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要 旨 

 

本論文は「日本の和服文化について」をタイトルとし、多彩多様な日本文

化の一つ――和服文化が述べられる。それに、その和服文化から見る日本人

がどんな人か、日本文化がどんな文化か、詳しく書かれる。 

本論は三つの部分に分けて説明する。第一部分では、和服の自然に関する図

案と紋などから、日本人と日本文化が描かれる。その自然性から、日本人が自

然が好きということと日本文化が感性の文化ということはちゃんと見られる。

第二部分は和服の両面性から、日本人は模倣とともに創造が好きな民族という

ことが分かる。それに、日本文化も同時に進取の文化ということも分かる。

後の部分は和服の伝統性という面から書かれる。その面から、伝統をしっかり

と守り、伝統に対する熱烈な愛を持つ日本人と伝統の文化という日本文化が見

られる。 
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摘 要 

 

本篇论文以日本的和服文化为题介绍了日本众多文化中的一种文化——和

服文化以及从中可以看出日本人和日本文化到底是怎么样的。 

本论文从三个方面进行论述。第一部分写了和服上的与自然有关的花纹和图

案，从中我们可以知道再没有比日本人更喜欢自然的民族了。也可以了解日本文

化是一种感性的文化。第二部分则从和服既是模仿的产物又是创造的产物这种两

面的角度来观察喜欢模仿而又不停留于模仿进行创造的日本人和进取的日本文

化。最后一部分从和服在实际生活的使用来表现他们在全球化的过程中仍然坚守

自己传统的精神，也可以看出日本文化同时也是一种传统的文化。 
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日本の和服文化について 
はじめに 

 

桜と同じように、和服といえば誰でもすぐ日本を連想するだろう。和服はす

でに日本の象徴として人々の頭の奥に深く残っていると言えよう。日本人の中

に大和民族に属する人が９０％いることから名付けられたそうである。日本の

伝統服装として、日本の伝統の色彩を色つけされた。昔々から、日本人の生活

とお互いに密接な関係にあって、日本人の習慣や美意識などに支えられ、今ま

で伝わってきたのである。 

保温できるなど基本的な用途のほかに、芸術的に非常に値打ちがある。特に

女性の和服が芸術品と言えるほど色とりどりで華やかな上に、デザインも上品

である。芸術への日本人の感覚を完全に表していて、鑑賞価値と研究価値を大

いに持っている。日本の伝統文化の象徴としても、日本という民族の象徴とし

ても、世界中の多くの人々に納得されている。世界へ一番自慢できる遺産であ

る。仮に人が注目しなくなったとしても、掛け替えない位置に定着している。 

さて、和服の背景に窺われる日本人論と日本文化論は一体どんなものだろう

か、三つの方面から早速述べらせていただこう。 



 

第１章 和服の自然性から 

――自然好き、感受性ある文化 

 

第 1.1 節 和服の上の自然 

 

和服というと、きっとそのエレガントな紋や美しい絵などが印象的だろうが、

和服の生地の上に付いた、多種多様な図案が無意味な飾りというわけではない。

和服を味わうことはあたかも芸術品の鑑賞のように、普通の人間の目で見るべ

きではない。その紋や絵はまるで自然の縮図のように、春夏秋冬や草、木、虫、

魚など、私たちの目の前に生き生きと現れている。服の上に花や草などをやき

つけているということは普通なことではないか、どの国の服でもそうだろう、

それが特別なこととは言えないだろう、といろいろ考えを持つ人がたくさんい

るだろう。しかし、その中からこの国のある本質的な特徴と繋がっているもの

が掘り出されることができるようになる。それが自然に対する日本という国の

人々の心持ではないかと思う。自然との共存、あるがままの自然の享受と言え

よう。ところで、いったいどういうことだろう。 

 

第 1.2 節 自然環境の影響 

 

「着物の自在」という著書の中に、「どの社会の衣服も、その地域の環境に

かなうように、長い年月をかけて、そこに住む人びとが創り上げたものである」

と書いてある。和服も同じように、古い時期から様々の移り変わりを重ねて、

今のような形になった。その変遷中、自然環境が欠かせない要因の一つとされ

ている。それに、その影響によって極めて大きい効果が効いていくのである。

日本列島は海洋性季節風気候であり、雨量が十分でもあり、水資源が豊富でも

あり、植物が非常に多いということである。その自然環境上の優位性によって、

この土地に定着している人々がもっと直接自然の魅力を感じることができる

のは疑いがないだろう。そこで、賢い人びとは自然に対する特別な感情を和服

の中に入れて、和服の隅々まで自然の息吹があふれている。 

 



第 1.3 節 自然が好きな日本人と感受性ある文化 

 

ホースコピッチ学者が「文化とは自然様式が人間の形になったものだ。The 

man-made part of the environment」と述べるように、文化と自然はとても密

接に関わっているのである。地球上の多様な環境により、世界中には多様な衣

装や飲食などの文化が存在するのである。和服はとりわけ恵まれている自然環

境のおかげと言えよう。日本の人は自然を服装の上に集中して、世界中の人々

に自然と密接な関係が見せているのである。和服の前身が中国の唐の代の服と

いう考えもあるが、自然性という面から見ると、日本の和服と肩を比べること

ができる服装を持つ国はないようである。満開の桜の木や重ねたしぶき、遊び

戯れている魚、秋の菊、北国の雪景色など、それらだけを思うと、目の前に自

然の光景が広げられているのではないだろうか。春夏秋冬の四季が次から次へ

と登場してくるのである。和服文化は自然観がとても強く、また昔の人びとの

知恵を織り込まれたオリジナリティ高いのアートと言えよう。 

日本人の中に、もし「貴方は何故和服を着たくなるのだろうか」と聞かれた

ら、「着ていてとても気持ちがいいから」あるいは「何と言っても圧倒的にも

てるから」という答えを出す人が圧倒的に多いそうである。和服を愛着してい

る人たちの共通なコメントだろう。特に、女性にとっては、日本の四季の美し

い花と草などの自然界の万物を身に纏え、誰より艶やかになるからだろう。そ

こには日本人ならではの感性と身体感覚、自然感などにフィットした和服の着

心地が語られている。自然についての美意識は日本の文化形態と日本人の日常

生活を支えているが、日本人にとっては、自然は神様のような存在で、神様の

いない文化と生活は「文化と生活」と呼ぶわけにはいかない。 

自然に対する感情はとても文字で表現できるものではない。強いて言えば、

コンプレックスという言葉しかできないと思う。かつて日本人の先生がこのよ

うにおっしゃったことがある。「亡くなる寸前になるとしても、山や花、水な

どを見たい」と。ほかの国の人に納得されないかもしれない。少なくとも、私

は認められない。たぶん、和服へ抱く気持ちと同じだろう。日本人でないと、

なにがなにでも体験できない気持ちだろう。 

 

第２章 和服の両面性から 



――模倣創造好き、進取性に富む文化 

 

第 2.1 節 和服の模倣性と創造性 

 

日本文化の中に、そもそも自分の持ち物が少なくて、その大部分は異文化か

ら変えられてきたものである。日本文化の一つとして、和服文化もそうである。

和服の文様、織りかた、染色、絞りなどは古い時期から、日本列島の外から取

り入れたものが多い。正倉院御物により、シルクロードから入ってきた和服が

たくさんあるそうである。中国の唐からも、朝鮮からも、天竺からもなど。そ

して中世から近世にかけてはて、実際の情況と一致するところを探し求めて正

に自分の物にした。インスピ、南蛮（ポルトガル、イスパニアなど）から取り

入れることが多くなる。だから、日本という民族は「実用主義」の実行者と言

っても過言ではないだろう。それに、いつの間にか、日本文化は「模倣文化」

と呼ばれているようになった。 

それに対し、日本文化を「創造文化」と言ってもかまわないと思われる。創

造性とは、これまで結びつかないと思われていたものともの、考えと考え、あ

るいは技と技とを結び合わせて、新しいもの、思想、芸術、技術などを創り出

すことに成功することである、と心理学者は定義している。「成功する」とい

うのは、それがほかの人びとの役に立ったり、感動を与えたりすることである。

日本文化も海外の異文化の中から、そのままに無条件な模倣ではなく、取捨選

択して美しいもの、よいものを選んで大胆に取り入れレーションも模倣から発

見へと結実するという説がある。和服の歴史は異文化接触による創造の道筋を

示している。それに和服を着ている人に暖かい感覚を伝えている。 

日本の空気は湿度が高いから、和服はうまく温度と湿度との調節をするよう

に工夫されている。幾重にも布が重なり合っているので、寒い時はきれときれ

との間の空気が、体温によって温まり、暖房の働きをする。熱い時には涼風を

誘い込む。そして寒い時も熱い時も、適当に湿度を調整する。おのずから空調

の役割を働いているのである。和服の帯は飾りの働きをするというよりも、も

しろ女の体を暖かく守ってくれると言う。 

そして、和服の特徴の一つは直線裁ちということである。直線的なデザイン

の和服は、都合のいいことに、あちこちに無駄な空間が自然とできることや重



ね着が簡単なことで、熱や空気の出入りなどを洋服よりも簡単に調節すること

ができる。和服が日本の風土に適したものだとはよく言われることであるが、

これは物理的な構造と素材の効力を含め、非常に合理的な服であるからこそだ

と言えるだろう。 

とにかく、和服はその着心地のよい生地から、自然の息があふれ出る文様ま

で、さまざまなデザインが日本人自身に応えて創り出されたのである。 

 

第 2.2 節 日本人の両面性と進取性に富む文化 

 

和服の上に表現された模倣と創造という性格も両面性がある。では、日本人

は二重性格を持っていると言えよう。「菊と刀」という本に出てきたとおりで

ある。日本人は模倣力を持っていると同時に、創造力も持っている。 

日本人の模倣力と創造力は全世界にも名を馳せているようになったのは当

たり前だろう。第二次世界大戦、日本が敗戦した。敗戦国として、自分の国に

勝った国に多少恨みなどがあるはずが、戦勝国、つまりアメリカに好奇心を満

たして、「この打ち勝ってくれた国に一体何の秘密兵器があるのか。」と疑念を

持っていた日本人はこのような疑いを抱いて、次々とアメリカに行ってわけを

はっきりさせようとしていたそうである。これらの人は西洋の学者たちに「模

倣のやつら」や「技術泥棒」などとあざ笑ったことがあるそうである。そのよ

うに思われていると言っても、それこそ二戦のおかげで何もかも無くなってし

まった日本は再び世界で自分の位置を見つけることはできないではなかった

だろうか。今のところは日本人を「技術泥棒」と言っている人も、日本の人た

ちが作られた設備と技術が信用できないと思っている人もいないだろう。 先

端ないろいろの製品はアジアばかりではなく、世界でも評がいいという事実で

ある。日本の自動車産業は世界一流でもあり、電器製品は質がいいということ

がみんなに分かっているのである。それがだれにも認められるところである。 

模倣から創造まで、どの分野でも、勤勉で進取の精神を持つ日本人が見られ

る。そのような日本人であるからこそ今の和服文化が成立できる。さらに、日

本文化という独特な文化が存在できる。 
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第 3 章 和服の伝統性から 



――伝統好き、伝統的な文化 

 

第 3.1 節 グローバリゼーションの背景に生きる和服 

 

洋服はその姿が日本に現れたばかりの時に、身軽というメリットで日本人の

間で人気を呼んできていた。ヨーロッパ主義を盲目的に崇拝するおそれがある

から、西洋の文化を排斥する声があちこちから湧き上がってきた。そこで、和

服は再び日本人の身辺に戻ったわけである。それにしても、厳しいグローバリ

ゼーションの試練に耐えているところである。そのパワーが勢いよく激しくな

っているといっても、和服をはじめとする伝統文化はほったらかされることで

はない。重要なお祭りなどの華やかであるいは厳かでしめやかな場合に、必ず

和服の姿がよく見られるだろう。 

しかし、先進国であろうと発展途上国であろうと、グローバラゼーションが

原因で世界各地の様相が極めて大きく変わっているところであるが、それにそ

の様相は大体同様ということが分かっているだろう。周りの景色を見回すと、

到る所でも現代化の色彩を帯びたビルなどはずらりと並んでいるが、伝統的な

建築はすでに寥寥としていくらもなくなったことが見られている。多くの民族

服は大体においてテレビや映画などでしか見られないのではないか。日本は世

界の一員としてその運命を免れることができなかったに違いない。それにもか

かわらず、和服はグローバラゼーションの嵐の下に完全に残されてきた。 

和服を日常生活の中で活発にさせることができるように、そんなに伝統文化

を完璧に保護することができるのは、伝統を重んじる日本人の態度に密接な関

係があるからである。ある民族の伝統的な資源を完全無欠に守ろうとするなら、

その民族の人々の態度とやり方が何よりだと思われている。日本人は伝統を守

る強い意識を持っている上に、どんな時でも、どんな場合でも、自分の文化を

進んでアピールすることがよくある。日本の家庭の主婦は機会があれば、臨時

のグループを作って外国人に和服などの豆知識を紹介してあげて、必要になっ

たら自ら和服を着る方法などを見せることが時々あるそうである。 

 

第 3.2 節 和服文化すなわち日本人の心の拠り所 

 



社会の現状からその現象を説明させていただこう。生存競争が日増しに厳し

くなっている社会により、それなりの仕事上や生活上などのいろいろなプレッ

シャーが次から次へと訪れてくるだろう。高圧的な環境の中で仕事と生活する

なら、体の疲労はもちろん、心の中のストレスが自然にたまるだろう。そこで、

様々な社会現象が出てくるにつれて、「過労死」（過労死というのは業務上など

の過重な精神的と肉体的負担が原因となって、心筋梗塞や脳卒中などで急死す

る意味である。そのシンボルは老人でもないのに老け込んでいることである。

２０世紀５０年代に現れてきたことがあるが、重大視されなかった。２０世紀

９０年代になって頻繁に起こって、恐ろしいことには、過労死自殺まで現れて

きたからこそ、日本政府の注目を引いたそうである。）という言葉が頻繁に使

われるようになった。速いペースで発展している経済により、生活のリズムも

速まっているという事実の前に、精神上の頼りが特に欠かせない大切な物にな

っているとされている。今流行っているノスタルジーという言葉は恐らく面白

くない上にきつい生活から現われてきただろう。まるでそれこそファッション

だと言わんばかりの顔をしている。騒がしい都市生活を免れて、田舎の細道を

そぞろ歩きするような生活を過ごしたいと思っているのが多くの人の考えで

はないか。和服などの伝統文化の雰囲気の中にいて、それを気楽に楽しむのは

日本人の精神上の頼りになっている。だから、現代化的な社会に入ると、精神

上の頼りは絶対に必要というわけである。 

 

第 3.3 節 伝統を尊重する日本人と伝統的な文化 

 

伝統文化は精神上の頼りだけではなく、祖先から伝えられてきた貴重な宝物

なのである。日本人が伝統を尊敬し伝統を保護する、という意識はわれわれが

まねるべきである。掛け替えない頼りにするよりも、守ろうという気持ちのほ

うが伝統文化の保存された原因なのではないだろうか。それに対し、伝統祭り

よりもバレンタインデーやクリスマスなどの西洋の祝日をえこひいきする中

国人の若者が沢山いる。旧正月つまり中国人にとっては も大事な伝統的なお

祭りまで、２、３０年前よりあまり賑やかではなくなった。中国の正月を無形

文化財に申請するというニュースを聞くとは夢にも思わなかった。「どのよう

に正月をちゃんと過ごしたらいいのかは国民自身が作るでのだ。」と、国家非



物質文化遺産保護委員会の副主任資氏がこのように言った。遺産申請で伝統を

守るとは、話にならない。遺産申請がなければ、国の伝統が何もかもなくなる

わけだろう。 

グローバラゼーションはもちろん逃れられないが、自分の文化を保護するの

も同様に重要なことである。いずれにせよ、伝統文化がその国と民族のシンボ

ルと精髄でもあり、各国の歴史の発展の目撃者でもある。和服文化の固守と相

続こそ日本という民族の も本質的なものを具体的に表している。たとえ現代

の日本社会に和服という華やかな花が消えたら、日本人は寂しくバランス悪く

感じるだろう。 

 

おわりに 

 

上記のとおり、和服から見れば、日本人と日本文化の性質は一目瞭然である。

自然にコンプレックスと呼ばれんばかりの感情を持つことからは感性の豊か

な日本人、異文化を模倣するだけではなく、それを改造して自分に応じる文化

を創造することからは進取の気性に富んだ日本人、今まで伝統文化を完璧に保

存してくることからは伝統的な日本人、その三つから、異なった日本人の姿が

私たちの前に現れてくる。そのような日本人から、日本文化が感性の文化、進

取の文化、そして伝統の文化ということが明らかになる。 
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