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１．はじめに 

近年では、性のあり方が多様化しており、「男性」や「女性」

といった性そのものの二元論が問い直されており、それ以外の多

様なセクシュアリティとして「LGBTQIA+」が注目され、これら

は各セクシュアリティの頭文字から構成されている。 

「ジェンダーレス」とは、本来自身の性をどのように意識して

いるかを指す「性自認（心の性）」が関わってくる考え方の一つ

とされていた。しかし、近年この「ジェンダーレス」という言葉

は、見た目や行動を通じて自分で表現する性を指す「性表現」も

関わってくる概念に変化して用いられるようになりつつある。 

昨年度の本研究室の関口は「ジェンダーを規定する服装デザイ

ンに関する研究」において、市場でジェンダーレスファッション

として提供されている服装のデザインを取り上げ、ジェンダーと

の関係についてについて検討した。そこで本実験では、色彩が

ジェンダーファッションにどのような影響を与えるかについて検

討したため報告する。なお、本研究の要因解明が今後のジェン

ダーレスファッションのデザイン及び企画、提供に貢献できるも

のと考える 。  

２．方法 

 A19AB118 原田菜央 

ジェンダーファッションに関与する色彩因子の検討 

2-1 服装デザインにおけるジェンダーイメージに関するアン

ケート調査 

「Dictionary of Fashion Design」¹⁾から白黒のデザイン画を

293体抽出し、女子大学生10名を被験者として、１画像ずつ「男

性的な－女性的な」について、５～1の5段階の視覚評価実験を

行った。 

2-2 ジェンダーレスファッションに関する服装デザインと色彩

に関するイメージ評価実験 

 2-1の 結 果 か ら、10名 の

平均値が1.0～2.5を女性的

アイテム、2.6～3.4をジェ

ンダーレスアイテム、3.5～

5.0を男性的アイテムとし、

抜粋したものを表1に示し

た。これらのアイテムにつ

いて実際に販売されている

衣服を通販サイトから各5着

ず つ 選 出 し た。そ の 画 像

に、石原らの色の象徴性の

研究²⁾結果をもとに「男性」

の 象 徴 色 上 位3色 の 黒

（Bk）、緑 み の 青

（v16）、青（v18）、「女

性」の象徴色上位３色の赤

（v2）、赤紫（v24）、ピンク（lt24）に4D-boxPLANS4を使用

し、色彩変換を行った。色彩変換後のアイテムを図1に示した。 

 実験は、色彩変換後の90試料をランダムに提示し、愛知県 

の女子大学生50名と男子大学生50名の計100名を被検者とし、

「男性的－女性的」「男性が着用しても良い－男性に着用してほ

しくない」「女性が着用しても良い－女性に着用してほしくな

い」「好き－嫌い」の4形容詞対について、SD法による7段階評

価の官能調査を行った。また、これらの評価にジェンダーレスに

対する姿勢（考え方）がどのように関わっているかを解明するた

めに姿勢に関するアンケートをSD法による5段階評定で実施し

た。得られた評価から平均値を算出するとともに、T検定、数量

化Ⅰ類にて関与する要因について分析し、検討した。 

種類 名前 平均値

ワンピース ティアードドレス 1.0

スカート ギャザースカート 1.0

コート スケーティングコート 1.1
スーツ＆アンサンブル アンザンブル 1.2

ブラウス ペザントブラウス 1.2

パンツ カットオフパンツ 2.9

コート ダスターコート 3.0

ジャケット シャツジャケット 3.0

ベスト ニットベスト 3.0

シャツ ワークシャツ 3.0

シャツ ラガーシャツ 3.9

コート ランチコート 4.0

ジャケット スカジャン 4.5

ベスト フィッシングベスト 4.5

コート モーニングコート 5.0

表1 服装デザインの評価実験結果 

ワンピース スカート コート1 ブラウス パンツ1 ジャケット1 ジャケット2 シャツ1 ベスト パンツ2 シャツ2 シャツ3 セーター コート2 パンツ3
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図1 色彩変換後画像 

3.   結果および考察 

3-1 平均官能量とT検定による分析結果 

 「男性的－女性的」「男性が着用しても良い－男性に着用して

ほしくない」「女性が着用しても良い－女性に着用してほしくな

い」「好き－嫌い」の4形容詞対の平均官能量の調査結果を図2に

示した。左側が女性的アイテム、右側が男性的アイテム、真ん中

がジェンダーレスアイテムの評価となっている。 

 「女性的」「男性に着用してほしくない」「女性が着用しても

良い」には、ワンピース、スカートなど女性的アイテムが上位に

挙がっており、「男性的」「男性が着用しても良い」「女性に着

用してほしくない」には、シャツ、ジャケットなど男性的および

ジェンダーレスアイテムの両者が上位に挙がっている。これらの

ことから、女性的アイテムとそれ以外のアイテムに2分されてい

ると言える。 

 また、「男性的－女性的」について、女性の平均値は3.49、男

性の平均値は3.36となっている。「男性が着用しても良い－男性

に着用してほしくない」について、女性の平均値は4.09、男性の

平均値は3.81となっている。「女性が着用しても良い－女性に着

用してほしくない」について、女性の平均値は5.42、男性の平均
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４．まとめ 

ジェンダーファッションに関与する色彩因子の検討した結果、

以下のような知見を得た。 

（1）「男性的－女性的」「男性が着用しても良い－男性に着

用してほしくない」「女性が着用しても良い－女性に着用してほ

しくない」は色の影響も認められたが、アイテムの影響のほうが

大きいことが判明した。 

（2）今回の実験の範囲内では、ジェンダーレスファッション

は男性的な服装とイコールとして捉えられ、女性的な服装とだけ

区別しているという現状が明らかとなった。 

（3）男女での差があるだけでなく、同性同士でも、肯定派と

否定派とで差があることが実験により判明した。1人ひとり考え

方、感じ方の違いがあるため、ジェンダーレスファッションが普

及するには時間がかかると考える。 

1）繊研新聞社： Dictionary of Fashion Design（2007）  

2）石原久代他：ユニバーサルデザインのための色の象徴性の検

討 (1)―若者の生活行動における言語と色の象徴性―日本家

政学会誌,67巻 3号 p.168-175（2016） 

値は5.17となっており、男

性のほうが厳しい評価となっ

ている。「好き－嫌い」につ

いて、女性の平均値は3.97、

男性の平均値は3.85となって

いる。   

これらの評価の男女差につ

いてT検定行った結果、「好

き－嫌い」では有意な差では

なかったが、他の3形容詞対

の評価については１％および

5％水準で有意な差が認めら

れている。  

3-2  数量化Ⅰ類による要因の調査結果  

数量化Ⅰ類により関与する要因を検討した結果（表2）、「男

性的－女性的」については女性被験者・男性被験者ともに偏相関

係数からアイテムの影響が色彩を上回っているが、両者とも0.80

以上の高い値を示している。「男性が着用しても良い－男性に着

用してほしくない」「女性が着用しても良い－女性に着用してほ

しくない」の3形容詞対では男女共にアイテムが評価に影響して

いるといえる。「好き－嫌い」では、女性はアイテムが、男性は

色が評価に影響していると判明したが、どちらもアイテムと色に

それほどの差がないことから、アイテム、色の両方が影響してい

るといえる。また、重相関係数の2乗は４形容詞対とも非常に高

い値を示していることから結果の説明力は高いといえる。 

4-1  ジェンダーレスの姿勢アンケート  

 ジェンダーレスに対する姿勢とファッションの評価との関係を

検討するために、「社会的にジェンダーレスファッションは推進

すべきである－推進する必要はない」の質問について男女の肯

定、否定の2グループに分け、平均値を求めT検定を行った。 

 全体でみると、1％の有意差が見られた組み合わせが多く、

男女での差があるだけではなく、肯定派と否定派とでも差がある

と判明した 。 

 

４．ジェンダーレスの姿勢が平均官能量に及ぼ

す影響  

表2 数量化Ⅰ類結果 

図2 平均官能量結果  
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黒(Bk) 赤(v2) 緑みの青(v16) 青(v18) 赤紫(v24) ピンク(lt24)
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男性回答 好き－嫌い

黒(Bk) 赤(v2) 緑みの青(v16) 青(v18) 赤紫(v24) ピンク(lt24)

カテゴリ数量 偏相関 カテゴリ数量 偏相関 カテゴリ数量 偏相関 カテゴリ数量 偏相関

ワンピース -1.913 -1.204 1.009 0.620
スカート -2.045 -1.311 0.925 0.676
コート1 -1.542 -1.151 0.852 0.590
ブラウス -1.855 -1.304 0.885 0.543
パンツ1 -0.978 -0.798 0.429 0.266
ジャケット1 1.685 1.196 -1.501 -0.827
ジャケット2 0.468 0.619 -0.001 -0.334
シャツ1 1.635 1.442 -1.538 -1.190
ベスト 1.668 1.239 -1.388 -0.800
パンツ2 1.022 0.602 -0.585 0.013
シャツ2 0.935 0.789 -0.115 -0.180
シャツ3 1.028 0.904 -0.325 -0.420
セーター 0.295 0.439 0.509 0.183
コート2 -0.732 -1.088 0.772 0.630
パンツ3 0.328 -0.374 0.072 0.230
黒（Bｋ） 0.572 0.566 0.402 0.033
赤(v2) 0.028 -0.042 -0.313 -0.063

緑みの青(v16) 0.456 0.204 0.018 0.054
青(v18) 0.560 0.358 -0.123 -0.043
赤紫(v24) -0.706 -0.468 -0.086 -0.015
ピンク(lt24) -0.912 -0.617 0.102 0.033

カテゴリ数量 偏相関 カテゴリ数量 偏相関 カテゴリ数量 偏相関 カテゴリ数量 偏相関
ワンピース -2.155 -1.454 0.732 -0.332
スカート -2.418 -1.407 0.542 -0.136
コート1 -1.598 -1.227 0.779 -0.062
ブラウス -1.922 -1.327 0.482 -0.079
パンツ1 -1.028 -0.791 -0.318 -0.169
ジャケット1 1.105 1.123 -1.211 -0.242
ジャケット2 0.692 0.709 0.259 0.078
シャツ1 1.105 1.159 -1.138 -0.352
ベスト 1.178 0.996 -1.061 -0.166
パンツ2 0.839 0.636 -0.744 0.291
シャツ2 1.338 0.976 -0.108 0.318
シャツ3 1.198 1.006 0.007 0.428
セーター 1.002 0.806 0.892 0.518
コート2 -0.285 -1.067 1.025 -0.146
パンツ3 0.948 -0.137 -0.138 0.051
黒（Bｋ） 1.051 0.653 1.105 0.514
赤(v2) -0.090 -0.021 -0.622 -0.194

緑みの青(v16) 0.540 0.295 0.550 0.244
青(v18) 0.557 0.211 0.236 0.171
赤紫(v24) -0.910 -0.494 -0.671 -0.348
ピンク(lt24) -1.148 -0.645 -0.597 -0.388

重相関係数 0.967 0.963 0.958 0.927
重相関係数の2乗 0.935 0.926 0.918 0.860

アイテム 0.957 0.956 0.926 0.838

色 0.888 0.816 0.915 0.889

カテゴリー

男性が着用しても良い－男性に着用してほしくない 好き－嫌い
女性 男性 女性 男性

重相関係数 0.968 0.962 0.966 0.947
重相関係数の2乗 0.936 0.925 0.933 0.896

アイテム 0.961 0.955 0.964 0.946

色 0.844 0.804 0.675 0.212

カテゴリー

男性的－女性的 女性が着用しても良い－女性に着用してほしくない

女性 男性 女性 男性
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女性回答 男性的－女性的

黒(Bk) 赤(v2) 緑みの青(v16) 青(v18) 赤紫(v24) ピンク(lt24)
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男性回答 男性が着用しても良い－男性に着用してほし

くない

黒(Bk) 赤(v2) 緑みの青(v16) 青(v18) 赤紫(v24) ピンク(lt24)

本研究は2月19日開催の（一社）日本家政学会中部支部院生－

学生発表会にて口頭発表予定。 


