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【趣旨】 
これからの社会が目指していくべき姿を描きそれを実現するためには、科学

技術を駆使して体系的に取り組むべきであると考えられる。例えば、IBM提
案の「スマートな都市」では、都市システムをIT化することで、行政サービ
ス、教育、医療、公共安全、交通、エネルギー等の向上・効率化を企てる。

また、「コンパクトシティ」は、狭いエリアにサービスを集結し、高齢者も

活動しやすい都市を実現しようとするものである。さらに、リチャード・フ

ロリダ提案の「クリエイティブな都市」では、多様性・開放性・寛容性を有

する都市の環境が、人間の誰もが持っている創造性を活性化し、新しい産業

やイノベーションを創出すると謳っている。これらの構想に、「生きがい」

を盛り込んで、「生きがいのある都市の創造」を目指して、その仕組み作り

をどうデザインすればいいのかを探るのが本シンポジウムの目的である。心

から住みたい、住んでみたいと願う理想都市は、日常を楽しく生きたいとい

う極めて自然な要求の中に答えがあるのではないだろうか。 
 
 
 
【共催】 
・ 首都大学東京研究環 生きがい都市構築委員会 
・ 計測自動制御学会 SICE City委員会 
 
【協賛】 
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 
 
【後援】 
・ 東京都 
・ 日本都市学会 
・ 大阪市立大学大学院創造都市研究科 
 
【問い合わせ先】 
首都大学東京研究環 生きがい都市構築委員会委員長 森 泰親  
Tel : 042-585-8640、 Fax : 042-583-5119、 E-mail : ymori@sd.tmu.ac.jp 
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講演会 A 

 
 

「知識都市のデザイン」 
紺野 登  

 

講師紹介 

紺野 登(多摩大学大学院・教授、知識イノベーション研究所・代表) 

早稲田大学理工学部（現・理工学術院 創造理工学部）建築学科卒業。株式

会社博報堂マーケティング・ディレクターを経て、現在KIRO株式会社(旧株

式会社コラム)代表、多摩大学大学院教授（知識経営論）。博士（経営情報

学）。多摩大学・知識リーダーシップ総合研究所(IKLS: Institute of Knowledge Leadership 

Studies)・所長(2008-2010)の後現在同教授。京都工芸繊維大学新世代オフィス研究センタ

ー(NEO)特任教授。同志社大学ITEC(技術・企業・国際競争力研究センター ）客員フェロー、

東京大学i.schoolエグゼクティブ・フェロー。博報堂においてはグローバル・マーケティ

ング、都市開発、デザイン研究に関わる。現在は知識経営変革、ナレッジマネジメント、

知識産業における事業開発、デザイン経営戦略、知識リーダーシップ・プログラム、ワー

クプレイス戦略等、実務に即した知識経営研究と実践を行う。 千葉大学大学院工学部自然

科学研究科非常勤講師（デザイン経営）、北陸先端科学技術大学院客員助教授を経て、2005

年7月より多摩大学大学院教授。プログラムは知識経営（知識創造方法論）、シナリオ・プ

ランニング、デザインマネジメント等にわたる。 組織学会、Strategic Management Society、

日本記号学会会員。 その他、富士ゼロックスKDIとのThe KNOW Allianceをつうじて知識経

営に取り組む企業約60社のコミュニティのアドバイザー、及び大手設計事務所や教育サー

ビス企業などPSF(プロフェッショナル・サービス・ファーム)の顧問・社外取締役等を努め

る。2004年-2010年グッドデザイン大賞審査員。「ビブリオテカ・アレクサンドリア・プロ

ジェクト（Bibliotheca Alexandria Project）」理事。 
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いきがい都市

紺野　登　2010.12.7

知識社会の「いきがい都市」を生み出す要素としての---

• ナレッジシティ-クリエイティブシティ（知識都市）

• ナレッジ・ワークプレイス（知識創造のオフィス）

• フューチャーセンター（新たな都市の知的機能）

都市化はグローバルな社会的問題の原因となっていますが、本質的課題は工業社会から知識社会へ

の転換ではないでしょうか。マクロでは知識都市（Knowledge City)など都市のデザイン概念やリ

ヴィング・ラボが地域の成長を担うものとして注目されています。一方ミクロではテイラリズム的

な組織・職場・オフィス（ファシリティ）から知識創造型ワークプレイス、つまりイノベーション

を生み出す「場」の形成が急務の経営課題となっています。また両者をつなぐ存在として北欧諸国

の省庁中心に広がった「フューチャーセン ター」など、社会的革新を促がす知識都市の新たな

「場の様態」が生まれ始めています。これらの実践がいきがい都市を生みだす一助であればと思い

ます。

1.知識都市とその背景

• 都市化のインパクト

2010年に「都市」が大きな関心を集める契機は世界の都市人口が50％を超えたという事実であ

る。都市問題は各地で社会問題となっているし、地球環境問題の深層要因でもある。こうした都市

をみていく際に「知識社会」「知識経済」が重要な切り口である。

Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division 5. World 
Urbanization Prospects: The 2007 Revision.

都市の知識イノベーションについて

Noboru Konno 2010.12.7 1
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いきがい都市

• 混沌からのイノベーション

都市を知的ネットワークとしてとらえる視点が必要だ。都市のスラムの混沌は次世代のエネルギー

かもしれない。

「都市の無断居住者たちは恐ろしく機知に富み，生産的だ。集合としてみると，彼らは現実の世界

の主要な建設者なのだ。彼らが二一世紀の都市と経済を形成するための仕事とイノベーションの多

くを行うようになるのだ。これまでの公式の経済を維持しようとする者はすべて、彼らとどこかで

出会い、手を差し伸べてその世界に徐々に参加できるようにし、そのことが結局は全体を変えてい

くということには間違いがない」（『シティ・プラネット』より）

• 都市型経済の到来

都市を経済単位としてグローバル市場をみる 。

• 知識都市(Knowledge City)

バルセロナ、ビルバオ、ダブリン、デルフト-ユトレヒト、ストックホルム、モントリオール等。

• 知識都市といきがい

都市における新たな生活実験：　知識資本　 　自然資本　 　経済資本

2.知識社会に向けたワークプレイスの革新

• 知識資産からなる経済

企業の生みだす価値の源泉はハード（有形資産）ではなく無形資産（とりわけ、ノウハウやコンテ

ンツ、組織能力、ブランドなど）になった。

• 知識経済・社会への企業モデルの変化

企業と個、個と個のインタラクションが経済価値を生みだす。

 (
1980) 

 

Kogut, Zander 1993  

,
1995

都市の知識イノベーションについて

Noboru Konno 2010.12.7 2
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いきがい都市

• テーラーシステムのオフィス

〔１〕労働者の標準作業の量・時間最適化

 〔２〕課業達成刺激のための差別的出来高給

〔３〕機能別組織（計画部門と現場監督部門の専門化） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ・Ｗ・テーラー（1911）『科学的管理法』

• 個の自発性とネットワークのための場（ワークプレイス）の創出が鍵となる

個の知的いきがいを生みだすような、知識を生みだす場としてのオフィスが知識社会経済の企業、

都市には不可欠の要件である。それはオフィス（ファシリティ、器）を超えたものである。

3.場の「新業態」としてのフューチャーセンター

• フューチャーセンターのムーブメント

北欧を中心にFCの設立が広がっている。政府機関／企業が未来を見据えた戦略、地域におけるイ

ノベーションを狙いとして、政策立案、問題解決、政策実行を図り推進する場として位置づけ、活

用している。ここでは日本発の概念である「場(ba)」が重要なキータームとなっている。

フューチャーセンターは知識都市に求められる一機能である。社会的知識創造のための「場」がオ

フィスという枠を超えて、創造的都市の一要素（業態）として登場した。

• フューチャーセンターとは？

組織（企業、政府、自治体など）が未来に関わる戦略・政策の実践を目的に、当事者やステークホ

ルダーが対話を通じて解決手段や新たなアイデアを発見・共有し、相互協力の下で実践するために

設ける「場」である。

• 何故フューチャーセンターという場所が必要か

従来のオフィス業務の空間は分担された業務を効率よく処理することを目的にしているために、現

業を組織部門単位で行うことに最適である。しかし、未来のための創造と実践には新たな機能が求

められる。

組織横断的かつ開かれた空間装置としてフューチャーセンターを創設するコストは、そうしないこ

とによるコーディネーション・コスト（当事者間の調整コスト）よりはるかに小さいということを

仮説している。

都市の知識イノベーションについて

Noboru Konno 2010.12.7 3
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いきがい都市

オランダ各省庁のフューチャーセンター

• フューチャーセンターの機能

①プロセスオーナーが専門家や市民等を集め、スキャンニング・セッション等を通じて社会的トレ

ンドや要請を把握する

②実践当事者やステークホルダーがアイデア・セッションで解決アプローチ、代替的対策を考える

③プロトタイプ、社会実験、リヴィング・ラボ等の実践を行う

• 「場(ba)」がかなめとなる

フューチャーセンターは学校が知識の学びの場、事務所が情報処理の場、証券所が情報取引の場で

ある、というように、知識を集約して創造し実践する場の形態（業態）である。

フューチャーセンターは組織間、組織と社会を繋ぐ場（ハブ）であり、知識都市の機能として重要

な役割を担う。

以上

都市の知識イノベーションについて

Noboru Konno 2010.12.7 4
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講演会 B 

 
 

 「働く生きがい／住む生きがい都市̶ 
経済地理の立場から」  

小長谷 一之  
 

講師紹介 

小長谷 一之(大阪市立大学大学院 創造都市研究科 都市政策専攻・教授) 

京都大学理学部(物理系)卒業。東京大学大学院理学系研究科修士課程(統計物
理学)修了。大阪府立大学講師を経て、大阪市立大学経済研究所助教授。大
阪市立大学大学院創造都市研究科助教授(2003-2005)の後現在同教授。日本経

済学会、日本都市学会常任理事、近畿都市学会理事・幹事・編集長、 応用地域学会運営委
員・編集委員、ＧＩＳ学会理事・学術編集委員・ 土地利用/地価分科会代表、日本都市計
画学会、経済地理学会、人文地理学会協議員・会計委員・編集委員・集会委員、日本地理

学会渉外委員。学術的、社会的活動においては環境庁地球環境保全土地利用検討会委員、

通産省国別通商政策研究委員、大阪市経済局大阪都市経済調査会企画委員、大阪商工会議

所地域政策委員会リノベーション研究会副座長、近畿通商産業局近畿地域をモデルとした

広域的・総合的な情報化戦略の策定調査副座長、（財）関西情報センター地理情報システ

ム研究会副座長、日本学術会議地球環境研連土地利用被覆変化委員会幹事、関西産業活性

化のためのグランドデザイン策定委員、近畿地域におけるクリアリングハウス（ＧＩＳ）

構築に向けての調査研究副座長、関西データベース協議会委員・電子地図の会幹事、大阪

市計画調整局人口予測研究会委員、大阪市計画調整局大阪都市政策研究会委員、大阪市/
大阪湾ベイエリア開発推進機構安治川グランドプラン策定委員会委員、都市基盤整備公団

都市構造と郊外論研究会委員等を努め、堺市企業投資の促進と緑地のあり方に関する検討

会議等に参加。 
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小長谷一之「働く生きがい／住む生きがい都市」（「生きがい都市構築」シンポジウム於東大 101207） 

 
「生きがい都市構築」シンポジウム 

日時：12 月 7 日（火）13:30-18:00 

会場：東京大学 工学部 11 号館講堂 

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_12_j.html 

参加費：無料（事前申し込み制、定員１００名） 

共催：首都大学東京研究環 生きがい都市構築委員会、計測自動制御学会 SICE City 委員会 

協賛：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

後援：東京都、日本都市学会、大阪市立大学大学院創造都市研究科 

趣旨：これからの社会が目指していくべき姿を描きそれを実現するためには、科学技術を駆使して体系的に取り組

むべきであると考えられる。例えば、ＩＢＭ提案の「スマートな都市」では、都市システムをＩＴ化することで、

行政サービス、教育、医療、公共安全、交通、エネルギー等の向上・効率化を企てる。また、「コンパクトシティ」

は、狭いエリアにサービスを集結し、高齢者も活動しやすい都市を実現しようとするものである。 さらに、リチ

ャード・フロリダ提案の「クリエイティブな都市」では、多様性・開放性・寛容性を有する都市の環境が、人間の

誰もが持っている創造性を活性化し、新しい産業やイノベーションを創出すると謳っている。 これらの構想に、「生

きがい」を盛り込んで、「生きがいのある都市の創造」を目指して、その仕組み作りをどうデザインすればいいのか

を探るのが本シンポジウムの目的である。心から住みたい、住んでみたいと願う理想都市は、日常を楽しく生きた

いという極めて自然な要求の中に答えがあるのではないだろうか。 

 

Ⅰ．講演会（２） 

「働く生きがい／住む生きがい都市」 

小長谷 一之（大阪市立大学大学院 創造都市研究科 都市政策専攻・教授） 

 リチャード・フロリダが『クリエイティブ都市経済論（日本評論社）』で提唱

したように、２１世紀に発展する都市モデルは、いかにクリエイティブな人々

が働きがいある職場環境をつくり、住みがいのある美しい住環境をつくるかに

かかっている。これが現在日本で急務の雇用問題、若者や海外からの優秀人材

の才能育成・投資促進問題等の本当の解決策につながるにもかかわらず、日本

ではその重要性がほとんど理解されていない。ここでは、生きがい都市のモデ

ルの一つである「創造都市戦略」を職場・住の地域論から論じる。 

 

【Ｃｏｎｔｅｎｔｓ】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【第１部】働く生きがい都市 

２つの重要な理論 

【１】リチャード・フロリダ（ＣＣ、３Ｔ）の理論 

【２】ソーシャル・キャピタル（ＳＣ）理論 

【３】事例１＝ＩＡＭＡＳ 【４】事例２＝ｇｏｏｇｌｅ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【１】リチャードフロリダ（ＣＣ、３Ｔ）の理論（フロリダ 2010） 

 

 

 １
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小長谷一之「働く生きがい／住む生きがい都市」（「生きがい都市構築」シンポジウム於東大 101207） 

 
１．クリエイティブ・クラス理論および３つのＴ理論で世界的に有名なフロリダ 

 イタリア系移民の子、現在の専門：都市経済論。父親は、ニューアークの工業地帯にあったビクトリ

ー・オプティカル社で働く工員→工場経営者という経歴の持ち主。工場につれていく経験「工場の柱は

従業員」。  

 ＊ ラトガース大→ＭＩＴ→コロンビア大学博士号。  

 ＊ オハイオ州立大学に就職→ 同僚ケニー（日本のハイテク産業に関する研究でコーネル大学で学

位）のハイテク産業研究に影響うける→地域発展とハイテク産業の関係性に関する研究→ カーネギー

メロン大学公共政策大学院（於ピッツバーグ）→ 現在トロント大学経営大学院教授。  

 ＊ アメリカの地域・国際経済系では、ノーベル賞受賞者のポール・クールグマンとならんで一般の

有名な論客の部類に入り、地域経済の代表的学会である国際地域科学連合（Regional Science International）

のジャーナルでも関連の特集がある。彼が も有名になったのは、先進国経済をこれから担うと想定さ

れる「クリエイティブ・クラス（創造的階層）」に関する重要な著作。  

 

２．フロリダの有名な理論は、なんと日本式経営から出発 

コロンビア大以降の研究テーマ＝大量生産方式（フォーディズム）の次にくるもの＝「ポ

スト・フォーディズムシステム」とは何か？ 

［候補１］ピオリ・セーブル『第二の産業分水嶺』→中小企業ネットワークによるフレキ

シブルな生産システム 

［候補２］アメリカのベンチャーキャピタル→フォーディズムほどの本質的革命でない！ 

［候補３］日本的生産様式のシステム 

「・・・そこでわれわれは、「アメリカのハイテクモデル」と比較できるような、経済組織のそ

の他のシステムに目をむけはじめた。いくつかの世界的モデルが目にとまった。まず、①ピオ

リとセーブルが「第三のイタリア〔イタリアで大資本工業中心の北部、農業中心の南部と違う、

中小企業や職人産業に立脚した中部の都市地域のこと〕」で発見したフレキシブルに専門化し、

深く埋め込まれた産業地域、②「ドイツの高付加価値製造業システム」などだった。そして、

後に注目するようになったのが、③当時急成長していた、ポスト・フォーディスト型の「日

本的生産様式のシステム」であった。「・・・ケニーは、すでに書いたように、日本式システム

については研究していた。われわれは、ルース・ベネディクト〔菊と刀〕からロバート・コー

ル〔技術経営〕、ジェームズ・アベグレン〔日本的経営〕といった日本に関する政治経済学者の

著作を掘り下げた。そしてわれわれは、この日本的システムの中に、「労働者の知的で創造的

なエネルギーを活かすための新しい、そして先進的なモデル」を発見したのである。すなわち、

「「カイゼン」の技術、提案システムの利用、クオリティ・サークルへの労働者の参加、チーム

型の労働、ローテーション、サプライヤの関与などを通じて、労働者が生まれながらに自然に

もっているエネルギーを開放するチャンネルをつくる生産システム」のことなのである。・・・」 

＊ ホンダが日本の自動車企業による始めての本格的なアメリカ工場を、オハイオ州立大

学の直ぐそばのコロンバスの郊外メリーズビルに開業→調査。  
＊ カーネギーメロン大学公共政策大学院（ハインツ・スクール）（於ピッツバーグ）→

「産学連携型研究センター」メキシコにおける日本企業に関する研究→新しい生産と就労

組織システムがアメリカ企業に移転される証拠→「高パフォーマンスの就労システム」。  
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３．しかし日本式経営にも問題あり 

 （１）ブルーカラーの管理は世界 高 

 （２）ところが、ホワイトカラー、技術職・クリエイティブ職の能力を引き出せない 

＊1990 年代半ばに、ハーバード大学の科学技術・公共政策研究センターに有給休暇留学。 
  ・研究開発（Ｒ＆Ｄ）システムの研究  
  ・アメリカにおける外国企業ないし外国からの移転型Ｒ＆Ｄ研究所の広範な調査  
 

４．クリエイティブ・クラスの理論 

（１）定義→価値を新しくつくりだす人  

 ①スーパークリエイティブコア（中核的創造階級）科学者、技術者、教員、詩人、芸術

家、作家、エンタティナー、音楽家、デザイナー、建築家、知識産業の職業人（編集者、

シンクタンク研究員、アナリスト、オピニオンリーダー）  

 ②クリエイティブ・プロフェッショナル（創造的専門職、①と密接な関係にありそれを

支える人々）ハイテク、ＩＴ、金融法律、医療、マネジメント、医師等。  

（２）実際のデータ 

 統計的には、アメリカの全就業者に占める比率で、1900 年頃一割未満→2000 年前後に

は全体の三割以上、アメリカの所得の半分を稼ぎ出している主力の経済階層。産業段階論

としては、農民→商人→職人→近代工業を支えたブルジョワ＋ワーキングクラス→サービ

ス業者→クリエイティブ・クラスという主役の移行。クリエイティブシティ（創造都市）

とは、このクリエイティブ・クラスを惹きつける都市、クリエイティブ・クラスを生み出

す都市、クリエイティブ・クラスが主導する都市。  

 
【図１：アメリカにおけるクリエイティブ・クラス】 

 

５．クリエイティブ・クラスの就業価値観 ＝ ボヘミアン＋プロテスタント 

→ ×古いブルジョワとプロレタリアートの対立という見方  

→ ○ＣＣは、嗜好とライフスタイルにおいてボヘミアン、仕事熱心という点ではプロテ

スタントの労働感に近い。「ボヘミアンとプロテスタントの融合」的な就業価値感をもつ。
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勤務時間のフレキシブル化、職場のカジュアル化を進め、金銭よりも「やりがい・自己実

現」に重きをおく階層とされている。  

 

６．３つのＴの理論 

 フロリダのクリエイティブ・クラス、あるいはクリエイティブな都市の概念の研究から、

つぎの３つのＴ指標（頭文字がＴになる）が高い都市が、地域活性化していることを発見。 

 Ｔ１＝技術（Technology）ハイテク産業やイノベーション指数（特許件数）。 

 Ｔ２＝才能（Talent）学歴（人的資本）。 

 Ｔ３＝寛容（Tolerance）ボヘミアン指数（芸術家）、メルティング・ポット指数（外

国人）、ゲイ指数などからなる。 

 
（１）大都市の創造都市の例 

 従来からも学術研究都市として有名でまた地域の芸術文化、ボヘミアンなストリート文化も兼ね備え

た都市として、西のサンフランシスコ（スタンフォードとバークレー）と東のボストン（ハーバードと

ＭＩＴ）がよく知られている。 

（２）中小都市の３つの創造都市の例 

  【①ローリー＝ダーラム都市圏（ＲＴＰ）】Ｔ１（技術）およびＴ２（才能）の側面としては、1950

年代初め、ホッジス知事のもとで、ノースカロライナ州都ローリー市とその近隣のダーラム市、学術

都市チャペルヒルを結ぶ三角形に囲まれたゾーンが「リサーチ・トライアングル・パーク（ＲＴＰ）」。

ローリー市のノースカロライナ州立大学、ダーラム市のデューク大学、チャペルヒルのノースカロラ

イナ大学などの連携により新産業も興り成功、現在は全米で も多く博士号を持つ研究者を輩出する

地域となって人口も増加。2000 年にローリーの人口が約 35 万人、ダーラムの人口は約 19 万人。  

  【②オースティン（シリコンヒルズ）】テキサス州の州都で、やはり新産業都市としてめざましい

発展を遂げた都市。Ｔ１（技術）およびＴ２（才能）の側面としては、テキサス大学オースティン校

を中心に連邦政府と州政府が支援、パソコンのデルやジョージ・コズメスキーらの指導によりベンチ

ャービジネスが開花、企業連携も、セマティックやＭＣＣといった企業連携コンソーシアムなど成果

を上げた。愛称は「シリコンヒルズ」。またオースティンは、Ｔ３（寛容性）指標も非常に重要で、

「サウスバイサウスウェスト」は南部 大の音楽の祭りとして知られており、多様な南部の歴史風土

にささえられた音楽文化の都としても知られている。 

  【③ミネアポリス＝セントポール都市圏】ミネソタ州のミネアポリス＝セントポールのツインシテ

ィ。Ｔ１（技術）およびＴ２（才能）の側面としては、州立大学であるミネソタ大学やメトロポリタ

ン州立大学を中心に新産業が成長。ミネアポリスの人口は 2000 年前後に約 38 万人。Ｔ３（寛容）側

 ４

12

naoyukikubota
長方形



小長谷一之「働く生きがい／住む生きがい都市」（「生きがい都市構築」シンポジウム於東大 101207） 

 
面に関係する音楽文化の中心であるという側面もある。ファースト・アベニュー・アンド・7th ストリ

ート・エントリーというナイトクラブを登竜門とする 1970～1980 年代のミネアポリスサウンドの流行

で有名になり、劇場も非常に多く、ミネアポリス美術館、ワイズマン美術館、ウォーカー・アート・

センターなどが集積。【図２：３つのＴの理論】 
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【３つのＴ理論のオリジナリティ・着眼点はどこか？】 

（１）２番目のＴ（Ｔ２：才能）≒「ヒューマン・キャピタル（人的資本）」理論≒学歴

の高い地域が発展するという理論、にほぼ同じ。  
 フロリダが追加したオリジナル部分は、 

（２）１番目のＴ＝「Ｔ１：ハイテク産業」の追加、 

（３）才能を吸引するファクターである３番目のＴ＝「Ｔ３：寛容（芸術文化）」の追加、 

→ すなわち、「科学・技術者」や「ボヘミアン（芸術家やクリエーター）」＝クリエイテ

ィブ・クラスを考えたこと、 

→ クリエイティブ・クラス論と３つのＴ理論の本当の意味がある。 

 

７．フロリダの都市論＝どのようなまちがクリエイティブ・クラスに好まれるのか？ 

（１）ストリート文化への嗜好：クリエイティブ・クラスの好む都市環境は、人間味あふ

れ、土地に根をはった（すなわちバナキュラーな）「ストリート文化」であり、逆に無機

的なビルや大規模なスタジアムや大規模ショッピングセンターのようなハコモノは好まな

い。「無機から有機へ」「人間的次元のまちづくり＝ジェイコブス流」

（２）友引論→集積論：「クリエイティブな人は仕事があるところに集まるのではない。

クリエイティブな人が集まり住みたいと思うところに集まる（ジェイコブス）」。  

（３）経験経済：このようなクリエイティブ・クラスの嗜好は、パイン、ギルモア、やシ

ュミットらの「経験経済」と深い関係にある。なぜなら、経験こそ創造性の源泉であり、

クリエイティブ経済は商品・サービスの消費から経験の消費に移行するから。 

（４）場所らしさ：空間論的には、ジェイコブスが「古いアイディアは、時として新しい

建物を活用することもあるが、新しいアイディアは古い建物がなければならない」という

ように、交流や人間性を重視したオフィス、繁華街や都心の古い物件を改修した空間「歴

史的建築物、界隈の雰囲気、独特の音楽シーンや独特の文化」が好まれる。  

 

８．フロリダ理論の注意点 

（１）ものづくり型クリエイティブ理論はこれから → 日本で開発が期待される。 

（２）ゲイは間接的指標。［ゲイ→「リベラルな風土」→大学・ハイテク→経済成長］ 

（３）開放・多様性は、○知識労働者に対して。×単純労働者 

（４）格差を救うのは学習都市戦略。 

 ①クリエイティブ経済時代には、だまっていると格差は拡大。②格差解消のためには、全人類のクリ

エイティブ・クラスへの移行。③これからの社会をあらゆる階層を含む一種の生涯学習社会へと移行。

ここに専門学校・社会人教育から大学院教育までを活性化する「学習都市戦略」、公教育の活性化、「教

育ニューディール」が必要。④強力な傍証＝全米で急に経済成長を記録する都市はほとんどが数万人

～30 万人程度までの中小都市＋かつ大学都市→大学関連人口比率が数割→「教育の外部効果」発揮。 

（５）フロリダは「ソーシャル・キャピタル」にやや否定的だが、現在の 新のソーシャ

ル・キャピタル論（弱い紐帯論）とは矛盾しない。 

（６）今後の社会論として・・・ 地域政策論というより、より大きな経済社会論として。創造性・

人間性社会への移行、クリエイティビティを大切にしなければ、その国・都市・地域は無くなるほど重

要。非常に長期的にみると、人類の技術史の転換・選択点にたっている。＊ 科学技術＝ＩＴ、バイオ、
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環境→ 終的にはナノ。＊ 製造業＝家電も自動車も 終的にはロボットに。  

 ロボットがロボットを作る→結局雇用が減る→労働の配当（ｂｙ小長谷） 

 →その後にいく、２つの均衡解？ 

   Ａ「少数の富裕層とそれに隷属する無数の低次のサービス業就業者からなる二極分

化社会」（ほとんど機械化された企業と無数のサービス業者→新しい中世？） 

   Ｂ「多くの人々がクリエイティブ・クラスになって、機械化の省力化の恩恵をうけ

る創造性・人間活用社会」（かつて、ギリシア文化が花開いたとき、ソクラテスや

プラトンやアリストテレスが高度な文化をつくれたのは、基礎に奴隷制があったか

ら、この省力化はロボットが代替） 

 →市場メカニズムでＢに誘導できるのか？・・・それが可能なのは「教育ニューディー

ル」→社会全体を「大学習社会」にする必要がある。教育セクターの重要性。クリ

エイティビティに大きな価値を置く社会の構築。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【２】ソーシャル・キャピタル（ＳＣ）理論（小長谷他 2008） 

現代の社会・人間科学の主要テーマになっているソーシャル・キャピタル 

経済や社会がうまくいく人間関係を、一種の資本としてみているもの。このようなものがあることが、

創造的な社会、産業、地域の発展の基礎にあることがわかってきた。ハーバード大学行政大学院の行

政学者パットナムの『哲学する民主主義』（原著 Putnam1993、訳 2001） 

 

１．ソーシャル・キャピタル（ＳＣ）の定義 

 信頼のネットワーク「協調的行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる信

頼、規範、ネットワークのような社会的組織の特徴」（パットナム 1993、1995）、①ネッ

トワークがあって、②信頼があって、③互酬性などのＷＩＮ－ＷＩＮの関係があるもの。  
【図３：ソーシャル・キャピタルとは？】 

 

２．ソーシャル・キャピタル（ＳＣ）には２種類ある 

   ①強い紐帯→伝統的紐帯（村落、町内会） 

   ②弱い紐帯→アイディアを活かす（ＮＰＯ、ベンチャーのネットワーク） 
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（１）強い紐帯は三角型の関係である。 

（２）「弱い紐帯の強さ」および「構造的隙間」の理論 

 一般の社会的ネットワークの構造は、図４（ｃ）＝①通常「クリーク（閥）」とよばれ

る、強い紐帯からなる局所的まとまり ＋ ②それ以外のつながり（弱い紐帯）→弱い紐

帯は、「①単にクリークの周辺に位置するもの」と「②異なったクリーク間の結ぶもの（ブ

リッジ（架橋））」後者の方が重要。  

 驚くべきことが分かってきた。グラノベッターの「弱い紐帯の強さ」理論  

 社会的影響力の強い重要なノードは？ 

 （Ａ）一般的常識的＝中心のＡさん？  

 （Ｂ）現実には、多くの場合、クリーク内では周辺に位置し、強い紐帯を必ずしも多く

持たないが、弱い紐帯、特にブリッジをもっているＢさん  

  １）他のクリークを含めて、より広い情報へのアクセスをもつ、 

  ２）クリーク同士の利害の調整をおこなう可能性をもつ、  

【図４：一般の社会ネットワークの構造】 

 
 

３．イノベーションには、弱い紐帯が重要 →開放性をもった信頼のネットワーク →

フロリダと矛盾しない 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【３】事例１：イノベーションを生み出すインキュベータ→岐阜県のソフトピ

アジャパン（ＳＪ）とＩＡＭＡＳ（以下小畑 2010 論文） 

 

１．日本の産業振興政策の典型インキュベータの問題点 
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（１）1990 年代から 2000 年代初頭にかけての日本の産業振興政策の典型例＝産業振興施

設・インキュベータの設立。 

（２）しかし、当初の直接的な目的である企業誘致でも成果が出ていない事例が多。 

産業振興の長期的な目的ともいえる「イノベーション（革新的新製品等の開発）」を生み出

す成果にまで至っている事例は、日本ではほとんどない。 

 

２．希有な例 ＳＪとＩＡＭＡＳ 

 ところが、岐阜県・大垣市の産業振興施設であるソフトピアジャパン（ＳＪ）は例外。 

①梶原前知事設立 1996 年→アップル社の「iPhone」専用ソフトウェア（＝アプリ）のヒ

ット作が生まれ、それにともなって新規企業の入居や開発への参加が相次いでおり、日本

においては稀有なイノベーションの事例。②2008 年現在での入居企業は 137 社で、分譲

地とセンタービルを中心に大手・県外企業と地元企業 79 社（各 31 社、48 社）、「ドリー

ム・コア」を中心にベンチャー企業 49 社が入居し、約 1900 人の就業者と 90 人近い居住

者（2007 年現在）を抱えている（ＳＪHP）。  

 
【図５ ソフトピアジャパンとＩＡＭＡＳの立地条件 出典：小畑作成】  

 
【図６ ソフトピアジャパン内部施設配置、出典：ソフトピアジャパン HP】 
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【写真１ センタービル、小畑】   【写真２ ワーク・ショップ 24、小畑】  

 
【写真３ ドリーム・コア、小畑】 
 

３．1990 年代→理工系・情報系大学機関等と連携 

 
４．みずからの大学・教育研究機関の設置 

（１）専修学校としてのＩＡＭＡＳ（岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー）：1996 年創

設、当初は高卒程度の「マルチメディア・スタジオ科」（定員 25 名）と大卒程度の「アー

トアンドメディアラボ科」（定員 20 名）。  
（２）大学院大学としてのＩＡＭＡＳ（情報科学芸術大学院大学）：アートアンドメディア

ラボ科を修士課程に改組し 2001 年 4 月に「メディア表現研究科メディア表現専攻」（定員

20 名）を設置。  
→クリエイティブ・クラスの職場の創出  
 
５．哲学・芸術畑の異例の才能の獲得→つぎつぎに成果が 

（１）中心人物Ａ教授 

 現在 iPhone アプリ開発の中心人物となっているＡ氏→哲学科卒→神戸市役所のソーシ

ャルワーカー→趣味で、植物の電気的変化を音声に変換するソフトの開発、インターネッ

ト上の音声データを採集しサンプリングした音楽作品の開発などをおこない、それらを使

った演奏会や発表会を開くなど、メディアアート的な活動→IAMAS の創設時に助教授に

就任→芸術学博士。  
（２）iPhone 用アプリ開発の端緒（2007～現在） 

 アメリカでの発売直後に iPhone を入手し、アップル社が正式にアプリの開発環境を公

開する 2008 年 3 月までの間にも独自にアプリ開発の研究を進めていた。さらに、Ａ氏は

自身が中心となって 2008 年 4 月から iPhone 関係の勉強会→「iPhone 塾」「モバイル・カ

 １０

18

naoyukikubota
長方形



小長谷一之「働く生きがい／住む生きがい都市」（「生きがい都市構築」シンポジウム於東大 101207） 

 
フェ」。  
（３）ヒット作の誕生（Finger Piano） 

 地元企業の社員が開発した「Finger Piano」（2008 年 10 月発売）。ディスプレイにピア

ノの鍵盤を表示し、指で触れることによって鍵盤の位置に対応する音階を出すもので、和

音も表現できる。開発者のＷ氏は、岐阜市に本社をおきＳＪ内にテクノセンターを設置す

る「電算システム」で企業・官公庁用のシステム開発をおこなう技術者。→開発のきっか

けは業務ではなく、課外活動的、ＩＡＭＡＳのオープン・キャンパス。→そこで当日の担

当だったＡ氏にあう→１カ月のうちに製品の大半を完成させ、Ａ氏の助言を得ながら商品

化を進めて、同年 10 月に発売された。アメリカを中心とした日本国外で反響が大きく、

発売からの 8 カ月間で全世界で 1 ダウンロード 350 円（当時 現在は 230 円）の有料版が

19 万ダウンロード、無料版の「MiniPiano」は 380 万ダウンロードを数えている。また、

Ｗ氏は開発時から勤務先に事業化を提案していたが当初は採用されず、実現したのは発売

後である。 

 

【写真４：Finger Piano 画面 出典：©apple, finger piano】 

 
（４）企業の進出とヒット作の量産 

１）「頓知ドット」と「FEYNMAN」 

 Finger Piano が発売された 2008 年 10 月、東京に本社を置くアプリ開発会社 2 社がＳ

Ｊに進出した。「頓知ドット」と「FEYNMAN」である。頓知ドットは同年 8 月に設立し、

当時の従業員は 5 人、FEYNMAN は 7 月に設立し、従業員は 10 人。両社は iPhone 用ア

プリの開発部門をＳＪ内に設置した。ＳＪ進出の理由は両社ともＡ氏の助言を得るためで

あり、赤松氏は両社の技術顧問に就任している。特に頓知ドットはその設立自体が赤松氏

とのコラボレーションをきっかけとしている（岐阜県広報資料  2009 年 9 月 25 日）。  
２）「セカイカメラ」 

 2009 年 2 月には、頓知ドットが開発したアプリ「セカイカメラ」の開発版がファッシ

ョン関係のイベントで使用され、注目を集めた（岐阜県広報資料  2009 年 9 月 17 日）。セ

カイカメラは、iPhone のカメラと GPS 機能を利用し、カメラをとおして見る景色に「エ

アタグ」という情報を表示するアプリで、利用者側からの情報提供や更新もできる。Ａ氏

によれば、このアプリに利用されたＡＲ（拡張現実）という技術・概念は以前から研究を

進めていたもので、頓知ドットに助言もおこなっている。  
 2009 年 9 月下旬にはセカイカメラの製品版が国内で発売され、4 日間で 10 万回以上ダ
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ウンロードされ、App Store の無料版部門でダウンロード数 1 位となった。さらに、年末

には米国で「Crunches Award」の 優秀携帯アプリケーション部門に Google や Amazon
と並んでノミネートされ、2010 年 3 月には「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー ’09
／第 15 回 AMD アワード」で、映画「アバター」「サマーウォーズ」、Twitter などをおさ

え、 高賞である「大賞／総務大臣賞」を受賞した（朝日新聞  2010 年 1 月 22 日）。  

 
【写真５：セカイカメラの高山市画面 資料提供：頓知ドット、岐阜県】 

３）「iPhone 塾」・「モバイル・カフェ」 

 岐阜県も、この時期から iPhone 用アプリ開発に特化した施策をＳＪ内で展開しはじめ

た。2009 年 7 月には「ドリーム・コア」内に iPhone アプリの開発・活用拠点となる

「DREAMCORE COLLECTIVE」を設置、Ａ氏の勉強会を発展させるかたちで「iPhone
塾」を開講。9 月からは「GIFU・iPhone プロジェクト」を本格展開させ、「ドリーム・コ

ア」内に「iPhone フロア」を設置、iPhone 用アプリ開発を目的とする入居企業に対して

家賃免除や交流会、勉強会といった取り組み（岐阜県広報資料 2009 年 9 月 17 日）。さら

に参加資格を問わない意見交換の場である「モバイル・カフェ」を毎週 1 回開催している。  

 
【写真６ DREAMCORE COLLECTIVE、写真７ モバイル・カフェ、いずれも小畑】 

【表２ ヒットしたアプリ一覧（2010 年 3 月時点）：岐阜県広報資料などをもとに作成】 
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６．成功の秘訣は、理系だけでなく、文化系、芸術系の人材の参加！→セカイ系  

 現在の iPhone 用アプリのヒット作の関係者は、ＳＪが設立当初に連携した大学（理系

学部）とは直接の関係がない。むしろ、関西の大学の文化系、芸術系出身者が中心人物と

なっている。  
 ＊ＩＡＭＡＳ教授のＡ氏は、兵庫県のＫ大学文学部哲学科心理学科出身で、京都府の芸

術系Ｋ大学で美術専攻での博士号を取得。  
 ＊頓知ドットＣＥＯのＩ氏は京都府のＲ大学文学部哲学科出身。  
 このことは、1990 年代後半の米国での特徴であった、開発の対象がソフト、アート、コ

ンテンツ中心に移行したことと、開発自体にクリエイティビティが要求されることによっ

て文化系や芸術系の人材が重要になるという事実が日本においても現出している。「３人よ

ればベンチャーが一つ（小長谷 2005）」。ＡＲを利用したセカイカメラのヒットが特徴的で

あるように、iPhone用アプリのようなマルチメディア系の、現在のソフトウェア開発には、

単に「速い」もの、「小さい」ものをつくる技術だけでなく、多様・多彩な「世界観」を

もつ文科系、美術系の才能が重要となる。文化系、芸術系の人材の参加によってiPhone用
アプリの開発に広がりが生まれ、イノベーションの創出を助長した。  
 
７．日本のＩＴ産業の 大の欠点は、もっとも優秀な人材に、もっともつまらない仕事を

させていること → むしろ希望は、課外クラブ活動に活路！ 

 Ｗ氏は、日本のＩＴ産業の問題点を以下のように述べている。「…本当に優秀な人は、日本

では今大企業にばかりいるわけです。そこで、もっともつまらない仕事をやらされているんで

すよ。それは、そうじゃないと収入が無いからです。じゃあ、すごく冒険してやろうといって

も、チャレンジすることに応援する人もいないし、失敗したあとに大企業に戻れるかというと、

戻れないわけですよ。流動性に問題があって、若い人は全然チャレンジしないんですよ・・・

優秀な人はいるけど、全然そういう（才能を活用する）方向に使われていないと思います・・・

だから（ iPhone／ iPad 用アプリの開発は）すごい風穴を開けるというよりは、そういう優秀な

人が小さくビジネスを始められるところが（これまでと）違うと思いますね・・・個人の力が

すごく大きいんですよ。クリックひとつで何でもできる時代になるんです…」  

 

８．総括 
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（１）教育機関ＩＡＭＡＳの設立による「大学教授」ポストの創出がリチャード・フロリ

ダの示すクリエイティブ・クラス（ＣＣ）の吸引をもたらした。 

（２）理系だけでなく、「セカイ系」世界観のある文化系、芸術系の人材の参加により、

ソフトウェア開発に広がりが生まれイノベーションの創出を助長したこと、創造的環境

（クリエイティブ・ミリュー）の整備。 

（３）日本のＩＴ産業では、企業が社員に与える正規の仕事が定型的になっている可能性。 

（４）それに対し、Ｗ氏の例のように、正規の仕事以外の自由な（課外）活動からクリエ

イティブな成果が生まれる可能性がある（ＣＣ理論）。 

 

【４】事例２：グーグルの社風（創造都市研究科 2010 の小長谷・久木元論文） 

 

１．働きたい職場・産業を作り出すという視点！ 

 ２１世紀に入り重要になってきた「クリエイティブ経済」や「クリエイティブ都市づく

り」というもう一段進んだ段階からすると、これまでの単なる雇用政策では抜け落ちてい

る視点→すべての雇用問題、学習問題、能力開発問題、キャリア理論に欠けていて、クリ

エイティビティ理論が追加する考え方「働きたい職場・産業を作り出す・増やす」視点。  
 これまでの職業教育＝２０世紀までの欧米的なトップダウン型の職能制度に立脚→専門

職大学院などのエリート向け専門職教育やサービス業のマニュアル型教育など。  
 それに対しクリエイティブ経済時代には、①フロリダが日本的経営（カイゼンなど）の

中でみたような「労働者の知的で創造的なエネルギーを活かすための新しい、そして先進

的なモデル」や②アメリカの研究所でみられるような「ナレッジ・ワーカー（知識労働者）

を動機付けしてやる気をださせるような、大学のもつような（上司ではなく）同僚同士が

評価しあう（ピア・レビュー）、開放的な雰囲気」が重要になる。  
 人間を歯車とみない、固定的でない、フレキシブルな存在とみるかどうかが重要であり、

そこには、日本式のボトムアップ的な考え方を入れた折衷案やアメリカやイタリアの人間

中心主義的企業経営が大事になると思われる。  
 
２．イタリアのデザイン企業 

 そこでは、イタリアのスーパーカーやデザイン時計の企業が良い例になる。  
 自分の作りたいものを徹底的にこだわり、趣味で作る、それを売る。それにより、自分

が好きなものは、人も欲しいと思うことでマーケットが成立するサイクル。  
 
３．グーグルの社風 

 ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンスタンフォード大学の大学院に在籍中の 1988 年に

立ち上げたグーグル社の大学院生をそだてるような自由な社風も参考になる。オフィスに

並ぶカラフルなおもちゃ、ローラーホッケーの試合、ロックバンドの元お抱えシェフが作

る無料の食事などの雰囲気に加え、従業員が勤務時間の 20％を自らのやりたい研究開発に

使う事「20％ルール」が定められていて、そこから様々な革新的なアイデアが生まれてい

る。こうした社風が優秀な人材を集めるのに大きな役割を果たし、若く優秀なクリエータ

ーやエンジニアにとって も憧れの企業となっている（AP 通信 2004 年 04 月 30 日）。  
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【第２部】住む生きがい都市 

 

【５】個性を活かすまちづくりと創造都市－世界中から有為の人材を集める都

市とはどのような都市か？（小長谷・久保 2009 による） 

 

１．自由な環境、安全、美しい環境（アメニティ）を備えた都市。→歴史的まちづくりや

観光まちづくり 

 「人間的次元のまち」 

 欧米系のクリエイティブな人材が好む環境「水際と緑」・・・ダム湖畔の別荘。 

 （ポイント）フロリダ理論の本当のオリジナリティは「才能・クリエイティブ・クラス

を誘致する誘因論」＝Ｔ３（寛容）であるが、ここでは、Ｔ３（寛容）というよりアメニ

ティも重要な意味をもつ。 

 フロリダの理論のオリジナリティは、（１）ヒューマン・キャピタルとの違いを出すた

めに、一般の高学歴者というよりクリエイティブ・クラスという概念形成をおこなったこ

と。（２）「才能・クリエイティブ・クラスを誘致する誘因論」としてのＴ３（寛容）を

考えたことである。  

 しかし、「才能・クリエイティブ・クラスをひきつける誘因」はじつはいろいろあり（図

参照）、かならずしも寛容と関係ない、環境の良さなども実質的意味をもつ。実は「文化

的アメニティ」「自然的アメニティ」も大きな役割をはたす。  

 ＊「ビッグチケット型アメニティ」と「ライフスタイル型アメニティ」の差。前者→プ

ロスポーツ球場など→ワーキングクラス的、後者→自分でいくアウトドアレジャー→クリ

エイティブ・クラス的。  

 

２．問題はそれほど簡単ではない 

（１）行政の補助などの公共支援→補助等の効果→説明責任（アカウンタビリティ）。  
（２）景観まちづくり（京都の景観論争でもそうですが）→規制をともなう→地価などの

不動産価値に対しては、①規制によるマイナス効果、②景観価値の向上によるプラス効果、

の両者が同時にはたらく。長期的には両者を足して正になる、すなわち、②＞①となるこ

とを証明すべき。  
 
３．環境の経済価値？ 

 環境・景観・文化→非市場財→もともと金を払って直接支払うようなものではなかった。 

 しかしその価値を測る有力な方法がいくつか考えられている。→もともと取引されない

ものがメインテーマである分野＝環境経済学などの分野→あつかう手法が発達→まちづく

りにも応用。その手法は大きく２つ。 

（１）顕示選好法（すでに行われた行動から測る） 

 ①トラベルコスト法（＝美しいものは遠くから来る）：集客系のものに人がくることを考
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えてみると、購買飲食でお金を落とすものはその対価を得ている直接効果となっている。

ところが、美しい景観をわざわざ遠くから来る交通費は、相殺されていない景観そのもの

を見に行くことへの投資とみなせるので、景観価値は「交通行動」に反映するとみる。具

体的には、交通費の総和的な考え方で、消費者余剰という需要曲線下の面積で評価。  
 ②ヘドニック法（＝美しいもののまわりは高くなる）：市場で取引される効果は、経済活

動を通じて市中に波及し、分散していくが、不動産系の財の場合は、景観整備の効果など

は逃げていかず固定化。地価が上昇した場合、それは、景観価値が「不動産価値」に移転

されたとみなせる（いわゆる資本化仮説）。そこで、地価を景観要素の式で特定すれば、景

観要素あたりの価値を測定できる（ヘドニックとは快適さのこと）。  
（２）表明選好法（意見から測る） 

 ③ＣＶＭ（仮想評価法）（＝もし・・・だったらと聞く）：Ｃは「コンティンジェント（条

件つき）」の頭文字で、条件付き評価の意味。アンケートのやり方としては、景観を破壊す

る状態の変化を説明して、「ＷＴＰ（Willingness to Pay）○○を維持するための金額」な

いし「ＷＴＡ（Willingness to Accept Compensation）○○を壊されたときの補償金額」

を聞く。  
 
４．やはり景観価値は相当ある！ 

 これらの手法によってある程度、まちづくりによる景観価値上昇の評価はできるように

なってきた。①京都の町屋価値→青山他（2003）の例。②彦根市の大正ロマンのまちづく

り「四番町スクエア」トラベルコスト法、富田林市や今井町における「伝建地区」の指定

箇所の地価上昇価値をヘドニック法→久保（2006、2008、2009）、いずれも、まちづくり

の結果、数億円～数十億円規模の価値上昇があると評価。  
 

５．しかし日本はやり方が中途半端でヘタ－徹底的に保全するところとその周辺の開発を

メリハリつけられない→観光まちづくりとゾーニング 

（１）日本は、ヨーロッパ流の合理的な「中心－周辺型」のゾーニングなどを参考に機能

分化を図る必要性がある。  
（２）ヨーロッパの都市では、①中心にアルト・シュタット（Alt Stadt）＝古い町並みが

あり、そこでは町並保全の徹底的な規制が適用、これと極めて対照的に、②その周辺（街

区のすぐ外側）には、ホテルなどの宿泊施設・観光サービス施設、駐車場などが大胆に計

画。「中心－周辺」の区分けが非常に明快。 
（３）エリアを徹底的に保全すれば、その周辺も恩恵ある。価値があがり、観光開発も進

む。機能分化を徹底させて、双方あわせて都市マーケティングを構築していこうという合

理主義。徹底的なビジョンが日本のまちづくりでは欠けている中心保全→周辺部は、思い

切って開発を進め、徹底的に便利にする、などの分担関係をはっきりさせることが大切。  
（４）日本は中途半端だからダメなのである。→「国立」や「浅草寺」に１つマンション

たてるだけで台無しに→あるエリアを完全に保全すれば、その周辺は価値があがり、観光

開発も進むのに愚かなこと。  
 

【図６：まち並み観光におけるヨーロッパ型の合理的な機能分化モデル、小長谷ほか 2008】 
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【６】「高齢化問題」の存在しないまち＝サスティナブルなニュータウンの持続

的マネジメント・モデル－山万（千葉県）（小長谷・郷田他 2010） 

 

１．ユーカリが丘の概要 

 ＊千葉県佐倉市「ユーカリが丘ニュータウン」東京都心部から 38 ㎞、東京都市圏域の

外縁部、主な公共交通機関の 寄り駅は、京成本線ユーカリが丘駅で東京都心部からは 1
時間圏内。＊総開発面積は約 245ha（予定含む）、総計画戸数は約 8,400 戸、総計画人口

は約 3 万人。2009 年 3 月末日現在 5758 世帯、1 万 5401 人入居。＊1971 年 5 月に開発着

手、1979 年 4 月から現在のユーカリが丘 1 丁目が分譲開始。  
【図７：ユーカリが丘地図と、駅勢圏、郷田による】 
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２．理想だがなかなか実現しなかったニュータウンの持続可能モデル 

（１）段階的分譲方式 

 ニュータウン居住者の高齢化によるオールドタウン化が今日的課題。高度成長期に入居

が促進されたニュータウンでは、20～30 歳代の年齢層が一度に集中して居住し、その世代

のまま一挙に高齢化するので、高齢化が劇的に訪れる。そこで、特定の年齢層に偏ること

がないよう、多様な年齢層がほどよく融合するという「ソーシャルミックス」が理想。こ

れまでの日本のニュータウンでは大変むずかしかったこの「ソーシャルミックス」をユー

カリが丘ＮＴは実現した。それが段階型分譲方式である。  
 一般的なニュータウン開発では一定期間に分譲が行われ、宅地販売が完了するとディベ

ロッパーは事業から撤退する「分譲撤退型」の宅地販売をとっている。ところがユーカリ

が丘ＮＴでは年間約 200 戸に限定した「段階型分譲方式」をとっている。  
（２）住み替え支援 

 2006 年から山万(株)による住み替え・買い替え仕組み「ユーカリが丘ハッピーサークル

システム」。ユーカリが丘ＮＴで新築分譲する物件を購入する際にはそれまでの住宅を買い

取り、新たにその中古住宅をリノベーションして山万㈱が再販売する。山万が査定価格の

100%で買い取るほか、仲介手数料も無料で、住民にとっては住み替えや買い替え時の手続

きや資金面でも軽減される。  
３．サスティナブルな三位一体型まちづくり 

（１）交通－ディベロッパーによる公共交通機関（新交通システム）の設置と運営 

 都市高速鉄道（地下鉄等）は車両費を含む建設費は 1 ㎞当たり 250～300 億円と各交通

システムの中では突出して高額。新交通システムの建設費はシステム部、インフラ部を合

わせて１㎞当たり 65～165 億円と比較的安価。しかし、山万ユーカリが丘線の建設費は、

全線 4.2 ㎞を実に 21 億円という低価格で一般の 1/10 以下のコストで建設を可能とした。 
（２）駅前を中心とした商業開発→歩けるまちづくり 

（３）福祉のまちづくり 

 順天堂大学による「順天堂大学ヘルスプロモーション・リサーチセンターユーカリが丘

支局」など。  
【総括】 

 ユーカリが丘ＮＴの運営者は、宅地販売そのものが早期宅地処分ではなく、段階的分譲

方式をとる「サスティナブル・マネジメント・モデル」にたどり着いた。 

 ①それにより理想的な「ソーシャルミックス」が実現している。 

 ②また「公共交通の設置・運営」によりＮＴ住民にとっては日常生活上で自家用車に完

全依存しない交通手段を確保できる。ディベロッパーにとっては自らが不動産付加価値

の高い「駅前」物件を創出することを可能とする。 

 ③ここで創出された「駅前」に商業機能を中心とするコンパクトな開発や利便性を高め、

住宅地の不動産価値も高める。 

 ④さらに、住民もいずれは高齢化し、介護の問題にも直面する。「福祉のまちづくり」

は、住民の宅地購入時に、いずれは訪れる高齢時への備えとしてニュータウンの付加価

値ともなり得る。 

【図８：ユーカリが丘型「サスティナブル・シニアタウンモデル」出典：郷田作成】 
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４．その秘密は・・・なんとけがの功名！ 

 資本金 8 億円、売上高 146 億 59 百万円・従業員数 120 名（2008 年 12 月現在）の民間

企業ディベロッパー、山万(株)である。同社はもともとディベロッパーではなく、1951 年

に大阪で創業した繊維卸売業者であった。開発当初は繊維業から不動産業へ転身した直後

のこともあり、実際には当時の会社の販売能力は 200 戸が限度であった。  
 

５．公共交通機関の敷設による不動産付加価値の増加モデル 

 ＮＰＶが正になる限界を考えても、わずか１戸あたりの販売価格が約８０～９０万円上

昇すれば、サスティナブル・ニュータウンモデルの方がディベロッパーには有利→実際に

は周辺に比べ約１０００万円近く高くなっている。  
【図９：サスティナブル・ニュータウン・マネジメント（ＳＮＭ）モデルの経済効果の概

算 出典：郷田による】 
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 ２０

28

naoyukikubota
長方形



小長谷一之「働く生きがい／住む生きがい都市」（「生きがい都市構築」シンポジウム於東大 101207） 

 
【参考文献】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【１】リチャード・フロリダ著、小長谷一之訳（2010）『クリエイティブ都市

経済論－地域活性化の条件』日本評論社（原著：Richard Florida（2004）"Cities 

and the Creative Class" Routledge）。 

【２】小長谷一之・武田至弘・辻賢一郎（2008）「ソーシャル・キャピタルと

創造都市」塩沢由典・小長谷一之編『まちづくりと創造都市－基礎と応用』晃

洋書房。 

【３】小畑和也（2010）「地方都市における都市型産業の創出プロセス―岐阜

県大垣市のソフトピアジャパン／ＩＡＭＡＳを事例として」『都市研究』１０号。 

【４】小長谷一之・久木元修平（2010）「創造都市と学習都市論」大阪市立大

学大学院創造都市研究科編『創造の場と都市再生』晃洋書房。 

【５】小長谷一之・久保秀幸（2009）「個性を活かすまちづくりと創造都市」

塩沢由典・小長谷一之編『まちづくりと創造都市２－地域再生編』晃洋書房。 

【６】小長谷一之・郷田淳・前田浩成（2010）「クリエイティブでサスティナ

ブルな都市再生とは－高齢化・農再生時代の都市圏」大阪市立大学大学院創造

都市研究科編『創造の場と都市再生』晃洋書房。 

（その他） 

 小長谷一之・富沢木実編（1999）『マルチメディア都市の戦略』東洋経済新報社。 

 小長谷一之（2005）『都市経済再生のまちづくり』古今書院。 

 塩沢由典・小長谷一之編（2007）『創造都市への戦略』晃洋書房。 

 小長谷一之（2007）「特集：人口減少時代の都市のあり方、第６回、人口減少下の都市経済とまちづ

くりを考える」『新都市』９月号。 

 小長谷一之（2008）「特集：都市開発の転換を考える－人口減少下のまちづくり」『建築と社会』（財）

建築家協会。 

 小長谷一之（2009）「特別企画：関西が変わる－経済活性化の条件、第５回（２月号）都市経済・構

造：基盤産業と創造性生む構造に」『日本経済研究センター会報』日本経済研究センター。 

 小長谷一之・吉川浩（2010）「特集：都市経済 まちづくりにおいてマネジメントはなぜ重要か？」

『新都市』8 月号。 

 

 ２１

29

naoyukikubota
長方形



Ⅲ パネルディスカッション 

【司会】橋本 秀紀(東京大学) 
 
【パネリスト】 

          
     紺野 登       小長谷 一之         舘 暲           下川 昭夫 
 

 

 

Ⅳ 研究室紹介 

・ 東大工学部6号館を中心としたツアー、生きがい都市構築に関連する最新研
究を紹介。 
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