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青年期女子における被服行動と

自己の諸側面との関係

田中久美子

Analysis of Relationship between Clothing Attitudes 

and Different Aspects of Self in Adolescent Female 

TAN AKA Kumiko 

なぜ，我々は服を着るのだろうか？

服を身につけることが，社会生活を営む上であまりにも当然のこととなってしまったが故に，

改めて考えることは少ない。先史考古学の遺跡によれば，体毛が退化してきたネアンデルタール

人 (3ガ5千～15万年前）の時代あたりから身にまとう衣となるべきものが必要とされたという

（馬杉・苗村， 1996)。有史以来，我々の生活に欠くことのできない被服は，今日までの長い歴

史の中で，時代や社会によりその意味や果たす役割において様々な変遷を遂げてきた。我々がな

ぜ服を着るのか， こうした着装の動機については諸説紛々としているが (Fliigel,1930 ; Kaiser, 

1985)，大きく分けると次の 2つにまとめることができるであろう。つまり．生命維持や身体保

護などの生理的欲求に関わるものと，他者との関係の中でいかに表現するかという社会的欲求に

関わるものとである。もっと端的に表現するならば，「からだ」と「こころ」を守るための被服

とでも言えようか。

今日，我々を取り巻く衣生活は非常に豊かになった。安価に大量の製品が提供されたり，新し

い繊維の技術開発などが進んだりして，生理的なメカニズムに応える被服を容易に手にすること

が可能となった。しかし， こうした一次的な欲求を満たすことに飽き足らず，我々のニーズは広

がる一方で，「こころ」にとって快適な，つまり心理的欲求に応える被服を求めるようになって

きたのである。

問題

近年，相互作用過程において非言語的行動が対人関係等で果たす役割について関心が高まりつ

つあり，被服にまつわる諸行動もこの一つとされる。これは被服が言葉以上に潜在的に様々な情

報を提供し合う非言語的コミュニケーションの一形態としての機能を持っためである。生活環境

の多様化が進む今H，こうした被服の特性は我々の「こころ」を満たすために重要な役割を担っ

ていると言える。被服を通じて自分をいかに表現するのか。他者との交流の機会が増えるにつれ

て，それぞれの場に応じた自己の演出ということが問題になってくるのである。例えば，何をど
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のように着るかという問題についても，個性と同調性を巧みに演出した自己表現の問題と言える。

かつて， W.James (1890) は“人間は 3つの要素，つまり魂身体，被服から成る”と述べ，

被服が自己の大部分を構成する「物質的自己 (MaterialSelf)」の重要な成分の 1つであること

を指摘していた。このように被服と自己とは緊密に関連し合うものであるが，従来これらを実証

的に扱った研究は少ない。そこで，本研究では，複雑多岐にわたる日常の被服に関する諸行動を

整理した上で，被服に対する意識や関心の個人差を自己の諸側面との関連性を通じて明らかにし

ていく。

ところで，自己については多くの側面がこれまで研究されてきたが，本研究では被服の持つ社

会性を考慮に人れて， まず自己意識と自尊心のあり方に注Hする。 Fenigstein,Scheier, & Buss 

(1975)によって検討が進められた自己意識は，公的自己意識 (publicself-consciousness) と私

的自己意識 (privateself-consciousness) とから成ることが知られている。前者は社会的対象と

しての自己，他者に見られている自己属性（身体的特徴，行動スタイルなど）に，後者は自己の

私的，内的側面（感情，嗜好，態度など）にそれぞれ注意を向けやすい特性のことである。この

うち，自己の外見的側面と公的自己意識との関連性についてはこれまでにも確認されており，被

服もその一つとされてきた (Turner,Gilliland, & Klein, 1981; Solomon & Schopler, 1982)。

これは，他者の目に触れる被服が，社会的アイデンティティを反映しやすいことを示唆する結果

といえるが，実際我々が被服を選択・着用する際，衆目のみを考慮に人れているだろうか。勿論

それだけでなく， 自身の嗜好やその時々の心身状態をも被服選考の判断材料にしている。この裁

量の程度が被服行動における個人差となって現れるものと思われるが，従来の研究では，特に自

己の内的状態つまり私的自己意識との関わりで被服行動を検討したものは筆者の知る範囲では少

ない。

次に自尊心 (self-esteem)であるが，これは調沓対象者の問題と併せて述べる。これまで示

したような自己と社会との関係性の中で，被服に対する関心や菫要性がピークに達するのは青年

期である (McCullough,Miller, & Ford, 1977)。これは被服と互いに影響し合って自己を最も

具体的に表現する身体がこの時期劇的な変化を遂げ，そのことによって自分の身体に対する意識

が一層高まるためである。このように青年期に量的・質的に大きな身体変化を経験することはさ

らなる新しい自己を形成する契機となる（柴田・野辺地， 1991) と言われ，身体と自己との結び

つきを指摘するものは多い。これに関して，山本・松井・山成 (1982)は“容貌”といった自己

の外見的側面が自尊心とも密接に関わることを青年期女子の特徴の 1つに挙げている。そして，

高い理想を抱き， 自己への関心の高さから他者との比較を行いやすい（詫摩， 1978)ため，自己

の身体の否定的側面に敏感となり，不満を覚える（Clifford,1971) とも言われている。これら

の先行研究に埜づき，被服の“第 2の肌”としての機能に着目して青年期に特徴的な身体的自己

の点から検討するが， これについては，自尊心及び容姿への満足度を取り上げることとする。

以上のことから本研究では， ファッションや装いに対して強い関心を示す青年期女子（小林，

1989)のうち，高校生及び大学生を対象とする。しかし， 日常の大部分を占める学校生活での制

服着用の有無は，日常全般の被服行動に対しても何らかの影響を及ぼすものと予想される。そこ

で， こうした生活様相における高校生と大学生との相違を考慮して「年齢差」という形で比較検

討する。以下に，本研究で検討する点を列挙する。
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1. 青年期女子の日常生活における被服行動を具体化し．その構造を明らかにする。

2. 被服行動は自己意識，自尊心といった自己の側面を扱うパーソナリティとどのような関連性

があるかについて検討する。具体的には，各パーソナリティ特性の年齢差及び個人差に注目し，

それらが被服行動との関連で及ぼす影響について詳細にしていく。

3.青年期の特徴の 1つである身体意識の高まりを自己に関する問題として取り上げる。ここで

は，自己の容姿に対する評価を求め，容姿の澁足度が被服行動に与える影響について検討する。

なお本研究では“容姿”という語は「服を考慮に入れない自己の身体のみに関する外見」を意

味するものとする。

方法

1.調査対象者及び調査方法

近畿圏内にある公立高校 1, 2年生女子と私立女子大学 (3校）の 1~ 4年生を対象として調

査を行った。高校化についてはホームルームの時間や家庭科の授業時間の一部を，また大学生に

ついては各大学の“心理学”関係の授業時間をそれぞれ利用して質問紙を配布し一斉に集団で実

施した。このうち記入もれ等のあった者を除き，高校生272名及び大学生313名を分析対象とした。

2. 質問紙の構成

使用した質問紙は，以下の 4尺度から構成されていた。

① 被服行動尺度

Aiken (1963), Winakor, Canton, & Wolins (1980), Sweeney & Zionts (1989)及びLittrell,

Damhorst, & Littrell (1990)の被服に関する尺度の項目のうち，文化差を考慮し， さらに本

研究で検討すべき日常の被服着用・選択における諸行動に関する項目のみを抽出し和訳した。

前述の先行研究で使用された項目のうち抽出した項目はそれぞれ33項目中15項目， 40項目中18

項目， 16項目中12項目， 4虹頁目中35l頁目，計8凹iHであった。さらに，日本における現在のファッ

ション事情についても反映させるため，女子高校生・大学生がよく読んでいるファッション雑

誌を参考にして独自に作成した30項目を加え全110項目とした。

このような作成経過のため質問項目の信頼性，妥当性を検討する必要があり，女子大学生

(1 ~4年生） 50名を対象に予備調査を行った。この110項目について因子分析した結果， 7因

子を抽出した。さらに除去することによって各因子の信頼係数が高くなる項目（最終的な 7因

子の a係数が．66以上）及び， 2因子以上に負荷が均等にかかる項目などを除いて，最終的に

70項目とした。

本調杏においては，この70項目を被服行動尺度として，各々「非常にあてはまる (7点）」

から「全くあてはまらない (1点）」までの 7段階で評定させた。また想起させる被服行動に

ついて，制服着用の多い高校生には“制服を着用する場面ではなく私服で過ごせる休日の様子”

を，大学生については“特別な事情などの全くない，普通の日常生活の様子”をそれぞれ頭に

描きながら回答することを質問項目の冒頭に記載した。

② 自己意識尺度

Fenigstein et al. (1975)を碁に作成した菅原 (1984)の尺度を用いた。この尺度は公的自
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己意識11項且私的自己意識10項目の計21項目で構成されている。

③ 自尊心尺度

星野 (1970)が和訳した Rosenberg(1965)の自尊心尺度の日本語版である。自己に対す

る肯定的あるいは否定的態度を測定する10項目から成る。

④ 容姿満足度尺度

これは自分の容姿に対する満足度を測定するために独自に作成したものである。具体的な項

目内容は，“自分の容姿は魅力的だと思う”“自分の容姿に満足している”“同性の目から見て，

私の容姿は魅力的だと思う”“異性の目から見て，私の容姿は魅力的だと思う”の 4項Hから

成る。

以上 4尺度（全105項目）を質問紙上では，質問項H内容の関連性から前半を被服行動尺度，

後半を「自己に関する質問」として②③④をランダムにしたものを順に提示した。なお②③④の

各尺度の評定については，回答形式上の被調沓者の負担を考慮して被服行動尺度同様 7段階に統

ーした。こうして，被服行動尺度70項H及び，自己に関する質問35項目を各々 4分割し，提示順

序を被調査者間でカウンターバランスした。

結果

1. 各尺度の検討

(1) 被服行動尺度

被服行動及び着装動機を検討するため，まず高校生と大学生を分けて因子分析（主因子法，

バリマックス回転）を行った。その際，固有値の変化の推移（スクリー法）及び回転後の因子

パターンの解釈可能性を考慮して抽出因子数を決定した。その結果，高校生では 6因子解が，

大学生では 5因子解が妥当であると判断した（固有値：高校生2.12以上，大学生1.73以上）。

そして，⑦.当該の因子負荷量の絶対値が0.40以上であること，④．重複して⑦のことが他の

複数の因子で生じていないこと，を基準としたところ高校生・大学生に共通する44項目が抽出

された。これを基に， 2群を込みにしてこの44項目について再度因子分析した。その結果，固

有値の変化の推移から 5囚子解を妥当とし，先述の項目抽出基準及び意味の重複による項目を

除いて32項目を抽出した。その因子構造が， Aiken(1963)及び Litterellet al. (1990) に対

応するものについては，それに準じて因子を命名した (Table1)。第 1因子は“お気に入り

の服を着ると気分が高揚する”などの 8項目で「気分依存性」因子と命名した。第 2因子は

“どんな服が流行しているか雑誌やTVを見る”などの11項目で「流行嗜好性」と命名した。

第3因子は“友人と同じような服を着ようとする”などの 4項目で「同調性」因子と命名した。

第 4因子は“服の着心地の良さはファッションより重要である”などの 5項目で「機能・経済

性」因子と命名した。第 5因子は“周りの人の注目を浴びるような服を着たい”などの 4項目

で「注目性」因子と命名した。ただし，このうち 2項目は逆転項Hである。
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Table 1 :「被服行動」因子分析結果（女子高校生・大学生）

因子負荷量

項 目 |― F 1 F 2 F3 F4 F 5 h2 

【F1：気分依存性】

お気に入りの服を着ると気分が高揚する .71 .06 .05 .01 -.05 .51 
ある服を着ると自信を抱くことができる .66 .08 .12 .13 -.28 .55 
新しい服を買うとわくわくする .63 .05 -.17 ~.22 .06 .48 
友人にセンスのいい服を着ていると思われたい .59 .25 .18 -.24 .08 .55 
私が他人に与える印象は重要である .56 .17 .03 -.10 .03 .40 
新しいスタイルの服が並ぶとどんなふうに見 .43 .19 .15 .05 -.12 .27 

えるか試着する

同性よりも異性のために服を着る .41 -.03 .29 .05 -.23 .31 
「服は人をつくる」と思う .40 .20 .05 .06 -.15 .22 

【F2 :流行嗜好性】

どんな服が流行しているか雑誌やTVを見る .23 .60 .27 -.24 .16 .56 
流行する前に新しいスタイルの服を着たい .22 .55 .10 .01 -.27 .50 
服の手入れに関心がある .08 .53 -.15 .07 -.06 .32 
高価な服でも気に入ったら買う .13 .53 .01 -.05 -.18 .33 
友人よりも早く最新のスタイルを手に入れたい .27 .52 .22 -.17 -.25 .59 
他のものより服にお金をかける .23 .52 .09 -.28 .16 .48 
靴をきれいにしておく -.13 .51 -.19 .23 -.01 .37 
買う服のプランドは重要である .25 .50 .21 -.01 -.05 .42 
ファッション雑誌で見たような服を買う .29 .50 .25 -.29 .07 .55 
シーズンの初めに服を買う .05 .45 .18 -.29 -.06 .35 
TVのタレントが着ている服に関心がある .08 .43 .24 .00 -.29 .42 

【F3:同調性】
新しい服を買うとき友人が着ているような服 .06 -.06 .80 -.05 .08 .66 

を買おうとする

友人と同じような服を着ようとする .14 -.08 .77 -.07 .04 .63 
たとえ自分に似合わなくてもみんなが着てい -.08 .15 .73 -.07 .00 .57 

るような服を着る

友人と同じような服を着ていると仲間意識を .20 .20 .54 .06 .02 .37 
感じる

【F4:機能・経済性】

服の着心地の良さはファッションより菫要で -.16 .11 -.03 .62 .03 .43 
ある

冬は見た目の良さよりは保温が頂要である -.11 .11 -.10 .61 .29 .49 
欲しい服でも必要ないなら買わない .06 -.25 .02 .55 -.03 .37 
着心地が悪いと好きな服でも着ない .07 .07 -.01 .54 .23 .41 
たとえ流行遅れでもポロポロになるまで服を -.05 -.22 -.03 .43 -.10 .25 
着る

【F5・．注目性】

周りの人の注目を浴びるような服を着たい .26 .25 .12 .03 .51 .60 
体の大部分をあらわにするような服を着たい .29 -.01 .26 .05 .59 .51 
大胆なデザインの服を着ると恥ずかしい（一） .03 -.10 .18 .13 -．71 .56 
地味な服を選ぶ（一） -.12 -.14 .20 .27 -．49 .38 

寄与率（％） 20.9 7.6 6.3 5.8 4.7 

※ （一）は逆転項目を示す。
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(2) 自己意識尺度

次に．自己意識尺度において菅原 (1984)のような因子構造が得られるかを確かめるために

因子分析（主因子法．バリマックス回転）を行った。その結果． 2因子が抽出され．因子構造

的にも菅原と同様のものであることが確認された。そこで． この 2因子を構成する項目をもっ

て自己意識の下位尺度として扱い，公的自己意識尺度 (11項目）及び私的自己意識尺度 (10項

目）として以下の分析に用いた。

(3) 容姿満足度

容姿満足度尺度の 4項目について．項目間の相互相関を算出した。その結果．相関係数は

r=.70~.87と高く． Cronbachのa係数も．86と高い値を示しており． 4項目は同一の内容を

測定していると判断された。

2.被服行動尺度の各因子間相関

高校生・大学生のそれぞれにおいて被服行動尺度の各因子間相関を算出した (Table2)。そ

の結果， 2群に共通した相関関係が認められ．気分依存性．流行嗜好性．及び注H性の相互で，

また同調性でも気分依存性と流行嗜好性との間で有意な正の相関が示された。他方，機能・経済

性では同調性を除くいずれのものとも有意な負の相関を示していた。

Table 2：被服行動尺度各因子間の相関分析

気分依存性 流行嗜好性 同調性 機能・経済性

流行嗜好性 .54 .. 
.54 .. 

同調性 . 1 8 • • .21 • • 
_31 • • . 18 • • 

機能・経済性 -.36 .. -.17 .. -.05 
-.27 .. -．17 * ＊ -.01 

注目性 .41.. .40 .. .02 -.26" 

.37 • • .43 .. .05 -.19 .. 

※ ..p<.OI 

※ 上段：高校生，下段：大学生

3. 被服行動の各因子得点及び自己関連尺度得点の年齢差

被服行動における年齢差を検討するため，高校生・大学生の各因子得点の平均値を算出し，そ

れぞれについて対応のない t検定を行った (Table3 -1)。その結果，気分依存性においてのみ有

意差が見られ，大学生の方が高いことが示された (t(583)=8.28, p<.01）。これにより，大学

生は高校生よりも被服による気分への影響が大きいと言える。

また，自己関連尺度についても高校・大学別に平均値を算出し，各尺度の年齢差を検討した

(Table 3 -2)。その結果，公的自己意識を除くそれぞれで有意に大学生の方が高かった（私的

自己意識： t(583)=4.87 ;自尊心： t(583)=3.62 ;容姿満足度： t(583)=2.72, いずれも p<.Ol)。
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Table3-1 :被服行動尺度の各因子得点の平均と標準偏差

及び年齢差の検定結果 （ ）内： SD

高校生 (n=272) 大学生 (n=313) t値(d/=583)

気分依存性 4.06(0.80) 4.63(0.89) 8.28 .. 

流行嗜好性 4.15(0.86) 4.11(0.89) ns 
同調性 2.95(1.09) 2.82(1.00) ns 
機能・経済性 4.00(0.87) 3.92(0.84) ns 
注目性 3.25(0.94) 3.13(0.97) ns 

※ ..p<.OI 

Table3-2 :自己関連尺度得点の平均と標準偏差

及び年齢差の検定結果 （ ）内： SD

公的自己意識

私的自己意識

自尊心

容姿満足度

高校生 (n=272) 

5.03(0.84) 

4.75(0.83) 
3.44(0.81) 

2.60(1.15) 

4. 被服行動と自己関連尺度との関係

大学生 (n=313) 

5.16(0.84) 

5.09(0.86) 
3.70(0.93) 

2.87(1.22) 

t値(d/=583)

ns 
4.87 .. 

3.62* • 
2. 72• • 

※ ..p<.01 

被服行動と自己関連尺度との関連性において，自己関連尺度の年齢差及び個人差の影響を検討

した。なお以下に示す分析のために，自己関連尺度の各得点の平均値に甚づき，高校生・大学生

のそれぞれで上位25％を高群，下位25％を低群とした。

(1) 被服行動と公的自己意識

年齢x公的自己意識（高・低）の 2元配憧分散分析を行った (Table4 -1)。その結果，気

分依存性では年齢の主効果 (F(l,288)= 40.36, p<.OI)，公的自己意識の主効果 (F

(1,288) =99.75, p<.01)，年齢x公的自己意識の交互作用 (F(l,288)=5.29, p<.05) が認め

られた。その他，同調性では公的自己意識の主効果 (F(l,288)= 7.36, p<.OI)と年齢 x公的

自己意識の交互作用 (F(l,288)=8.18, p<.OI)が，流行嗜好性では公的自己意識の主効果

(F(l,288) = 23.32, p<.OI)がそれぞれ示されたが，機能・経済性と注目性では主効果，交互

作用ともに見られなかった。これらは，公的自己意識の高低差が気分依存性に与える影響が大

学生の方が顕著であること，また公的自己意識が高いほど流行嗜好性及び同調性を高く評価す

ることをそれぞれ示している。

(2) 被服行動と私的自己意識

年齢x私的自己意識（高・低）の 2元配筐分散分析を行った (Table4 -2）。その結果，気

分依存性で年齢と私的自己意識の主効果（それぞれ F(l,332)=47.70, p<.OI ; F(l,332) = 

16.10, p<.01)が，同調性で私的自己意識の主効果 (F(l,332)=11.05, p<.OI)がそれぞれ

示されたが，その他では主効果，交互作用とも認められなかった。これらは，大学生は高校生

よりも，私的自己意識が高い場合は低い場合よりも，気分依存性を高く評価すること，また私

-185-



Table 4 -1 : 

高校生H
(n =71) 

気分依存性 4.36(0.73) 

流行嗜好性 4.31(0.93) 
同調性 2.92(1.25) 
機能・経済性 3.99(0.94)
注目性 3.32(0.99) 

Table4-2 : 

高校生H
(n =80) 

気分依存性 3.78(0.76) 

流行嗜好性 3.95(1.09) 
同調性 2.66(1.22) 
機能・経済性 4.00(1.01)
注目性 3.32(1.06) 

京都大学教育学部紀要第44号

「公的自己意識」における被服行動尺度の各因子得点の

平均と標準偏差及び分散分析結果 （ ）内： SD

高校生L 大学生H 大学生L 分散分析

(0=68) (0=80) (0=70) 年齢差 HL 交互作月

3.67(0.80) 5.15(0.74) 4.04(0.81) 40.36・・ 99.75'• 5.29' 

3.91(0.85) 4.30(0.93) 3.67(0.91) ns 23.32.. ns 

2.94(1.09) 3.13(0.97) 2.42(0.98) ns 7.36・・ 8.18'• 
4.19(0.93) 3.85(0.82) 4.02(0.89) ns ns ns 

3.43(0.98) 3.19(1.11) 3.10(1.01) ns ns ns 

※ H:高群 L ：低群

※ ..p<.01 ・p<.05

「私的自己意識」における被服行動尺度の各因子得点の

平均と標準偏差及び分散分析結果 （ ）内： SD

高校生L 大学生H 大学生L 分散分析

(n=82) (n=85) (n=86) 年齢差 HL 交互作用

3.78(0.76) 
4.12(0.69) 
3.10(0.93) 
3.85(0.84) 
3.33(0.90) 

4.82(1.01) 
4.02(0.97) 
2.65(1.08) 
3.98(0.88) 
3.24(1.09) 

4.47(0.81) 47.70・・ 16.10* • ns 
4.13(0.90) ns ns ns 
2.96(0.89) ns 11.05 .. ns 
3.87(0.88) ns ns ns 
2.98(0.93) ns ns ns 

※ H ：高群 L:低群

※ .. p<.01 

的自己意識が低いほど同調性を高く評価することをそれぞれ示すものである。

(3) 被服行動と自尊心

年齢x自尊心（高・低）の 2元配置分散分析を行った (Table4 -3)。その結果，気分依存

性で年齢と自尊心の主効果（それぞれ F(l,298)=39.53,p<.Ol; F(l,298) =6.00, p<.Ol) 

が，注目性で自尊心の主効果 (F(l,298)=32.63, p<.Ol)が認められた。その他では主効果，

交互作用とも見られなかった。これらは，大学生は高校生よりも，自尊心が高い場合は低い場

合よりも，気分依存性を高く評価すること，また自尊心が高いほど注H性を高く評価すること

をそれぞれ示している。

(4) 被服行動と容姿満足度

年齢x容姿満足度（高・低）の 2元配置分散分析を行った (Table4 -4)。その結果，気分

依存性で年齢と容姿満足度のt効果（それぞれ F(l,316)= 37.72, p<.Ol ; F(l,316) = 

43.45, p<.01)が，流行嗜好性と注目性で容姿満足度の主効果（それぞれ F(l,316)= 

24.48, p<.Ol ; F(l,316) =73.11, p<.Ol)がそれぞれ認められた。同調性及び機能・経済性

では主効果，交互作用ともに見られなかった。これらは，大学生は高校生よりも，容姿満足度

が高い場合は低い場合よりも，気分依存性を高く評価し，また容姿満足度が高いほど流行嗜好

性及び注目性を高く評価することをそれぞれ示している。
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Table4-3 :「自尊心」における被服行動尺度の各因子得点の平均と

標準偏差及び分散分析結果 （）内： SD

高校生H 高校生L 大学生H 大学生L 分散分析

(n =69) (n =71) (n =80) (n =79) 年齢差 HL 交互作用

気分依存性 4.02(0.80) 3.86(0.90) 4. 75(0.97) 4.41(0.94) 39.53* • 6.00" ns 
流行嗜好性 4.11(0.93) 4.06(0.94) 4.19(0.93) 3.81(0.95) ns ns ns 

同調性 2.79(1.10) 2.96(1.19) 2.59(0.99) 2.80(0.99) ns ns ns 

機能・経済性 4.14(1.01) 4.05(0.76) 3.81(0.99) 3.91(0.82) ns ns ns 

注目性 3.43(1.01) 2.92(0.81) 3.43(0.99) 2.74(0.98) ns 32. 63・ • ns 

※ H ：高群 L:低群

※ ••p<.OI 

Table 4-4 :「容姿満足度」における被服行動尺度の各因子得点の

平均と標準偏差及び分散分析結果 （）内 :SD

尚校生H 高校生L 大学生H 大学生L 分散分析

(n =76) (n =87) (n =84) (n =70) 年齢差 HL 交互作用

気分依存性 4.32(0.64) 3.74(0.89) 4.93(0.78) 4.28(0.97) 37.72.. 43.45 .. ns 

流行嗜好性 4.49(0.72) 3.87(0.95) 4.23(0.79) 3.88(1.00) ns 24. 48・ • ns 

同調性 3.03(1.14) 2.63(1.01) 2.74(0.95) 2.60(1.08) ns ns ns 

機能・経済性 3.98(0.91) 4.10(0.91) 3.84(0.80) 3.93(1.05) ns ns ns 
注目性 3. 73(0.91) 2.80(0.85) 3.60(1.06) 2.69(0.96) ns 73. 1 1 * * ns 

※ H ：高群 L ：低群

※ ・・p<.01 

考察

本研究では，青年期女子を対象に，日常生活における被服行動の意識や関心の個人差を測定す

る被服行動尺度を作成し，被服行動と自己の諸側面との関連性を具体的に検討した。このそれぞ

れについて，高校生・大学生の年齢差という観点から各々得られた結果を整理し考察する。

1.被服行動の構造と年齢差

被服行動尺度について，高校生・大学生別に因子分析を行ったところ，両群でほぼ類似した因

子構造を持つことが示され， 2群を込みにして再度分析した結果，①気分依存性，②流行嗜好性，

③同調性，④機能・経済性，⑤注目性の 5因子を抽出した。また，各因子間相関についても高校

生・大学生で類似した頼向を示していた。つまり，気分依存性，流行嗜好性，及び注目性の 3因

子間では相互に有意な正の相関関係があり，同調性も，気分依存性及び流行嗜好性との間で正の

関連性が認められた。その一方で，機能・経済性は同調性を除くいずれのものとも有意な負の相

関となり，他の因子群と異なる傾向を持つことが示された。

以上のことから，高校生・大学生を通じて被服行動のとらえ方には一貫性があると判断でき，

さらに相関の結果を踏まえ各因子を整理すると，気分依存性，流行嗜好性，注目性，及び同調性

には外面的で表屈的な部分での変化といった対他者的な被服行動，機能・経済性は実用的で本質
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的な部分に関わる対自己的な被服行動とまとめることができるようである。

しかし，被服行動の個々の因子得点について年齢差を比較したところ，気分依存性でのみ有意

な差が見られ，大学生の方が高いことが示されたが， この結果は自己に関する問題と併せて後述

する。

2. 被服行動と自己関連尺度（年齢差・個人差）との関係

まず，自己関連尺度での年齢差について述べる。私的自己意識，自尊心，及び容姿満足度のい

ずれにおいても大学生の方が有意に高いことが示された。加藤 (1973)の指摘に拠れば，青年期

後期の大学生では，主観と客観をともに肯定する時期とされており，本結果はこれを支持するも

のと考えられる。このように大学生では自己を肯定的にとらえるようになるためか，自尊心と密

接に結びついた容姿についても不満感はいくらか緩和するようであるが，それでも容姿澁足度の

平均値は中点 (4点）をかなり下回るものであり，青年期を通じて女子は自己の容姿に対して否

定的な感情を抱いていることに変わりはないようである。

(1) 年齢差

被服行動と自己の諸側面との関連における年齢差について全体的な煩向を述べる。自己関連尺

度全般で年齢差の主効果が認められたのは気分依存性であり，いずれも大学生の方が高かった。

これは制服を着用する高校生に比べ，大学生は着装する服の選択が自由なために服による気分の

転換を容易に図ることができるためと思われる。また先述の加藤 (1973)の指摘に加え，年齢差

x公的自己意識（高・低）で交互作用が認められたことから大学生は自我の社会的承認や他者と

の関係の評価的意識を里視するものと考えられるが，気分依存性には服による他者への印象に関

わる内容も含まれていることから，大学生の特徴的な心性が気分依存性に影響しているとも思わ

れる。

(2) 個人差

各自己関連尺度の個人差（高・低）に基づいて被服行動を概観する。まず，自己意識について

は分散分析の結果，公的・私的自己意識の高低による影響が気分依存性において類似していた。

これに関して公的・私的自己意識の各特性の相違についての見解 (Fenigsteinet al., 

1975)に某づくならば，公的自己意識の高い者は，他者の目に触れる被服を充実させて他者への

印象を管理することで気分の高揚を図る一方，被服による気分への影響は自己の内的側面への意

識の高まりともなり，それが私的自己意識の高さと関連するのではないかと推測される。

あるいは，自己意識には公的・私的に関わらない一貫した特徴があるのだろうか。桜井 (1992)

は，小学校高学年を対象とした児童用自己意識尺度の作成に当たり，様々な特性尺度との関係に

ついても検討している。この中で，両自己意識が自己顕示欲求と正の有意な相関関係にあること

を示している。本研究での対象者が高校・大学生であったので，自己意識の発達差等が関係して

いることも当然考慮に入れねばならないが，気分依存性は服による気分の高揚や自信といった内

容で構成されており，ある種自己顕示にも通じるものがあるといえる。また，公的・私的両自己

意識問の相関が認められた（高校生：．31, 大学生：．22) ことも理由の一つといえるだろう。

また，自尊心及び容姿満足度の個人差について1は，分散分析の結果，その主効果がともに注目

性において認められた。自尊心と容姿満足度との間には相互の高い関連性が認められ（高校生：

. 50, 大学生：． 55)，容姿に対する肯定的な評価意識は自尊心を高め，さらには周囲からの注目
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を集めるといった積極的な自己呈示行動を促すようである。急激な身体発育を経験する青年期に

おいて，自己の身体に対する評価は単に身体だけにとどまらず自己そのものに対する評価へと拡

大しており，身体を核とした自己のとらえ方の重要性が被服行動を通しても再認識されたと言え

る。

3. まとめと今後の課題

本研究では，高校生・大学生を対象に青年期女子の被服行動と自己の諸側面との関連性を検討

した。被服行動全体のとらえ方としては，高校生・大学生を通じて共通性が認められたものの，

被服行動を個々に見た場合，大学生における気分依存性の高さが顕著で，自己の諸側面とも密接

に結びついていることが示された。これは冒頭で述べた「こころ」を満たす服を求める現れでも

あると言えよう。我々は様々な場面における気分の調整を図る上で着る服を効果的に用いること

が多いのを日常的によく経験している。それは例えば公的な改まった場面等の非日常的なものに

限らず，普段の生活の中でも単調感から来る気分転換のために，また交流する相手や状況に応じ

て気分を意図的に操作するためにと，簡便な気分調整手段として被服を活用する一方で，被服の

方も多元的な機能を持つが故，容易に我々の要求に応えてくれる。これらのことから着る服その

ものを楽しむというよりは，服によってもたらされる様々な気分を楽しむことこそが，被服行動

が心理的に与える効果の最たるものであろう。今後，被服行動の中でも特に気分依存性の影響が

どのような場面で有効に作用しているのか実証的に明らかにすることは典味深い問題であると思

われる。
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資料

【自己意識尺度】

〈公的自己意識〉

自分が他人にどう思われているのか気になる

世間体など気にならない

人に会う時、どんなふうにふるまえば良いのか気になる

自分の発言を他人がどう受け取ったか気になる

人に見られていると、つい格好をつけてしまう

自分の容姿を気にするほうだ

自分についてのうわさに関心がある

人前で何かする時、自分のしぐさや姿が気になる

他人からの評価を考えながら行動する

初対面の人に、自分の印象を悪くしないように気づかう

人の目に映る自分の姿に心を酋じる

〈私的自己意識〉

自分がどんな人間なのか自覚しようとしている

その時々の気持ちの動きを自分自身でつかんでいたい

自分自身の内面のことには、あまり関心がない

自分が本当は何をしたいのかを考えながら行動する

ふと一歩離れた所から自分をながめてみることがある

自分を反省してみることが多い

他人を見るように自分をながめてみることがある

しばしば、自分の心を理解しようとする

常に、自分自身を見つめる目を忘れないようにしている

気分が変わると自分自身でそれを敏感に感じ取るほうだ

【自尊心】

自分に大体満足している

自分は少なくとも他人と同じ程度には価値のある人間だと思う

自分にはたくさんの長所があると思う

自分を失敗者だと感じることが多い

何をしてもたいていの人と同じ程度にはうまくできる

自分には自慢できるようなものはほとんどない

自分をもっと尊敬できたらと思う

自分を好ましい人間だと思っている

自分はだめな人間だと思うときが時々ある

自分が役立たずな人間だと感じることが時々ある
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