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若者文化としての学校制服

－女子高校生の制服おしゃれに着目して－

山口晶子

1．問題の所在

本稿の目的は、近年女子高校生特有の文化としての定着を見せている「制服おしやれ」に

着目し、戦後から現在までの学校制服の変遷を見直す中で、現在の制服おしゃれを若者文化

として捉え再考することである。

90年代前半にコギャルが登場して以降、女子高校生の制服姿は常に驚きの対象であった。

短いスカート丈、だぽだぽのルーズソックスといった彼女ら独特の制服スタイルは、「だら

しがない｣｢みっともない」と批判の的ともなり、こうした姿をしている女子高校生には負の

イメージがつきまとうようになった。特に、コギャルがブームを巻き起こすと同時期に、ブ

ルセラショップを訪れたり、援助交際を行ったりする女子高校生の姿が大きく取り上げら

れたことから、女子高校生という集団に対する社会的イメージはより画一的なものとなっ

た。さらに学校教育においては、服装の乱れによる風紀の乱れを危倶し問題視される傾向が

みられた。校則で決められたとおりに制服を着用しない行為は、着崩しと呼ばれるようにな

り、服装のだらしなさが彼女たち自身へのイメージと直結した。彼女たちの奇抜なスタイル

は、新たな流行としてメディアに取り上げられ、女子高校生は一躍消費の担い手として注目

される一方、学校教育においては問題視されてきたのである。

女子高校生へのこうした負のイメージは、おおよそコギャルブームの時期を発端にしてい

るといえる。しかしながら、そのイメージの浸透は一過性のものではなく、その制服姿によ

ってイメージが呼び起こされ、現在においても残っているのである。

このようなイメージが一般的になる一方で、彼女らが何故こうした格好をしているのかと

いう点においては、なかなか明らかにされずにいる。同様に女子高校生だけでなく、近年で

は若者全体が、何か捉えどころのない集団だと考えられる傾向にある。そのために、制服お

しゃれをしている女子高校生は特異なものとして認識されてしまうのである。

学校制服に関する先行研究は、制服を着用している女子高校生ではなく、制服そのものを

対象としている場合が多い。社会の変化や歴史的な変遷を追ったもの（唐澤1955,豊原・

関山1965,太田2002)や、被服の見地から制服の機能性について検証したもの（生田・

佐藤1974,生田・井上1978,磯部・江口1996)、また、制服の着用状況に関しては、規
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模は様々であるものの実態調査の報告が数多くある（三井・酒井1984,松浦1989,野村

1993,1994,磯部1996,鈴木2002,)。制服の着用が生徒の意識に及ぼす影響について分

析したものもある（潮田・本郷1988,田村・尾崎1990,儘田・吉田1999)。こうした研

究が明らかにするのは、学校制服の持つ多面的な機能性であり、学校制服を着用している女

子高校生がどのように感じているのか、といった部分までは扱われていない。

しかしながら、女子高校生という集団とその制服姿によって、ある種の「ブランド」が確

立されていることについては指摘されており（片岡1997,仲川2002,千石2005)、先に

述べた負のイメージを背負いながらも、逆に社会の注目をブランドとして確立させたことは、

学校制服においても、そして女子高校生においても大きな転換であるといえる。

こうした先行研究を踏まえ、本稿では戦後から現在に至るまでの女子高校生の制服の変遷

を見直し、現在における制服の位置づけを再確認するとともに、既にある程度の定着が見ら

れる、女子高校生の制服スタイル、制服おしゃれに着目し、その持つ意味について考察して

ゆく。

2．女子高校生の学校制服の変遷

本研究では、以下の表lに示したように、戦後から現在に至る時期を大きく四つに分け、

それぞれの時期における制服について、社会や学校との関わりや文化的な側面から考察する。

さらに、その制服が女子高校生にもたらす作用にも着目し、制服をとおした女子高校生の感

覚を明らかにしてゆく。

表1学校制服の変遷戦後～現在

|癖罐単剃報蝿|……""一…｜
〈第11期>|<第1I1期〉

88年以降

<ポスト第Ⅲ期〉

現在

〈第11期〉

70年代後半～80年代半ば

<第1I1期〉

88年以降

●
、
、
ノ
ノ
・聡

年

く
や 〈第1期〉

戦後～70年代前半

｜高度情報化
学校五日制

若者文化

全体的同化／個人的異化

情報化

多様化

若者文化化

差異化

産業化｜消費化

校内暴力対策｜
反学校文化

個性

社会

学校

文化的側面

制服の作用

都市化｜
学校制度の整備

学校文化

統一

(1)時期区分

これまでの若者研究においては､60年代以降を10年ごとに区分することが多かったが(小

谷1993,藤村2005)、本研究においては、移行期に起こった生徒及び制服の変遷から、大

きく四つに区分する。

第1期は、戦後から1970年代前半、第11期は1970年代後半から80年代半ば、第1I1期

は88年以降、ポスト第111期は現在である。第1期から第11期への移行は、高校進学率の上

昇を背景とした生徒文化の分化による反学校的下位文化の形成と、その制服への表出をきっ

かけとしており、第Ⅱ期から第Ⅲ期への移行は、88年から行われ始めた制服のモデルチェ

ンジブームによる。第ⅡI期からポスト第Ⅲ期への移行は時期が明確ではないが、制服おしや

れが文化として定着したことから判断し、現在を含めたここ数年をポスト第1I1期としている。

また、表2に示すように、第Ⅲ期の中でも3つの時期に分けることができ、その流れは
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制服がおしゃれ化してゆく過程ともいえる。制服のモデルチェンジ(')が全国的に行われ、DC

ブランド(2)の制服が人気を集めるようになった88年から89年、DCブランド制服の流行を

基盤とし、ドラマ(3)を契機とした女子高校生ブームがおこった90年以降、女子高校生ブー

ムが一段落し始める97年以降である。女子高校生ブーム期では、さらに93年にコギャル

ブーム(4)が到来しており、社会的にも大きく注目された時期である

このような流れをみてゆくと、モデルチェンジブームを皮切りに、制服のおしゃれ化が

徐々にそして継続的に進んできたことがわかる。

表2第Ⅲ期：制服おしゃれ化の流れ

区分

年

モデルチェンジ

ブーム期

88～89年

女子高校生ブーム期

(93コギャルブーム）

90年～

安定期 定着期

97年～ ～現在

(2)社会・学校

表lにおける社会・学校は、制服や女子高校生を取り巻く環境としての社会、学校の

動きを大まかに示している。戦後以降都市化や産業化が進み、人々の生活も大きく変化

した。80年代には消費化が進み、パソコンや携帯電話の登場で情報化も進んできた。一

方学校においては、戦後学校制度の整備が行われ、70年代後期になると校内暴力が問題

化してくる。モデルチェンジブームが始まる頃には、高等学校の多様化が進み、単位制

高校の創設、高校生の海外留学の制度化、総合学科の新設といった改革がなされる。また、

この頃から徐々に学校五日制導入へ向けた移行措置がとられ始め、現在では学校五日制

は完全に導入されている。

(3)文化的側面・制服の作用

以上のような時期区分と、社会や学校の動きといった背景を踏まえ、制服の文化的な側面

と制服の作用を時期ごとにみてゆくと、「学校文化」的で「統一」感を感じさせるものから、

｢反学校的下位文化」の形成によって「個性」が表れ､｢若者文化化」が進んだことによる「差

異化」の作用、そして現在では「若者文化」として定着し、「全体的同化／個人的異化」を

表現するものへと変化している。

第1期においては、戦前の制服デザイン(5)をそのまま復活させたことから、制服に付与さ

れていた学校の象徴としてのイメージを引きずることとなり、学校文化的である。この時期

は大幅な教育改革が行われたにも関わらず、人々の感覚や心情の中に戦前の制服のイメージ

が強く残っており、学校の象徴である制服を失いたくないという思いも同様に残っていた。

それ故に、「『学校精神』と詰め襟型・セーラー型制服デザインとの強い結びつきや、象徴体

の成り立ちについては、批判的に顧みることをしなかった｣(太田2002b)のであり、制服

は学校との密接な関係性の下に置かれていたのである。このような制服を着用することは、

生徒を学校の統制の下におくことにもつながり、それはまた生徒自身にも統一感を感じさせ

るものとなっていた。

第Ⅱ期では、生徒文化の分化による、反学校的下位文化が制服に表れた（米川1978,武
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内1979,伊藤2002)｡80年代以降は校内暴力や学校の荒れが問題化した時期であり、そ

の背景には50年代以降社会問題となった青少年の逸脱行動や、それに伴う社会的取り締ま

り、先にも述べた高校進学の一般化があった。こうした流れを受けて、反学校的な下位文化

が形成された。生徒たちは、学校の象徴であるとされた制服を決められたとおりに着用しな

い、という行為をとおして、学校への反抗の姿勢を示した。反学校的下位文化の制服への表

出は、これまで統一的であった学校制服への反抗をとおして、学校による統制には従わない

姿勢も表していたと考えられる。しかしながら、あくまでも学校に対する反抗の姿勢を示し

ていたために、この時点ではまだ制服は学校との関係性の中に存在していた。

第1I1期では、制服のモデルチェンジブームをきっかけとして、制服が学校特有のものでは

なく、一つの消費対象となったことから、若者文化化してゆくこととなった。消費社会化が

進むにつれて、消費行動による他者との差異化(6)を図る若者が増えたことと同様に、学校制

服においてもまた、消費行動として制服おしゃれを行うことで、他者との差異化を図る傾向

がみられるようになったのである。

制服における消費要素の参入は、制服のモデルチェンジブームをきっかけとしており、可

愛らしい制服の登場によって、他校の生徒や他者との差異化が可能となった。これによって、

これまで学校制服が持ち合わせていた、学校との関係性における役割はだんだんと小さくな

り、おしゃれな制服を着用することが他者と自分との違いを示すものとなった。また、女子

高校生がおしやれな制服を好むようになるにつれ、これに関するアイテムの数もだんだんと

増えゆき、学校制服は徐々に若者文化へと変化していった。

ポスト第Ⅲ期では、こうした流れから確立された女子高校生の制服おしゃれが、若者文化

として定着した。それは、女子高校生でいることが誰にとっても期間限定であるにも関わら

ず、第1I1期以降女子高校生という集団によって制服おしゃれが持続していることからいえる。

さらにポスト第1I1期においては、制服おしゃれの定着化によって、制服おしゃれが単に差異

化の作用を持つだけでなく、女子高校生全体、あるいは友だち集団になじむような全体的同

化をしながらも、その中で自分だけの着こなしやおしゃれを表現してゆく個人的異化という、

細部にわたる自己演出をできるものとなったのである。

このように学校制服は、より学校との関係性の強い学校文化的なものから、徐々に脱学校

化してゆき、それに伴って、制服を着用している女子高校生にもたらす制服の作用も変化し

てきた。そして、現在においては若者文化として確立され、皆と同じように見えながらも、

自分だけのおしゃれを演出するという、アンビバレントな作用をもつに至っている。

3．制服おしゃれの実状

では、女子高校生の制服おしゃれとは、どのようなものであるのか。その実情をみてゆく

＝11÷マ

ー とと9つo

従来では、学校制服と定義される場合「学校が指定した制服」を指し、その購入は学校が

指定したお店に限られていた。また、着用の仕方についても学校による服装規定が設けられ
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ており、その詳細は生徒手帳に明記され、服装指導などによって決められたとおりに着用す

ることが求められていた。

制服おしゃれには、大きく分けて三通りあると考えられる。①学校指定の制服を規定どお

りに着用せず、リボンやネクタイをゆるめたり、スカート丈を短くしたりするといったもの、

②学校指定の制服の中である特定アイテムのみを、例えばリボンだけを規定外のものとする

もの、③学校指定の制服はほとんど無視し、市販のアイテムを多用するものである。殊に学

校外、放課後等においては、③のタイプが多いように思われる。また、比較的おしゃれな制

服だと思われるデザインが多く、服装規定も厳しい私立高校では①や②が多く、伝統的でシ

ンプルなデザインが多い公立高校では、③のタイプが多い。

続いて、制服おしゃれの特徴をみてゆく。制服おしゃれの大きな特徴は、自己演出ができ

るという点にある。従来、制服は生徒全員が同じものを同じように着用するものとされてき

たが、私服ファッション同様に、制服においても自己演出ができるというのは、非常に大き

な特徴といえる。

さらに、自己演出にもいくつかのパターンが存在する。ここでは、女子中高生を読者層と

するファッション雑誌『SEVENTEEN｣(集英社）や『POPTEEN｣(角川春樹事務所）にお

ける、制服おしやれの特集記事を参考にし、そのパターンをみてゆくこととする。以下の

表3と表4は、それぞれ『SEVENTEEN』『POPTEEN』の制服おしゃれ特集記事について、

そのタイトルと内容を簡単にまとめたものである。

表3雑誌『SEVENTEEN』制服おしゃれ特集記事

発行年月日

2005.6.15

2005.9.15

タイトル

メガHIT☆アイテム大発表11

8アイテム十小物でlか月分コーディネートj秋制服着まわし

LESSON

秋のやっぱり制服がスキ

,O5WinlerSchoolBook

内容

大好き制服ブランドで、いままさに売れているものをリサーチ!！

みんなが持っている平均的な制服アイテーム8つにしぼり、lか月

の着まわしにチャレンジ11

人気ブランドニュース＆読者モデルのリアル着こなし1

上級生系・元気系’清楚系、3つのテイストの着こなしに、今超

人気の3人の女優さんが挑戦してくれたよ。

校則のキピシーイ学校に通う玲奈◎の場合…

校則ゆるめの学校に通うレイナ◎の場合･･･

新高lスタイル、新高2スタイル、新高3スタイル

l50rn】～みつぐ－160〔､m～ゆかl65ml～奈々 がALL試埼!！

なによりも楽しみな学園祭までの、8日間の着まわしを学年別に

追っかけたよ☆

2005.10.1

2005.12.1

2006.3.11超便利春制服☆選び方完全ガイド

春の通学スタイル学年別新ルール発表～～っ11

夏制服身長別菅こなしLes5on

秋制服学年Hll菅まわし8days

５
５
１

■
’
八
・
’
八
●

．
．
０

４
６
１

６
６
６

０
０
０

０
０
０

２
２
２

表4雑誌『POPTEEN』制服おしゃれ特集記事

発行年ﾉjI｛

2005.7

タイトル

1､()KY()女f高校′鵬発梅雨→且カッコよく衣替え！制服の箭まわ

しコーディネート術

内界

モテ系クール系(jAL系お嬢系ノt気系5人スタイル代炎撹将が

登場！

〔i()!(i()！「ハッピー女jz尚'f」系統別女r･高校坐スタイル図鑑2006.5 クール系から萌え系まで、制服の済こなしも個性を出す時代がや

ってきた!!みんなの新学則の制服スタイル､クール系、鵬え系、

キレイ系、ギャル系の4つに系統分かれてた11

2(〕06.7「夏制服」クールピズ

2006.10「制服が変わった!」l2P号外スペシャル11

半袖はもうダサい11長袖をまくって半袖にするのがこの典のオシ

ャレ。そこで、カラーシヤツ別のコーディネートを発表。

PARTl「だれも知らない」セシルマクピーの制服デビュー1

PART2NEWジェネ女子高生の「制服フリーダム」宣冨！

※内容については、記事の本文から引用

これらの、制服おしゃれに関する特集記事のタイトルとその内容から、以下のような制服
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おしやれのパターンがあることがわかった。

(I)TPOに合わせる…どこに行く、何をするという目的や状況に合わせた演出

(2)コンセプトに合わせる･･･先輩／後輩風、お嬢系／ギャル系といった演出

(3)自分の身体に合わせる…身長別など、一番似合っている自分を演出

このように、様々な場面や必要に応じて、なりたい自分を演出するべく、制服おしゃれに

は複数のパターンが存在しているのである。

こうした制服おしゃれを充実させているのは、近年種類がかなり豊富になっている、制服

おしやれアイテムである。先に述べたように、いかに自己演出するかということは、制服お

しゃれにおいて非常に重要なことであり、そのためにはデザインとカラーバリエーションの

豊富さは必須である。ただシャシを着ればよいのではなく、スカートの色、柄、あるいはリ

ボンやネクタイのデザインとのバランスを考え、トータルコーディネートとして存在するの

が制服おしゃれである。その需要を満たすべく、制服おしゃれアイテムは季節ごとに新たな

商品を発売しており、女子高校生御用達のブランドと言われるEASTBOY(7)では、常時数十

種類のリボンが用意されている。

さらに近年では、市販の制服おしゃれアイテムを購入しなくても、学校指定の制服におい

てもいくつかのバリエーションがあり、選択することが可能になっている場合がある。千葉

県下の公立高校では、佐倉南高校や成東高校の制服がそれにあたる。佐倉南高校では、夏

服のスカートとリボンが、それぞれ3種類あるデザインの中から選べるようになっており、

成東高校では、制服そのものが数種類ある中から選べ、その中の1つはファッションブラ

ンドF1J!Fが手がけたものである。

以上が制服おしゃれの実状である。

4．女子高校生と制服おしゃれから見えるもの

続いて、本研究で見直してきた学校制服の変遷を踏まえ、なぜ女子高校生は制服おしゃれ

をするのか考察してみる。

まずは、学校制服の歴史的変遷を振り返ってきたことによって、学校制服の主導が学校か

らだんだんと若者へ動いてきていることを読み取ることができる。それは、学校制服の文化

的側面が学校文化的なものから、若者文化的なものへと移っていることによるものである。

しかしながら、女子高校生はあくまでも学校制服に、あるいは学校制服的な格好にこだわり、

その中での自己表現を試みるという細部にわたる演出を行っているという点も見逃すことは

できない。それは、学校制服のもつ「女子高校生」という記号的意味を上手く利用しつつも、

その中に自分らしさを求める姿勢であるともいえるだろう。

制服おしゃれのもつ作用として、本稿では先に「全体的同化」と「個人的異化」という感

〆司
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覚を挙げた。制服という枠を設けることで全体的同化をはかり、みんなと同じであるという

安心感を得ながらも、それに完全に従うのではなく、自分らしさを出す個人的異化をはかり、

自己表現をしてゆくのである。制服おしゃれは、こうしたアンビバレントさを内包する文化

であるが故に、制服おしゃれの主体である女子高校生もまたアンビバレントさを内包してい

ると考えられる。

また、学校制服が脱学校してゆくことで、女子高校生という存在が、生徒という顔だけで

はなく若者という顔も持つことになったことによる影響も大きい。女子高校生が、生徒と

若者という二つの顔を持つようになれば、当然彼女たちの行動範囲や選択肢も広がってゆ

く。消費行動において、もはやその最前線にいる女子高校生に多くの選択肢があることは自

明であろう。しかしながら、消費者・若者として期待され、また生徒として期待されるが故

に、よりどころのなさや不安定さにも直面しているようにも思われる。E.フロム(8)を用いれ

ば、自由さの獲得が時に不安定さをもたらしているといえるだろう。女子高校生は、自分自

身で自分の意志や行動を決められなくなっているようにもみえる。

このようなアンビバレントさを持っていると考えられる女子高校生と、制服おしゃれをと

おして見えてくるのは、校則違反をしながらも脱学校をせず、むしろ学校へコミットするこ

とで、不安定さの解消を求めようとする生徒像である。これまで生徒文化研究における先行

研究は、学校ランクや成績との関連から、向学校的な生徒と反学校的あるいは脱学校的な生

徒の分極化を明らかにしてきた（米川1978,武内1979,耳塚l980等)。これらの先行研

究を踏まえれば、制服おしゃれは一見反学校的、脱学校的であるように見える。しかしなが

ら、制服へのこだわりという点から、実は学校へコミットしている、あるいはコミットした

がっているようにも見えるのである。本研究は、こうした生徒像に対して服装やおしやれと

いう視点からアプローチしているため、それが顕著な形で現れている女子高校生を対象とし

た。しかしながら、男子高校生にも制服におけるおしゃれが存在しないわけではなく、また

学校にコミットしたがっているという生徒像が当てはまらないわけでもない。さらに、近年

携帯電話の普及によって、若者たちの間でメールの回数や返信時間あるいは電話の頻度など

から、友人関係や人間関係を確認しようとする傾向も見られている、ということを踏まえる

ならば、不安定な中に生きるが故に形ある確かなものを求めようとしているという特徴が、

制服おしゃれをする高校生だけでなく、若者全体に見られるものであるとも言えるだろう。

以上のように、制服おしゃれという文化をとおして、実は学校へコミットしたがっている

という生徒像、そして不安定さの中にいるが故に確かなものを求めようとする若者像が見え

てくると考えられる。

5．今後の課題

本研究では、学校制服の変遷を見直し制服おしゃれの実状を見てゆく中で、現在の制服を

若者文化として捉え直してきた。そして制服おしゃれは、生徒と若者という二つの顔をもち、
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脱学校しているように見えながら学校へコミットしたがっている、という生徒像を映し出し

ているという可能性を提示した。

今後は以上のことを仮説としながら、女子高校生にとっての制服おしゃれの持つ意味につ

いて、質問紙調査やインタビューといった実証的なアプローチを含めさらに検討してゆく。

特に、女子高校生自身がどう感じ、どう考えているのかという点を重視し、フイスク(1991

訳1998)等カルチュラル・スタディーズの視点を取り入れてゆく。また、不安定さを緩和

する作用を持っているとするならば、その不安定さをもたらす要因は何であるのか、さらに

は制服おしゃれと友だち関係(9)との関連や、制服おしゃれへの学校文化や学校ランクの影響

についても深めてゆく。

注
仙 88年から89年にかけて積極的に行われた制服のモデルチェンジは、制服に消費的要素を持ち込ん

だと同時に、女子高校生にカワイイ制服、おしゃれな制服への興味・関心をもたせるきっかけでも

あった。私立高校の多くがモデルチェンジに踏み切った要因は、①生徒の獲得、②非行によるイメ

ージダウンの回復、③SchooIIdentity(SI)、④改造・変形の防止などが考えられる（山口2005)。

仲川（2002）によれば、86年時点では60数校ほどであったモデルチェンジ実施校が、88年から

89年にかけて全国で約200校以上にのぼったという。これ以降、チェック柄のミニスカートにブ

レザーというスタイルが主流となる。

Designer'sCharacterBrand森英恵をはじめとした、著名なデザイナーによるキャラクターブラ

ンド。他にも、コシノヒロコ、山本寛斎、桂由美など多くのデザイナーが、制服のデザインを手が

けている（森2000)。

90年春に放送されたフジテレビドラマ『いつも誰かに恋してるシ』において、主演の宮沢りえが

DCブランド制服を着用したことから流行となった。宮沢りえが着用した制服は、東横学園女子高

等学校が実際に採用している。ドラマの放映をきっかけとして、DCブランド制服はメディアで大

きく取り上げられブームを助長した。

コギャルという言葉が初めて登場したのは、93年6月の『SPA!』で、タイトルに用いられている。

同年8月にはテレビ朝日の「マグニチュード10」でコギャル特集が放送された。この年はまさに

コギャル元年といえる。また、同年12月には、『FRIDAY』が早くも中学生を「マゴギャル」と名

付け、特集を組んでいる。コギャルの語源は「高校生ギャル→高ギャル→コギャル」という説が有

力とされているものの、一般的なイメージとしては「小ギャル」あるいは「子ギャル」であった。

やたらと短いスカート、ルーズソックス、キティちゃんの携帯ケースなどが流行した時期である。

戦前における学校制服は、そのデザインによって学校精神を表現していると考えられている。軍服

を模した詰め襟型制服は、国の発展と近代化をイメージさせるデザインであり、「愛国・尚武」「質

実剛健」「勤倹努力」の学校精神を象徴した（太田2002a)。セーラー服は､その可憐さや清楚さが、

女子学生に求める「従順」「貞潔」「清楚」といった学校精神を象徴させるのにふさわしいとされた

(同上)。制服のデザインそのものが軍国色を帯びてしまったために、それを着用している学生にも

学校精神を体現するものとしての期待が持たれるようになった。

ポードリヤール(1970訳1995)は、モノのもつ記号的意味によって、消費行動が他者との差異

化を図ることを指摘している。ポードリヤールは消費を、①機能的な使用や所有ではない、②個人

や集団の単なる権威づけの機能ではない、③コミュニケーションと交換のシステムとして、絶えず

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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発せられ受け取られ再生される記号のコード、言語活動として定義される、としている。これらを

踏まえ、「あらゆる財やサーヴィスに記号的意味があり、それが社会全体の共通認識によって成立

している、消費が誰にでも接近可能なものとして解放された状態」を「消費社会」の成立であると

している。

(7)ファッションブランドであるEASTBOYは、FI.I｡Fなどのブランドと同様に、若い世代に限らず

幅広く支持されるブランドであった。しかしながら、コギャルブーム以降にEASTBOYのセータ

ーが女子高校生の必須アイテムとなったことから、爆発的な売れゆきとなり、一時は品薄状態にも

おかれた。ブーム以降も、女子高校生をターゲットとした制服おしゃれアイテムに力を入れてきた

ため、現在においてはむしろ制服おしゃれブランドとして有名である。放課後や土日には制服姿の

女子中高生がリボンやネクタイを買いに、平日の日中は女子中高校生を娘に持つ母親が、娘のため

にロゴ入りの靴下や鞄を買いに訪れるのだという。主にギャル系よりもおしゃれ系の女の子が愛用

しているブランドである。

(8)E.フロムは、人間が元々自然と一つであったと考え、人間がそのような状態から脱却し、個人が

個人として確立されてゆく過程を個性化と述べている。個性化の過程を経ると、人間は自由を手に

するが、一方で孤独にも直面する。従来、生徒にとって学校が自然な状態であったと考えるならば、

第1I1期に入ってから徐々に女子高校生を取り巻く環境が学校のみならず社会へと広がったことは、

一方では自由を手にしたとも考えられるが、その実不安や孤独とも直面していると考えることがで

きる。

(9)宮崎(1993)は､女子高におけるエスノグラフイーを通して､制服の着方を中心とした外見によって、

女子高校生が互いを所属するグループに分けていることを明らかにしている。宮崎は制服の着方に

よって、ヤンキーグループ、一般グループ、勉強およびオタッキーグループに分類しているが、現

在の女子高校生についても似たような傾向として、制服の着方をとおしたグループが存在している

可能性がある。例えば、ギャル系、おしゃれ系、オタク系といった具合に、着方と外見から判断す

ることはできるだろう。しかしながら、宮崎が指摘しているような明確なグループ間の差異化とい

うよりは、現在では全体としてゆるやかな繋がりを保ちつつ、所属グループ間で細かな差異を表し

ているように思われる。
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