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概要：本研究では、先行研究で用いている数種類の評価観点を引用し、現代大学生の和服観をア
ンケート調査にて調べ、和服を非日常で使う特別な衣装から、日常生活で使える普段着のような
新しい立ち位置へと見出すためにはどんな要素が必要であるかを考察していく。 
キーワード：和服観、現代大学生の男女、和服市場、着物 
 
1. はじめに 
　本研究では、現代大学生の和服観をアンケート調査にて調べ、和服を非日常で使う特別な衣装
から、日常生活で使える普段着のような新しい立ち位置へと見出すことができるのかを考察して
いく。具体的には先行研究で用いている数種類の評価観点を引用し、ここでは「H1.着やすさを
重視し、着衣後は少し動きにくく、身体のラインが見えにくいなどの和服の特徴を大きく残した
『着物に見えるような洋服』であれば、普段着として受け入れられる。」または、「H2.動きや
すく、日常で使う洋服と同じ立ち位置（非日常感をなくした）として示すことができ、和服の特
徴はあまり残さないが『着物っぽく見える洋服』であれば、普段着として受け入れられる。」と
いう2つの仮説をたて、現代大学生の男女を対象にアンケート調査を実施。その後、先行研究と
の比較をし、検証していく。 

2. 本研究の動機・和服市場の現状 

2.1 本研究の動機 
　今回なぜこの研究を始めようと考えたきっかけとして、普段日常生活で着物を着ている人は街
並みを見渡していると明らかに少ない。また、現代社会で着物などの和服は特別な日や行事ごと
にて着ることが多いという人がほとんどだと考える。だが、今回新型コロナウイルスの影響でさ
らに着物を着る機会が減ってしまい、着物離れがさらに加速してしまっているのではないだろう
か。その着物離れという問題の打開策を見出したいということから、この研究をしていきたいと
考えた。 

2.2 和服市場の現状 
　現代の和服市場は年々市場規模が縮小傾向にあり、和服市場でピークであった1980年度から
2019年度の40年間で約8割以上も減少している。縮小傾向へと繋がった要因として、衣服のカ
ジュアル化、若者の着物離れなどが挙げられる。1さらに新型コロナウイルスの影響によって成
人式や結婚式、お祭りなどの和服を着る機会が減り、和服市場にとって大きな打撃となり、更な
る市場規模の縮小が予想され、和服市場は大きく影響を受けているのが現状である。 

3. 先行研究のレビュー 
1 東洋経済オンライン「コロナ禍で「着物」が苦境、バイセル急伸の裏側」 
（https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20210111-00402215-toyo-column） 
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　先行研究では、”1980年代の女性の和服に対する意識や行動”の中から和服の高級化、趣味化、
ファッション化現象を促す諸要因を探り、和服がどのような意味を持っているのか、その価値観
を明らかにするために調査を行っている。実用性、社会性、審美性、ファッション性の4つの和
服の機能の評価観点から、和服の高級化、趣味化、ファッション化は傾向を強めていくものだと
明らかにした。また、和服は1980年代の女性にとっては儀礼用として、おしゃれ用としてフォー
マルな場面では最もふさわしい衣服として重視されていることも明らかとなっている。 
　本研究と先行研究との違いは、次の2点である。 

1. 先行研究では調査を女性のみとしていたが、本研究では現代大学生の男女を対象として
調査実施。 

2. 新たに評価観点として着物の参入に対する心理的項目を追加して調査を実施。 

4. 研究のアプローチ 
　本研究は先行研究の4つの評価観点を引用して、主に14個の項目を5つの尺度でアンケート調査
を実施する。その際に次の2点の仮説をたてる。 

a. H1.着やすさを重視しているが、着衣後は少し動きにくく、身体のラインが見え
にくいなどの和服の特徴を大きく残した「着物に見えるような洋服」であれば、
普段着として受け入れられる。 

b. H2.動きやすく、日常で使う洋服と同じ立ち位置（非日常感をなくした）として
示すことができ、和服の特徴はあまり残さないが「着物っぽく見える洋服」であ
れば、普段着として受け入れられる。 

　和服を日常生活で普段着のような新しい立ち位置に見出すにはどんな要素・要件がが必要にな
るのかを明らかにしていく。これらの仮説を検証するためにGoogleFoamを使用し、現代大学生
の男女を対象に2021年1月12日から一週間実施し、女性77人、男性65人、合計142人から回答を得
ることができた。 
 

5. 調査結果 
　今回、それぞれ4つの評価観点を14個の項目を集計し、結果を横棒グラフで示した。 
　実用性の観点では、「着物は動きづらくて肩がこるので着たくない」という項目に関して、半
数以上がそう思うという回答をしており、また、「手間や技術がいるので普段着ようとは思わな
い」に関しては、105人はそう思うと回答をしている。以上のことから、実用性の観点は現代大
学生では低評価が多く見られる。
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図1．実用性の評価観点の横棒グラフ 

 
　社会性の観点からは、「身内の葬式には和服が一番ちゃんとした格好である」に関してそう思
わないと回答した人が60人、「あらたまった場所では最もふさわしい」に関しては107人がそう
思う、まあそう思うという回答を占めていた。以上のことから、社会性の観点は高評価が多く見
られる。 
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図2　社会性の評価観点の横棒グラフ 
 
　審美性の観点からは、「肌を隠すことで女性の美しさが演出される」に関して、はそう思う
と、まあそう思うなどと回答した人は101人、約7割を占めていた。また、あとの2つの項目は約9
割がそう思う、まあそう思うと回答している。以上のことから、審美性の観点は高評価が多く見
られる。
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図３．審美性の評価観点の横棒グラフ 
 
　ファッション性の観点からは、「いつもの自分とは違った気分になれる」に関しては約9割、
「上手に着こなしている人を見ると羨ましい」に関しては約8割の人がそう思う、まあそう思う
と回答をしている。また、「着物は持っているだけでも十分楽しいものだと思う」に関しては、
約半数の人がそう思う、まあそう思うと回答しており、ファッション性の観点では高評価が多く
見られる。 
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図4　ファッション性の評価観点の横棒グラフ 
 
　そして最後に、新しく着物へと開拓する場合の心理的な部分を調査したところ、グラフを見て
わかる通り、85人がそう思う、まあそう思うと回答しており、心理的なハードルは現代大学生に
はあるということが見てわかる。

図5　新規開拓に対する心理的評価観点の横棒グラフ 
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　また、今回仮説から、もし普段着として選ぶならどちらの服を選ぶかどうかについての項目を
調査した。結果では動きやすさを重視した「着物っぽく見える洋服」が6割、着やすさを重視し
た、和服の特徴を大きく残している「着物に見えるような洋服」が4割といった回答が得られ
た。 

図6　普段着で着用する場合の回答のグラフ 
 
　以上の結果が今回のアンケート調査にて得られたものである。 
 

6. 先行研究との比較・考察 
今回のアンケート調査結果から得られた回答と先行研究で得られた回答を比較をし考察をして 

いく。 
　実用性の観点から比較をしたところ、全体的に見ると先行研究と共に低評価であるように見ら
れる。だが、細かく比較をしていくと先行研究との違いが多く見られた。まず「経済的である」
という項目に関して、先行研究ではそう思うという高評価が多いように見られるのに対し、現代
大学生ではまあそう思う、あまりそう思わないといった低評価が多かった。これに関して、現代
では安くて手軽に買える衣服が増えている。そのことから影響を受けたのではないかと考えられ
る。また、「寒い日などで着たいと思う」という項目に関して、先行研究では高評価が多く見ら
れるが、今回の調査において低評価が多く見られた。このような結果がもたらした要因として
は、和服に用いられる材料が影響していると考えられる。最近では洗濯ができる着物などが登場
しており、化学繊維が多く使用されていたりと、時代の背景から影響を受けたと考えられる。 
　社会性の観点から比較をしたところ、あらたまった場所での着物の着用に関しては、ふさわし
いと思うとされるという回答が先行研究とどちらも高評価が見られた。だが、身内の葬式などで
の着用に関しては、現代大学生にとってはそうではないという回答が多くあり、先行研究と現代
大学生では時代の変化によって意識に違いが生じたと考えられる。 
　審美性の観点から比較をしたところ、先行研究と現代大学生の評価は全体的に見ても、細かく
見ても同様に高評価であった。これには和服は日本独自の伝統的文化を引き継いだからこそ得ら
れた結果なのではないかと考えられる。 
　ファッション性の観点から比較をしたところ、審美性の観点と同様に先行研究と現代大学生の
評価は全体的に見ても、細かく見ても高評価が見られた。また、ファッション性に関しては、先
行研究との差があまりなく、現代大学生の和服に対する意識や、行動からでは1980年代の女性と
変化はないことがわかった。これに関して、ファッション性も伝統的な文化が影響を受けている
と考えられる。着用の仕方、経済面などは昔と比較しても大きな変化というものは見られない。
大きな変化となると、材料面や和服の柄などは年々消費者のニーズに合わせて変化はしていると
考えられるが、それ以外の観点から見ると大きな変化がないことで、この結果に影響を受けてい
ると考えられる。 
　また、全体的に比較をしたところ、先行研究と現代大学生の和服に対する意識、行動には大き
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な変化というのは見られなかった。今回の時代の背景によって実用性、社会性の観点からは影響
を受け、多少の変化があると考えられるが、基本的にはどちらの対象も和服に対する意識、行動
には大きな変化がなく、現代大学生は先行研究と変わらない和服観だと考えられる。また、現代
大学生の和服観において高級化、趣味化、ファッション化の傾向は強いと考えられ、これらのこ
とが比較してわかったことである。 
 

7. 仮説検証 
　表1はアンケート調査にて得られた普段着として選ぶものごとで和服観尺度を算出し、t検定を
行った結果である。これらの結果を通して、現代大学生の和服観に対し、和服を非日常で使う特
別な衣装から、日常生活で使える普段着のような新しい立ち位置へと見出すための要素として
は、着やすさを重視した「着物に見えるような洋服」が普段着として受け入れられると考えられ
る。 
　だが、調査結果や表1などを見ると、動きやすさを重視した「着物っぽく見える洋服」という
要素が含まれているものが普段着として受け入れられるという回答が多く、表1では「着物は働
きづらくて肩がこるので着たくない」と「着物を着るとき「着こなさないといけない」や「この
時に着るべきだ」という固定観念がある」の2つの項目において、着やすさを重視した着物に見
える洋服を選んだ人よりも、有意に平均値が高い。つまり、全体の63%を占める「動きやすさを
重視する」層からすると、着物は経済的ではなく肩が凝る着衣であり、暖かいとも思えない一方
で着こなすにはしっかりいと着こなさないと恥ずかしいと感じるファッションへの態度がみてと
れる。和服観から要素を見出してしまうと、現代大学生にとって心理的なハードルの部分で乗り
越えられないと考えられる。 
 
表1　普段着として選ぶものごとで和服観尺度を算出し、t検定を行った結果 

*そう思う5---1そう思わないとして平均値を算出している。 
 
　以上のことから、「着やすさを重視した『着物に見えるような洋服』」としての和服を好む割
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着やすさを重視 

「着物に見えるような洋服」 
動きやすさを重視 

「着物っぽく見える洋服」  T.TEST(p-value) 

着物は、流行り廃りが少ないので、洋服より長
く着用できるから経済的だ  3.21  2.83  0.058 

着物は働きづらくて肩がこるので着たくない  2.83  3.43  0.009 

着物を着ると暖かいので寒い日など着たいなあ
と思う  2.63  2.16  0.017 

和服は、ひもを何本も結ぶとか、自分で帯の形
を整えなければならないとか手間や技術がいる
ので、普段着ようとは思わない  4.37  4.44  0.636 

身内の葬式にはやはり和服が一番ちゃんとした
格好であるといえる  3.12  2.69  0.051 

和服姿にはどことなく威厳があってあらたまっ
た場所では最もふさわしい  3.85  4.00  0.393 

着物は体の線を隠し、肌を隠すけれど、かくす
ことでかえって女性の美しさが演出されている  3.90  3.91  0.971 

手織りや手書きのものは、やはりつくったひと
の心がはいっていて、特別に味があると思う  4.54  4.61  0.551 

着物は形が一定であるが、その形は洗練されて
いて、非常に美しいと思う  4.48  4.40  0.581 

和服を着ると、いつもの自分とは違った気分に
なれる  4.44  4.60  0.282 

和服を上手に着こなしている人をみると羨まし
い  4.35  4.26  0.615 

着物はただ持っているだけでも十分楽しいもの
だと思う  3.50  3.24  0.309 

着物を着るとき「着こなさないといけない」や
「この時に着るべきだ」という固定観念がある  3.17  3.57  0.101 
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合は低いが、実際に和服に対して好意的な態度を示しているのは動きにくくても着やすさを重視
した着物に見えるような洋服の方である。したがって、新たな価値や機能をもった和服を売り出
していくと考えると、「動きやすさを重視した『着物っぽく見える洋服』」よりも「着やすさを
重視した『着物に見えるような洋服』」の方が望ましいという結論が得られる。 
 

8. おわりに 
　最後に、1980年代女性の和服観と現代大学生の男女の和服観は40年経った今でも変わらないと
いうことがわかった。だが、実際のところでは実用性という部分を懸念点としてしまうことが多
いことが問題として、着物離れというものは今後も進んでいくと考えられる。 
　今回研究を進めていく上で感じたこととして、現代社会の背景が関係していると考えられ、着
物にもカジュアル化というのが進んでいるように感じられた。SNSなどでは、着物の着方を工夫
して着こなしてアップをしていたりなど、関心度の部分は若者にもあるのではないかとも感じら
れる。そこで今後は、日常生活で使える普段着として受け入れられるのか、要素の部分や、心理
的な部分などを深堀していき、若者の着物離れという問題を解決する打開策を作り出すためにも
研究を続けていきたい。 
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