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本研究では，大学生の通学交通手段と服装規範の関係性を検証するため，運動着やリラックスするとき

の服装としてジャージ･スウェットに着目した4つの仮説を措定し，関東の5つの大学の大学生を対象とし

たアンケート調査，観察調査，ならびに茨城県内高校3年生対象のアンケート調査を行った．その結果，

以下の知見を得ることが出来た．1)人目を気にする度合いが高い学生ほど「服装の規範(理想)」と「着て

いけるか(現実)」のズレは小さい，2)バス電車等の公共交通では「服装の規範」と「着ていけるか」のズ

レが小さい，3)理想と現実のズレが大きい大学では実際のジャージ・スウェット率が高くなる，4)ジャー

ジやスウェットを着ている大学写真の高校生によるイメージ評価は，普段着のそれよりも低くなる． 

 

  Key Words : student’s clothes, travel mode choice, social norm for clothing, sportswear and travel mode 
 

 

1. はじめに 

 

 衣食住は人間生活の基本要件である1)．中でも「衣」

は，毛皮を持たない人間の体温調節機能として重要な役

割を果たすのみならず，地位や職業を表したり，生活を

豊かに彩るものでもある． 

 我々は常に，その日の予定や訪問先を考えて服装を選

択する．この際，多くの場合，我々は社会的着装規範2)

（公的に定められてはいないが，大多数の人が従う着装

規範：以下「服装の規範」と呼称）を考慮している．人

前に出るときは整った服装を心がけるだろうし，目上の

人と会合するときには，運動着等のラフな格好は不適切

であろう．このような服装の決まり事は，制服など公的

に定められているものだけでなく，多くの人が従う社会

的規範としても存在している．このように，私たちの被

服行動は「服装の規範」によっても決定されるのである． 

 被服行動や着装規範に関する研究は，主に心理学や繊

維業界に関連した分野で進められている(例えば文献 3)．

また，大学生などの現代の若者の被服行動や自意識に着

目した記述的研究としては，牛田4)，岡田5)，松原6)な

どが報告されている．また，泉7)は，高齢者の着装感情

や服装への関心度と健康状態との関係報告している． 

 谷口ら 8)は，大学生の服装が大学の景観に与える影響

を定量的に計測し，リラックスウェア，運動着として多

用されるジャージやスウェットの着用は，大学の景観に

そぐわないと評価されることを報告している．また，ジ

ャージやスウェットで大学に通学する学生は，そうで無

い学生に比べ，授業への遅刻や授業中の居眠りが多く，

課題の提出等も遅れがちであり，服装が授業態度に関係

していることを示している．この中で，谷口ら 8)は通学

交通手段とジャージ･スウェットの着用率との関連性を

検証することを今後の課題として挙げている． 

 ここで，冠婚葬祭やビジネス，制服といった明確な服

装規範・服装指定が無い状況(例えば大学への通学やデ

パートでの買い物等)において，服装の規範が存在する

のか，存在するとしてその規範に従っているか否かをど

のように評価するのかについて考えてみたい．評価は，

自らが自分の服装をどう考えるかという主観的な評価と，

周囲との比較や社会的規範の度合いから調査者が評価す

る客観的評価の二つがあり得る．例えば銀座のデパート

に買い物や食事に行く場合，普段着よりもすこしきちん
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とした格好を心がけるのではなかろうか．つまり，多く

の人々は「銀座に買い物に行く」場合の服装の主観的な

規範を有していると考えられる．一方で，銀座で買い物

をしている人々の服装が，規範に従っているかを観察等

の方法で客観的に評価することは至難の業である．なぜ

なら，現代人の衣服の好みは極度に多様化しており，そ

の人の衣服が「普段着よりすこしきちんとした格好」で

あるか否かを判断することは非常に難しいからである．

ぼろぼろに穴の空いた鋲の付いたデニムをかっこいいと

感じる人もいるし，外出時は必ずジャケットにネクタイ

着用でないと落ち着かない人もいる．またある人はヒッ

ピーの格好をおしゃれだ，と評価するのが現代である．

個々人の服装の好みを考慮した着装規範の評価を観察調

査で客観的に行うことは困難なのである． 

そこで本研究では，一般に運動あるいはリラックスし

た時に着用すると考えられるジャージ・スウェットに着

目することとした．ジャージ･スウェットは，場合によ

っては「だらしない」と捉えられることもあり，フォー

マルな場で着用する人は少ないと考えられるため，明確

な服装規範・服装指定が無い状況における服装規範の有

無や服装許容度を観察調査にて計測するのに適している

と考えたのである．また，移動目的や年齢，職業によっ

ても服装規範は大きく異なると考えられる．これらを制

御するため，本研究では「大学生の通学」に着目するこ

ととした． 

大学生の立場で大学通学時の服装を考えると，大学は

本来学業の場であるので，理想としてはある程度きちん

とした服装で行かなければならない．が，現実的には面

倒くさい，今日くらいはまあいっか，と多少だらしない

服で行ってしまう状況は少なからずあり得る．皆がこの

ように考えると，谷口らの既往研究 8)より，大学内の景

観が悪くなる等の社会的悪影響にもつながりかねない．

これはいわゆる社会的ジレンマ状況である．また，我々

が外出するときには必ず服装を選び，かつ，必ず何らか

の交通手段を使用する．しかし，服装と交通手段の関係

性は既往研究8)からも明らかにされていない． 

よって，本研究では，明確なドレスコードが無く服装

の自由度が高いものの，本来的には学業の場である大学

を対象として，大学生の通学時の服装の理想と現実のズ

レを調査するとともに，そのズレと交通手段の関係につ

いて，関東近辺の大学の学生を対象としたアンケート調

査により定量的に把握することを目的とする． 

 

2. 作業仮説 

 

本研究では，既往研究 2)3)で定義されている以下の四

つの概念を用いることとした． 

1)公的自己意識：特に自己の服装や髪型など他者が観察

しうる自己の側面に注意を向ける意識 

2)服装の規範：公的に定められてはいないが，大多数の

人が従う着装規範 

3)服装許容度：その服を着ることができるかの度合い，

着ていけるか 

4)服装の理想と現実のズレ：「服装許容度」と「服装の

規範」 の差 

本章では，これらの概念を用いつつ，文献 8)で今後

の課題として挙げられている大学生の服装と通学手段の

関係性，ならびに服装が大学イメージに与える影響に関

する4つの仮説を措定した．以下にそれぞれについて詳

述する． 

(1) 仮説1：公的自己意識・服装の規範・服装許容度 

公的自己意識（以下，人目を気にする度合いとする）

の高い人ほど「服装の規範」と服装許容度（以下，

「『着ていけるか』」）の乖離（以下，ズレとする）は

小さくなる． 

人目を気にする度合いの高い人は大学に行くのにスウ

ェット・ジャージでもまあいっか，と思うことは少ない

のではないかと考えた．アンケート項目より通学手段別

に人目を気にする度合いとズレの大きさの間に相関があ

るかを検証する． 

(2) 仮説2：服装の規範・服装許容度のズレと交通手段 

「服装の規範」と「着ていけるか」のズレは交通手段

によって異なり，自転車が最も大きく，徒歩，クルマ，

バス，電車の順に小さくなる． 

仮説2は仮説1に基づくことで導かれる．他者に見ら

れる要素が強い公共交通である電車，バスは「服装の規

範」が高くなると考えられる．特に電車はより人目につ

くということでバスより高くなると想定した．また，自

転車は人目につくという点以外にも，運動要素を伴う交

通手段であり，汚れやすい等の要素も含んでいるので，

これらを考慮して「服装の規範」は一番低くなると考え

た．徒歩は自転車と同等の要素を含むが，運動要素も自

転車よりは低いので，この位置とした．クルマは運動を

伴うものではないが，公共交通ではないので，徒歩より

高く，バスよりは低く設定した． 

「今日は電車で登校するから普段着を着よう」という

ように人目につく交通手段（電車，バスなどの公共交

通）を利用するときの方が「服装の規範」と「着ていけ

るか」のズレが小さくなるのではないかと考えた．従っ

て，「服装の規範」と「着ていけるか」のズレは自転車，

徒歩，クルマ，バス，電車の順に小さくなるのではない

かと考えられる． 

(3) 仮説 3：服装の規範・服装許容度のズレと大学生の

ジャージ･スウェット着用率 
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「服装の規範」と「着ていけるか」のズレが大きい学

生が多い大学ほど，実際に学生のジャージ・スウェット

率が高くなる． 

ここで，ジャージ・スウェット率は，実際にジャー

ジ・スウェットで大学に来ている学生の割合のことであ

る．つまり，大学生アンケートで調査する「服装の規

範」と「着ていけるか」のズレが，実際に学生の服装選

びに表れているのかを観察調査を用いて調査する． 
 (4) 仮説 4：ジャージ･スウェット率と高校生の大学イ

メージ評価 

ジャージ・スウェット率が高い大学ほど，高校生から

の大学のイメージは悪くなる． 

 谷口らの研究により，ジャージ・スウェットでの登校

は，大学の景観に悪影響を及ぼすことが示されており，

大学の景観のイメージは直接，大学のイメージに置き換

えられるのではないかと考えた．そこで，大学のイメー

ジを最も強く描いていると思われる高校生を対象に大学

のイメージをアンケート調査し，仮説3で検証される実

際にジャージ・スウェットで大学に来ている学生の割合

と高校生からの大学のイメージに関係性があるのかを調

査する． 

 

 

3. 調査方法 

 

(1) 大学生アンケート 

a) 調査概要 

 仮説1と仮説2を検証するため，大学生を対象とした

アンケート調査を実施した．アンケートは仮説の妥当性

やアンケート調査項目の信頼性を確認するため，本調査

を行う前にプレアンケート調査を行うという二段階で実

施した．調査概要は以下の通りであり，表-1 に本調査

の対象大学，講義名，サンプル数，調査実施日を示す． 

i)プレアンケート調査  

調査対象：交通運輸政策を受講している学生 

実施日：5/19（木） 調査方法：質問紙調査 

サンプル数：77人 

ii)アンケート本調査 

・調査対象：東京大学，東京工業大学，慶應義塾大学，  

     筑波大学，東京理科大学 

・調査方法：質問紙調査 

・サンプル数：426人 

b) 質問項目 

アンケート本調査では表-2に詳述する以下の5項目に

ついて設問を設けた．公的自己意識を測定する方法とし

ては，「現代大学生の認知された友人関係と自己意識の

関連について」（岡田1999）において自己意識の測定 

表１ アンケート本調査概要

 

図2 ジャージ・スウェットの例 

表2 大学生アンケート質問項目 

 

法としても採用されている菅原（1984）が邦訳した自己

意識尺度９)のうち，「人目を気にする度合い」を測定す

る 11 項目を採用した．今回調査対象としている服装

（ジャージ・スウェット）については，いくつか例とし

て写真（図-2）を添付し，アンケート回答者が服装をイ

メージしやすいよう工夫を行った． 

 (2) 大学生の服装観察調査 

「服装の規範」と「着ていけるか」の間のズレの度合

いが大きいほど，スウェット・ジャージでの通学が実際

に増えるということを検証するため，各大学の食堂と図

書館において，入り口から入ってくる学生のうち，ジャ

ージ・スウェットを着用している人数を実測調査した．

尚，日本人の学生以外（留学生，教授等）は除外した． 

・調査対象：各大学の食堂・図書館 

・調査時間：食堂-各大学昼休み開始時からの30分間 

女性① 男性① 女性② 男性③ 
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図3 普段着の写真（左），ジャージ・スウェットの写真（右） 

表3 高校生アンケート質問項目 

 

      図書館-16:30～17:00 10) 

・調査方法：カウンターを利用した実測調査 

・サンプル数：4990人  

（東京大学618人，東京工業大学780人， 

慶應義塾大学1378人，東京理科大学912人， 

筑波大学1302人） 

(3) 高校生アンケート 

ジャージ・スウェットで大学に通っている人が多いと，

高校生からの大学のイメージが悪化するのかを調査する． 

・調査対象：高校3年生（茨城県内の公立高校） 

・調査方法：質問紙調査 ・サンプル数：286人 

ジャージ・スウェットを着用した学生の写真（図-3

左）または普段着を着用した学生の写真（図-3 右）が

掲載された2種類のアンケート用紙のいずれか1種を回

答者にランダムに配布し，回答終了後その場で質問紙を

回収した．(アンケート項目の詳細は表-3に示す) 

なお，写真は筑波大学 3B 棟前で，普段着とジャー

ジ・スウェットを着用した大学生が写っている写真をそ

れぞれ１枚撮影した．ここで，対象者を高校3年生とし

たのは，大学へのイメージを最も重視するのは大学に進

学する高校3年生であると考えたためである． 

 
4. 調査結果と考察 

 

(1) 仮説1の検証 

 仮説1は，人目を気にする度合いの高い人ほど「服装

の規範」と「着ていけるか」のズレは小さくなるという

 

図4 通学手段別「服装の規範」と「着ていけるか」のズレの大きさ 

ものであった．この検証では，まず，被験者を人目を気

にする度合いが高いグループと低いグループに分け，交

通手段と服装ごとにその差の平均値を比較し，2 つのグ

ループでt検定を行う．これによりジャージ・スウェッ

トで学校に来ることをふさわしくないと考えているが実

際には着用してしまう，というジレンマを引き起こして

いる原因が，人目を気にする度合いであると解明するこ

とができると考えた．分析の結果(図-4)，自転車，徒歩，

クルマ，バス，電車の順に，ジャージ・スウェットを着

用してその交通手段を使うことがふさわしくないと考え

られていることが分かった．これより，人目を気にする

度合いの高い人ほど「服装の規範」と「着ていけるか」

のズレは小さくなるという仮説1が検証された． 

 

(2) 仮説2の検証 

 仮説2は，「服装の規範」と「着ていけるか」のズレ

は交通手段によって異なり，自転車が最も大きく，徒歩，

クルマ，バス，電車の順に小さくなるというものである．

この仮説を検証するために，一元配置分散分析を用いる．

一元配置分散分析とは，3 つ以上の母集団についての平

均値に有意差があるかどうかを調べる方法である．服装

別にデータを3つに分け，それぞれのデータについて分

析をする．この分析の帰無仮説は「5 つの交通手段の

「服装の規範」と「着ていけるか」のズレの平均値に差

はない」である．帰無仮説が棄却された場合，「服装の

規範」と「着ていけるか」のズレに対する交通手段によ

る効果が有意となる．よって，ズレの平均値の違いは交

通手段の違いによるものといえるので，仮説2を検証す

ることができる．検証の結果，統計的に有意な差は示さ

れず，そのズレは交通手段に起因するものとは言い切れ

ず，「服装の規範」と「着ていけるか」のズレは交通手

段によって異なるという仮説は棄却された(図-5)． 

ただし，各交通手段を個別に検定した上記においては

統計的有意は得られなかったものの，公共交通（バス，
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図5 交通手段別の「服装の規範」と「着ていけるか」の度合い 

 

図6 大学別ジャージ・スウェットにおけるズレの合計値とジャージ・

スウェット率 

 

図7 服装ごとのイメージの平均 

 

電車）とその他の交通手段（自転車，徒歩，クルマ）の

グループにまとめてt検定を行った結果，統計的有意な

差が示されたため，「服装の規範」と「着ていけるか」

とのズレは，公共交通の方がその他の交通手段より小さ

いことが示された． 

 

(3) 仮説3の検証 

仮説3は，「服装の規範」と「着ていけるか」のズレ

が大きい学生が多い大学ほど，大学内のジャージ・スウ

ェット率が高くなる，というものであった． 

各大学の交通手段ごとの「服装の規範」と「着ていけ

るか」のズレの合計値と各大学のジャージ・スウェット

率には図-6のように正の相関が見られ，仮説3は検証さ

れた．つまり，服装選びの理想と現実のズレが大きい学

生が多い大学ほど，学生のジャージ・スウェットの割合

が高いことが言える． 

 

(4) 仮説4の検証 

 仮説4は，ジャージ・スウェットを着ている大学生の

多い大学ほど，高校生からの大学イメージが悪化すると

いうものであった．2 種の写真のイメージ評価値の平均

値の差のt検定を行ったところ，普段着に対するイメー

ジの平均値の方が，ジャージ・スウェットに対するイメ

ージの平均値よりも有意に高く，仮説 4 は検証された

（図-7）．  

このことは，ジャージ・スウェットを着ている学生が

多いと高校生からの大学イメージに悪影響を及ぼすこと

を意味している．これにより，ジャージ･スウェットの

学生が多い大学，すなわちイメージの悪い大学への進学

希望者の減少につながる可能性も考えられる．つまり，

大学生個人のジャージ・スウェットを着ることに対する

「まあいっか」と思う気持ちが，高校生の大学選択に影

響する可能性があること，ひいてはその大学のイメージ

悪化という社会的問題につながる可能性が考えられる． 

 

 

5. おわりに 

 

(1) 本研究の成果 

 本研究で措定した仮説 1～4 は一部を除き採択され，

その結果，以下の知見を得ることができた． 

①人目を気にする度合いが高い学生ほど，「服装の規

範」と「着ていけるか」のズレは小さい 

②人目につく公共交通の方が，「服装の規範」と「着て

いけるか」のズレが小さい 

③理想と現実のズレが大きい大学の方が，実際のジャー

ジ・スウェット率が高くなる 

④ジャージやスウェットを着ている方が，高校生からの

大学イメージは悪くなる 

つまり，人目を気にする度合いの高い学生は公共交通

を利用し，「服装の規範」と「着ていけるか」のズレが

小さい一方で，「服装の規範」と「着ていけるか」のズ

レが大きい学生が多いとジャージ・スウェット率が高く

なり，高校生からの大学イメージが悪化することが示さ

れた． 
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 (2) 今後の課題 

 本研究の成果より，ジャージ・スウェットを着て大学

へ行くことが高校生からの大学イメージを悪化させるこ

とが検証された．今後の課題としては具体的にどのよう

にジャージ・スウェットでの通学を減少させることがで

きるかを検証することが挙げられる． 

また，調査対象を大学生に限定せず，一般に拡張させ

ること，調査対象の大学を関東だけでなく，地方の大学

や海外の大学にも拡張させることで，得られた知見の一

般化が可能になると考えられる． 

本稿では取り扱うことが出来なかったが，人々の服装

選択には距離や行き先のフォーマル度，同行者の属性と

いった他の要素も関連している可能性が高い．例えば徒

歩 2 分のコンビニへ買い物に行くときは，リラックス

ウェアとしてのジャージやスウェットで行くこともあろ

うが，徒歩 15 分の駅ビル商店街に買い物に行くときは

ジャージやスウェットで行く人は減るだろう．今後は，

単に交通手段だけでなく，距離や行き先の用務，フォー

マル度等も考慮した調査分析を進めていきたい． 
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