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都市に住むシニアのライフステージ 

－都心回帰が生み出す新たなサービス需要とは何か？－ 
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要 旨  
 

1. 近年、郊外から再び都市部に戻る「都心回帰」現象がシニア世代でも目立つ。この

現象は、東京に限らず、大阪や名古屋など全国の都市周辺で見られる。 
2. この都心回帰するシニアには、引越前の計画段階から引越後の生活段階までさまざ

まな需要が発生する。サービス提供者はこの各段階における「需要の勘所」が何か

を押さえることが肝要である。 
3. まず、引越前の「計画段階」では、新しい住居物件探しが中心になる。物件におい

てシニアが重視する条件は、セキュリティ、バリアフリー、スーパーなど住居周り

の生活インフラの充実である。 
4. 次の「引越段階」では、小型・省スペース商品への移行が起きる。このため、スモ

ールカー、省スペース家電、不要品引き取りなどのサービス需要が大きくなる。 
5. その次の「居住初期段階」では、引越前の郊外での生活再現を求めるようになる。

このため、ガーデニング、ペット、防音設備などのサービス需要が大きくなる。 
6. そして「居住中期段階」になると、都市インフラを活用し、都市の生活をふんだん

に楽しむようになる。このため、おしゃれ、グルメ、習い事など都市ならではのサ

ービス需要が大きくなる。 
7. 都市に住むシニアの需要は「ライフステージ」毎に異なる。これらの人たちの需要

を自社の商品・サービスの販売に結び付けるには、シニア一人ひとりがどのライフ

ステージにいるのかを「ライフプラン・コンシェルジュ」などの手段で把握し、適

切なタイミングで商品・サービスに関する情報を提供することが必要となる。 
8. ただし、忘れてはいけないのは、あくまでシニア顧客の立場に立ち、齢を加えた人

がどのような心境になるのかを慮る姿勢である。ライフイベントのタイミングを図

っただけの機械的な「ワンツーワン・マーケティング」はシニアには通用しない。 
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１．なぜ、シニアの都心回帰が増えている

のか？ 
 
(1) 都心回帰するシニアが増えている 
近年、郊外から再び都市に戻る「都心回

帰」現象が、シニア世代でも目立つ。この

現象は、東京に限らず、大阪や名古屋など

全国の都市周辺で見られる。 
都市部のマンション購入では、30 歳代の

子供のいない共働き夫婦がもっとも多いが、

近年、50 歳、60 歳代の購入が増えていると

いう。長谷工アーベストの調査によると、

首都圏マンション購入者における 50 歳代、

60歳代の割合は、1997年度の14.7％から、

2001 年度上期には 23.5％にまで伸びてい

る（図表１）。実際、銀座に隣接する東京ツ

インパークは、購入層の約50％が50歳代、

60 歳代以上であるという。 
また、都市基盤整備公団が関西圏（大阪

都心から半径 50 キロメートル以内）の 45
～64 歳を対象に行った意識調査において

も、「終の住処」として都心を志向する人が

57.0％と約６割に上る。しかも、回答者の

年齢が上がるほど高く、特に女性は 64.6％
と男性の 48.4％を上回っている。 
 
(2) なぜ、シニアの都心回帰が増えている

のか？ 
シニアの都心回帰の理由には、①地価の

下落、②工場やオフィス移転による跡地の

増加という住宅供給者側の事情と、③高年

齢に伴う都市の利便性志向の強まり、④子

供の巣立ちで広い一戸建ての必要性が低下、

という住宅利用者側の事情がある。 
とりわけ、都市の利便性志向の強まりの

理由として、親族が近くに住んでいる、病

院が近くにある、交通利便性が高い、商業

施設が近く生活が便利であることが最近の

都市基盤整備公団の調査では主な理由とし

て挙げられている。 
また、経済成長を担った団塊世代（1947

～1949 年生まれ）は、高度成長期に都市に

流入し、首都圏であれば国道 16 号線周辺の

郊外に一戸建てを構えた場合が多い。これ

らの人たちの多くがまもなく子供の巣立ち

の年齢に達することから都心回帰予備軍と

考えられる。 
以上より、シニアの都心回帰は、今後も

増大するものと予想される。 
 

２．都市に住むシニアのサービス需要の「勘

所」は何か？ 
 
この都心回帰するシニアには、引越前の

計画段階から引越後の生活段階までさまざ

まな需要が発生する。サービス提供者はこ

の各段階における「需要の勘所」が何かを

押さえることが肝要である。 
 

(1) 計画段階 
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図表 1. 世代別首都圏マンションの購入者率 

まず、引越前の「計画段階」では、新し

い住居物件探しが中心になる。物件におい

てシニアが重視する条件は、セキュリティ、

バリアフリー、スーパーなど住居周りの生

活インフラの充実である。 
都市での生活を望む人では一戸建てより

も防犯設備の整ったマンションの方が管理

も楽で安全であるという意見が多い。この

ような需要に対応してセキュリティシステ

ムの充実を図る動きが増えている。セコム

は、マンションの共用部分を監視するセキ（出所）長谷工アーベスト 
「2001 年上半期世代別マンション購入者分析」2001 年 9 月 
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ュリティシステムを発売している。このシ

ステムでは遠隔監視ができるほか、入居者

自身が出入り口部分や共用空間の画像を随

時見ることも可能になった。 
バリアフリー、ユニバーサルデザインの

考え方も、一戸建てからマンションへと広

がっている。積水ハウスが手がけた神戸市

東灘区の六甲アイランドの分譲マンション

では、通常 18～30 センチメートルある段差

の高さを３センチと低くしたり、廊下の幅

を標準の約 750 ミリメートルから１メート

ルに広げ、車椅子でも上がれるようにした。

また、出入りする部屋の扉は、ドアではな

く引き戸を採用している。 
さらに、より都市の日常生活に配慮した

施設も登場している。銀座などの都市では、

歩いていける範囲に百貨店やブランド店、

高級飲食店などがある一方、日常の生活に

必要な商店がこれまで少なかった。だが、

都心回帰の高まりに合わせて、分譲するマ

ンションに食品スーパーやクリーニング店

などのテナントを併設するケースが増えて

いる。たとえば、銀座にある中央区立の高

層マンションでは、中央区がマンションの

テナント料を低額に押さえ、一階にスーパ

ーを誘致している。 
このように計画段階においては、セキュ

リティ、バリアフリー、生活周りインフラ

の充実の３つを訴求した物件情報を提供す

ることがポイントとなる。また、併せて現

状住んでいる物件の売買とファイナンス面

でのサポートをセットで提供することで、

都心回帰の需要はさらに喚起されるであろ

う。 
 
(2) 引越段階 
郊外の広い一軒家で暮らすシニアが、子

供の独立を機に夫婦二人で都市のマンショ

ンに引っ越す場合、必然的に居住空間が狭

くなり、小型で場所を取らない商品が求め

られる。 
たとえば、燃費が良く小回りの効くホン

ダのスモールカー「フィット」は、発売４

ヶ月で 11 万台を販売しているが、若い世代

だけではなく、都市部に住むシニア世代に

も人気があるという。 
また、省スペース化した家電製品が注目

されている。たとえば、洗濯と乾燥の一台

二役を果たす東芝の全自動洗濯乾燥機「快

速銀河 21」は、乾燥機の置く場所を取るこ

とができない省スペースを求める家庭の需

要を喚起している。 
一方、広い郊外の一戸建てから狭い都市

部のマンションへの引越では、家電や家具

の引き取りサービスの需要が高まる。テレ

ビやパソコンなどの家電をリサイクルする

会社ハードオフコーポレーションでは、新

規出店の約半数が東京や千葉などの一都三

県に集中しているという。また、都市部に

店舗の多いコンビニの am/pm も「リユース

あんしんファクトリー」という家電製品引

き取りサービスを始めている。 
このように「引越段階」では、小型・省

スペース商品への移行が起きる。このため、

スモールカー、省スペース家電、不要品引

き取りなどのサービス需要が大きくなる。 
 
(3) 居住初期段階 
現在の都心マンションブームが過ぎても、

都市で生活するシニアのサービス需要は、

継続的に生じる。とくに、郊外で暮らして

いたシニアが都市に引越した場合では、引

越以前の家で行ってきたことを都市でも継

続したいというニーズがかなりある。 
たとえば、年齢を経るにつれて、植物の

栽培や手入れが増える傾向にあるが、都市

部のマンションでは、庭をもつこと自体が

難しい。ところが、最近都心ではバルコニ

ーの幅をあらかじめ２メートルと大きくと

ったマンションが増えている。 
さらに、バルコニーでガーデニングを行

うための専門の用品も増えている。建築業

を営む木下工務店は、マンションのバルコ

ニーに軽量の人工土壌を敷き詰めたバルコ
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ニーガーデニングシステム「ヴェル・エコ」

を提供している。都会でも「庭」をもち、

手づくりや収穫の楽しさを味わえることが

人気の秘訣である。 
これは、どちらかといえばハード面での

サービスだが、今後は都市部におけるガー

デニング手法の提案や栽培管理方法の指導

などソフト面でのサービスにも需要が増え

るであろう。 
一方、首都圏ではペットが飼育できる集

合住宅が 2000 年度で８千５百戸にまで増

えているが、ペットを飼えない集合住宅も

相変わらず多い。このような人に対して「レ

ンタルペット」というサービスが増えてい

る。これは日時を限定してペットをレンタ

ルで貸し出すサービスである。ペットショ

ップ「ドッグ＆キャット ジョーカー」の

ある店舗では、週末には一日 30 人以上がレ

ンタルペットを利用して散歩を楽しんでい

るという。 
さらに、一戸建てに比べてマンションで

は大きな音を立てられず、ピアノなど楽器

の演奏はやりにくい場合が多い。通常、防

音室を設けるにはそれなりの費用と手間が

かかるが、ヤマハの「アビテックス」は、

３時間程度で簡単に取りつけることができ

る組み立て式の防音装置で、毎年二桁増の

売り上げを記録している。 
このように、「居住初期段階」では、引越

前の郊外での生活再現を求めるようになる。

このため、ガーデニング、ペット、防音設

備などのサービス需要が大きくなる。今後

は、大規模な集合住宅内に付帯した共同菜

園で野菜をつくるなど、都市にいながら郊

外の生活を楽しめるサービスが増えていく

であろう。 
 

(4) 居住中期段階 
郊外から都市に移り住んだ、あるいはす

でに長く都市に住んでいるシニアに対して

は、都市の生活を楽しめる仕組みが求めら

れる。というのは、もし、銀座まで行くの

に電車で２時間かかるとなると、頻繁には

行かないが、30 分以内の場所に住んでいれ

ば、頻繁に出向くようになるためである。 
実際、すでに都市に住むシニアの増加に

合わせた商品やサービスが登場している。 
たとえば、オンワード樫山は、若者向け

の人気ブランド「23 区」で採用した最新の

デザイン、色を団塊世代向けにアレンジし

た新ブランド「自由区」を立ち上げた。流

行を適度に加味し、上品でかわいらしいデ

ザインを取り入れながら、サイズを微調整

している点が受け、今春には団塊男性向け

にも展開する予定だ。 
また、スーパーの西友は、六本木で別ブ

ランドの店舗「フードマガジン」を展開し

ている。従来店には置いていない高級な総

菜や、輸入野菜・調味料などをそろえ、内

装もガラス張りにするなど、これまでの西

友とは異なるおしゃれな雰囲気を演出して

いる。その結果、客単価は従来の 1.5 倍以

上の３千円に上り、千代田区麹町に二号店

の出店を予定している。 
さらに、２万３千人の受講生を抱える日

本最大の生涯学習機関「早稲田大学エクス

テンションセンター」は、20 歳代に加えて

50 歳代、60 歳代が受講生の中心であるとい

う。生涯学習の動きは全国的に広がりつつ

あるが、都市の方が専門的な講座が幅広く

用意され、より質の高い講師による講義を

受けることができる。 
このように、郊外から都市部に引越した

人が「居住中期段階」になると、都市のイ

ンフラを活用し、都市の生活をふんだんに

楽しむようになる。このため、おしゃれ、

グルメ、習い事など都市ならではのサービ

ス需要が大きくなる。 
 
(5) 都市に住むシニアは今後どのようなサ

ービスを求めるのか？ 
人間誰しもなんらかの目的＝コトのため

に商品＝モノを買う。しかし、一般にシニ

アの場合、さらに年齢を重ねるにつれ、モ

Copyright(C) 2002 SophiaBank, Limited All Rights Reserved. 
 3



 
Smart Senior Business Review            02.02.19 

ノに対する執着心が少なくなる傾向にある。

また、居住空間が狭く、物理的にモノを置

くスペースが少ないことから、モノの所有

量が郊外にいた時よりも格段に少なくなる。

さらに、何かコトをなそうと思った際に郊

外に住んでいた時よりも選択肢が多様であ

り、質の高いサービスが数多くあるため、

取り組みやすくなる。 
これらを踏まえると、都市に住むシニア

は、長期的にはモノより、自分のこだわる

コトを重視する傾向が強まると予想される。 
例えば、クラシック音楽の演奏会にこだわ

るシニアの夫婦がいる。この夫婦は海外の

演奏会を聴きに行くためによく海外旅行に

でかける。演奏会は一流のオーケストラば

かりだが、航空券はエコノミー、ホテルは

安宿、さらに自分の住居には必要最小限の

生活用品しか持たない、というスタイルで

ある。 
わが国の個人資産千４百兆円の７割は 50

歳以上の人が持っているといわれている。

だからといって、この全てが消費に回るわ

けでは決してない。しかし、自分のこだわ

る「コト」をなす時にシニアの個人資産が

消費に回りやすく、都市環境はこのような

傾向を加速しやすいといえる。 
 

３．一人ひとりのライフステージを把握し

つつ、ハイタッチな対応を重視する 
 
以上のとおり、都市に住むシニアの需要

は「ライフステージ」毎に異なる。これら

の人たちの需要を自社の商品・サービスの

販売に結び付けるには、シニア一人ひとり

がどのライフステージにいるのかを何らか

の手段で把握し、適切なタイミングで商

品・サービスに関する情報を提供すること

が必要となる。 
プライベートな情報の開示に対する警戒

心の強いシニアのライフステージを把握す

るためには、既に提案した「ライフプラン・

コンシェルジュ」や「話し相手サービス」

の相談サービスの活用が有効となろう。ど

ちらの方法も、シニア顧客の「ゲートウェ

イ」のポジションを押さえることで、真っ

先に相談に来てもらえる立場に立つことが

眼目である。 
ただし、忘れてはいけないのは、あくま

でシニア顧客の立場に立ち、齢を加えた人

がどのような心境になるのかを慮る姿勢で

ある。 
たとえば、よく自分の誕生日に「誕生日

おめでとうございます」と自動的に電子メ

ールが送られてくることがあるが、このよ

うなリレーションシップの取り方をされる

とかえって興ざめすることが多い。売れて

いる電子ショップに共通して見られるのは、

顔の見えるショップの主人によるハイタッ

チな応対の心地よさである。データベース

を使い、ライフイベントのタイミングを図

っただけの機械的な「ワンツーワン・マー

ケティング」は熟練消費者であるシニアに

は通用しない。 
（2002.2.19） 

 
このレポートに対する感想、ご意見をお待ちし

ております。メールアドレスは次のとおりです。 
hirmurat@softbank.co.jp 
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