

 ◆④で高齢者、次世代高齢者それぞれのクラスターを導き、l クラスターごとの構成比、

老後の生き方、幸せ度、男女比を求めましたが、配偶者の有無、同居家族人数、最終
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学歴、就業状況、他を勘案しクラスター分析の精緻化を図ります。併せて、人生の変

遷を見極める際の分岐点としての“イベント”を掘り出し、経済・健康・家族・人間

関係・生きがい・目標などの条件により、どの方向に進んでいくのかをシミュレーシ

ョンし意識の変化を解明します。（POSA 分析） 

 

 （分析協力）森 義博氏（一般財団法人 実務教育研究所認定データ解析士） 

       マイボイスコム株式会社 
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Ｂ．近未来消費研究 (PHASE2)   

 

       高齢化と人口減に伴う、消費行動変化の研究 

～消費者と小売業の未来～ 

 

【研究背景】 

  人口減少・高齢化・単身世帯の増加が進む現在、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。その実態を明らか 

にし研究することは、当財団の事業理念である「都市生活者のよりよい生活の実現への 

貢献」に基づいた将来の生活者研究という試みならず、流通やメーカー、生産者に対し 

て新たな示唆を提供することに繋がります。 

 本研究においては、現状の消費実態とそれに密接に関係する小売業の実態を明確化し、 

近未来消費がどういった問題を抱え、課題に直面しているかということの探究から始め 

ました。そのための消費行動としてフォーカスする領域を『食品』としました。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身近な領域だからです。また、 

“ハイライフ”とは豊かな生活の追求を意味しており、食生活やその消費行動において 

の豊かさも大切なことと考えているからです。 

  

【実施内容】 

＜PHASE1＞ 2016 年度実施領域 【問題提起】 

 

①生活者の食品購買行動と食生活に関する意識の把握 

   当財団ではオリジナル調査として「次世代高齢者調査」（対象 51～75歳男女 500

人）及び「都市生活者意識調査 2016」（対象 13～79歳男女 1,350人）を行ないまし

た。両調査結果の中から、食品の『購買行動』（購買基準、購買チャネル、購買拠点、

宅配サービス）の実態と、『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、等）を探り分析した。 

  

 （調査協力）株式会社行動科学研究所 特別顧問 丹野俊明氏 

 

②食卓写真調査の実施 

 ①の定量調査分析の結果を裏付ける追跡調査として、単身者が実際にどのような食

事をしているのかを具体的に把握するために、食卓風景の写真を撮影してもらい、そ

の内容を分析しました。調査は、40代・50代・60代の男女の単身世帯と、比較対象

としての 60代夫婦のみ世帯、合せて 173世帯に実施しました。 

 

（調査協力）マイボイスコム株式会社 
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③小売業に関する研究（その１） 

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などの話題は毎日数多

く出現するのに、スーパーマーケットをネタにしたコメントは殆どありません。満足度の

高いスーパーマーケットがあっても、なかなか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。それは「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

域に留まっているからです。 

消費行動に関して、このような話題性・情報発信が大いに影響することは言うまでもあ

りませんが、小売業（特にスーパーマーケットを中心とするチェーン小売業）が情報発信

力の弱い、言わば地味な存在である背景のひとつに、「購買」をゴールにした「モノだけ

売ってなんぼ」の事業体制をとっていることが考えられるのではないでしょうか。（購買

→モノ消費・物販）。人口減、少子高齢化がますます進み、消費者がモノを買わなくなっ

ている状況下で、モノ消費を引きずった物販体制のままでは、消費行動の低迷が危惧され

ます。 

2016 年度は小売業界（特にスーパーマーケットを中心とする小売業）の実情を様々な

視点から分析し『問題提起』を行ないます。そのために以下の分析を行いました。 

   ⅰ）スーパーマーケットを利用する「消費者」と、スーパーマーケットで働く 

「労働者」のイメージ分析 

   ⅱ）ロイヤル／ノンロイヤルによる利用顧客のタイプ比較とその問題 

   ⅲ）販売状況（特売や新製品の状況）から得る問題 

   ⅳ）インストアマーチャンダイジングとカテゴリマネジメントの成果と副作用 

 

（研究協力）横浜国立大学 大学院国際社会科学研究員 准教授 寺本 高氏 

      公益財団法人流通経済研究所 

 

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

 

＜PHASE2＞ 2017 年度実施領域 【課題解決】 

 

④購買履歴データによる消費行動の検証 

前述しました「都市生活者意識調査２０１７」において、調理済食品（惣菜、弁当、

冷凍食品）の「購入実態」（頻度、カテゴリー、重視点、店）と「利用機会」（時間、

場所、理由）、購買時における「コストパフォーマンス（お得感）」を探るために 

  新たな質問項目を追加した旨をご説明しましたが、調査結果より属性ごとの『購買行  

  動の特性』を分析しました。 

 

 （調査協力）株式会社行動科学研究所 特別顧問 丹野俊明氏 

 

  また、購買履歴データ（ID-POS データ）、所謂、ビッグデータ（436 万 ID）を解析



13 

 

することにより、性・年齢分布や購入金額、購入商品（生鮮食品、惣菜含む）、購入頻度、

季節変動、関連購買、店舗利用頻度、等、消費者の購買特性と、流通のインストアマーチ

ャンダイジングの傾向を分析しました。 

 

 （調査協力）マイボイスコム株式会社 

  （分析協力）森 義博氏（一般財団法人 実務教育研究所認定データ解析士） 

 

⑤小売業に関する研究（その２） 

③小売業に関する分析（その１）における問題提起は市場課題に端を発しており、

その背景にある企業課題についても問題提起を行いました。 

 

＜市場課題と企業課題の関係＞ 

 

これら問題提起を受けて 2017年度は『課題解決』へのアプローチとして以下のテー

マ設定を行ないました。 

 

ⅰ）「話題性を上げる」という象徴的な課題 

話題性を上げるということの意味は、消費行動を促すといった視点と、選ばれ

る小売業となること。つまり楽しい消費行動や、顧客にとって価値のある購買

接点と言ったことに繋がります。単なる話題性の創出ということではなく、包

括的な小売業の消費者との向き合い方の大いなる挑戦を意味しています。 
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ⅱ）「話題性を上げる」ための小売業における３つの『視点』 

 

A) 顧客価値となる商品のあり方 (Customer Value) 

例えば、独自の品揃えやローカライゼーションの実現など、何を価値として顧

客との関係を構築するか。また、それらを顧客がどう評価するのかなど、消費

者と小売業サイドとの両方からアプローチを行います。「安さ」追求ではなく、

「コストパフォーマンスが良い（＝価値がある）」ことを追求することで、話

題性を生むスーパーマーケットとして消費行動の活性化へと繋げます。 

 

B) 店舗でのコミュニケーションのあり方 (Communication) 

スーパーマーケットにおいては効率性重視に取り組み、昨今は人材不足からも、

来店者との接点を減らすことを追求してきたとも言えるかもしれませんが、超

高齢社会においてスーパーマーケットの役割についても、再度考えるべきタイ

ミングであるかもしれません。 

また、ネット販売ではなくリアルな店舗に来る楽しみ、優位性とは何か。この

視点からも消費者、顧客とのコミュニケーションのあり方についても考えてい

きます。 

 

C) 新たな人材像のあり方(Challenging) 

スーパーマーケットにおいては、消費者に対する価値創造や地域の消費者の食

を支えるといったことから、優秀な人材確保はマストです。しかしながら、就

職先としては不人気な業界となってしまっています。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。全国のスーパーマーケットが人材活

性化すれば、自ずと地方の活性化、地方創生にも繋がると考えられます。 

 

  上記の『視点』（仮説）を検証するために、小売業やメーカーへの取材、流通専

門家へのインタビューを行い、購買実態や各社の対策、人事制作及び今後の指針

を探り、提言の形でまとめます。 

 

 （研究協力）横浜国立大学 大学院国際社会科学研究員 准教授 寺本 高氏 

       公益財団法人流通経済研究所 

        地域振興研究開発室 室長 主任研究員 折笠俊輔氏 （国内） 

       公益財団法人流通経済研究所 

        特任研究員 北米地域プレゼンタティブ 包山慶見氏 （米国） 
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（国内企業取材先）  

 

日付 相手先様 対応窓口（対応者）など

3月6日 カルビー マーケティング本部CVS部　部長　兼ポテトチップス部　部長

3月7日 キリンビール マーケティング部ビール類カテゴリー戦略担当

3月19日 東急ストア 執行役員　営業本部商品統括室生鮮食品部長

3月22日 阪急オアシス 執行役員　総合企画部長

3月29日 ロイヤルHD 東京本部　戦略企画部　部長

3月30日 良品計画 企画室　広報・IR担当課長

3月30日 マツモトキヨシHD 取締役管理本部長　兼　人事部長

4月12日 イオンリテール 広報担当　※文書での回答

4月27日 成城石井 執行役員　コーポレートコミュニケーション室長

HDはﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの略  

 

（米国企業取材先） 
日付 相手先様 対応窓口（対応者）など

5月14日 Fresh Thyme PB開発及びサポート担当のbusiness development director

5月14日 Jewel-Osco 店長

5月14日 Barilla イタリア本社のパスタメーカー　米国の社長　※電話での取材

5月14日 Harvest Market 店長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ニーマンフーズ系

5月15日 Haymakers 店長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ニーマンフーズ系CVS

5月15日 Dorothy Lane　※中型店 ゼネラルマネジャー

5月15日 Dorothy Lane　※小型店 店長

5月15日 Trader Joe's ※店舗のみ視察

5月15日 Kroger Marketplace ※店舗のみ視察

5月16日 WalMart Supercenter ※店舗のみ視察

5月16日 Meijer ※店舗のみ視察

5月17日 Kmart ※店舗のみ視察

5月17日 Aldi ※店舗のみ視察

5月17日 Supermercado La Chiquita オーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　※ヒスパニック向けSM

5月17日 Mariano's director of strategic brand development　　※クローガー系
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２．平成２９年度の(公２)啓発・活動 
   

◆（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  

 

１９６４年-２０２０年 東京オリンピックが挟んだ半世紀の東京 

ポスト２０２０「東京の行方」首都東京の変化を見る 

～ＡＩやＩｏｔがもたらす劇的変化～ 

 

               

        

  1964年の東京オリンピック開催から約半世紀。2020年に東京で再びオリンピックが

開催されます。この半世紀で大都市、特に東京は大きく変化しています。我々は、日々

の小さな変化に気づかずに 56年暮らしてきました。今日の東京を支える社会インフラ

の多くは、1964年の東京オリンピック開催を機に完成しています。 

 交通網としては、首都高速道路、環状七号線、神宮と駒沢を結ぶ放射４号線、青山通

り・玉川通りの拡幅整 備、東海道新幹線、東京モノレールなどが完成し、競技場とし
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ては、国立代々木競技場、駒沢オリンピック公園、日本武道館、馬事公苑など。その

他、渋谷公会堂、外苑ハウス、NHK放送センターなどです。またホテルとしては、ホテ

ルオークラ、東京ヒルトンホテル、ホテル高輪、東京プリンスホテル、ホテルニュー

オータニなど国際的な基準のホテルが次々にオープンしました。 

  50年経過する中、それらの老朽化したインフラをいかに更新していくかが、東京と

いう都市の喫緊の課題ですが、2020年東京オリンピック開催にその解決の期待が寄せ

られています。しかしながら、東京の都市の現場を見る限りではオリンピックとの関

係はあまりなさそうで、都市問題の解決はそれほど甘くはないように思えます。東京

に一極集中した多くの都市機能を今、もう一度変化という視点でとらえなおす必要が

あります。 

  集中と拡大により再編された都市機能はどのように変化してきたのか、どのように

変化していくのか？「人口・世帯」「ライフスタイル」「建築物」「地域開発」「交

通」「小売業・流通業」のカテゴリーごとに分析・予測し、都市東京がどのように移

り変わってきたのかを総括し加速する少子高齢化・人口減少と通信・情報インフラの

高度化、ロジスティックスや流通の変革、などの関係性を見極めながら、2020 年以降

の『新東京』像を模索しました。 

 

  （第 1回）東京の人口編 

   (第 2回) 東京の交通インフラ鉄道編 

  （第 3回）東京の流通小売編 

  （第 4回）東京の都市開発・都心オフィス編 

  （第 5回）東京の「経済力」編 

  （第 6回）東京在住世帯（ファミリー）の変貌と都市生活 

  （第７回）地域の流入人口（通勤者・通学者）が都市活性を左右する 

  （第 8回）地域の地価と都市形成 

  （第 9回）生活革命「憧れの住まい」都市生活の変遷を見る 

  （第 10回）都市生活にはエリアの平均年齢と生産年齢人口が決め手に 

  （最終回）大都市東京で地域格差と地域特性が顕在化 

 

 （研究協力）㈱パルコ マーケティング雑誌「アクロス」創刊編集長、 

元クレディセゾン顧問、現マーケット・プレイス・オフィス代表 立澤芳男氏 

 

 

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。昨年度は、2015 年度の研究「東京 10 ㎞～20 ㎞圏、その魅力」の研究結果

を踏まえ、国内事例も多く採り入れて全３５コンテンツを配信しました。 
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  （１１１）ハッピー・リッツィ・ハウス／ドイツ ブラウンシュバイク市 

  （１１２）みつや交流亭／日本 大阪市淀川区 

  （１１３）クレーマー橋／ドイツ エアフルト市 

  （１１４）ホロコースト記念碑／ドイツ ベルリン市 

  （１１５）ミラノ・ガレリア／イタリア ミラノ 

  （１１６）ポルト・マラビーリャ／ブラジル リオデジャネイロ市 

  （１１７）街中がせせらぎ事業／日本 静岡県三島市 

  （１１８）黒壁スクエア／日本 滋賀県長浜市 

  （１１９）テネシー水族館／米国 テネシー州チャタヌーガ市 

  （１２０）ひまわり号／日本 鳥取県日野町 

  （１２１）姫路駅前トランジット・モール／日本 兵庫県姫路市 

  （１２２）サンタ・ジュスタのエレベーター／ポルトガル リスボン市 

  （１２３）アジタゲタ／ポルトガル アゲタ市 

  （１２４）リスボンのトラム／ポルトガル リスボン市 

  （１２５）カルチャーナイト／アイスランド レイキャビク市 

  （１２６）オスロのオペラハウス／ノルウェー オスロ市 

  （１２７）下北沢カレーフェスティバル／日本 東京都世田谷区 

  （１２８）おかげ横丁／日本 三重県伊勢市 

  （１２９）サン・ポップ公園／カナダ ヴァンクーバー市 

  （１３０）ヴァルカン地区再開発／ノルウェー オスロ市 

  （１３１）スティーフン・アベニュー／カナダ カルガリー 

  （１３２）ダイナミック・アース／スコットランド エジンバラ市 

  （１３３）ギャルリ・ヴィヴィエンヌ／フランス パリ市 

  （１３４）アカデミー・モント・セニス／ドイツ ヘルネ市 

  （１３５）かやぶきゴンジロウ／日本 千葉県館山市 

  （１３６）プロムナード・プランテ／フランス パリ市 

  （１３７）チェスターの城壁／イギリス チェスター市 

  （１３８）ねこじゃらし公園／日本 東京都世田谷区 

  （１３９）パイオニア・コートハウス・スクエア／米国 ポートランド市 

  （１４０）ロブソン・スクエア／カナダ ヴァンクーバー市 

  （１４１）グランヴィル・トランジット・モール／カナダ ヴァンクーバー市 

  （１４２）グランヴィル・アイランド／カナダ ヴァンクーバー市 

  （１４３）グラフトン通り地区公共空間計画／アイルランド ダブリン市 

  （１４４）センター・フォア・アルタナティブ・テクノロジー／ウェールズ マッキンレー 

  （１４５）エディブル・ウェイ／日本 千葉県松戸市 
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また、以下２本のインタビューの動画配信を致しました。 

 

＜動画１＞ジャイメ・レルネル氏*インタビュー 

       創造とは「始める」ということ。 

        *建築家、都市計画家。国際建築家連合の会長（2002 年～2005 年） 

         ブラジル・パラナ州知事、クリチバ市元市長 

 

＜動画２＞岡部明子氏*インタビュー 

            都市の鍼治療 interview 

          *建築家、東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 

   

（研究協力）龍谷大学・政策学部教授 服部圭郎氏 

 

 

Ｃ．研究成果のＷｅｂ配信 

 

次世代シニアと現在形シニア 

その意識と行動 

 

  平成２９年度に実施した「次世代高齢者調査」の結果の中から際立った特徴を全

12回に亘りレポートしました。 

 

                

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%AE%B6%E9%80%A3%E5%90%88
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（第 1回）生活時間でみる一日の暮らし方。「起きる」から「寝る」まで。 

   (第 2回) 現在の生活には満足？幸せを感じるのはどんなとき？ 

  （第 3回）「衣生活」と「食生活」の今は、どうなっているのだろう？ 

  （第 4回）「仕事」をめぐる今とこれからを、探る。 

  （第 5回）「家族・夫婦」について、気になる二・三の事柄。 

  （第 6回）友達はどこにいる？「人付き合い」の、現在。 

  （第７回）気がかりなもの。それは「健康」。「人付き合い」の、現在。 

  （第 8回）「老後」という名の明日はどっちだ。 

  （第 9回）「お金」をめぐるシニアの現在。 

  （第 10回）それ行け！「お楽しみ」はこれからだ。 

  （第 11回）好きと楽しい、の生活史。「時層」にみる両者の特徴。 

  （第 12回）次世代シニア、この先の「楽しみのヒント」。 

 

 （分析執筆）公益財団法人ハイライフ研究所 主任研究員 福與宜治 
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（参考資料）ホームページのアクセス数 

 
■ページビュー数と平均ページ滞在時間 

 

             （ページビュー） （滞在時間） 

      2013 年度    171,170     1：22 

      2014 年度    186,372     1：29 

      2015 年度    133,387     1：26 

      2016 年度    112,491     1：29 

      2017 年度     86,577     1：46  

 

 

2014年度以降ページビューは減少していますが、研究内容との関係により検索エンジ

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、個人情報保護や肖像権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。そのためコンテンツ数がかなり減ったのでページビ

ュー数の減少に繋がっているものと推測されます。 

しかしながら、2016 年度から 2017 年度にかけて、「滞在時間」は平均して 20％増え

ています。テレビに例えるならば、「視聴率」の低下は見られますが、逆に「視聴質」

は上がった、しながら視とかパラパラめくって視ていくのではなく、じっくり読むとい

う態度に変わってきているものと推測されます。 

とは言うものの、研究成果を一人でも多くの人にご覧いただきたいので、現在、ホー

ムページのデザインのリニューアル作業に取り組んでおります。併せてＳＥＯ（Search 

Engine Optimization：検索エンジン最適化）の作業にも取り組んでおります。 

 

 

■アクセス数の多かったコンテンツ上位 

順位 コンテンツ名 

1位 トップページ 

2位 研究報告 

3位 財団情報 

4位 都市の魅力を構成する要素はなにか？ 

5位 都市の鍼治療 

6位 第 1回 ヤン・ゲール 

7位 谷中の歴史 

8位 2015年度研究報告 

9位 大横川の桜並木 

10位 役員一覧・設立 

11位 ヨーロッパから学ぶ「豊かな都市」のつくり方 

12位 次世代シニアと現在形シニア・その意識と行動 

13位 ゲーツヘッド・ミレニアム・ブリッジ 

14位 ハイライフセミナー 

15位 都市生活者の生活意識・ライフスタイルの実際 
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■ＰＤＦファイルダウンロード数（合計 4,002） 

  

 ①第一回 生活時間でみる一日の暮らし方。「起きる」から「寝る」まで。｜次世代シニアと現

在形シニア・その意識と行動（228） 

②都市生活者意識調査２０１５データ編（120） 

③都市生活者意識調査２０１５分析編（100） 

④第１回 東京の人口編｜ポスト 2020「東京の行方」－首都東京の変化を見る（91） 

⑤第二回 現在の生活には満足？幸せを感じるのはどんなとき？｜次世代シニアと現在形シニ

ア・その意識と行動（87） 

⑥高齢者のライフスタイルに関する基礎研究（86） 

⑦第三回 「衣生活」と「食生活」の今は、どうなっているのだろう？｜次世代シニアと現在

形シニア・その意識と行動（77） 

⑧第五回「家族・夫婦」について、気になる二・三の事柄。｜次世代シニアと現在形シニア・

その意識と行動（68） 

⑨2012年度都市生活者意識調査レポート｜第 5回 業態別に見る都市生活者(男女年齢別)の買

物行動（66） 

⑩第四回 東京 10㌔～20㌔都市圏（準都心）のエリアマーケティング【後編】（66） 
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２．セミナー・シンポジウムの開催  

 

第３０回ハイライフセミナー 

超高齢社会の生き方のヒント 
 
＜経緯＞ 

●慶應義塾KGRI（KEIO GLOBAL RESEARCH INSTITUTE）では、長寿クラスター研究を実施しており、 

学部の垣根を通り越して横断的に、長寿に関する研究をされています。 

この度、当財団と慶應義塾KGRIの共同の研究発表の機会ということでセミナーを開催しました。 

●慶應義塾の中でも文理融合の研究成果発表の機会の必要性があり、当財団の研究も含め、公的な

機会を得るということで、共催の形での実現となりました。 

 

＜実施概要＞ 

●日時：3月5日（月）13時30分～17時 

●会場：慶應義塾大学 三田キャンパス東館6階GーLAB 

 

＜発表内容＞ 

①慶應義塾大医学部 講師 新井康通氏 「百寿調査で分かってきた長生きの世界」 

②慶應義塾大商学部 教授 清水 聰氏 「いつまでも若いマインドを持った年配者の消費行動」 

③同志社女子大現代社会学部 教授 日下菜穂子氏 「心理面から健康な加齢にアプローチする」 

④公益財団法人ハイライフ研究所 上席研究員 杉本浩二 

「次世代高齢者(50代)と高齢者(66～75歳)の老後意識の比較」 
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＜実施状況＞ 

 

参加者：６０名（※会場キャパシティの都合で申込み先着受付） 

 

  アイシン精機、伊藤忠リーテイルリンク、クラブツーリズム、国土交通省、 

サンスター、東京都市大学、日本経済新聞社、日興証券、野村證券、パルコ、 

富士通、ベネッセ、丸美屋食品工業、三井住友信託銀行、他 

  
    

      

        

 

 

＜展開＞ セミナー録作成中 
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３．報告書の配布  

 

 以下に掲げる 5種類の報告書を作成、印刷製本し全国の大学及び図書館、研究機関、他

へ無料配布致しました。（各 500冊印刷・配布） 

 

 ①都市生活者意識調査２０１６報告書 ＜分析編＞ 

  「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」 

 ②都市生活者意識調査２０１６報告書 ＜データ編＞ 

 ③次世代高齢者調査２０１６ 報告書 

 ④次世代高齢者研究報告書(PHASE1) 

「変化し続ける高齢者意識の研究～世代や年代の差異がもたすもの～」 

 ⑤近未来消費研究報告書(PHASE1) 

  「高齢化と人口減に伴う、消費行動変化の研究～消費者と小売業の未来～」 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受託研究 

平成 29年度はありませんでした。 


