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             学校制服から日本の集団意識を見る 

要旨(日本語) 

 

 日本は世界中、早くて学校の制服を普及する国家の中の一つである。日本の

学校の制服は簡潔で、おしゃれなので、学生の間に人気が高いだ。とともに、

世界中でよく知られているようだ。本文は日本の学校の制服の研究を通じて、

「集団意識」という日本特有の民族特徴を分析して、我が国の民衆に多少の思

考を引き起こして参考とする。 

 本文は内容的に三つの部分からなるものである。第一部分、目下中、日両国

が日本の集団意識と学校の制服を研究する現状を述べる。それぞれこの二つの

テーマを研究する文章は多いが、二つを結び付けて研究する文章は非常に少な

いだ。このため、この文章では、この二つを結び付けて研究してみる。引き続

き研究の目的、意義及び研究の方法を述べる。第二部分、単独に日本の学校の

制服を研究する。この部分には制服の定義、起源、発展と種類の研究が含む。

第三部分、学校の制服を集団意識と繋がらせて、それぞれ制服の同一性、着装

規則、デザイン、着用意識、差異化で、五つの異なる視角から日本人の集団意

識を見る。 

 

キーワード：学校の制服、集団意識、思考 

 

摘要(中文) 

 

  日本是世界上较早普及校服的国家之一.其校服简洁时尚,大受学生的欢迎.同

时,它在世界上享有一定的知名度.本文通过对日本的校服的研究,来分析其所蕴

含的"集团意识"这一民族特征,从而带给我国民众或多或少的思考和参考作用. 

  本文由三个部分组成.第一部分,描述目前中,日两国对日本的集团意识和校服

的研究现状:分别对此二者进行研究作品的颇多,但将此二者结合起来研究的文

章甚少.鉴于此,本人尝试将此二者结合起来进行分析.随后阐述本文研究的目的,

意义以及研究的方法等.第二部分,单独对日本的校服进行研究.包括校服的定义,

起源,发展历程和种类.第三部分,将日本的校服与集团意识联系到一起,分别从

校服的统一性,着装要求,设计,着衣意识和校服的差异化 5 个不同的视角来看日

本人的集团意识. 
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1.はじめに 

1.1 研究の目的と意義 

 日本人の集団意識は日本という民族意識の不可欠な部分である。集団意識は集団内部の

力を集めさせて、全体の力を最大限にする。集団内の団結力を強めることもできる。本文

は日本の学校の制服の研究を通じて、「集団意識」という日本特有の民族特徴を分析して、

我が国の民衆に多少の思考を引き起こして参考とする。 

2 先行研究 

学校制服に関しては, これまで多くの研究がなされてきた. その成果をたどると, 大き

く二つの系統に分けることができる. 一つは, 制服の歴史を主に近代化と関係づけてた

どる研究であり, もう一つは, 現在着用されている制服の実態調査や教員と生徒の意識

調査の研究である. 

3 資料収集と研究方法 

3.1 資料収集 

本研究は、先生方からのご指導と関係者の協力の上、さらに図書館、本屋とインターネ

ットを利用し、制服と集団意識等についての資料を集める。制服と集団意識の歴史、発展

に関する資料や論文を検索し、その正しさを確認した上で採用する。 

3.2 研究方法 

   比較と分析研究の方法。先生の指導およびネットでいろいろな制服と集団意識につい

ての文献を読んで制服と集団意識についての資料、制服についての発表した研究成果を分

析して利用する。 

4. 日本の学校の制服について 

4.1 制服の定義 

  制服とは、会社、学校、あるいは軍隊、警察などある一定の集団や組織の所属者が着用

することを目的に規定された服のことである。同じ集団内でも男性と女性の制服のデザイ

ンが異なる場合も多い。また、普段の着用義務がない服は、標準服や奨励服と呼ばれるこ

ともある。なお、制服を英語でいうと、uniform(ユニフォーム)となるが、日本語でユニ

フォームというと、違ったニュアンスの言葉として使われることがある。制服を設けるも

っとも重要な目的は、組織内部の人間と組織外部の人間、組織内の序列、職能、所属など

を明確に区別できるようにすることである。また、同じ制服を着ている者同士の連帯感を

強めたり、自尊心や規律、あるいは忠誠心を高める効果を期待される。格好良い制服やか

わいい制服は、あこがれを抱かせ、その制服を着たい(転じて、その職種に就きたい、そ

の組織に入りたい)という願望をもたせ、人材確保に一役買うこともある。一定の集団や



団体の性格を表す機能をもち、集団内では連帯意識を高めること、外的には職業や階級や

役割などを明示することを目的としている。 

4.２ 学校の制服の起源 

世界では、日本が早くて学校の制服を採用する国のうちの一つだ。 

日本の制服は軍服がモデルだ。明治日本、文明開化のシンボルとしての洋装である。男

子が一足早く、いわゆる「学ラン」に腕を通す。東京師範学校が取り入れたのが当時の陸

軍の兵装であった。陸軍といえばカーキ色のイメージだが、日露戦争以前の兵装は黒色で

あった。 

東京師範学校は制服を採用したのが 1886 年「明治 19 年」のことである。学習院では普

通の学校と区別する意味で当時エリートとされた海軍の兵装をモデルに紺色にホック留

めの制服を採用、今も踏襲している。兵式体操や教練を契機に、軍服がモデルの洋装制服

が師範学校や中学校に広まっていった。また、今日一般的な学生服として認識される制服

を制定したのは、帝国大学(後の東京帝国大学)であった。1886 年に風紀上策の一環とし

て取り入れられた。女子の制服は 1920 年に平安女学院がセーラー服を初めて採用した。

この頃の制服はすでに男子は詰襟、女子はセーラー服という形であった。 

 

4.３ 学校の制服の発展 

この節では、明治時代後期から現在にかける 100 年くらいの間に日本の学校制服がどのよ

うに発展しているか述べる。 

a.明治後期～大正時代 

 明治時代後期に入ると、男子生徒の制服は、当時の国家主義的風潮の影響で、 詰襟型

の上着＋軍隊式の制帽の組み合わせが主流だったが、大正時代に民主的風潮が広まると、

背広型の制服を定める例もいくつか見られた。女子の制服は、当初は定まったものがない

か、着物に袴を穿く和服様式が多かったが、やがて洋服の普及に合わせて、スーツにスカ

ート、或いはセーラー服を制定する学校が増加していく。 

b.太平洋戦争～昭和中期 

この時、戦争が激化し、物資の不足が目立ってくると、学校の制服も全国的な統制を受

けるようになる。1941 年より、文部省によって中学校以上に在籍する生徒、学生は国民

服乙号に戦闘帽、ゲートルを着用し、制服の新調は控えるよう決められた。女子生徒にも

統一されたデザインの服を着用するよう求められている。 

c.1960 年代～1970 年代 

1960 年代後半から、主に服飾界の関係者から「会社員がドブネズミと呼ばされるよう

な画一的な服装をするのは、中高生の多感な時期に制服を押し付けられ服飾感覚を磨く機

会が奪われているからだ」という批判があった。この背景には、ピーコック革命と呼ばれ

る大人の男性の服装をもっと見栄え 良く（ファッショナブルに）していくという動きが

あった。制服批判には、男子の詰め襟学生服や女子のセーラー服は、共に軍服の格好が参

考にされていたことから、平和主義を標榜する国家である日本の教育現場にふさわしいも

のなのかという議論もあった。1970 年代には、このような中で、制帽、制服を廃止して

自由服などに移行する高等学校も現あらわ れ始めた。 

d.1980 年代 

1980 年代後半には、大都市圏の私立の高等学校を中心に、見栄えの良い制服を導入す

ることが流行した。従来の紺、黒系統から明るい色が増えたりして、斬新なデザイン、チ



ェック模様のズボン、カラフルなネクタイ、複数の制服の自由な組み合わせなどが挙げら

れる。見栄えの良い制服の導入は、受験生を増やして入学試験の合格点を上げる効果があ

るといわれた。また、いわゆる管理教育の見直しなど校則に関する社会的な議論の高まり

を背景に、それまで制服が当たり前であった公立中学、公立高校でも一部に制服を廃止し、

着用義務のない標準服に移行する学校が出てきた。いわゆる伝統校と呼ばれる学校ほど制

服のデザインには保守的である傾向がある。 

e.現在～ 

1990 年代以降、制服着用と教育効果の関係性の面からも議論されるようになってきて

いる。また自由服（私服）の高校に通う生徒などが市販の学生服（制服）や他校の制服を

私服として通学時や学校のない時に着たり、他校の指定の鞄を持ったりするいわゆる「な

んちゃって制服」と呼ばれる現象も存在するようになる。一方で、制服の高価さ、不便さ

などから、制服の廃止を訴える声も少なくはなく、最近は制服を廃止する学校も増えてき

ている。しかし、一度制服を廃止した途端に受験者数が落ち込むケースが存在する。それ

で、制服を再導入する学校も出てきている。 

 

 

4.４ 学校の制服の種類 

日本の学校の制服は主に男子制服と女子制服の 2 種類に分けられている。この節では、主

にこの 2 種の制服をそれぞれ説明する。 

女子生徒用の制服は女子通学服、男子生徒用の制服は詰襟学生服、ブレザータイプに大

別されている。なお、学校の制服全般を男女形状タイプに関係なく「学生服」、小学生向

けのものには「学童服」と呼ぶ場合もある。 

a.男子の制服 

男子の制服は主に詰襟(つめえり)学生服とブレザータイプからなるものである。 

学生服(学ラン)‐詰襟を用いた伝統的な男子の制服である。中学校でも主流であるが、

高等学校はブレザーなどへのモデルチェンジで大きく減少している。 

ブレザタイプ‐高等学校での主流のタイプであり、小中学校でも採用が増えている。た

だ、ブレザーの学校でも応援団は学生服(学ラン)を着ることが多い。 

b.女子の制服 

女子の制服は主にセーラ服とブレーザータイプからなるものである。 

セーラー服‐伝統的な女子生徒の制服である。このセーラー服を採用している中学、高

校はかつてに比べれば減ったものの、女子中高生にはまだ主流の制服と言える。また近年

は、セーラーブラウスとジャケットを組み合わせた変形型、複合型などといったようなセ

ーラー服を採用する中学、高校がでてきた。 

 ブレザー‐女子生徒に主流の制服である。高等学校の新設校やモデルチェンジによって

採用されることが比較的多い制服である。 

ボレロ-前打ち合わせない短い丈のジャケットで、主にジャンパースカートの上に着用。

最近では衰退傾向にある。 

イートンジャケット-カラーレスジャケットの形状で、主に濃紺色で小中学校に多い。

英国イートン、カレッジのイメージを流用し命名された。 

ジャンパースカート-夏服の標準的な制服であったが、モデルチェンジの折に減少傾向

にある。 

ベスト-夏服や中間服のパターンだが、最近ではチェック柄のスカートが増えていると
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ころから、ニット系のベストに替わることが多い。 

ブラウス‐制服スカートに指定のブラウスを着用する夏服型。その上にニット系のベス

トやカーディガン等を重ね着することが多い。 

スクールセーター‐冬場に着用するセーター。女子高生の間では冬場だけでなく春、秋

にも濃紺のミニスカートに白のブラウスの上から濃紺スクールセーターを着用している

ことが多い。 

吊りスカート‐夏はブラウスの上に着用することが多い。冬はイートンジャケットなど

を重ね着する。主に小学校や中学校などに見られる。 

 女子生徒用の制服は男子生徒用の制服に比べ、デザイン、色、オプションなどの種類

が豊富だ。女子通学服が女子受験生の学校選択の要素の 1つになることもあり、学校側は

女子生徒用の制服を男子生徒用の制服よりも重視する傾向がある。女子の制服ではスカー

トが一般的である。 

制服に合わせるアクセサリーもある。例えば、ボタン、紋章、リボン、タイ、ネクタイ

(男子用)など。 

5. 日本の学校の制服と集団意識 

日本は集団意識(注 1)が強い国であり、立場型の社会グループに形成している国でもあ

る。日本の社会グループは「立場」を強調するのを特徴にするので、一人の「立場」の属

性を重視する。例えば、日本人は他人に向って自分の社会地位を紹介する時、自分所在の

立場を強調する。立場の境界と集団の機能を更に強化したいならば、必ずグループ中の成

員を導かなければならなくて、彼らすべて「一体化」の感覚を与える。それに内部組織を

創立して、グループ中のおのおのをお互いに結び付けて、このグループを強化する目的を

実現するために、制服が必要だと思う。制服は二つの作用がある。対外で、「私達」のこ

の集団の意識を強調することができて、その他の集団とお互いに競争する観念を育成する

こともできる。対内で、１つの感情の上のきずなを形成するのに、彼らが同一の組織中の

成員の意識を強化する。制服というものは集団生活の基本で、それをなくしたら集団生活

の秩序が乱れる可能性がある。統一感は一応大事だと思っている。中学では制服によって

集団の統一感か規律を学ばせるべきだ。統一感が出て集団意識が高まる。同じ学校の人が

すぐに分かるので入学後に仲良くなりやすいと思う。 

5.1 学校の制服の同一性から集団意識を見る 

  日本人は従来保守的な思考が強い民族だと思う。歴史的に世界では稀に見る「単一民族

国家」でありながら「島国」であり、長い期間「独立性」を維持し続けている。第二次世

界大戦で敗北し、しばらくの間、米国に駐留されていた以外に、日本は独立国家の地位を

維持し続けてきた。長い「独立性」のある歴史を維持するために、もちろん外的要因も必

要だが、内部に確固とした「組織性」と「保守性」がなければ成り立たない。天皇制、幕

府政治が基盤となった政治体制はその組織を確立するために、様々なことをしてきた。ま

たその組織を守るために、思想統制や共通認識、仲間意識の構築を日常でも教育でも常に

国民に浸透させるようにしてきたのだ。「常に周りの人とバランスをとりながら・・・。」

とか「大事なことはよく確認してから・・・。」のように「石橋論（石橋をたたいて渡る）」

から来るような「美徳」は、このような保守性から出てきたものだ。逆に「出る杭は打た

れる」ような目立つものの存在、すなわち組織を乱す行動は「悪徳」として考えられてき



たのだ。つまり、自分はみんなと同じようにしていることが大事だと教わってきたのだ。 

この組織性、保守性の象徴が制服なのだ。これを着ていれば、少なくとも外観は他の人

から逸脱はしないし、また仲間意識を芽生えさせる上で非常に有意義だと考えられる。着

ていない人からみれば、「あ、あの制服だ！」ということでそれを着ている人間をあるひ

とつのカテゴライズすることが可能になる。またカテゴライズされた人は、それを外から

聞くことにより、次第に自分自身が洗脳されていくのだ。洗脳されることにより仲間意識

が芽生え、外部との人間との間に今度は自分たちで壁をつくるのだ。それを見た外部の人

は、制服を着た人間を今度はある一定の別の範疇に再度押し込めるのだ。こういった外部

→内部→外部→内部→・・・というループを繰り返すことにより、組織としての形をサイ

ドから自動的に支援しているのだ。 

5.2 学校の制服の着装規則（強制性）から集団意識を見る 

日本においては、学校で制服の着用が義務付けられているところが多い。（近代の衣生

活の対極に位置するのが、日本の多くの中学校や高校で指定あるいは強制されている制服

である。制服いわずに標準服といっている学校もあるが、実質は変わらない。要するに学

校が指定した標準服取扱店で制服を購入しないといけない。というのが現代日本人の学校

制服観であろうか。各々の学校によって制服にまつわる規則があると思うが、これらを生

徒が破った場合、それ相応の罰則が与えられる。学校は制服を定めることによって、生徒

を外見ではなく、実は内面を管理することをめざしているのである。 

衣服で人々を統制させることは人々の内面、アイデンティティへ大きく影響する。何度

も繰り返すが制服や国民服を着用するということは、着用が義務付けられている組織に属

している人が、その組織と同じアイデンティティを持つと明示していることになる。衣服

と身体との関係性が強いというのは最初に述べたとおりだが、制服の着用というのは、身

体と精神を強制的に組織へ同一化、拘束化させることに等しい。 

5.3 学校の制服のデザインから集団意識を見る 

日本の制服は全部学校から有名なデザイナーを招聘して設計したものだ。学校は自分に

属するだけの制服があった。デザインは服装を識別する重要な要素の一つだ。制服のデザ

インは制服の伝承した文化と密接な関係がある。識別性がある制服のデザインは人々に深

い印象をあげることができるだけではなく、学生の帰属感と集団意識を高めることもでき

る。制服の色設計を通じて、学校の識別性を高めることができて、学生の団体感を強める。

色は重要な視覚の元素だ。学生は色によって識別度を高めて、群体帰属感を強める。制服

の色は視覚上の識別だけではなく、学校文化を表すこともできる。そのため制服の色は学

校の標識と関連することができる方がよくて、勝手に変えないほうがいい。学校のマーク

と関係がある色は学生の共鳴を引き起こし、学生に強い集団意識を与える。学生が学校を

代表する色を見た時、必ず集団栄誉感と群体意識を高める。マークの色は学生服の主な色

と組み合わせるべきで、マークの作用を強調する。学生服のマークは学生に集団帰属感を

生じさせて、団結である事をすることができて、同級生の間に互いに助け合える。 

日本の学校は制服の色だけではなくて、様式も重んずる。中学校では、十年ごとに制服

の様式を更新する。東京の葛生高校は数年前から新規様式の制服のデザインに着手し始め

ていた。幾つかの方案を集めて、生徒らに試着させられる。生徒からも投票させる。投票

の結果によって最終にどちらにするかを決定する事になる。学校側は、「生徒達はこのよ

うな制服を着ていて、強い集団意識を持ってきて、平日にもっと自律する事になると思う」

と言った。好きで集団意識が体現できる制服を着ていて、月日のたつうちに学生に社会へ



の責任感を増加させる。自分の行為が学校に対して影響が生じるのが分かって、それによ

って積極的な方法で学校に栄誉を与える。 

5.4 生徒の制服の着用意識から集団意識を見る 

本節では、高校生の制服着用状況に関する結果について説明する。学校が制服を指定す

ることについては、制服がない学校出身者は 13.9%で、制服がある学校出身者は 86、1%

である。学校制服と性別に関する結果（表 1）によれば、1「高校選択基準＝制服」と 2

「制服おしゃれの気遣い」、3「制服ファッション通学」に有意差があり、回答に男女差が

現れる。制服のある学校の出身者が回答できる 4 の高校時代に着ている制服が帰属感があ

るかどうか訪ねた項目については、男女とも 6割以上が肯定した。自由服学校出身者及び

制服選択学校が回答できる 5 の制服らしい服装で通学しているかどうか訪ねた項目につ

いては、男子は 3 割が肯定するものの女子は過半数に留まった。それにしても、女子は自

由服校、制服校とも制服着用に肯定の意見が見られたと推測される。 

 制服の着用意識については、男女とも７割近くが高校で制服着用に肯定な意見を持って

おり、制服が必要だと回答する一方、制服のファッション志向やブランド化による影響で、

男子より、女子のほうが制服でのおしゃれを考えることが判明する。それに、制服は同一

感が出て集団意識が高まり、帰属感があったことが見られた。 
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             表1 調査対象

本部所在地 設置形態 偏差値 男子 女子

A大学 東京都 私立 47 24 91

B大学 東京都 私立 63 19 52

C大学 神奈川県 私立 50 73 35

D大学 東京都 私立 66 34 29

E大学 東京都 私立 45 37 24

F大学 東京都 私立 52 21 51

G大学 東京都 国立 60 159 111

H大学 東京都 私立 59 112 61

I大学 埼玉県 国立 56 30 36

J大学 東京都 国立 69 64 35
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肯定 否定 肯定 否定

8.1 91.9 24.4 75.6 1035

36.5 63.5 60.2 39.8 1030

35.8 64.2 52.7 47.3 205

69.7 30.3 63.6 36.4 864

65.0 35.0 65.3 34.7 1036

　　　　　　　　　　　　　　　表2　制服の着用状況について項目

2制服をおしゃれに着こなす工夫していた

4制服は帰属感があった

3制服のようなファッションで登校することが多かった

5学校で制服を指定することは必要だと思う

回答総数
女子男子

1受験した高校を選ぶ際に制服を考慮した
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5.5 学校の制服の差異化から集団意識を見る 

制服はマークで、それに身分を確認する。それによって対内の凝集と対外の区別の効果

が生じる。学校によって差異があるため、そこで群体の身分あるいは等級の区分する制服

も差異がある。例えば、明治 19 年に、東京師範学校では、普通の学校と区別する為に、

当時エリートとされた海軍の兵装をモデルに紺色にホック留めの制服を採用した（今も踏

襲している）。 

また、20 世紀の 20 年代から 30 年代にかけて、全国で洋装制服化が進行中、他校に差

異化を図るために、色々な工夫が凝られるようになる。各学校の特色を表示する校章や徽

章が出てきた。そしてその制服がその学校の象徴でもあるので、「この学校の学生です」

という学校に対する「意識」も高める。愛校精神とでもいうのでしょうか。一定の集団や

団体の性格を表す機能をもち、集団内では連帯意識を高めること、外的には職業や階級や

役割などを明示することを目的としている。 

6.結論 

集団意識は日本社会の特有の特徴だ。このような意識は日本社会の何処の分野にも存在

している。日本の学校の制服は簡潔でおしゃれで、日本人の特有の集団意識も体現できる。

制服を着らせる目的は明確に集団以内と以外の人を区別して、同じ制服を着る人間の間に、

団結を強化することである。本文は日本の学校の制服の研究を通じて、制服の同一性、着

装規則、デザイン、着用意識と制服の差異化で、五つの面から日本の集団意識をそれぞれ

研究する。 

日本の社会は一つずつの大集団や小集団からなるものである。二戦後の日本は戦敗国と

して、非常い貧困だったが、70 年くらいの発展を経て、一躍して世界の経済大国に入り

込んでいる。その原因を究明すれば、集団意識が巨大な作用が発揮していると言えるわけ



だ。21 世紀の中国にとっては、この近隣のこのような「集団意識」という長所を学んで、

自国の発展に全国民衆で心を合わせて団結して進みましょう。 

本文はここまで基本的に完成するが、初めて論文を書いて、経験が浅いし、時間の制限

もあるので、本文には不正か不足するところがあると思いますので、何卒ご指摘ください

ますようにお願いいたします。 
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