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平成３０年度事業計画：(公１)調査・研究事業 

 

１．基本方針 

  

 【財団の設立主旨と事業（調査・研究）】 

  当財団は 1993年（平成 5年）5月 12日に設立されました。来たる 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性を“ハイライフ”と定義し、調査・研究を実 

施し、その成果を啓発・普及していくことを目的に設立されました。 

その後、2010年（平成 22年）に新公益法人としての移行登録を完了し、公益財団法 

人ハイライフ研究所となりました。公益法人として、 

「都市生活者のよりよい生活の実現への貢献」 

を財団理念に据え、（公 1）調査・研究事業と（公２）啓発・活動事業に区分して、そ

れぞれの内容のさらなる充実化・高度化を目指して再スタートを切りました。以降、 

「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」 

を事業目的とし『まち』『ひと』『消費』の３カテゴリーでの調査・研究を行ってきま

した。 

 

【四半世紀の振返りと中期事業計画の立案】 

来年度、2018年度（平成 31年度）は設立 25周年を迎えます。このタイミングで四半

世紀を振り返り、また時代や環境の変化を認識し、設立 30 周年に向けてのターニング

ポイントと位置づけ、新たな時代へ向けてリスタート致します。 

そのためにこの度、中期事業計画（５ヶ年計画）を策定し、その礎のもとに平成３０

年度の事業計画を立案します。平成 30 年度は新たな中期計画のスタート時期と位置付

けます。 

  

＜計画立案における重視点＞ 

 

（１）過去の研究の集大成 

 24年間での研究の大きな流れは、「まち」「ひと」「消費」 

 直近では、2012年度～2015年度 まち 

①「高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝」 

～東京 50㎞圏（遠郊外）の縮退に関する研究 

    ②「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に関する研究 
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 2016年度～2017年度は ひと  消費 

①超高齢社会における＜幸せ＞の追究 

 次世代高齢者研究：「変化し続ける高齢者意識の研究」 

          ～世代や年代差異がもたらすもの 

②超高齢社会における＜豊かさ＞の追究 

 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」 

          ～消費者と小売業の未来 

 

 

 

 

 

（２）研究テーマの絞り込みと明確化 

 過去から現在に至るまで、その時々の研究員の資質や志向により研究テーマが決

定されてきた傾向がみられるが、今後は人によって左右されることがないようレ

ールを定める。 

 テーマを絞り込むことによりハイライフ研究所の事業ドメインを明確化する。 

引き算による際立ち、ハイライフ研究所アイデンティティ（らしさ）の創出を 

図る。 

 マンパワー、コストパフォーマンスの再考。 
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（３）時代と環境変化の認識 

  “都市生活者のよりよい生活の実現”、“持続可能な都市居住の実現”のためには、 

  時代の変化を認識し、将来に向けての提言が求められる。とりわけ以下の変化を重視   

  し研究テーマを定める。 

 

 超高齢社会、少子化、人口減・単身世帯増加 

 地方分権社会だが過疎化 

 AI(Artificial Intelligence)、Iot(Internet of Things)の進化に伴う、生活行

動変化、情報接触変化、消費行動変化 

 インバウンド数の更なる増加、他 

                 ⇩  
これまでの研究や大別分類を今一度整理し、過去からの研究成果を当財団のエクイティと

して捉え、その延長線として「まち」「ひと」「消費」の各分類から、時代に求められる提案性

のある研究テーマを紡ぎ出す。 

 

 

※本事業計画は、 

第２１回臨時理事会（２０１７年５月１９日開催） 

（議案）２０１８年度以降の地域的研究（計画） 

    ①５ヶ年計画に基づく研究事業構想 

    ②研究テーマ 

第２４回臨時理事会（２０１８年２月２６日開催） 

（議案）２０１８年度以降の取り組みに関して 

①都市生活者意識調査に関する調査スキーム改善の検討 

②ＮＥＷガラパゴス・マーケティング研究 

③『街から若者が消えた』東京＆地方若者研究 

  の２回の理事会にて、基本原案を説明させていただき、理事の皆様から貴重なご意見

を拝聴しその内容を勘案し作成致しました。 

  次のページからその内容をご説明致します。 
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２．（公１）中期計画と研究テーマの設定 

 

 

 
 

 

① 「都市生活者意識調査」の継続。ただし、調査方法、調査対象者、調査項目は再考す

る。 

 

② 「次世代高齢者研究」は今年度（2017 年度）の PHASE2 で終了予定であったが、第 24

回理事会（平成 30 年 2月 26 日開催）でご指摘いただいたように、独自性・希少性の

高いデータソースであるがゆえに、さらなる深い分析を行うことにした。 

 

③ 来年度から新たな研究として約３年間に亘り、 

「東京＆地方若者研究『街から若者が消えた』」 

「日本の消費行動と独自の価値創造システムの研究『ガラパゴス・マーケティング』」 

 の２本を開始する。前者は「次世代高齢者研究」に次ぐ“ひと”に焦点をあてた研究

であり“まち”との関係性の中で解明していく。後者は「近未来消費研究」に次ぐ 

“消費”の研究であり“ひと”と“まち”との関係性の中で解明していくものである。 

 

④ その後中期事業計画の集大成として、これらの研究の成果の統合化を図り、東京と地

方の課題を整理し、日本創生的視点に立ち「真のハイライフとは何か？」を提言する。 
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３．２０１８年度（公１：調査・研究事業）の体系 

 

 

 

 

【調査】 

 

都市生活者意識調査２０１８（調査スキームの改善） 

～より生活実態に即した調査対象者実態の追求と調査手法の時代性への対応 

 

 【研究】 

   

  ＜研究１＞ 日本の消費行動と独自の価値創造システムの研究 

ＮＥＷガラパゴス・マーケティング研究 

 

  ＜研究２＞ 東京＆地方若者研究 

街から若者が消えた 

 

  ＜研究３＞ 次世代高齢者研究 PHASE3 

         ～クラスター分析とライフイベントの影響に関する分析 
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4．調査・研究内容 

 

■調査：都市生活者意識調査に関する調査スキーム改善の検討 

 ～より生活実態に即した調査対象者実態の追求と、調査手法の時代性への対応 

 

 

《現行調査スキームの問題点と課題》 

 

①対象者の問題 

 

●回答者における共同住宅（マンション）居住者の比率の問題 

（参考）東京都の共同住宅構成比は世帯で 68.7％、人口で 59.9％である。 

    全国ベースでは同様に 42.7％、33.7％である 

2017年度の都市生活者意識調査では、回答者の共同住宅構成比は 53.6％ 

◎2016年より改善されているが、人口構成比として 60％へと近づける。 

 

 

●単身世帯（1人世帯）の増加への対応の問題 

（参考）東京の単身世帯居住人口比は 23.8％（世帯構成比は 47.3％） 

2017年度の都市生活者意識調査では、単身世帯 9.5％と低い。 

   2人世帯と 3人世帯は実態との乖離幅は大きくないが、4人世帯以上の構成比率

が高い。 

◎高齢単身世帯も今後ますます増加するため、単身世帯の構成比率を実態に近づ

ける。 
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②調査手法の問題 

 

●訪問留置法は大量設問に適しており、デジタルリテラシーの低い人に適する調査方 

法であるが、以下が注視点として掲げられる。 

・単身者の構成比の低下（回収などのやりとりが、世帯での対応になりやすい） 

・今後の個人情報保護やセキュリティ対策といった視点から自宅訪問の限界 

・既にスマホ（ＰＣは所有せず）は高齢者にも普及しており、今後、調査の基本デバ

イスになっていく。 

◎過去のデータとの時系列変化を見るために、いきなり全てを新しい調査手法に転換

することはできないが、既存調査と併行してスマホでの調査スキームへの移行を考

えた取り組みを開始する。（３～５年で調査スキームを確立し移行） 

             ⇩  
調査スキームの改善に向けての実験的取り組み 

＜「訪問留置調査」と「ＷＥＢ調査」の併用＞ 
 

●以下を現在の指針として今後可能性のある調査会社との相談に入る 

●調査時期は変更しない → 定点調査として継続性を重視 

●質問項目をグルーピングし、スマホでは何回かに分けて回答を求める 

（※スマホでは一度に大量の質問はできないため） 

A) 基本属性（性年代･･･） 

B) 基本属性＋α（就労、収入、健康…） 

C) 幸福感（生きがいや満足など） 

D) 消費行動（ブランド、情報、食…） 

E) 住関連項目（住居、街…） 

●2018年度実施に関して 

    回収目標 → 訪問留置法調査は 1350名 ※人口動態に合わせる＝変更せず 

          WEB 調査は性年代で割り当てる＝10代～70代×100名 

            ※各セル 100名で 7年代男女 1400名 

※スマホと PCの配分は調査会社と相談 

●WEB調査対象者へのオプション（メリット） 

・アドホック的な質問（街のイメージ、特定商品など…）が可能。 

・行動履歴の付加、写真調査の実施などの通常の行動や意識把握以外も可能。 
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《調査・研究協力》 

 

   ①都市生活者意識調査（訪問留置調査）：株式会社行動科学研究所 

   ②ＷＥＢ調査（スマホ、ＰＣでの調査）：株式会社インテージ 
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■研究１： 日本の消費行動と独自の価値創造システムの研究 

ＮＥＷガラパゴス・マーケティング研究 

～固有の進化を遂げた日本市場での成功は、海外市場へ飛躍する～ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(１)日本人のブランド体験とそれに基づくインキュベーション機能の研究 
 

●仮説 

 

 日本において特にバブルを経た世代は、ブランド経験が豊富かつ期間としても長く、

様々なブランドの栄枯盛衰や変容を知っている。目が肥えている消費者としてブラン

ドを評価する・ジャッジできる知見や選択眼を持つと考えられる。 

故に、海外ブランドは日本市場（日本の地、日本人）を通して、成長のきっかけ（＝

日本での成功は海外進出へ向けてのブランド力）を獲得できると考える。このような

日本ならではの固有の特徴を米国やアジアと比較し、その役割やポジションを確認す

る。 

原材料を海外から輸入し高度な製品を製造し世界に輸出してきた開発国日本であっ

たが、これからは、海外ブランドのパワーブランド化を担うインキュベーターの役割

としての可能性を検証する。 

 

●研究アプローチ 

 

① 国内における多世代に亘ってブランド経験や意識の違いを解析。 

② 米国やアジアにおいては各々のブランド意識を確認し、比較研究を行う。 

・C. Whan Park（南カリフォルニア大学：消費者行動研究）との共同研究 

・都市生活者意識調査の活用（日本におけるブランド意識の年代格差を確認）   

・慶應義塾大学商学部 清水ゼミ生による調査協力（留学生を中心に国際的な視点で

の日米アジアのブランド意識の検討→ブランドそのものとブランドに対する考え

方の比較研究を行う） 

 

 

(２)インキュベーターとしてのまちの研究 

～銀座研究：場としてのインキュベーター構造を分析する～ 

 

●仮説 

 GINZA（銀座）はアジアンポータルとして訪れるヒト（国内含む）のボリュームの大

きさのみならず、利用目的の多様性（海外ブランド体験、ファストファッション、老

舗系店舗体験、昼夜の飲食、企業のショールーム、国内都道府県のアンテナショップ

etc.）をショッピングモールの構造として分析解剖したい。そうすることで、他地区

での商業施設構造のあり方のヒントとしていきたい。 

 

●研究アプローチ 

 銀座の今を『モバイル空間統計』＆『都市生活者意識調査』から探る。 

 銀座に集うヒトを徹底的に解剖 

 ・何処から来て何処に行くのか（通勤、国内旅行、海外渡航者）、銀座での回遊性  
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 ・銀座にしかない役割、期待とは何か  

 ・銀座以外のエリアとの比較 

候補エリア：国内：新宿、北千住、秋葉原 

海外：ニューヨーク 5番街 

・調査手法：①スマホ(位置情報)による行動把握 

※調査対象:日本人 7500万人＋外国人 500万人 

       ②行動履歴やプロフィール（DoCoMoユーザーであるので既知）から絞り

込んだ対象者への『追跡アンケート』の実施 

 

 

（参考）モバイル空間統計のデータ規模 

   ※DIM及びインテージによる３つのソリューションのデータソースを活用する。 
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《調査フロー》 

 

 
 
 

《2018年度の予定》 

●上記の(１)(２)の２つの軸で研究を進める。 

●2018年度上期において、調査結果やデータ素材収集は終了する予定。 

 ただし「都市生活者意識調査 2018」のみ、実査が９月下旬～10月上旬下期となる

ためデータ補完的活用と位置付ける。 

 

《研究協力》 

 

  総合監修：慶應義塾大学 商学部教授 清水 聰 氏 

 

①ブランド研究（日本固有のブランド再生や活性化の可能性の研究） 

   ・南カリフォルニア大学 Ｃ．Ｗｈａｎ Ｐａｒｋ教授（Brand Administration の

著者）との協働。※清水先生を経由して協力を依頼する形で連携する予定。 

・マイボイスコム株式会社 ※ブランド評価に関する調査 

 

②銀座研究（エリアとして銀座の実態を解剖し、商業エリアの可能性について研究） 

 ・株式会社インテージ 

 ・株式会社ドコモ・インサイトマーケティング 

  ※両者が保有する『モバイル空間統計』を駆使し、エリア特性とそこを訪れる人 

   を分析研究する。 

 ・ニューヨーク市立大学大学院教授 高田博和氏 

  ※ニューヨーク５番街などの商業地構造に関してヒアリング等を実施。 

 



12 

 

■研究２：      東京＆地方創生研究 

『街から若者が消えた』～東京＆地方若者研究 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

《背景となる問題意識》 

 

●『街から若者（大学生）が消えた』という事実を掘り下げる 

 かつて、渋谷、原宿、青山、新宿、湘南…、若者の集まるエリアや若者を感じるエ

リアがあった。少子化が進行する中で、若者そのものの数は減少している。しかし 

ながら、大学生の数は増加している。2003年に 280万人を超え、凡そそれ以降は 280

万人台である。 

 

 ※大学生の数の推移：1960年【62万人】1970年【140万人】1980年【183 万人】

1990年【213万人】2000年【274万人】2010年【288万人】2016年【287万人】 

 

 ところが、大学生が街から消えている。 

スマホとインターネットの普及により、家に引きこもりゲームや SNSに浸る。購買

行動においてもインターネット通販で商品を手に入れる、飲酒行動においても“家飲

み”という言葉が流行るくらい外出をしない。友達や恋人との出会いもインターネッ

トのサイトを通じて行われている。 

かつて、これらの行動は街で行われていた。AIや Iotの進化が若者たちの行動や

意識を大きく変えていることは確かであるが、理由はそれだけではなさそうだ。第

24回理事会では、その他の理由としては親の所得の低下により、今の学生たちは 

アルバイトに多くの時間を費やし、家―学校―バイト先という限られたドメインでの

生活が指摘された。また、お金があったとしてもかつての学生のようにファッション

やクルマ、スポーツに費やしているのではなくスマホやゲームへの支出割合が増大し

ていることが指摘された。 

 

若者たちは、本当に存在を消しているのか、存在感がないのか、スマホの中にいる

のか。情報の発信力、社会的な影響力はどこに消えたのか。実態は不明確である。 

かつて、若者が新たな流行や価値観を創出してきたということは事実である。○

○族、○○スタイル…しかし、ここ最近、何も感じられないのは、新たな動きがな

いということなのか…。それとも、高齢者の存在感が強すぎるのか。 

  彼らの生活意識や行動を深く追究することは、将来の日本の真実を知ることに繋

がると考える。 
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(参考)大学生と大学の数 

      
 

 

 

●地方都市でも実施する意味 

 

  大学においても東京一極集中の傾向は強い。地方の大学生はどういった形で東京

を意識しているのか、していないのか。また将来展望における東京や地方の選択の

持つ意味とは何か。 

  具体的には「京都」と「福井」を調査対象とする。京都は大学が中心エリアに点

在し学生の存在感が比較的高いが、何ゆえ京都であるのか、将来についてはどう考

えているのかを探る。 

  また、福井においては、地方を選択した学生の意識を掘り下げたい。何を地域や

将来に求めているのか…東京と対比させて考えることで、東京一極集中の問題点や地

方創生の問題、東京＆地方の大学の問題、延いては若者のこれからの生き方、日本の

あり方、未来についてもヒントが得ることとする。 
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(参考)東京ブラックホール現象！都道府県別の転入転出超過数と合計特殊出生率の比較 

 

 
 

 

 

●研究テーマとアプローチ 

 

  1．大学生の行動実態を明らかにする 

 ・街から本当に消えたのか 

・大学の中にいるのか、家にいるのか、バイト先にいるのか 

・スマホの中にいるのか、その影響力は？他 

◎日常生活行動の詳細を明らかにする。 

◎新たな消費機会の発見（インドア消費と街消費、モノ消費とコト消費の可能性） 

 

  ２．大学生の生活意識・将来展望を明らかにする 

・将来に関する意識 

・家庭・家族・結婚に関する意識 

・働くことの意識を探る、他 

 ◎将来展望と日本の将来像の模索 

◎若者の明日、日本の明日を探る。 

 

  ３．生活の場としての地域意識を探る 

    ・都市や地方といった就労居住エリア 

・東京、地元、海外をどう捉えているのか 

・地方にかけているものはなにか 

・東京に固執しているものはなにか 

 ◎地方創生的視点での必要十分条件を探る。 
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●研究体制の設定(大学との共同体制) 

 

以下のエリアの大学との『共同研究』を企画する。 

～大学の『研究者』及び『学生』の協力を得て研究を行う。 

 

・東京：日本の中心、最も大学の数、学生の多いエリア。 

・京都 関西エリアで、特に街と一体化したキャンパスエリアを持ち、海外との接点

も多岐に亘る。 

・福井 大都市ではなく、東京･関西への若者供給エリアとして着目（但し、産業はあ

る）、幸福度 No.1県、世田谷区よりも少ない人口。 

 

※単なる調査エリア対象ではなく、連携が取りやすい体制を考え、共同研究として考

えたい。 

※3つのエリアでの定量調査及びデプスインタビューといった統一アプローチを行う。 

※研究テーマとの関係で、マーケティング・経営学といった学部が適すると想定され

る。 

 

 

 《研究協力》（候補） 

  ※以下の大学の共同研究を企画（各大学の研究者とゼミ学生との協働） 

  東京：慶應義塾大学 商学部教授   清水 聰 氏 

  京都：同志社大学 商学部准教授  高橋 広行 氏 

     立命館大学 経営学部准教授 吉田 満梨 氏 

 福井：福井大学 地方創生教育センター特命教授 吉田 史朗 氏 
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■研究３：   次世代高齢者研究 PHASE3 

      ～クラスター分析とライフイベントの影響に関する分析～ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

「次世代高齢者研究」は２０１６年度（PHASE1）、２０１７年度（PHASE2）の２年間の研

究だったが、第２４回臨時理事会（2018年 2月 26日開催）にて２年間で終了することに

対して、「調査により充分なデータが揃っているのでもったいない。更に深い分 析を行

なうべきだ」というご指摘をいただいた。 

 当財団の３つ「まち」「ひと」「消費」の研究カテゴリーのうち「人」に関しては、今 

後の日本を見据えていくには次世代高齢者研究の継続は必要と判断し、「次世代高齢者研 

究」を継続する。 

 

●「高齢者層」と「次世代高齢者層」のクラスター分析の精緻化 

 

・PHASE2では、「高齢者層」においては『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」 

においては『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出現し、それぞれのクラスターごとの構成比、老後の生 

き方、幸せ度、男女比を求めたが、配偶者の有無、同居家族人数、最終学歴、就業状況、 

他を勘案し、クラスター分析の精緻化を図る。 

 

・とくに第２４回理事会で長谷川理事から、主成分分析をしているのだから更にＰＯＳＡ

分析をしたらどうかとの指摘があった。人生の変遷を見極める際の『分岐点』（ターニ

ングポイント）としての“イベント”を探り出し、これらの分岐点（ex.経済、健康、

家族、人間関係、生きがい・目標）個々でどの方向に進むかの組み合わせで、高齢者の

意識の変化を解明する。 

 

・有識者に対するエキスパートヒアリングの継続、グループインタビュー結果の分析。 

 

 

《研究協力》 

・マイボイスコム株式会社 技術マネージャー、データ解析士 森 義博 氏 

・慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（ＫＧＲＩ） 

・他 
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平成３０年度事業計画：(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」に即した情報を広く 

社会へ伝播していきます。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種類で変わりありません。 

 ◆（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いきます。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  

 

「現代若者考」研究 （新規） 

 

  少子高齢化社会になった今、日本社会での現代の若者は『欲のない世代』として埋没

してしまっているかのようだが、本当なのか？パソコンやインターネットに依存した情

報社会で生まれ育った現代の若者の社会的存在価値は、1970 年代に大量生産・大量消

費社会の産物である団塊世代の存在価値は大きく異なるが、日本の社会経済に多大な影

響を与えているという観点から見れば両者に遜色はない。 

今後の日本社会を担う存在として、現在の社会状況から見れば「現在の若者世代」は

今まで過去の日本の若者世代よりも遥かにその負担は重くて大きい。いつの時代でもそ

うだが、若者を正当に評価することは、将来の日本を考えるうえで極めて重要なことで

ある。 

①若者世代をもう一度正当に評価し再認識する 

②ネットの奥に隠れて見えてこない事実を探る 

③無欲社会におけるコト消費を探る。 

④現代社会における『若者世代のポジショニング』は何なのか？ 

 

 を目的として分析・レポートする。 

 毎月 1回配信、テーマの大枠は以下を想定。 

 

       Ⅰ.各時代の若者事情 
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       Ⅱ.現代若者世代のマーケティング 

       Ⅲ.若者世代事情～現代若者世代の市場特性 

Ⅳ.現代若者の消費傾向 

  

（取材・執筆）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 （継続） 

 

  “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、来年度で６年目を迎えるが、国内外のレポートと

写真はアーカイブ化されている。ひと・まち・消費という３つの研究カテゴリーにおい

て調査・研究事業とは別の形で継続的に国内外のまちをリーサーチし、都市の魅力構成

要素をアーカイブとして紹介していく。 

 

（取材・執筆）明治学院大学 経済学部教授 服部圭郎 氏 

 

 

Ｃ．研究成果のトピックスのＷｅｂ配信 

 

「次世代シニアと現在形シニア、その意識と行動 <時層編>」 （継続） 

 

  2016年度～2017年度の研究である「次世代高齢者研究」「次世代高齢者調査」の特 

徴的な結果をピックアップして、トピックス的に月 1回のペースで年 12回シリーズ 

展開し配信してきたが、2018年度は調査結果として導かれた『時層』分析をメインに 

同シリーズで展開していく。 

 

（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 

 

 

D．セミナー・シンポジウムの動画配信 

 

    本年度の研究成果をセミナー・シンポジウムで発表し、その内容を動画収録し、ホ

ームページにて配信する。(※セミナー開催概要は後述) 
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 ２．セミナー・シンポジウムの開催  

  年２回のセミナー・シンポジウムを開催いたします。 

 

 ａ.近未来消費研究（ＰＨＡＳＥ１＆ＰＨＡＳＥ２）の研究発表 

   

 ＜第３１回ハイライフセミナー＞ 

 

公益財団法人ハイライフ研究所 設立２５周年記念セミナー 

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～ 

 

＜開催月＞  ２０１８年７月 

＜開催場所＞ 有楽町 東京国際フォーラム会議室 （候補） 

＜登壇者＞  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 主任研究員 折笠 俊輔 氏 

       他 

 

ｂ．次世代高齢者研究（ＰＨＡＳＥ１～3）の研究発表 

 

  ＜第３２回ハイライフセミナー＞ 

 

超高齢社会の生き方のヒント<Vol.2> 

 

＜開催月＞  ２０１８年１１月～１２月 

＜開催場所＞ 慶應義塾大学 三田キャンパス東館６階 Ｇ-Ｌａｂ （候補） 

＜登壇者＞  慶應義塾大学 商学部教授 清水 聰 氏   

       他 
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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（各 500 冊程度）＆ホームページからのＰＤＦによるダウンロード。 

 

  ①都市生活者意識調査２０１７報告書（データ編） 

②都市生活者意識調査２０１７報告書（分析編） 

  ③次世代高齢者研究（ＰＨＡＳＥ２）報告書 

  ④近未来消費研究（ＰＨＡＳＥ２）報告書 

  ⑤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」セミナー録 

 

 

           

◆受託研究 

平成３０年度は予定されておりません。 

 

 

 

 

 


