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古代都市アテネ・ローマの時代から、近年のニューヨーク・シンガ
ポールといった都市に至るまで、地域や国境を越えて経済・軍事・
文化・政治の中心となった都市はほんの一握りでした。しかし 21
世紀の今、テクノロジーの進展や変動する地政学は、多くの都市に
人材や資本の獲得、最先端産業の誘致、国際的な影響力向上の可能
性をもたらし、かつてないほどの勢いで都市のグローバル化が進行
しています。はたして、これらの急激な変化の波に打ち勝ち、明日
の世界のリーダーとなるのはどの都市でしょうか？それらの都市が
直面する課題とは？都市の競争力を高めるためのリーダーシップと
は？本講演では数々の機関でグローバル都市を研究されているグ
レッグ・クラーク教授とティム・ムーネン博士をお迎えし、グロー
バル都市の過去、現在そして未来についてお話しいただきます。

From Athens and Rome in ancient t imes to New York and 

Singapore today, a handful of cities have stood out as centers of 

economic, military, cultural or political power beyond their regions or 

nations. In the twenty-first century, the number of globalizing cities 

is greater than ever before. New technologies and shift ing 

geo-politics enable more cities to attract global talent and capital, 

lead in the hosting of new advanced industries, and achieve global 

recognition and influence. Considering these rapid changes, which 

cities will be the global leaders of tomorrow? What are the common 

issues and opportunities they will face? What kinds of leadership 

can make these cities competitive and resilient? Greg Clark and 

Tim Moonen will expand upon these  questions as they present and 

discuss their work on the past, present, and future of global cities.

グレッグ・クラーク教授
グレッグ・クラーク教授はブルッキングズ研究所でグロー
バルアドバイザー、著作者、上席研究員として活躍して
いる。また、都市リーダーシップの教授として University 
College London で教鞭を執りながら、London School 
of Economics "LSE Cities" 国際研究員、Urban Land

Institute 上席研究員、OECD 地域経済計画 戦略アドバイザー、イギリス
NPO 法人 Future Cities Catapult 研究員を兼任するなど、世界各国で大都
市戦略の専門家として活躍している。

Prof. Greg Clark
Prof. Greg Clark is a global advisor, author and non-resident senior fellow at 
the Brookings Institution. Clark supports and guides metropolitan strategies 
world-wide as Professor of City Leadership at UCL, a global fellow for LSE 
Cities at the London School of Economics, as a senior fellow at the Urban 
Land Institute, a strategic advisor for the OECD's Local Economy 
Programme, and a fellow at Future Cities Catapult in the United Kingdom.

ティム・ムーネン博士
ティム・ムーネン博士は The Business of Citiesのディ
レクター、University College London 都市リーダー
シップ研究室の客員研究員としてクラーク教授と共に
グローバル都市を研究している。教授の著書 “World 
Cities and National States” の共著者であり、グロー

バル都市のガバナンス、リーダーシップ、比較研究を専門とする。近年は
Cities Alliance、Jones Lang LaSalle、Greater Sydney Commission
と共同で調査研究を行っている。

Dr. Tim Moonen
Dr. Tim Moonen is a Director at The Business of Cities and a Visiting 
Fellow at the UCL City Leadership Lab. He is the co-author of the book 
“World Cities and Nation States” and specialises in the governance, 
leadership and comparative performance of global cities. His recent 
research includes work with Cities Alliance, JLL and the Greater Sydney 
Commission.
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