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The present study examined the incentive for adhering to clothing norms developed in class. 
The study recruited 116 high school students who wear casual clothes to school to answer a 
questionnaire about clothing norms. The result of regression analysis indicated that students 
who considered themselves stylish or who liked their class frequently wore clothes similar to 
those of their classmates. Interestingly, the less stylish the students considered their class, the 
more frequently they adhered to these norms. 
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 着装規範とは，衣服と着用者・着用場面の関

係に対する暗黙のルールであり(内藤・小林，

2001)，人々はそれを意識して生活している。例

えば，結婚披露宴などのフォーマルな場面では，

社会的な地位や立場を重要視するために服装

が強く意識される(福岡・高木・神山・牛田・阿

部，1998)。職場においては，人々は自身の服装

を操ることが良い結果をもたらすという信念

を持っているという(Peluchette, Karl, & Rust, 
2006)。学校内で生まれる着装規範を検討した研

究は数少ないが，制服着用が義務付けられてい

る学校の生徒を対象とした調査では，高校生は

自己アピールや流行を意識した衣服がふさわ

しいと考えていることが示されている(内藤，

2014)。さらに，制服を着装する高校生を対象と

した調査では，制服着装行動は「かっこよく・

かわいく着こなしたいという自己呈示的な動

機」や「対人的な不安に起因する一種の同調的

な反応」の現れであることが示されている(古
結・松浦，2012)。では，私服着用が許されてい

る高校で服装を学級内で統一しようとする場

合には，どのような要因が関連しているだろう

か。 
第一に，服装統一が生起する生徒自身の動機

として，服装テーマを着こなす自信と，独自の

服装を考えることを回避する欲求が考えられ

る。まず，統一される服装が私服である場合，

様々な服装テーマに全般的に対応できなけれ

ば「かっこよく・かわいく着こなしたいという

動機」(古結・松浦，2012)を満たすことはできな

い。よって，おしゃれ全般に対する自信が，規

範遵守の要因になると考えられる。しかし，制

服を支持する高校生は「制服は楽で悩まなくて

良い」という理由を最も多く挙げていたことか

ら(村田・渡辺，2004)，私服を自由に選択できる

状況において日々の服装を考えることを面倒

に感じた結果，規範を遵守したという可能性も

ある。 
第二に，服装統一が学級内で生起する際には，

生徒が自分の学級に対してどのような評価を

しているかも重要な要因の一つとして考えら

れる。青年期の友人関係では，異質な存在にみ

られることに対する不安が，学生の友人関係満

足度を低める可能性が指摘されている(髙坂，

2010)。好きな服装を着る自由を捨てて学級内の

規範を遵守するのは，学級内の生徒から異質に

思われ，結果として嫌われることを回避したい

という願望の現れである可能性がある。また，

「自分はこの集団の一員だ」という集団アイデ

ンティティ(e.g., 尾関・吉田，2009)を確かめた

いという誘因があるかもしれない。しかしこの

点については，中学生から大学生へと年齢が増

すにつれて「みんなと同じようにする」付き合

い方は減少するという主張もあり(落合・佐藤，
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1996)，必ずしも集団からの逸脱を恐れて服装を

決めているとは限らないだろう。 
以上の議論より，制服着装規範ではなく，学

級内で生まれた私服の着装規範には，生徒側の

動機と，自身の学級に対する評価が関連してい

ることが考えられる。よって，本研究では質問

紙調査を実施し，着装規範を遵守する要因を探

索的に検討することとした。なお，高校生は，

校内での服装に自己アピールを意識し(内藤，

2014)，かっこよく・かわいく着こなしたいと考

えている(古結・松浦，2012)。制服でない服装を

校内で統一させることは，同じ学級の生徒だけ

でなく，学級外の他者に対するアピールにも繋

がる可能性がある。よって，着装規範に沿った

着装を誰に見せたいかについても探索的検討

を行った。 

方 法 

調査時期・調査対象者 

 2021 年 11 月に，高校 3 年生 3 学級に対して

無記名・個別記入形式の質問紙調査を実施し，

116 名から回答を得た。 
 調査対象者が所属する学級では，それぞれの

学級内で服装テーマが決められることがあっ

た。なお，必ずしも全員がこのテーマに沿った

ものを着装するとは限らなかった。 
質問項目 

統一された服装の着装頻度 学級内で服装

テーマを決めた際に自分が「その服装」を着装

する頻度(「0(割)」〜「10(割)」)を回答させた。 

生徒側の動機 「私には，おしゃれに関する

センスがあると思う(以下，「おしゃれ自信」と

する)」「私は，学校で過ごす時の服装を自分で

決めるのを面倒に思う(以下，「服装決定面倒」

とする)」のそれぞれについて，「1. まったくあ

てはまらない」〜「6. とてもあてはまる」の 6

件法で回答させた。 

自身の学級に対する評価 「私は，このクラ

スが好きだ(以下，「学級への好意」とする)」「私

は，このクラスの生徒に嫌われたくない(以下，

「嫌われ回避」とする)」「私は，このクラスの

一員だと強く実感している(以下，「学級の一員」

とする)」「このクラスは，他の同学年のクラス

より優れている(以下，「学級優越感」とする)」
「このクラスには，おしゃれに関するセンスが

あると思う(以下，「学級おしゃれ」とする)」の

それぞれについて，前項と同様の 6 件法で回答

させた。 

統一された服装を見せたい対象 以下の質

問項目については，割合を「0」と回答した者 4
名を除いた上で回答を求めた。まず，学級内で

服装テーマを決め，自分が「その服装」を着装

したとき，誰に見てもらいたいかを回答させた。

具体的には，「同じ学級の生徒」「他学級の生徒」

「後輩」「教員」のそれぞれに対して見てもらい

たい順(「1」「2」「3」「4」)を回答させた。また，

「その服装」を SNS にアップした頻度(「0(割)」
〜「10(割)」)を回答させた。「写真をアップする

SNS をやっていない」場合には別でチェックを

入れさせた。 

倫理的配慮 

 調査実施にあたり，「回答には自由意志が尊

重され，回答中止による不利益は一切ないこと」

を質問紙上に明示し，口頭でも同様の説明を行

った。 

結 果 

回答における欠損数が異なったため，以降は

各項目について分析対象者数を示す。 
記述統計量 

各変数の平均値，標準偏差，変数間の相関係

数を Table 1 に示した(N = 108)。見せたい対象に

Table 1 各変数の平均値，標準偏差，変数間の相関係数 

変数 M SD 1 2 3 4 5 6 7 

1 着装頻度 8.47 2.72 -       

2 おしゃれ自信 2.87 1.34 .32 *** -      

3 服装決定面倒 3.65 1.65 -.16   -.20 * -     

4 学級への好意 4.77 1.42 .50 ***  .08  -.07 -    

5 嫌われ回避 4.61 1.39 .37 ***  .07  -.06 .57 *** -   

6 学級の一員 4.13 1.46 .40 ***  .15  .02 .76 *** .60 *** -  

7 学級優越感 4.14 1.39 .31 ***  .07  -.11 .53 *** .48 *** .58 *** - 

8 学級おしゃれ 4.27 1.16 .06  .02  -.07 .38 *** .24 * .27 ** .43 *** 

N = 108 ; * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 



相田(2022). 容装心理学研究, 1(1), 63–66. 
 

- 65 - 
 

ついて平均値および「各対象を 1 番目に選んだ

人数」を算出した結果(N = 91)，同じ学級の生徒

(M = 1.22, SD = 0.51)は 75 名，他学級の生徒(M 
= 1.89, SD = 0.43)は 14 名，後輩(M = 3.18, SD = 
0.59)は 2 名，教員(M = 3.71, SD = 0.52)は 0 名で

あった。SNS アップ(N = 105, M = 3.78, SD = 3.82)
について，5 名が「SNS をやっていない」と回

答した。 
重回帰分析 

 着装頻度を目的変数とした重回帰分析を行

った(Table 2 ; R2 = .372, F(7, 100) = 8.456, p < .001)。
おしゃれ自信(β = .271, p = .001)，学級への好意

(β = .488, p < .001)，学級おしゃれ(β = -.186, p 
= .042)の係数が有意であった。 

考 察 

はじめに，生徒は，統一した服装を同じ学級

の生徒に最も見てもらいたいことがわかった。

SNS にアップする割合は 4 割弱かつ，SNS 自体

をしていない本調査対象者が 5 名であったこと

を踏まえると，学級内で服装統一を確認し合う

ことが相対的に重要視されている可能性が示

唆される。 
次に，おしゃれに対する自己評価の高さが着

装要因の一つとなっている一方で，自分の服装

を決めるのが面倒だから服装を合わせている

わけではないことが明らかになった。高校生は

自己アピールを意識した衣服がふさわしいと

考えているため(内藤，2014)，おしゃれに関する

センスがあると自認している者ほど，自己アピ

ールの場として服装統一に参加している可能

性がある。 
学級に対する評価の中では，好意のみが着装

頻度に正の影響を及ぼしていた。年齢と共に

「みんなと同じようにする」付き合い方が減る

だけでなく(落合・佐藤，1996)，互いの相違点を

認め合い尊重するようになるため(榎本，1999)，
高校生は服装統一しないことによるリスク(嫌
われるなど)ではなく，純粋に自身が学級を好い

ているという理由によって服装を合わせてい

たことが示唆される。 
興味深いことに，学級全体に対しておしゃれ

のセンスがあるという認識が着装頻度に負の

影響をもたらしていた。加えて，自己のおしゃ

れセンス認知と学級のおしゃれセンス認知と

の間に有意な相関は見られなかった(r = .02, p 
= .82)。学級におしゃれのセンスがないと認知し

ている者ほど，統一すべき服装を他者よりも着

こなせると考え，結果として高い頻度で着装し

ていた可能性が考えられる。 
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本研究では，学級内で生まれた着装規範を遵守する誘因について検討した。私服が許可されている
高校の生徒 116 名に対して，着装規範に関する質問紙調査を実施した。重回帰分析を行った結果，
自身におしゃれのセンスがあると認識していたり，自らが所属する学級のことが好きであったりす
るほど，同じ学級の生徒と服装を合わせていたことが示された。興味深いことに，自身の学級にお
しゃれのセンスがないと認識しているほど，規範に沿った服装を着用していることが示された。 
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