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要旨 

古着に対する見方の変化は古着の普及に大きく関わってくる。そこで本論文では学生を

対象にアンケート調査を実施し、その結果をもとに古着を購入する人たちの動機、さらに古

着を購入する人たちはどのような特徴なのかについて研究する。これらを明らかにするこ

とによって、顧客の特性を理解し、それに合わせたサービスや古着の販売網を展開できるの

ではないかと思われる。また本研究の結果は古着の分野だけにとどまらず、アパレル産業全

体に衣料品生産の際に古着としてリサイクルされることを見越した企業展開に役立つもの

とも考える。 

大量生産、大量消費、大量廃棄を続けてきた日本が、資源の枯渇が心配される近年にお

いても持続的に経済成長していくためにも古着の普及は必須なのである。その古着の普及

に向けてこのアンケート調査をもとに考察していく。 
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序章 

 

古着市場は確立され、現在では地域によって違いはあるが古着屋が飽和状態となってい

るところもある。古着は以前までは「安いけれども、だれかが着たものだから抵抗がある」 

といった印象だろう。古着の歴史を遡ると、日本では江戸時代には既に着物の古着を扱う問

屋が存在していた。しかし、粗悪な着物の古着も多かったという事実もある。 

１９８０年代にはファッション雑誌の影響もあって「おしゃれな日常着」として若者中心

に古着ブームが起こった。若者中心に古着ブームが起こった要因として、次の２点が考えら

れえる。一点目は、古着に関する情報源がファッション雑誌であったこと。そのため、ファ

ッション情報に高い関心を示しやすい若者が古着の情報に触れる機会が多かったと考えら

れる。二点目は、現代の若者は「貧しさの象徴」のような差別意識を持たなかったことが考

えられる。1990 年代にはバブル期の輸入品の在庫を整理するためアウトレットやオフプラ

イス・ストアが増加し、各地でフリーマーケットも展開され、古着が普及していった。1 

古着店を開業しようとした場合、裏通りや隅のテナントにしか出店できない時代もあっ

た。しかし、現在では古着のみを取り扱う大型な古着店も主要都市で展開され、古着屋が人

気を集めてき、表通りやファッションビルに進出できるようになったことは、世間の古着と

古着店に対する見方が大きく変わったことの表れだろう。 

こうした古着に対する見方の変化は古着の普及に大きく関わってくる。そこで本論文で

は学生を対象にアンケート調査を実施し、その結果をもとに古着を購入する人たちの動機、

さらに古着を購入する人たちはどのような特徴なのかについて研究する。これらを明らか

にすることによって、顧客の特性を理解し、それに合わせたサービスや古着の販売網を展開

できるのではないかと思われる。また本研究の結果は古着の分野だけにとどまらず、アパレ

ル産業全体に衣料品生産の際に古着としてリサイクルされることを見越した企業展開に役

立つものとも考える。 

大量生産、大量消費、大量廃棄を続けてきた日本が、資源の枯渇が心配される近年におい

ても持続的に経済成長していくためにも古着の普及は必須なのである。その古着の普及に

向けてこのアンケート調査をもとに考察していく。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 佐野淳美「OLD CLOTHES」 
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第１章 衣類と社会 

 

１－１ 衣類と社会の歴史 

現代の我々のライフスタイルは価値観や欲求の多様化に伴って、昔の形態から大きく変

容を遂げた。なかでも衣服は、「着られればよいアイテム」から「美しさ、感性の追求と自

己表現のためのアイテム」へと劇的に変化している。これは生活水準と品質の関係性で次の

よう2に説明されている。  

 

A）戦後、荒廃からの復興の時代（1945～54 年）には、生活物資の不足したきわめて低

い生活水準下において、消費者欲求はものの充足が第一とされ、衣服に関してはとにかく丈

夫さが主な要求であった。 

B）高度経済成長の時代（1955～74 年）には、日本経済の急速な近代化と技術革新によ

り、生活水準がダイナミックに上昇した。衣服に関しては合繊素材が瞬く間に市場を席巻し、 

大量生産―大量消費が称揚された。またこのあたりから丈夫さや耐久性などの第一次品質よ

りも、ファッション性や審美性などの感性的な第二次品質が要求され始めた。  

C）安定成長の時代（1974～84 年）には、生活水準は高位安定化が続き、衣服に関して

は 一層第二次品質の重要性が増した。 

D）消費者主導経済の時代（1985～94 年）には、物質的豊かさは飽和状態になり、衣服

に 関しては高機能性を維持したまま、天然素材へ回帰するという現象が進んだ。  

E）現在に至るグローバル大競争の時代（1995 年～）には、ニーズの多様化、高度化に

一 層の拍車がかかり、衣服に関しては感性や快適性の追求欲求が全世界的な市場規模で進

行している。 

また、1990 年代は共産主義が後退し、ヨーロッパに貿易障壁を廃した EC 共同体が出現

し、アジア諸国に著しい経済成長が見られた時代である。ファッション市場は世界規模に、

拡大し、技術革新により情報が世界同時に得られるようになり、国境を越えて多文化を共有

する状況が生まれた。一方、環境問題に対する世界的な関心が高まり、持続可能で快適な生

活への再検討が取り組まれ始める。3 

  

 

 

 

 

 

                                                   
2 衣料管理協会 「繊維製品の品質」 pp. 41−42 
3 佐々井 啓 「ファッションの歴史」 p157 
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１－２ 古着の歴史 

明治，大正期の日本人は着物姿が一般的であった。「着物」は直角、直線の布を縫い合わ

せて作られるという定義がある。「着物」と「布」、一般化すると「製品」と「素材」の間の

循環は非常に容易であり，庶民レベルでの繊維製品の再利用が活発であったといえる。 

これに対して大正から昭和になると，生活の近代化とともに洋服化が進んだ。もはや衣服

の仕立て直しを家庭で日常的に行うことは困難となり、循環をもう少し大きな枠組みの中

で捉えなおす必要が生じた。このとき特に「ボロ」と呼ばれる、古着、古布の中でももっと

も使い古された状態のものが，産業資源として大きな役割を果たすようになった。 

ここに故繊維業界が成立し，近代産業とともに発展したのである。 まず、明治時代に始

まったこの形態は製紙工業を皮切りに、ウエス、反毛へとその用途を伸ばした。そして 1960 

年頃までの間に収集人と呼ばれる専門業者による資源回収システムが確立されることとな

った。しかし 1960 年代の高度経済成長は，都市の近代化と繊維の種類の急増（特に合繊の

台頭）をもたらし、それがこの収集人による資源回収システムを崩壊へと導くことになった。 

この時期を経て，故繊維業界は業態を大きく変え、ウエス、反毛、中古衣料（特に途上国 

輸出）という三本柱を形成して今日に至る。4 ウエス（下図１）とは使用済みの木綿布を

40 cm 平方に切り裂いた工業用雑巾をいう。機械油のふき取りように用いられる。また反毛

とは綿，毛などの天然繊維で作られた繊維製品の織りを崩すことで毛羽立たせ、もとの綿ま

たは毛状の単繊維に戻したものをいう。フェルト・芯地・内装材などに使われる。5 

現在は生活者レベルの流通・循環は衣服に対する新たな価値観を元にしたフリーマーケ

ットやネットオークションなどによるネットワーク循環に姿を変え、また大グローバル化

による国際競争により、海外輸出は厳しい局面を迎えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ウエス（http://kirei.or.jp/NewNew/Ues.html より引用） 

 

                                                   
4 ナカノ株式会社 http : //www.nakano−inter.co.jp/index.html, 
5 衣服に関するリサイクル意識と行動 p16 

http://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SO/0046/SO00460L001.pdf 
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第２章 衣類の大量廃棄がもたらす問題 

 

２－１ 衣類の廃棄量について 

 日本では年間約 250 万トンの繊維製品が消費され、200 万トン近くがリサイクルされる

かゴミとして捨てられている。そこから、中古衣料として再使用されているのは約 17 万ト

ン、工業用雑巾やぬいぐるみの詰め物などに再利用されるのが 25 万トン程度である。残り

の約 150 万トンはゴミになっている。年間一般廃棄物廃棄量が 4432 万トン（平成 26 年度）

6であり、毎年 4700 万トン前後なので、衣類の廃棄量はその約 3％に相当する。 

素材別の排出状況を見ていく。京都市は京都大学環境保全センター（酒井研究室）の協力

を得て、1994 年と 2008 年に家庭ごみ中の繊維製品の詳細な調査を実施している。まず、

用途別に繊維製品の排出実態を見たものが図２である。なお、家庭ごみ中の繊維類の占める

割合は 2008 年調査では湿ベースで 3.82％、１人１日あたり 13.2g であった。下図２を見

ると衣料・身の回り品は 1994 年では 50％程度であったが、2008 年になると 71.6％まで増

加している。特に外衣（上衣、ズボン）やセーターなどの増加が目立つ。外衣やセーターが

惜しげもなく家庭ごみとして捨てられる時代になってきたとも考えることができる。7 

 

図２ 繊維製品の用途別排出状況（湿重量比） 

（「繊維製品の知られざる環境負荷」p18 より引用） 

 

 

                                                   
6 環境省 HP 
7 繊維製品の知られざる環境負荷 p19-20 高月 紘 
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２－２ 衣類のリサイクルについて 

衣類のリユース・リサイクル率は 20％以下であり、リサイクル率が 50％を越える古紙や

ビン・カン、ペットボトルなどに比べ、衣類のリサイクル率はとても低い。8  

衣類のリサイクル率の低さの背景として以下が挙げられる。まず、従来の代表的なリサイ

クル用途である反毛とウエスが、いずれも縮小傾向にあることである。しかし、これらの生

産が中国に移り、需要が減っている。また自動車の内装材等の需要も多いが、自動車の生産

量低迷と素材見直しのため、これも減少している。一方、ウエスも近年の工場の海外移転や

ゼロエミッションのための使い捨てウエスの敬遠などにより減少してきている。9これらが

リサイクル率の低さの背景として考えられている。 

 

 

２－３ 衣類の生産過程における環境負荷 

 繊維製品の素材から環境負荷を考える。繊維製品の素材別排出状況は下の図３である。湿

重量比で見ると、2008 年は天然繊維 64％、化学繊維 36％であるが、1994 年に比べると化

学繊維の比率が上昇している。特に、衣料・身の回り品に限ると化学繊維の比率は 38％に

なっている。また、繊維需要統計によると、糸ベースでは 2006 年で繊維内需量 229 万ト

ンに対して天然繊維が 95 万トン（41.4％）。合成繊維が 134 万トン（58.5％）と化学繊維

の方が多くなっている。このように、わが国の繊維製品は石油由来の素材が多くなり、それ

だけ温暖化への環境負荷を増加する傾向にあると言える。10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 繊維製品の素材別排出状況（湿重量比％）  

（健康とくらし p19 より引用） 

                                                   
8 「繊維製品３Ｒ関連調査事業」報告書  
9 衣類のリユース・リサイクル 進まない理由と最近の動き pp76-77 
10健康とくらし p19 
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また、わが国の衣料品（外衣、下着）は点数ベースで見ると、2006 年で国内産は 6％で

輸入品が 94％を占めており、圧倒的に海外製品である。海外製品は輸送エネルギーの面で

は国内産に較べて環境負荷をかけた製品と言える。これも衣料品の知られざる環境負荷と

いえる。 

 

２－４ ファストファッションの台頭 

 ファッション業界において近年注目を集めているファストファッションの台頭により新

たな衣類の大量消費の問題が生じている。ファストファッションは、そのシーズンに発表さ

れたコレクションのトレンドやストリートで流行の兆しが見えるテイストをいち早くデザ

インに取り入れ、ある程度の品質と躊躇なく購入できる低価格帯での商品展開を行うこと

で、一気に市場を取り込んできた。トレンドに興味を持ち、これまでは手の届かなかった新

しいもの好きな若者層に支持され、一気に日本市場を席巻した。ファストファッションがも

たらした問題をみていく。 

 

(ⅰ)生産過程での環境問題 

インドネシアのジャバ島を流れるチタラム川は、世界でももっとも汚染されている川の

ひとつである。チタラム川の上流にある工場の 68%が衣服類を生産している繊維工場であ

る。下の図はチタラム川の PT Gistex という企業の繊維工場の排水を写したものである。

PT Gistex ではファストファッションの代表ともされる GAP の服が製造されている。グリ

ーンピースが現地で排水のサンプル調査を行ったところ、排水からさまざまな有害化学物

質が検出され、Ph14 というもっとも強いアルカリ性で、皮膚に触れると火傷をしてしまう

有害化学物質も検出された。この工場ではもっとも基本的な排水処理すら行われずに、汚水

が川に垂れ流されているという問題が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 汚染されたチタラム川 

（http://matome.naver.jp/odai/2140729806194658401?&page=1 より引用） 
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（ⅱ）知的所有権の問題 

ファストファッションはトレンドを生み出すのではなく、トレンドを追うことを原則

としている。最先端を求めると、どうしてもトップブランドのデザインに似たものになっ

てしまう。消費者も高級ブランドの商品と同じ感覚でファストファッションブランドの

店舗で手に入るのなら、購入してしまう。ファストファッションブランドでは、いち早く

流行をキャッチするために、すでに他で作られたデザインを買い取るか、コピーするしか

ない。しかし、シャネルやルイ・ヴィトンといった高級ブランドの偽者に対する摘発は徹

底してきたが、デザインを真似た衣料品への意的所有権訴訟は難しいのが現状である。今

後ファッションの知的財産権の問題はさらに増加していくと思われる。11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 類似した服 （http://www.kottolaw.com/column/000848.html より引用） 

英国のファッションブランドであるカレン・ミレンが、2005 年にアイルランドで販売を

開始したストライプシャツ（上写真左）について、翌 2006 年にデューンズ・ストアが

酷似したシャツ（上写真右）を販売し始め、同社を提訴した 

 

 

（ⅲ）労働環境における人権問題 

低価格を実現するために生産の段階で、発展途上国の労働者が酷使されている。いわゆ

る「南北問題」の縮図がある。生産工場のある途上国の労働環境も劣悪なことが多い。必

要最低限の賃金は支払われるが、それ以上の賃金が支払われることはない。また、ファス

トファッションブランドの服は、デザインや裁縫がシンプルなので、腕のいい職人が職を

奪われ、技術の継承が行われないという面もある。 

 

 

 

                                                   
11皆廣 海洲 ファストファッションはファッション業界を退化させる  
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第３章 現状の政策 

 

３－１衣類のリユース・リサイクルに向けた現状の取り組み 

 衣類のリユース・リサイクルに向けた取り組みとして注目される動きもある。まず、新た

なリサイクル用途の研究開発と企業による回収の動きである。合成繊維メーカー、アパレル

メーカーに、リサイクル繊維を使い、使用後に回収・リサイクルする動きが出ている。また

綿からバイオエタノールを製造する技術が開発され、実証実験が進められている。そのほか、

繊維の風合いを生かした木材代替材料なども出てきている。 

企業の CSR 活動としてリサイクルに協力している企業もある。実際にファストファッシ

ョンの代表企業でもある UNIQLO は以下のような企業理念を掲げている。 

“ユニクロはＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の一環として、全商品リサイクル活動を行っ

ています。 お客様に長く着ていただける「本当によい服」を生産し、販売するだけでなく、

ご使用いただいた後の商品をお預かりし、リユース・リサイクルする。服の価値を最後まで

最大限に活かすことも重要な責務だと、ユニクロは考えています。”12 

また、三越日本橋本店（東京都中央区）でも取り組みが行われた。特設コーナーで布地の

切れ端や糸から作ったストール（肩掛け）や小物入れなど約３０点が並び、不要になった布

地や糸を価値の高い衣類に生まれ変わらせる「リクチュール」というアイデアに賛同した百

貨店側が、取引のある織物工場などで出た不用品をデザイナーに提供した。複数の素材を組

み合わせたり、手作業で糸を布に織り上げたりといった工夫が凝らされている。リクチュー

ルは、リサイクルの「リ」と、フランス語で「仕立てる」を意味する「クチュール」を組み

合わせた造語。日本の服飾業界の関係者や研究者で作る「ファッションビジネス学会」の会

員らが、衣類を使い捨てる風潮を変えようと、２０１０年頃に考案した。13 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 リクチュール塾展（作品展示会）の様子

（https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/organization/act_repo/report25/pdf/より引用） 

                                                   
12 UNIQLO 世界を良い方向に変えていく CSR 
13衣類の再生利用 普及途上 読売新聞 2016 年 03 月 21 日 

 http://www.yomiuri.co.jp/eco/feature/CO005563/20160314-OYT8T50115.html 
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最後に「服育」である。服育とはこころを育む服育研究所によると“私達の暮らしになく

てはならない衣服の大切さやその力について理解し、私達の暮らしに活かす力を養う取り

組みです。衣服は生活を支える三要素「衣食住」の一つでありながら、おしゃれの観点から

語られることが多く、私達の生活を支える様々な役割を担っているものであると意識され

ることは少ないのではないでしょうか。服育では健康、安全、人とのコミュニケーションは

もちろん、環境や海外とのつながりなど衣服の様々な役割や可能性について学び、その力を

生活の中にいかすことのできる「生きる力」や「豊かな心」の育みを目指しています。”14と

定義されている。このように服に対する意識を変え、衣類を大切に扱うことも衣類の大量消

費を防ぐ対策の一つとも考えられている。 

また、衣類の 3R を含む服育マンガ「その服、もう捨てちゃうの？」などの取り組みも出

てきている。漫画で分かりやすく服育を推奨している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図５ 漫画「その服、もうすてちゃうの？」（発行 京都工芸繊維大繊維リサイクル技術

研究センター 編集・製作 とことん服とつきあう委員会） 

（http://www.muratado.co.jp/newsblog/2009/05/post-9.html より引用） 

 

 

 

 

                                                   
14 こころを育む服育 https://www.fukuiku.net/fukuiku.html 
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第４章 古着の購買動機に関する調査 

 

４－１購買動機に関するアンケートの目的 

古着に対する見方の変化は古着の普及に大きく関わってくる。そこで大学生・２０代前後

の社会人を対象にアンケート調査を実施し、その結果をもとに古着を購入する人たちの動

機、さらに古着を購入する人たちはどのような特徴なのかについて研究する。これらを明ら

かにすることによって、顧客の特性を理解し、それに合わせたサービスや古着の販売網を展

開できるのではないかと思われる。また本研究の結果は古着の分野だけにとどまらず、アパ

レル産業全体に衣料品生産の際に古着としてリサイクルされることを見越した企業展開に

役立つものとも考える。以上がアンケートの目的である。 

 

 

４－２ アンケートの概要 

 

調査期間：２０１６ 年１月  

調査対象：大学生、２０代前後の社会人 

調査手法：リアルタイム評価支援システム REAS を使い、回答者に調査の説明とアンケー

トの URL を配布し回答を得る。  

調査内容：古着を所持しているか、購入するきっかけ、古着として購入する服のジャンル、

購入場所、古着に対していくら支払えるか、古着屋に対するイメージ、古着に対するイメー

ジ、新品の服が古着として（新古品、中古品）売られていた場合いくら支払えるかなどであ

る。具体的な質問内容に関しては次ページに示している。実際の回答形式は web上で回答が

進んでいくため、実際のアンケートとは少し異なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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図６ アンケート内容 （筆者作成） 

回答の流れ 

あなたは古着を持っていますか？で「はい」と答えた人は以下の質問に移動する 

古着を買ったきっかけは何ですか？ 

古着はどこで購入していますか。（複数回答） 

どんなものを購入していますか。（いましたか）（複数回答） 

古着一着にかける金額はどのくらいですか。 

古着の良いところはなんですか。（複数回答） 

 

あなたは古着を持っていますか？で「いいえ」と答えた人は以下の質問に移動する。 

 古着を購入しないのはなぜですか。（複数回答） 

以下の中で古着として購入してもいいと思えるものはどれですか。（複数回答） 

古着一着に対して支払ってもいい金額はいくらですか。 

 

残りの質問に関しては共通である。 
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４－３ アンケート結果と考察 

 

 アンケートの回答者は、大学生および 20 代前後の社会人を含む男女計 83 名となった。ア

ンケートの結果を見ていく。以下＊のつく設問は古着を持っていない人に対する設問とし

て表記する。 

 

（１）あなたは古着を持っていますか？ 

 結果は、「はい」が 38 人で全体の 45％、「いいえ」が 45 人で全体の 54％となった。こ

の結果は 2008 年にインターワイヤード株式会社が運営するネットリサーチの DIMSDRIVE によ

るアンケート結果の “古着の購入経験がある人は 42.1％”と近い数値となっている。15９年前

の結果ではあるが、似た結果になっている。 

 

（２）古着を買ったきっかけは何ですか？（古着を持っている人に対してのアンケート） 

（７*）古着を購入しないのはなぜですか。（複数回答） 

（２）の結果は以下の次ページ図 7 のようになっている。一番多い意見が“価格が安い服

を購入したかった”、次が“友人・知人・恋人などの影響”、その次に“たまたま気に入った

ものが古着だった”。この結果からわかることは、古着を購入するきっかけとして、古着自

体ではなく、安い服として、また気に入ったのが古着であったというように古着以外の部分

にインセンティブが働き購買動機になっていると考えられる。 

一方、（７*）の結果としては、一番多い意見が“近くに古着を購入するお店がないから”

で、その次に“前に誰かが着ていることに抵抗があるから”と“購入する機会がないから”

であった。残りは“古着と自分のファッションの系統が違うから”や“傷んだり、汚れてい

るイメージがあるから”などとなっている。この結果から古着を購入しない原因として考え

られるのが、古着に対する抵抗感と古着購入機会のなさ、古着に対する気に入らなさが考え

られる。この古着に対して好みではないという意見に関しては、個人差もあるため解決策は

考えにくい。そのため古着に対する抵抗感と購入機会の無さに関しての対策を第５章で考

察していく。 

 

 

 

 

 

                                                   
15 インターワイヤード株式会社実施の「古着の購入」に関するアンケート  

実施期間 2008 年 9 月 3 日（水）～9 月 18 日（木）対象人数 DIMSDRIVE モニター10,099 人 

http://www.dims.ne.jp/timelyresearch/2008/081028/ 
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図７（２）左と（７＊）右のアンケート結果 （REASの調査結果より） 

 

（３）古着はどこで購入していますか。（複数回答） ＊友人・知人などから購入した場合

は除きます。 

結果は次ページの図８のようになり、古着屋（店舗）の次に多いのがメルカリなどのフリ

マアプリとなっている。フリマアプリに関しては、前述の 2008 年のインターワイヤード株

式会社実施のアンケートの質問項目としてもなかったものである。そもそもフリマアプリと

はオンライン上にてフリーマーケットのように、主に個人間（C to C）による物品の売買を

行えるスマートフォン用のアプリである。これは、スマートフォンの普及に際して広まった

ものであり、2013 年に若者間でヒットを記録した。これ以降多くのフリマアプリが登場し

身近なものになっている。このフリマアプリを使うことにより、近くに古着屋がなくても古

着を購入することができる古着の購入機会を与えているのである。フリマアプリの普及は

古着の普及にも影響を及ぼすと考えられる。 
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図８ （３）のアンケート結果 （REASの結果より） 

  

 

（４）どんなものを購入していますか。（いましたか）（複数回答） 

（８*）以下の中で古着として購入してもいいと思えるものはどれですか。（複数回答） 

 （４）、（８＊）の結果としては次ページ図９のようになった。古着を購入している人の

購入している衣類のジャンルはジャケット T シャツ、デニム・ジーンズの順になった。ま

た、古着を持っていなく購入してもいいと考える衣類のジャンルは、デニム・ジーンズ、コ

ート、ジャケットの順になった。このことから、古着として購入されているものと購入して

もいいと思っているものにはあまり差がないことが分かった。しかし、T シャツに関しては

古着を持っている人は購入しているが、持っていない人はあまり購入したいと思っていな

いのがわかる。また、古着として購入してもいいものとして着物・和製小物が上位にきてい

るのに対し、古着として購入している人がいないというのが意外であった。古着を購入した

ことがなく、少し抵抗のある人にとっては、着物・和製小物などの新品だと少し手の届かな

いような衣類に対して、古着をきっかけとして購入したいと考えているのかもしれない。 
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図９（３）左と（８＊）右のアンケート結果 （REASの調査結果より） 

 

（５）古着一着にかける金額はどのくらいですか。 

（９*）古着一着に対して支払ってもいい金額はいくらですか。 

それぞれの結果は次ページの図１０のようになった。古着にかける金額として一番多い

価格帯が２０００円から３０００円未満となった。計算の便宜上、それぞれの価格帯の平

均値をもとに古着一着にかける金額の平均を求める。 

 

(250円× 0人+ 750円× 2人+ 1500円× 5人+ 2500円× 15人+ 3500円× 6人

+ 4500円× 4人+ 5500円× 2人+ 6500円× 0人+ 7500円× 2人

+ 8500円× 1人)/37人 = 3243.4円 

 

となる。よって古着所持者の古着購入平均額は3243円である。中央値は結果より 2000

円～3000 円未満の購入額となっている。 
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同様にして（９＊）の結果から古着に対しての支払意思額の平均を求める 

 

(250円× 1人+ 750円× 2人+ 1500円× 9人+ 2500円× 15人+ 3500円× 4人

+ 4500円× 3人+ 5500円× 4人+ 6500円× 1人+ 7500円× 0人

+ 8500円× 5人)/44人 = 3488.6円 

 

となる。古着に対する支払意思額の平均は3488円である。中央値は結果より 2000 円～

3000 円未満の購入額となっている。 

 この結果から古着購入平均金額と古着に対する支払意思額の平均額は 3243 円と 3488 円

となり、その差額は 245 円となった。古着に対する支払意思額の方が高いため古着の相場

に関しては問題がなく、価格の面での古着に対する抵抗はないと考えられる。 

 

 

 

図１０（５）左と（９＊）右のアンケート結果 （REASの調査結果より） 
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（６）古着の良いところはなんですか。（複数回答） 

（１０）古着屋にどういったイメージを持っていますか。（複数回答） 

 （６）の意見として多い順に、価格が安い、おしゃれな物が多い、一味違ったものが売っ

ている、掘り出し物がある、味がある、高価なブランドが安価で売られている、１点ものが

多いであった。一方、（１０）の意見として多い順に、価格が絶対的に安い、独特の雰囲気

があり、店に入りにくい、ビンテージ感の出ている服や小物を買える、服が雑多に置いてあ

り、好みの服を探すのが面倒、ブランドの服を新品と比較して安く買える、様々な種類の服

を見ることができ、楽しめる、幅広いジャンルの中から服を選べるとなった。この二つに共

通するのは古着の価格の安さが古着屋のイメージであり、古着の良さである。その一方で味

のある古着を取り扱う古着屋に対してはお店に入りにくいという影響を与えているのかも

しれない。 

 

 

 

 

 

 

 

図１１（６）左と（１０）右のアンケート結果 （REASの調査結果より） 
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（１１）新品で買った服と同じ服で状態の良い新古品として売られている古着に対して、新

品の服の値段の何割の値段で売られていたら買いますか。(この場合、新古品とは目立った

汚れがない状態の商品とします) 

（１２）新品で買った服と同じ服で中古品として売られている古着に対して、新品の服の値

段の何割の値段で売られていたら買いますか。(この場合、中古品とは多少の汚れがある状

態の商品とします) 

 これらの質問は古着の状態による支払意思額の変化を調査するために行った。それぞれ

の支払意思額の平均値、中央値を求める計算の便宜上、新品の服が 10000 円の場合、古着

としていくらで購入するかとして計算し、買わないと答えた人を除いて計算する。（１１）

の新古品についての支払意思額の平均額は 

 

(10000円× 0人+ 9000円× 1人+ 8000円× 5人+ 7000円× 19人+ 6000円× 20人

+ 5000円× 11人+ 4000円× 12人+ 3000円× 5人+ 2000円× 3人

+ 1000円× 1人+ 0円 × 1人)/78人 = 5474.35円 

 

となった。新品の服を 10000 円と想定したので、割合としては新品の服の約 55％の値段と

して売られていた場合が平均支払意思額となった。中央値は 6 割の金額となっている。ま

た買わないと答えた人数は 5 人となっている。 

 

（１２）の中古品についての支払意思額の平均額は 

 

(10000円× 0人+ 9000円× 0人+ 8000円× 0人+ 7000円× 2人+ 6000円× 8人

+ 5000円× 12人+ 4000円× 20人+ 3000円× 16人+ 2000円× 7人

+ 1000円× 5人+ 0円× 0人)/70人 = 3842.85円 

 

となった。新品の服を 10000 円と想定したので、割合としては新品の服の約 38％の値段と

して売られていた場合が平均支払意思額となった。中央値は 3 割の金額となっている。ま

た買わないと答えた人数は 13 人となっている。 

この二つの結果から新古品と中古品に対する支払意思額には差があることが分かる。ま

た、古着を購入する場合、その古着の状態は購買動機に影響を与えることがわかる。また、

中古品に関しては新古品に比べて買わないと答える人が多く、あまり魅力的な商品ではな

いことがわかる。 
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図１２（１１）左と（１２）右のアンケート結果 （REASの調査結果より） 
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第５章 終章 

 

 本論文では、衣類の大量廃棄という問題に対して、衣類を使い回すための一つの方法とし

て古着を普及させるための考察を行ってきた。古着の普及に向けて、古着の購買動機、古着

への抵抗感、古着に対する支払意思額などの調査をした。まず古着を持っていない人は 83

人中 45 人で全体の 54％と過半数を占めていた。古着を購入するきっかけとしては古着自

体以外の価値にインセンティブが働いていて、安さなどが購入動機になっていた。その一方、

古着を持っていない原因としては購入機会の無さ、古着に対する抵抗感が挙げられた。購入

媒体に関しては古着屋が一番であったが、次にフリマアプリというスマートフォンアプリ

であった。古着として購入したい衣類のジャンルに着物・和製小物が上位にあるが、実際に

購入している人はおらず、新品だと手の届かない商品に対し、古着をきっかけに購入したい

と考えている人がいると考えられる。また古着に対する平均購入額と平均支払意思額には

245 円の差しかなく、購入額の平均価格の方が低いため価格の面での古着への抵抗は少ない

と考えられる。古着の良さとしては安さ、一味違った商品であることが挙げられたが、一味

違った商品であることが古着屋に対する抵抗感を与えていることも分かった。また古着の

状態も支払意思額に影響し、中古品の状態の古着に関しては価格が新品の商品の 38％であ

ることが望ましいという結果になった。 

 これらの結果からまず、古着の普及には、古着に対する抵抗感をなくし、古着の購入機会

を与えることが必要だと確かめられた。その対策として、例えば、ファストファッションな

どを取り扱い全国的に展開している店舗で古着を店舗利用者に無料でプレゼントし、古着

を持つ機会を与えることが考えられる。この時の古着は店舗利用者から無料で回収し、回収

する際にある一定数以上古着を持ってきてくれた方には割引券をプレゼントし、回収する

インセンティブを与える。また、この古着は洗濯をし、あまりにも状態が悪いものに関して

は除くとする。もし、プレゼントした古着を気に入らなければ、無料で回収するシステムに

する。このようなシステムにすることにより、古着を返却された場合でも店舗に来店する機

会を増やすことができ、店舗側としてもメリットがある。また、古着屋が近くになく古着の

購入機会がない人や、古着屋に対して抵抗のある人にも古着を持つ機会を無料で与えるこ

とができる。この取り組みを通して古着に対する抵抗感がなくなれば、フリマアプリなどの

スマートフォンアプリを利用することで、古着屋が近くにない場合や古着屋に入りにくい

場合でも古着を購入することができる。古着や古着屋に対する抵抗がなくなれば古着の普

及は進んでいくと考えられる。 

 誰もが毎日着用する衣服だからこそ環境との関係について正しい知識を持つことが重要

である。こうした理解のうえで古着に対する意識が変わっていき、古着が普及していくこと

がこれからは重要なのである。 
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あとがき 

 

卒業論文を書くにあたり、テーマ選びで非常に苦労しました。自分の好きなテーマを研

究したいと思ったもののなかなか見つからず悩みました。そうした中で身近で自分の好き

なものが古着であることに気付きました。研究を進めていくと、大沼先生が普段からおっ

しゃっている「好きな研究をして、研究を楽しむのが大事だ」というお言葉を身に染みて

感じることができました。古着に関するアンケートの作成に関しては質問内容を考えるの

には苦労しました。しかし、古着に関して研究していくことは非常に興味深く、楽しみな

がら研究を進めることができました。 

論文のあとがきという形ではありますが、この論文にかかわっていただいた全ての方に

お礼を申し上げたいと思っております。ありがとうございました。また大沼ゼミで活動し

た 2 年間は非常に充実した 2 年間になりました。苦手なミクロの勉強や、苦手な人前での

発表も多く、忙しい日々が続き、つらいと感じる日も正直ありました。しかし、そのよう

な日々を過ごしたことで自分の成長も感じており、今思い返してみても他の大学生にも負

けない充実した日々を過ごせたと思っております。また素晴らしい先輩、同期、後輩にも

恵まれたと思っております。改めて大沼先生、小村さん、金井さん、橋本さん、邵さんお

世話になりました。心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 


