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概要：本研究では、自己肯定感の高い人物と低い人物では購買行動に違いが出るのか、又、それらに
関連があるのかを調べ、違いについて明らかにする。具体的には、衣服や装飾品の購入額の大小と
自己肯定感の高低には関連があるのではないかという仮説を学生 100 人にアンケート調査を実施し、
検証していく。
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1.

はじめに

本研究では、自己肯定感の高い人物と低い
人物では購買行動に違いが出るのか、又、それ
らに関連があるのかを調べ、違いについて明ら
かにする。具体的には、衣服や装飾品の購入
額の大小と自己肯定感の高低には関連がある
のではないかという仮説を学生 100 人にアンケ
ート調査を実施し、検証していく。

2.

研究の動機、背景

なぜこのような研究を行おうと考えたのかとい
うと、友人と「東京やデパートなどに行く際には
普段の服装よりもおしゃれだったり、気合いのは
いった服装で行きたい。」や「気を抜いた服装で
行くと自信がなくなる。気劣りしてしまう。」などと
いった内容の会話をした経験が発端である。自
分が身に付けているものによって自信がつき、
自己肯定感が上がるのではないかと考えた。

3.

は衣服で表現することの他に、自分を見つめ直
しスキルアップのための勉強を重視しているが
行動には移していない。しかし、4 年生は行動に
移し，理想的自己に近づこうと努力している様
子が認められた。
先行研究と本研究の違いは次の 2 点である。
1. 女子大生のみの研究であったため、本
研究では大学生の男女を対象とした。
2. 衣服・装飾品の消費額を考慮している。

先行研究のレビュー

先行研究は現代の女子大生の自己概念と被
服行動との関係を調査したものである。好きな被
服を着用することにより、高揚感や自信を得てい
ることが明らかになっている。
また、理想的自己に近づく方法として、１年生
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4.

研究手法

本研究におけるリサーチクエスチョンは「自己
肯定感の高低と衣服・装飾品の消費額の大小
の関係はどのように決まってくるのか」である。こ
の問いにこたえるために、表 1 に示す通り、4 つ
の消費タイプを設定した。というのも、自己肯定
感の高低だけで消費額の大小が決定してくるわ
けではないからである。実際、自己肯定感が高
いからこそ、より良いものを購入することもあれば、
低いからこそ良いものを購入して自信を持とうと
考える人もいる。以上のことから、表 1 に示すマ
トリックスがリサーチクエスチョンに対する仮説と
なる。
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表 1 自己肯定感×消費分類

自
己
肯
定
感
が
高
い

自
己
肯
定
感
が
低
い

てはまる、４：当てはまる）

消費大

消費小

１．
自分に自信があ
り、自分自身に対し
て価値を感じてい
る。
よって服・装飾品も
価値があると感じる
ものを選び、お金を
かける。

３．
自分自身に満足して
おり、身に着けるも
の自体の価値は重
要視しない。

２．
自分自身に自信が
ないからこそ、身に
着けるものによって
価値を自身の価値
を上げようとする。

４．
自分に自信がないの
で、身に着けるもの
にお金をかけようと
考えない。

このことを検証するために、GoogleForm を使
用し、麗澤大学の学生 100 人を対象に、自己肯
定感を測る尺度（吉森、2015）や自身が衣服・装
飾品に使う金額などを内容とするアンケートを
2019 年 12 月 8 日に実施し、男性 66 人、女性
34 人から回答を得ることができた。衣服・装飾品
に使う金額については、その人の経済状況に影
響を受けるため、次の 2 つの総合的に解釈して、
衣服・装飾品に使う金額の大小を決定した。
1. 娯楽（飲み会・友人とご飯など）に使う金
額と衣服・装飾品に使う金額の比率
2. 各アイテム（トップス、アウター、ボトムス、
靴、アクセサリー）に出せる最大額
また、表 1 に示す自己肯定感×消費分類の 4
分類の衣服に対する価値観を測定するために、
次の 2 つの質問を追加した。
1. 自分に自信がないので服や装飾品にお
金をかけたい。（１：当てはまらない、２：あ
まり当てはまらない、３：当てはまる、４：当
てはまる）
2. 自分が気に入っている服や装飾品（また
は高い服や装飾品）を着ていると自分自
身の価値が上がる気がする。（１：当ては
まらない、２：あまり当てはまらない、３：当
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5.

調査結果

まず、それぞれ単純集計した結果について示
す。図 1 は自己肯定感の高低を示したものであ
るが、本研究ではこれを「高い・低い」の 2 値に
変換して利用する。

図 1 自己肯定感（1 が低く、4 が高い）

図 2 一ヶ月に衣服・装飾品に使う平均額

図 3 一ヶ月に娯楽に使う平均額

自己肯定感と購買行動

石原春香

表 2 自己肯定感×消費分類ごとの衣服・装飾品に関する価値観の程度
件数
女性

男性

自己肯定感が高く消費も多い

5

14

自己肯定感が低く消費は多い

9

14

自己肯定感が高く消費は少ない

8

20

自己肯定感が低く消費も少ない

14

16

総計

36

64

衣服に関する価値観の平均値
全体

最終：自己肯定感と消費

自分に自信がないので服や装飾品
にお金をかけたい。

自分が気に入っている服や装飾品
（または高い服や装飾品）を着てい
ると自分自身の価値が上がる気が
する。

自己肯定感が高く消費も多い

2.00

2.74

自己肯定感が低く消費は多い

2.61

2.70

自己肯定感が高く消費は少ない

2.14

2.64

自己肯定感が低く消費も少ない

2.27

2.53

総計

2.26

2.64

自己肯定感が高く消費も多い

2.80

2.60

自己肯定感が低く消費は多い

2.67

2.89

自己肯定感が高く消費は少ない

1.88

2.88

自己肯定感が低く消費も少ない

2.43

3.07

総計

2.42

2.92

自己肯定感が高く消費も多い

1.71

2.79

自己肯定感が低く消費は多い

2.57

2.57

自己肯定感が高く消費は少ない

2.25

2.55

自己肯定感が低く消費も少ない

2.13

2.06

総計

2.17

2.48

女性

男性

図 2 と図 3 は衣服・装飾品の消費額と、娯楽
の消費額を示したものである。衣服・装飾品の
消費額の大小を分類するにあたっては、単純に
衣服・装飾品の消費額を用いるのではなく、娯
楽の消費額との比率を算出して、その値をもと
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に大小を分類する。
これらの結果をもとに、全体を次の 4 つに分類
し、衣服に対する価値観の平均値を算出したの
が表 2 である（全体と性別ごとに算出した）。
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6.

分析、仮説検証

アンケートの結果は男性の購買行動は、仮説
通りであったが女性はそうではなかった。この背
景には、生活費やその他の必要経費に費やし
てしまうお金が多く、自由に使えるお金が少ない
という経済力の低さの問題のあるのではないか
と考える。
全体的に男性より女性の方が、数値が高い傾
向にあったため、女性の方が衣服や装飾品によ
る見た目の変化が自己の自信につながるという
ことがわかった。男性においての衣服、装飾品
は自己を表すためのツールの１つであり、女性
にとっては充実感や自己実現のためのツール
の１つとなっていると考える。
最後に、この 4 分類ごとによく購入するブラン
ドを UserLocal にてテキストマイニングをした結
果を図 4 に示す。明確な傾向を得ることはできな
かったがタイプ 1（自己肯定感が高く消費割合も
高い）の人はユニクロ・GU ではあまり購入しない
と言える。

図 4 4 分類ごとのよく購入するブランドの共起ネ
ットワーク

7.

おわりに

自分自身に対して考えていることや何にいく
らお金を使うかなど、同じ回答をしている人はお
らず、自分に対してだけでなく、周りの事柄に対
してもそれぞれの価値観を持ち、それが消費に
関係していることがわかった。
研究を進めていく上で、アンケートで明らかに
しておきたかったことがいくつか出てきたので、
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アンケートを実施する際には目的をしっかりと明
確にしておくことが重要だと実感した。
今回の研究ではアンケート結果をもとに 4 つ
に分類していったが、どういう考えや価値観を持
ってそのような行動をとっているのかを明らかに
するために今後も研究していきたいと思う。

8.
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