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論文内容の要旨   
1.緒言 

タイトスカートは流行や年齢を問わず広く着用され

ているスカートである。タイトスカートはその形状か

ら、ゆとり量が少なく下肢の動作領域が狭いために、

膝丈のスカートであっても着席時には裾線が上がり、

膝上丈となりやすい。日常生活において椅子に座る機

会は多いが、自身の椅座位の外観を自分で確認する場

面は少ないといえる。 

タイトスカートに関する研究では、スカート丈によ

る審美性や機能性に関する研究は多くみられるが、椅

座位における裾線の挙動についての研究はほとんどみ

られない。 

近年、女性の就職活動時のスーツやビジネスウェア

として、テーラードジャケットに膝丈のタイトスカー

トの組み合わせが一般的である。特に、就職活動時の

スーツには椅座位の着装の審美性が重要視されている。 

そこで、本研究では、タイトスカート着用時の椅座

位における裾線の挙動とゆとり量との関係を解明する

ことを目的とする。これらのゆとり量の解明は、今後

の商品企画や、販売の場面において貢献するものと考

える。 

2.方法 

2-1 裾線の挙動に関与する体型因子について 

被験者の体型を把握するために、2020年 9月にマル

チン法を用いて下半身形状に関係する 22 項目の身体

計測を行った。被験者は女子大学生 40名であった。 

次に、タイトスカートのパターン、丈、椅子の高さを

検討するための予備実験として、標準体型に近い女子

大学生 1 名を被験者とし、実験用タイトスカートを製

作し、着用実験を行った。身体計測と予備実験の結果

から、タイトスカートのパターンを制作した。ゆとり

量はウエスト 2 ㎝、ヒップ 4 ㎝に設定し、ダーツは前

後 4 本を等分で配置、脇線はヒップラインから裾まで

直下とした。ウエストベルトはウエストのくいこみが

椅座位姿勢に影響しないように細めの 2 ㎝に設定し、

ファスナー開きは左サイドでコンシールファスナーと

した。使用生地はポリエステル 100％、厚さ 0.72 ㎜、

糸密度タテ 65 本×ヨコ 34 本/10 ㎜、重さ 290.81mg/

㎡、生地のせん断剛性はタテ 0.76gf/㎝・deg、ヨコ 0.80 
gf/㎝・deg、引っ張り特性は EMTの伸び率がタテ 3.21%、

ヨコ 2.06%である。地の目、裾線の挙動が分かりやすい

よう格子柄を用いた。なお、スカートの丈は立位にお

ける膝蓋骨中央点を基準として膝丈、膝上 5 ㎝、膝上

10㎝の 3種とした。 

各被験者のウエスト、ヒップ寸法に合わせた 40名分

のタイトスカート 40着を製作し、体型による裾線の挙

動を検討するための着用実験を実施した。座面高は椅

座位時に膝が直角になるよう調整し、立位膝囲、椅座

位膝囲、椅座位膝幅、椅座位大腿幅を測定した。計測は

椅座位時の膝蓋骨中央点から裾線までの体表長を移動

距離とし、各丈において 3 回着席してもらい、その平

均値を測定値とした。 

測定距離の確認および形状の確認のために写真撮影

を行い、被験者 1 名につき 12 枚、計 480 枚を記録し

た。実験は 2020年 11月から 2021年 1月に行った。 

2-2 アンケート調査 

タイトスカートの着用実態を把握するために、被験

者 40 名に対し着用実験後にアンケート調査を実施し

た。質問内容は、所持しているスカートの種類、よく着

用するタイトスカートの丈、タイトスカート購入の際

に気にする点、膝丈以上のタイトスカートを着用する

際に気になる点、着用実験のスカートの中で最も好き

な丈、最も脚がきれいにみえる丈の計 6 項目である。

調査は 2021年 1月、着用実験の同日に行った。 

2-3 裾線の挙動に関与するゆとり量について 

ゆとり量による裾線の挙動を検討するために、前記

の着用実験結果から被験者 2 名を選出し、ヒップのゆ

とり量 4㎝、6㎝、8㎝のスカート 3種、ヒップのゆと

り量は 4㎝で裾まわりのゆとり量 8㎝、16㎝追加した

スカート 2 種、計 5 種のスカートを、被験者のウエス

ト、ヒップ寸法に合わせて計 10着製作し、前記 2-1と

同一の条件にて着用実験を実施した。写真撮影による

記録は被験者 1名、スカート 1種につき 12枚、計 120

枚を記録した。その後、ゆとり量の変化による椅座位
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時の着用感を比較調査するために、ヒップのゆとり量

4 ㎝の膝丈を評価基準としてアンケート調査を実施し

た。質問内容は、座りやすさ、着心地、腹部・臀部・大

腿部のきつさ、裾上がりが気になるか、履きたいかの

７項目である。 

さらに、裾線の挙動に関与する裏地の有無について

検討を行うために、ヒップのゆとり量 4㎝、6㎝、8㎝

のスカート 3 種とペチコートを製作し、着用実験を実

施した。裏地のないタイトスカートを着用した場合と、

裏地のあるスカートを想定しペチコートを着用した場

合において、それぞれに前記 2-1 と同一の条件にて着

用実験を実施した。被験者は先に選出した 2 名に、日

本人若年女性の標準体型に近い４名を加えた計 6 名で

ある。実験は 2021年 7月から 2021年 11月に行った。 

3.結果および考察  

3-1 裾線の挙動に関与する体型因子について 

被験者 40 名の立位から椅座位における裾線の移動

距離の平均値は、膝丈で 45.1㎜、膝上 5㎝で 97.0㎜、

膝上 10㎝で 144.3㎜であり、膝上 5㎝以上はスカート

丈が短くなった距離とほぼ同じ移動距離であった。裾

線の移動距離をもとに Ward 法によるクラスター分析

を行った結果 3 クラスターに分類された。A クラスタ

ーは 12名で、各丈とも平均に近い移動距離であり、体

型的には立位膝囲が小さいグループであった。B クラ

スターは 17名で、全ての丈で移動距離が短く、体型的

には椅座位膝囲、椅座位膝幅、椅座位大腿幅が大きい

グループであった。Cクラスターは 11名で、最も移動

距離が長く、体型的には椅座位膝囲、椅座位膝幅、椅座

位大腿幅が小さいグループであった。これらの結果か

ら、裾線の挙動には椅座位膝囲、椅座位膝幅、椅座位大

腿幅が大きく関与していることが明らかとなった。 

3-2 アンケート調査結果 

40 名中 27 名の被験者がタイトスカートを所持して

おり、よく着用する丈は膝上 10cmが最も多かった。ま

た、購入時には足が長く見えることを気にする回答が

多くみられた。膝丈以上のタイトスカートを着用する

際に気になる点として、椅座位時に大腿部が見えるこ

と、椅座位時に裾が上がることが上位にあがった。実

験で着用したスカートの中で、最も好まれた丈、最も

脚がきれいにみえる丈は膝上 10㎝が最も多かった。 

3-3  ゆとり量による裾線の挙動 

ゆとり量の検討から、裾線の挙動にはヒップのゆと

り量が関与していることが明らかとなった。ヒップの

ゆとり量が2㎝増えることで裾線の移動距離は10.0㎜

程度短くなることが明らかとなった。 

3-4 ゆとり量による着用感に関する調査 

ヒップのゆとり量を増やすほどにゆるさを感じ、椅

座位時に着心地が良く、座りやすいと感じていること

がわかった。裾上がりが気になるかに関しては、ヒッ

プのゆとり量 4 ㎝では膝上 10 ㎝であっても裾上がり

は気にならないが、ヒップおよび裾まわりのゆとり量

の大きいスカートの方が膝上 10 ㎝丈で裾上がりがや

や気になると回答され、きつさの緩和が逆に裾の方を

気にする結果につながった。 

3-5 裾線の挙動に関与する裏地の有無について 

ヒップのゆとり量が多く裾線の上がりにくいタイト

スカートであっても、裏地のある場合では裾線の移動

距離は 30.0㎜程度長くなることが明らかとなった。 

4.まとめ 

椅座位の裾線の挙動を検討し審美性を考慮したタイ

トスカートの適切なゆとり量を解明することを目的と

して、着用実験およびアンケート調査を行った結果、

以下のような知見を得た。 

立位姿勢から椅座位姿勢に移行することにより、裾

線は平均 45.1㎜上がることが確認され、その移動距離

には、椅座位膝囲、椅座位膝幅、椅座位大腿幅が大きく

関与することが明らかとなった。体型的特徴として、

下半身の周り寸法が小さいと移動距離は大きく、下半

身の周り寸法が大きいと移動距離は小さいことが判明

した。 

タイトスカートの所持率は 67.5％であり、よく着用

する丈は膝上 10㎝が最も多かった。膝丈以上のタイト

スカートを着用する際に気になる点として、椅座位時

に大腿部が見えること、椅座位時に裾が上がることな

ど、裾線の挙動に関する項目が上位に上がった。 

ゆとり量を検討した結果、裾線の挙動にはヒップの

ゆとり量の影響が大きいことがわかった。ヒップのゆ

とり量が 2 ㎝増えることで移動距離は 10.0 ㎜程度短

くなることが明らかとなった。また、ヒップのゆとり

量が増えるほど椅座位時に着心地が良く、座りやすい

と感じることが明らかとなった。 

裏地には着心地や動作性の向上、形態安定性を補う

効果、運動機能性などの利点が挙げられるが、一方で

すべりのよさから裏地のないタイトスカートに比べて

移動距離は 30.0 ㎜程度長くなることが明らかとなっ

た。ヒップのゆとり量が多いほど移動距離は短いが、

裏地のある場合では裾線は上がりやすいために、タイ

トスカートを選ぶ際には椅座位の姿勢を確認し、自身

の体型とスカート寸法を考慮して選択するべきである

と考える。 




