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 はじめに 
 

 2011年度に行なわれたセミナー〈エイジング(加齢化)とデザイン(感覚)〉 

研究（「ハイライフ研究所ウェブマガジン」）の展開の次のステップとし 

て、高齢者の日常的なライフスタイルに注目し、そこに見られる豊かな 

ふるまいのベースとなる「感覚」（＝ライフセンス）を主題に、定点観測 

に依る考現学的な方法で研究を行ないます。なによりも、高齢者が生きや 

すくなる為には、高揚感覚の研究が入用だ、と思えたからです。 

 
 団塊世代の女性たちもいよいよ高齢者の域に入ってきて、高齢者の「感 
覚」も根本的に見直す必要が出てくるように思われます。高齢者の示す感 
覚（＝ライフセンス）も、これまでの様な一括りでは捉えきれない「感覚」 
の多様化・多彩化の時代に入ってくることが容易に想像されるからです。 
しかし、今のところ、高齢者（特に女性）の感覚（＝ライフセンス）研究 
は、若者・壮年者と比べると、遥かに後れをとっているのが現状でしょう。 
団塊世代の高齢者は、10代の時からファッションへの関心が向く市場環境 
も体験し、身近な対象としてファッションを自身のライフスタイル表現と 
することにもなじみを持つ世代としての特徴を持ちます。このことは、今 
後の高齢者の感覚（＝ライフセンス）を検証してゆく上では、とても大き 
な研究要件になってきます。 
感覚の多様化・多彩化を類推・把握する為に、「テイスト×マインド」の 
視点から、高齢者のライフスタイルを通した感覚クラスター化を試みてみ 
ます。どの様な感覚群（ライフセンス）の拡がりが見られるのでしょうか。 
 
  

 
 ここで、高齢女性の感覚構造について、前回のセミナーの仮説により、 
少し触れておきます。高齢女性は、若い女性や男性のそれと比べて、感覚 
の「引き出し」がとても多い特性を示します。 
母性本能にも関わる中心的な部分としての「かわいい」感覚がまず在り、 
それを取り巻く様に、「素敵」や「オシャレ」や「気持ちいい」、「楽し 
い」などの感覚群が各々に重なる様に個別に連なる感覚並列連鎖構造を示 
しています。ここでは、対象に対して、「好き」か「嫌い」かの択一から 
感覚が選びとられる特徴が見られます。 
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 それに比べ、若い女性の感覚構造は、「かわいい」が感覚世界の中心に 
位置し、「かわいい」に対立する感覚をも採り入れてしまう、まさにかわ 
いい感覚拡張化の進展が見られ、感覚融合増殖構造となるものです。これ 
は「かわいい引き出し」がどんどん膨れ上がってゆく眺めに在ります。そ 
こでの、対象に対しての感覚の択一は、「かわいい」か「かわいくないか」 
から選びとられます。 
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一方、高齢男性の感覚構造は、「カッコイイ」や「立派」、「美しい」 
などの高揚感覚が各々にバラバラな感覚の「引き出し」として示されます。 
対象に対する感覚の択一は、「分かる」か「分からない」かに依るもので、 
理性主導型の感覚態度であるのがよく窺えます。高齢男性の感覚は、感覚 
対置分離構造を示します。ここでの最大の課題は、各々の感覚がバラバラ 
に存在する為に、各々の感覚に「縮み」が生じてくるとカバーし合う重な 
りが無い為に、一気に感覚不適応化の事態を生じやすい特性を強く潜在さ 
せているものなのです。 
 
 
 今回は、その序章として、銀座をフィールドにシニアマダムたちのファ 
ッション感覚をサーベイしていくことにしました。 
 銀座は、シニアマダムにとって、今でも十分に晴れがましく、ワクワク 
する場所で在り続けているでしょう。一人で楽しむ。友人と楽しむ。親子 
で楽しむ。夫婦で楽しむ。シニアマダムの豊かなふるまいを、ファッショ 
ン感覚を通して観察します。 
  

 銀座グラフィティ  
 シニアマダムのファッション感覚調査の実施 
 

 本研究の目的は、高齢者のライフスタイルを仔細にみることで、老い
の実態を知り、その特徴を把握するところにあります。その中から、学
ぶべき知恵を賜り、やがて訪れる高齢世代をより豊かなものにできるよ
うな知見を得ることを目的としました。 
 
 今回、我々が行なった調査方法は、銀座の繁華街の街頭調査であり、
デパートや専門店、イベント会場、レストラン周辺などで、高齢者世代
のおもに女性（ご夫婦などの場合はカップルで）を観察し、写真におさ
めてデータを収集し、装いの特徴の分析を行ないました。 
 
 研究方法としては、今和次郎の考現学やエスノグラフィー（民俗誌）
に則った研究方法をとり、収集したデータを分析し、実査ならではの結
果を探ることを目指し、量的データの把握や、イラストによる具体的な
特徴の解説を試みました。 
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 ファッション・ストリートとしての銀座の歴史 
 

 考現学を編み出した今和次郎が1920年代に調査エリアとして選んだ銀座は、
日本の中でも、有数の歴史ある繁華街として知られています。銀座という
町名は、明治2年（1869年）にできましたが、その頃から煉瓦建築が建てら
れ、通信社、雑誌社、出版社などが相次いで進出し、大正期になって、
1924年に松坂屋、1925年に松屋、1930年に三越が進出するなど、文化的な
エリアでした。この頃、銀座を闊歩する人々は、モボ・モガと呼ばれ、ま
だ着物が圧倒的な中で洋装をいち早く取り入れたり、西洋のヘアやアクセ
サリーを模倣するなど、ハイカラなファッションでも話題を呼びました。
銀座には、このモボ・モガを支える映画館やカフェ、ダンスホールなどが
あり、おしゃれの中心地として広く知られるようになりました。 
 
 1945年、戦争が終わり、日比谷の第一生命ビルに連合国軍最高司令官総
司令部（GHQ）の本部が置かれたこともあり、銀座では服部時計店、松屋が
売店（PX）に、伊東屋、千疋屋、東宝ビアホールなどは駐留軍慰安施設
（RAA）として接収されました。占領という憂き目に遭いながらも、銀座は
いち早く復興や国際化を着手するきっかけをつかみました。 
 
 特に1960年代には、みゆき族が闊歩し、多い日には、1,000人とも2,000
人ともいわれる若者が通りに群れをなしました。みゆき族の女性は頭に三
角に折ったハンカチを被り、後ろにリボンのついたスカートを履き、麻で
できたズタ袋、‘フーテンバッグ’を抱え、男性は、アイビー・ファッ
ションの影響を強く受けたり、「VAN」「JUN」「テイジンメンズショッ
プ」のブランドが大人気となり、若者たちを魅了する街となりました。 
 
 1970年代以降には、若者たちの新しいエリアとして、新宿、原宿、渋谷
などが登場したことで、銀座は注目のエリアからは外れましたが、そのこ
とが街は成熟化に繋がりました。1980年代には、「有楽町マリオン」「有
楽町西武」、「阪急百貨店」が完成し、さらに「プランタン」や「西銀座
デパート」のリニューアルなどを経て、大人たちが注目するようになりま
した。この傾向は、1990年代の半ばから2000年代にかけての海外のラグ
ジュアリーブランドの路面店の相次ぐオープンへとつながり、落ち着いた
雰囲気、高級感の溢れる銀座のイメージが確立しました。さらに、2000年
代に入ると、2003年の「ZARA」のオープンを皮切りに、2005年「ユニク
ロ」、2008年「H&M」、2010年「フォーエバー21」と、ファストファッショ
ンの激戦区としての新たな顔を見せるようになり、カジュアルでリーズナ
ブルなファッションを求める若者たちが再び銀座に訪れたり、海外からの
観光客でにぎわうエリアとなりました。このように、銀座は、約１世紀に
渡り、ファッションの街として人々を魅了し続けているのです。 
  
  

 UPPER65 シニアマダムのファッション・ヒストリー 
 

 こうした銀座に足を運ぶシニアマダムたちは、これまで、どのような
ファッション遍歴を過ごしてきたのでしょうか？ここでは、現在、シニアマ
ダムの中心的な世代となる団塊世代が過ごしてきたライフ・ヒストリーを概
観してみます。 
 
 団塊世代とは、一般に、第一次ベビーブームが起きた時期に生まれた世代
のことをさしますが、総務庁統計局の調査によれば、団塊世代のうち、正確
なベビーブームは1947年〜1949年生まれの3年間です。この3年間の出生数は、
毎年270万人近くにのぼり、1950年の230万人、1951年の210万人、1952年の
200万人を大幅に上回っています。 
 この団塊を中核にした大集団の2,000万人にものぼる世代は、戦後っ子、
全共闘世代、断絶の世代、ヒッピー族、ジーンズ世代、団塊の世代、ニュー
ファミリーなどとライフステージに応じて様々な呼称がつけられ、その圧倒
的な人口の多さから注目されてきました。 
 
 団塊世代がティーンエイジャーになった1960年代の半ば頃には、いざなぎ
景気が続き、経済大国入りを果たし、新三種の神器（3C=クーラー・自動
車・カラーテレビ）に代表されるように家電製品、自動車など、物質的な豊
かさが享受できるようになり、中流意識が広まりました。さらに、全国一斉
学力調査や学校群制度、大学受験戦争、その後の就職難など、点数主義や競
争社会を10代から経験し、厳しい競争を強いられ、いかに周囲から遅れずに
歩調を合わせるかにエネルギーを注いできた世代でもあります。 
 他方、古い価値観に対する反発は、旧体制への反発という形で現れ、学生
運動や、ヒッピー、フーテン、サイケ族などの独自の若者文化を作り出すエ
ネルギーを生み出しました。さらに、社会人になると、従来の価値観を否定
し、家制度に縛られない、新しい家族像をイメージし、ニューファミリーと
呼ばれる核家族を築いたのもこの世代でした。 
 
 団塊世代のファッションに対する意識は、これまでの世代と異なり、新し
い装いをどん欲に取り入れていきました。60年代のミニスカートの大流行、
アイビー派の「VAN」、コンチ（コンチネンタル）派の「JUN」などのメンズ
ファッションの革命、70年代の質素革命によるジーンズ・ファッション、
ニュートラ・ファッションの流行など、高度経済成長期のエネルギーと相
まって、団塊世代の高いファッション意識は次々に具現化されました。現在
もなお、団塊世代は、若い頃に培ったファッション感覚を活かしながら、こ
れまでの既成概念にとらわれない、新しいシニア・ファッションを享受し続
けているようです。 
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  シニアマダムのファッション感覚調査概要 
 

  
 高齢者のライフスタイルを通した感覚クラスター化の試みの序章として、
今回は銀座をフィールドにシニアマダムたちのファッション感覚を調査しま
した。調査方法は、銀座の街頭を通行中の65歳以上と推測される女性を観察
し、全身をランダムに写真に収集する、あるいは、デパートなどの店内で撮
影が不可能な状況では、状況を観察し、イラストやメモでの記録を行ないま
した。調査の概要は以下の通りでした。 

              結果と考察 
 

（１）年齢分布 
 

  髪型、毛髪の色、メイク、ファッション、所持している小物、歩き方の 

 特徴など、被写体の外見的な特徴をもとに、60代、70代、80代のいずれ 

 かに属するのかを類推、分類し、割合を求めたところ、60代が71.0%と 

 圧倒的に高く、次いで70代が27.3%、80代は1.7%という結果となりまし 

 た。ただし、実年齢より若々しくみえるシニアマダムも多数おられること 

 が考えられることもあり、あくまでも推定年齢の割合を求めたものです。 

 
■シニアマダムの年齢分布（N=176） 

（２）誰と一緒に訪れていたか 
 
  シニアマダムが誰と一緒に銀座に足を運んでいるか、被写体に一緒に   
 写っている人を集計したところ、次のような結果となりました。最も割   
 合が高かったのは友人であり、42.0%を占めました。この友人は、同性の 
 ほぼ同年代の友人であり、シニアマダムが銀座に訪れる際は、親しい友 
 人と共に来るケースが4割という高い割合を占めていることが分かりまし 
 た。 
  次いで、1人で来ているケースが30.7%で約3割であり、撮影した写真か 
 らは、デパートや老舗のお菓子屋、ブティック等のショッピングバッグ 
 を所持しているマダムが多く、明らかな目的があって銀座に足を運んで 
 いることが伺えます。 
  次いで、娘と一緒という割合が13.1%であり、おおよそ30〜40代の娘と 
 60〜70代の母親という組み合わせが大半でした。中には、同じような帽 
 子をかぶったり、母親のブラウスと娘のワンピースが同系色のものを合 
 わせているなど、親子のトータルファッションを楽しんでいる母娘のコ 
  ンビもありました。 
 

・調査日時：2012.7.14（土）13-15時半  
・天  気：快晴  
・気  温：33℃ 
・調査地点：銀座中央道り 
      銀座三越前 
      松屋前 
      シャネル前 
      ユニクロ前など 
・被写体数：176人 
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 夫との同伴は10.2%と、1割程度に留まっていました。調査日が土
曜日であったという点と、シニアマダムの夫の多くは、定年退職を
経たリタイア世代であるという点を考えると、夫と銀座に来るシニ
アマダムの割合が1割にすぎないというのは、少ない印象を受けます
が、今回の結果からは、気の合う友人と共に銀座を楽しむシニアマ
ダムが多いことが明らかになりました。 

■シニアマダムの同伴状況（N=176） 

 
（３）ファッションの特徴 
 
 シニアマダムのファッションの特徴をまとめると以下の通りとなりました。 
 
 ■色および配色・・・季節感のある色、小物とウエアの色を合わせる配色志向 
 
 ■柄・・・水玉、ストライプなど季節感に合った柄の多用、花柄、幾何柄など 
      柄物のアイテムを取り入れる割合が高い 
  ■小物使い・・・日傘、帽子、ストール類など、夏小物を上手に取り入れて 
         いる 
 ■ブランド所持状況・・・ラグジュアリーブランドのバッグの所持数は 
             少なめ 
 ■アイテム・・・フォーマル派では、セットアップ、ワンピース、スーツ、 
         スカート 
         カジュアル派では、チュニックブラウスとパンツ、 
         プリントTシャツ 
 ■夏らしい素材・・・麻混、コットンボイル、レース使い、チュール、 
                    サマーニット、シースルーなど 

①涼しげな黒レース素材のワンピース 
 にポシェットと靴をベージュ色でコー 
 ディネート。素材や色使いで季節感 
 を演出するのに長けたシニアマダム 
 が多い。 
  

②レースのワンピースにエルメス 
 のケリーバッグがアクセント。 
 淡いブルー×白レースの日傘に 
 腕時計とパンプスの白など、細部 
 まで配慮の行き届いた装い。 

③シニアマダムのボトムはパンツ 
 が主流。華やかなプリントブラウ 
 スやカットソーを合わせて、カジュ 
 アルな中にもエレガントな雰囲気 
 をプラスしている。 

④オーセンティックな銀座にふさわ 
 しく、あらたまった雰囲気のツー 
 ピースや、ブラウスとスカートの 
 セットアップなどの人気も高い。 

⑤娘とのショッピングを楽しむシニアマ 
 ダム。 ベージュ×紫の配色が揃えら 
 れていて、母娘でのトータルルックを 
 積極的に取り入れている。 
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⑥デニムにリュックなど、カジュアル 
 な装いが自然に身に付いている女 
 性（右）。白髪ヘアに紫色のカラリン 
 グなど、シニア世代ならではのおし 
 ゃれにも積極的。 

⑦「和光」前で見かけた、プリント 
 ワンピースにシースルーアウ 
 ターの装い（左）と、シルクのミニ 
 丈ワンピースにサングラスや 
 チョーカーなどの小物を効かせ 
 たエレガントなスタイル（右）。 

⑧帽子や日傘、ショールやスカーフ 
 など、小物の取り入れ方が上手で、 
 装いに手抜きをせず、丁寧さが伺え 
 るのがシニアマダムのファッション 
 の特徴。 

■シニアマダムのファッションアイテム（N=176） 

（４）ファッションアイテムの割合 
 
  シニアマダムが着用していたアイテムを集計した結果は 
 次の通りとなりました。 
 
  まず、上半身に着用するアイテムとして、最も着用頻度 
 の高かったものはTシャツ（43.8%）であり、次いでブラ 
 ウス（30.1%）、ジャケット21.6%）、チュニック（10.8%） 
 などとが挙げられました。 
  シニアマダムの場合は、ヤングファッションと異なり、 
 タンクトップなどの肌を露出するアイテムはきわめて少 
 なく、レースや薄手のコットンなどの爽やかな素材を使 
 ったジャケットやブラウスなど、きちんとした羽織もの 
 をコーディネートに加えているケースが多いことが特徴 
 です。 
 
  Tシャツでは、プリントが施されているものや、 
 スパンコールやラインストーン使いなどがあしらわれた 
 よそ行き用のTシャツが好まれており、Tシャツにライト 
 ジャケットを合わせたり、オーバーブラウスを羽織る着 
 こなしが中心となっていました。 
  
  
  

  ボトムでは、スカート（15.3%）とパンツ（66.5%）を比較すると、パン 
 ツの支持率は7割にものぼり、スカートの4倍もの差で圧倒的な着用率を 
 占めています。パンツの種類で最も多かったのは、ナイロンやスパン 
 デックスが混紡された上品なスラックスタイプで、色は黒、白、グレー、 
 ベージュなどのベーシックカラーが大半でした。 

 また、少なくない割合でジーンズ、チノパン、カーゴパ 
ンツ、クロップパンツなど、ヤングに支持されているパ 
ンツの着用も見られました。 
 
 ワンピースやスーツなどのフォーマルなアイテムでは、 
割合は少ないものの、総レース使いのスーツ、シルク素 
材の上品なプリントのワンピースなど、銀座ならではの 
フォーマルな装いがみられ、エレガントなシニアマダム 
の上質なファッションが展開されていました。 
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■シニアマダムのファッション・クラスターのマトリックス（N=176） 
（５）ファッションのクラスター分類 
 
 今回、調査したシニアマダムのファッションを、アイテムやコーディネー
ト方法、小物との組み合わせ方などを総合的に判断して、そのファッション
感覚がカジュアルなのか、フォーマルなのか、流行を取り入れたテンポラリ
ーなものなのか、伝統的でオーソドックスな志向を示すトラディショナルな
ものなのか、４つのクラスターに分類をし、銀座を歩くシニアマダムのファ
ッションのクラスターの実態を把握する試みを行ないました。 
 
 4つのクラスターは、それぞれ 
 A.カジュアルでテンポラリーな感覚のあるクラスターを 
  「アクティブ・カジュアル」 
 B.カジュアルでトラディショナルな感覚のあるクラスターを 
  「コンサバティブ・カジュアル」 
 C. フォーマルでトラディショナルな感覚のあるクラスターを 
  「オーセンティック・フォーマル」 
 D. フォーマルでテンポラリーな感覚のあるクラスターを 
  「リファイン・フォーマル」 
 とし、それぞれの割合を求めてみました。 
 
 分類した結果、マトリックスの左側を占めるカジュアルな感覚クラスター
が、6割を超えており、シニアマダム層にも、カジュアルなファッションが
かなりの割合で支持されていることが伺えます。反対に、マトリックス右側
のフォーマルな感覚は4割弱となりました。盛夏の時期ということで、ラフ
でカジュアルなスタイルが求められがちであったことを加味しても、銀座＝
フォーマルスタイルという従来の意識とは異なる状況が生じていることが分
かります。 
 
 カジュアルな感覚クラスターで注目したいのは、トレンドのファッション
を取り入れて、若々しい着こなしを体現している、A. 「アクティブ・カジ
ュアル」層の割合が3割近くも占めていることです。綿や麻のさらっとした
上質な白シャツにチノパンをロールアップして履くなど、シンプルでベーシ
ックでありながら、凛として上品な雰囲気のコーディネートなどをみると、
若い頃からさまざまなファッションにトライし、自分にほんとうに合った美
しい装いを熟知しているのだろうなァと想像して、あこがれます。 
 
 また、チュニックやスエット素材のワンピースにレギンスなど、ヤングフ
ァッションと同じようなアイテムを生き生きと身にまとっているシニアマダ
ムも少なくなく、おしゃれは若い人だけのものではないということを、教え
てもらうような気がしました。   
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33.5％ 
コンサバティブ・カジュアル 

カジュアル 

オーソドックス 

フォーマル 
27.3％ 

アクティブ・カジュアル 

28.4％ 
オーセンティック・フォーマル 

10.8％ 
リファイン・フォーマル 

テンポラリー 



 
  C.「オーセンティック・フォーマル」のクラスターは、3割弱を占め、銀座の 
 代表的なスタイルとして位置づけることができます。レース素材のジャケット 
 と白のパンツの組み合わせ、上品な花柄や水玉のワンピースやツーピースなど、 
 ‘よそ行き’という言葉にふさわしい着こなしが見られました。銀座が晴れの 
 場所であり、おめかしをして楽しんで足を運ぶエリアということが、装いから 
 も見ることができます。また、和装（4.5%）もこのクラスターに含めましたが、 
 浴衣を除いては、銀座以外で和装を5%近くも見ることは現在の日本では皆無で 
 あり、ここにも銀座のマダムファッションの特徴が現れているように思えます。 
 
  最後に、銀座を歩くシニアマダム層のなかで、ひときわ目立っていたのが、 
 D.「リファイン・フォーマル」のクラスターです。その割合は1割と少ないな 
 がらも、美しい白髪をアップにし、ミニ丈のシルクワンピースを着た女性や、 
 コットンストライプのシャツワンピースを、ウエストをぎゅっとマークして、 
 ブランドのバッグをさりげなく合わせた女性などがいて、体型やしぐさなどを 
 含め、まるで女優さんのような雰囲気のあるマダムたちは、すれ違うシニア 
 マダムたちの羨望の対象ともなっていました。こうした素敵なマダムが銀座の 
 シニア・ファッションにどれだけ貢献していることでしょうか。 
  
 

 
 
 シニアマダム層で最も多いクラスターの、B.「コンサバティブ・カジュアル
」では、Tシャツにオーバーブラウス、ストレッチ素材のパンツの組み合わせな 
ど、肩の凝らないリラックスしたコーディネートが目立ちますが、ブラウスと 
Tシャツの色を揃えたり、薄手のジャケットと同系色のバッグとサンダルにす 
るなど色や柄に配慮したトータルコーディネートなどが見られ、カジュアルだ
からといって、手を抜いている訳ではなく、くつろぎながらもおしゃれを楽し
む姿勢がみられました。 

          シニアマダム図鑑in銀座 
 
 今回の調査では、イラストレーターの松尾葉子が、銀座観察をもとに、
リアルで味わい深いイラスト表現により、シニアマダムの描写を試みまし
た。 
 これらのイラストからは、シニアマダムたちのファッション-好きなア
イテムやコーディネート、小物使い、ヘアスタイルやメイクの特徴-をは
じめ、しぐさ、身振り、表情、体型などの外見的な特徴、さらには、友人
との関わり方、趣味や興味内容、ふだんの生活の過ごし方などのライフス
タイルまでもを推測可能なものにしてくれます。 
 
 イラストは、おひとりさま編、友人編、親子編、夫婦編、などのカテゴ
リー別に示しました。 
 さらに、本稿の最後で分析を行なった、（テイスト×マインド）マト
リックスに従って、A1〜AA4の「アクティブ・カジュアル」、B1〜B3の
「コンサバティブ・カジュアル」、C1〜C2の 「オーセンティック・
フォーマル」、D1〜D3の 「リファイン・フォーマル」に分類をしました。 
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 まとめ 
 
 
 
 

 今回の銀座でのシニアマダム調査を総括すると、次のような傾向がうかが
えました。 
① T.P.O.の使い分けが明確 
 第一に、シニアマダムの装いから、どういった目的で銀座に訪れているの
かが明快なケースが多く見られました。具体的には、観劇や画廊巡りとおぼ
しきマダムたちの上品でエレガントな装い、友人たちとの買い物や食事にお
ける、カジュアルで活動的な装い、娘と服のテイストや色を揃えたトータル
コーディネートの採用などです。おそらく、クローゼットを前に、お出かけ
にふさわしい服を選んで着るという、心のこもった気持ちが装いに反映して
いる結果ということが推測されます。 
 
② 銀座らしさの装いへの現れ 
 シニアマダムの装いは、ヤングやミセスのファッションに比べ‘銀座らし
さ’を感じさせる点が特徴です。シニアマダムたちは、銀座は、少しおめか
しをして出かける場所と認識し、そうした場にふさわしい装いをすることに
積極的な姿勢を示してくれています。ともすれば、カジュアルなスタイルで
どこでもOKと思いがちな私たちに重要なヒントを与えてくれます。 
 
③トレンドにふりまわされない 
 原宿や渋谷の若者のファッションを調査すると、トレンドを重視するあま
り、みなおしゃれではあるものの、どこか均質で凡庸な印象を最近感じます。
特に2000年代半ば以降から注目されているファストファッションの蔓延で、
誰もがトレンドのアイテムを気軽に入手できるようになり、ファッションの
フラット化が進んでいます。一方、シニアマダムたちのファッションをみる
と、装いが‘かぶる’ことなく、それぞれのおしゃれを楽しんでいます。ト
レンドにふりまわされずに、ファッションを享受する姿勢は、学ぶべきとこ
ろがたくさんあり、トレンドが疲弊化しつつある現在の状況に風穴をあけて
くれるきっかけになりそうにも感じます。 
 
④ 自分の装いを楽しむ工夫 
 シニアマダムたちは、トレンドではなく、自分の装いを楽しむ点にしっか
りした軸を立て、年齢や体型、健康状態、経済力などにみあった、そして
T.P.O.にあった服を選ぶ才能に長けています。それは、長い人生経験から、
さまざまなファッションを取捨選択し、自分にふさわしい装いを熟知してい
るからに他なりません。 

＜高齢マダムにみる好例ファッッション＞ 
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 総務省がまとめた高齢者推計人口によると、2012年現在の65歳以上の人
口は3,000万人を超え、総人口に占める割合も24.1％となり、過去最高を
更新し続けています。男女別では、65歳以上の男性の割合は21.2％、女性
は26.9％であり、女性の3～4人に一人はシニアマダム世代ということにな
ります。 
 こうした、人生の先達であり、そして豊かなファッション・エキスパー
トたちの装いは、これからのライフステージを歩むフォロワーにとって、
今後のファッションの方向性を検討するうえでも、さまざまな英知を与え
てくれるものであり、今後もさらなる調査分析が必要なテーマだと考えま
す。 



 
 
 今回の銀座・シニアマダムファッション観察から読み取れる高齢者の感覚 
のクラスター化を〈テイスト×マインド〉マトリックスを基に試みてみます。 
先に示した4つのファッションクラスター 
 
A.「アクティブ・カジュアル」 
B.「コンサバティブ・カジュアル」 
C.「オーセンティック・フォーマル」 
D.「リファイン・フォーマル」 
が、感覚クラスター化の手掛かりとなります。 
 
A.「アクティブ・カジュアル」 
 高齢者の感覚域を拡張させるファッション要因として注目されるものがこ 
 の「アクティブ・カジュアル」で、各人がトレンドを取り入れながら「自 
 分らしさ」を自由に表現してゆくものです。ベーシックなポジションとし 
 て、A1が挙げられ、少しでもアダルトマインドを持ち、コンテンポラリー 
 な感覚を採り込み若々しくふるまく感覚クラスターとなるものです。 
 A1よりも、もっとアグレッシブ寄りのテイストを志向する高感度型の感覚 
 クラスターA2もみられました。このA2はこれまでの高齢者には少ないもの 
 の、これからの団塊世代の高齢女性の登場と共に、増えてくると考えられ 
 ます。さらにマインドがもっと若いヤングアダルトマインドを志向する感 
 覚クラスターA3や、一気にマインドをヤングマインドまで下げて「かわい 
 い」をふるまう感覚クラスターA4までも見られました。A4は逆に高齢者 
 だからこそ豊かなふるまいの可能性につながる翁童思想的な感覚となりえ 
 るのではないか、と思われます。 
 いずれにしても、銀座では、これらの「アクティブ・カジュアル」を通し 
 て、高齢者の拡張する感覚クラスターを実感することができます。 
 
B.「コンサバティブ・カジュアル」 
 一方、コンサバティブ・カジュアルは、銀座で最も多く見られるファッシ 
 ョンクラスターですが、大きく3つの感覚クラスターが読み取れます。 
 基本となる（高齢者にふさわしい）B1、アダルトマインドを志向するB2、 
 さらにヤングアダルトマインドを志向するB3と、テイストは変わらずに、 
 マインドが多様化してゆく感覚クラスターの傾向が窺えます。 
 
C. 「オーセンティック・フォーマル」 
  基本的にオーセンティック・フォーマルは、高齢者にとって〈コンサバ 
 ティブ×アダルトマチュア〉C1の感覚クラスターに対応するものですが、 
  

 このような感覚=ライフセンスの拡張化は、これからの高齢者の高揚感覚 
研究にあっては、大きな前提となるものといえるでしょう。 

 
 銀座ではもう少しマインドが若いアダルト域を志向する感覚クラスター 
 C2も見られました。 
 
D. 「リファイン・フォーマル」 
 このファッションクラスターは銀座という舞台にふさわしいもので、アダ 
 ルトでコンテンポラリー感覚も採り入れるD1に位置する感覚クラスターと 
 なるものです。さらにマインドはそのままに、テイストをスライドさせて 
 アグレッシブ域まで含む感覚クラスターD2や、テイストを変えずにマイン 
 ドを下げるD3の感覚クラスターも見られます。 
 

■ＵＰＰＥＲ65 感覚クラスターマトリックス 

＜テイスト×マインド＞マトリックス化の検討 
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＜調査研究分析・メンバープロフィール＞ 

 
1943年生まれ。プロジェクトプランナー。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。東京芸術大学
大学院美術研究科建築専攻修了。同大学助手を経てプロジェクトプランニングオフィス
「M.T.VISIONS」主宰。〈建てない建築家〉を標榜し、広汎な知己力と旺盛な構想力を駆使して、
戦略的視点に立つ都市・建築・住宅分野のプロジェクトに取り組んできた。2000年より、都市・
建築を「伝える」、「論じる」、「表す」、「現す」ことに専心。時代の大きな変動に向き合い、
〈建てない建築家〉の真骨頂を発揮していく。家を伝える本シリーズ「くうねるところにすむと
ころ」で第2回芦原義信賞を受賞。（2006）。近年、カワイイデザイン研究に力を注ぐ。主な著
書に、「アーバン・フロッタージュ」（住まいの図書館出版）、「感応」（用美社）、「感性工
作者の日常発想」（三省堂）、「家のワークショップ」（ワールドフォトプレス）、「これから
のくらしとあかり」（エクスナレッジ）、「カワイイパラダイムデザイン研究」（平凡社）など
がある。 

 
1972年栃木県生まれ。共立女子大学大学院家政学研究科修士課程修了。首都大学東京大学院人文
科学研究科博士後期課程修了（社会学博士）。共立女子短期大学助手を経て、現在、共立女子短
期大学生活科学科准教授。ストリートファッションの定点観測に基づく若者文化、および色彩、
生活デザインの研究を行なっている。著書に「ストリートファッションの時代 今、ファッショ
ンはストリートから生まれる」（明現社）、「徹底図解 色のしくみ」（新星出版社）、「スト
リートファッション論―日本のファッションの可能性を考える」（産業能率大学出版部）などが
ある。 

 
1978年東京生まれ。葉山育ち。セツモードセミナー卒。 
絵描き・イラストレーター・絵ハガキスト 
四季折々の植物・風景・食べ物や、人・猫・認知症の父をコミカルに描いたハガキ大の絵日記、
カフェのメニュー・ポスター等…「何でも描きます」のスタンスでやっている、「濱の絵ハガキ
スト」です。 
挿絵の仕事に「これからのくらしとあかり」などがある。 

◆真壁智治（まかべ・ともはる） 

◆渡辺明日香（わたなべ・あすか） 

◆松尾葉子（まつお・ようこ） 
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