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服飾文化学会 

第 23 回総会・大会プログラム 

2022 年 5 月 21 日（土）  

開催校：東京家政大学 Zoom によるオンライン開催 

 

★zoom 入室 10:25～ 申込者への事前配布の特別講演 zoom URL からお入りください。 

 

開会の辞 10:40－10:45 

 

特別講演 10:45－12:00 （講演 60 分、質問 15 分） 

講演テーマ 「ニューヨーク・東京 帽子作家としての活動と作品の紹介」 

講師 糸山 弓子氏 帽子デザイナー・元東京家政大学非常勤講師 

 

★zoom 全員退室（昼休憩 12:00－13:00） 

 

口頭発表 13:00～【発表 12 分、質疑 3 分】 

★zoom 入室 12:30～ 申込者への事前配布の口頭・作品発表 zoom URL からお入りください。 

 

A-1 13:00－13:15 座長 馬場 まみ 京都華頂大学 

「昭和時代前期の大妻学院における裁縫・手芸教育について―博物館所蔵品をもとに―」 

大妻女子大学大学院 卜部 夏菜子 

A-2  13:15－13:30 座長 田中 淑江 共立女子大学 

「渡辺学園における裁縫雛形が教材として製作されなくなった経緯について」 

東京家政大学 杉野 公子 

A-3  13:30－13:45 座長 菅野 ももこ 文化学園服飾博物館 

「20 世紀初頭のアメリカにおける機械レース生産の興隆と輸入レースの流通」 

お茶の水女子大学大学院 三宅 真未 

A-4  13:45－14:00 座長 石上 美紀 文化学園大学（非） 

「20 世紀初頭イギリスにおける婦人用パジャマ―その普及から発展の過程－」 

日本女子大学 学術研究員 河原 朱理 

休憩 14:00－14:15   



作品展示ショートスピーチ 14:15～【発表 5 分、質疑 2 分】 

 

スライド画像オンデマンド配信 10:00－16:00 

例年の会場展示に代えて作品画像を音声無しで配信いたします。 

事前配信のオンデマンド配信用 URL からご覧ください。 

 

 

B-1 14:15－14:22 座長 深津 裕子 多摩美術大学  

「地域資源を活かした衣服制作－麻織物継承の取組み―」 

滋賀県立大学大学院 野々村 多慧子 

B-2  14:22－14:29 座長 安部 智子 杉野服飾大学  

「1988 年プレタポルテコレクション  ティエリーミュグレー作品のパターンと構造について」 

文化学園大学大学院 李 詩言、砂長谷 由香 

B-3  14:29－14:36 座長 富田 弘美 東京家政学院大学  

「1900 年頃のコルセットのパターンとシルエットについて―1880 年頃のコルセットとの比較―」 

文化学園大学 陳 徴、砂長谷 由香 

 

休憩 14:36－14:50   

 

総  会 14:50－15:20 

★zoom 入室 14:40～ 正会員のみ事前配布の総会 zoom URL からお入りください。 

閉会の辞 15:20 

 

 

 

服飾文化学会 第 23 回総会・大会実行委員会 

〒173-8602 東京都板橋区加賀 1-18-1 

東京家政大学 大塚 沢尾 三友 

E-mail： taikai.fukubun@gmail.com 



【特別講演】 

 

「ニューヨーク・東京 帽子作家としての活動と作品写真の紹介」 

糸山 弓子 氏  

帽子デザイナー／元東京家政大学非常勤講師 

 

プロフィール  

短大・英文学科卒業後、趣味として帽子作りの教室へ通い、帽子への興味を抱く 

本格的な「帽子作りの技術」を学びたいと東京の帽子学校へ入学し、卒業後、帽子技術の習得のた

め、フランス・パリに 2か月滞在、その後、友人と 2人で東京・原宿にて、帽子ブランドを設立、

服飾デザイナーの東京コレクション用の帽子製作も始める 

 

1981 年 渡米、ニューヨークを活動拠点とする 

1983 年 ニューヨークにて、ブランド名「Yumiko Hats」設立  

服飾デザイナーのニューヨークコレクション用帽子の製作をする 

Showroom〈 La Crasia Creation.inc 〉を介してアメリカ国内で帽子製作、販売開始 

         NY のBergdorf Goodman、テキサスのNeiman-Marcus 等の有名デパートと取引する 

1986 年 〈GIVENCHY〉New York 店 （ジバンシイ ニューヨーク） オリジナル帽子の製作 

  

日本人帽子デザイナーとして、アメリカンヴォーグ・ ジャーマンヴォーグ・ ニューヨークタイムズ・ 

Women’s Wear Daily・ ACCESSORIES マガジンなど、数々の著名な雑誌で紹介される 

 

1988 年 帰国 代官山にオリジナルデザインの帽子店をオープン 

帽子ブランド名を「yumiko itoyama」に変更する 

1994 年  ニューヨークでの帽子作りの経験を取り入れ、ユミコイトヤマ帽子教室を開講する 

2013 年 日本での活動を一時中止して、渡米、ニューヨークで帽子作りの勉学をする 

2014 年  帰国 帽子デザインスタジオを設立、ユミコイトヤマ帽子教室を再開する 

2022 年現在 渋谷区恵比寿にて活動中 

 

舞台、映画、テレビCM、ドラマ用の帽子製作、服飾デザイナーのパリコレクション用帽子も数多く

手がけている 

 

著書 単著：「わがままな帽子」「おしゃべりな帽子」「おてんばな帽子」 3冊共に文化出版局 

     「帽子を作る」レタスブックムック 

   共著：「さいほうの基本」レタスブックムック   

 

講演内容  

帽子製作の楽しさ、思い入れ、テレビドラマ帽子指導の撮影スタジオの舞台裏、服飾デザイナーのパ

リコレクション用帽子製作、コロナ禍での製作現場など、ニューヨークと東京での経験を含めながら、

作品写真のご紹介をします。 



昭和時代前期の大妻学院における裁縫・手芸教育について 

―博物館所蔵品をもとに― 

 

大妻女子大学大学院 卜部 夏菜子 

 

 

研究背景・目的 

明治 41年開学の大妻学院では裁縫・手芸を主とした教育が行われていた。大妻女子大学

博物館には大妻学院の教育に関する資料が多数所蔵されているが、卒業生から寄贈された

昭和時代前期の資料の多くは、詳細な調査が行われていない。 

本研究では大妻女子大学博物館の所蔵品調査から、戦前の大妻学院で行われていた裁縫・

手芸教育の内容および社会への影響を明らかにすることを目的とする。 

 

研究方法 

大妻女子大学博物館に所蔵されている、卒業生寄贈品 240点を調査対象とした。氏名、卒

業校、在学年代等のわかる寄贈者は 15名おり、これらの情報から所蔵品の年代および制作、

使用された学科の推定を行った。また、所蔵品の特徴や使用技法ごとに分類し、大妻学院に

おける裁縫・手芸教育の特徴を明らかにした。 

 

結果・考察 

15名の寄贈者は昭和 10～20年代前半にかけて在籍しており、半数が無試験で教員免許を

取得することができた学科を卒業していた。また、修業年限が 1年間の学科を卒業した者が

多く、1人当たりの寄贈品数も多いことから、短い在学期間で非常に多くの課題に取り組ん

でいたと言うことができる。 

寄贈品内訳は教材が 116点、裁縫作品 54点、手芸作品 45点、手芸技法使用の裁縫作品 3

点、雑誌 3点、その他 19点となり、教材が半数近くを占めた。大妻学院卒の教員が制作し

たプリントには制作方法の詳細な解説があり、内容に対応した実物大の裁縫作品も所蔵さ

れていた。裁縫作品の 6割は雛形による和服袖や袴などの部分練習であり、短期間での技術

定着を目指して効率的な指導方法を用いていたと考える。手芸作品においても刺繍や編物

等の見本が多く見られた。装飾品や芸術性の高い制作品は少なく、刺繍やレース等の技法を

装飾に用いたバッグや帯など実用品が多かった。使用感のある寄贈品もあることから，大妻

学院では学んだ内容をすぐに活かすことができる、家庭的かつ実用的な手芸・裁縫技法の指

導に力を入れていたと考えられる。 

 

付記 

本研究は大妻女子大学人間文化研究所令和 3年度大学院生研究助成（B）（DB2102）より研

究助成を受け行った． 

 

A-1 



   渡辺学園における裁縫雛形が教材として製作されなくなった経緯について 

 

東京家政大学 杉野公子 

sugino-k@tokyo-kasei.ac.jp 

【 目的 】 

 裁縫雛形は、明治時代に裁縫を学ぶ女学生の学修環境に鑑みて考案された教材の一つである。フ

ルサイズではなくハーフサイズ等で製作されるため、製作時間や材料費を節約することができる等

の利点が多い。しかし、戦前のメートル法の導入によって、裁縫雛形の製作は下火になっていき、

1944（昭和19）年以降、製作されていない。本来、裁縫雛形は物資不足時にこそ、適した教材であ

ったにもかかわらず、第二次世界大戦中の物資不足の最中にあった 1944年、また同じく物資不足が

続いた戦後においても、裁縫雛形が教材として採用されなかったのは何故だろうか。 

本研究では、裁縫雛形が製作されなくなった第二次世界大戦中から終戦直後における渡邊女学校・

東京女子専門学校・東京家政大学の状況と、当時の衣服事情について調査し、裁縫雛形が教材とし

て製作されなくなった経緯と理由を考察する。 

【 方法 】 

（１）第二次世界大戦中～終戦直後の学習内容（教授細目）、(２) 同時期の学修環境、(３) 衣服

事情について、当時の授業細目、学園史などの出版物や、東京家政大学第一回生である中里喜子同

大学名誉教授への聞き取り調査を基に検討する。 

【 結果 】 

（１）学習内容：  

①雛形製作の時期：東京家政大学博物所蔵の東京女子専門学校・渡邊女学校の 1927～1943（昭和

2～18）年の教授細目（製作課題一覧表）からは、1930（昭和5）年の裁縫雛形を最後に、全て

の課題がハーフサイズ等からフルサイズになったことが読み取れる。他方、同館所蔵の最後の

裁縫雛形の製作年は 1944（昭和18）年であることや、1935（昭和10）年の東京女子専門学校・

渡邊女学校の第五十五年報に、裁縫雛形製作の材料について記載があることにより、教授細目

の他にも製作課題があり、裁縫雛形が1944年まで製作され続けていた可能性が示唆された。 

②戦中・戦後の学習内容：フルサイズの課題の中には「婦人活動衣のズボン及び防空帽」といっ

た戦時中の衣生活に直結する課題も含まれていた。1945（昭和 20）年 9月 15日の授業の再開

後の被服教材も、ほとんどが更生服であった。 

③専門学校から大学へ：1947（昭和22）年に東京女子専門学校に入学した中里名誉教授によれば、

戦後、東京女子専門学校から東京家政大学への昇格申請時の同校の畑井新喜司校長は、ペンシ

ルべニア大学の専任講師の経歴を持ち、当時家政学の先進国であったアメリカの大学のカリキ

ュラムの内容を、東京家政大学に導入することになった。その結果、専門学校時代の縫製技術

を主とせず、衣服に関わる幅広い知識を習得するためのカリキュラム改定がなされた。 

（２）学修環境：戦時中に学徒の動員体制が強化されると、東京家政大学の前身である東京女子専

門学校の学生も戦傷病者用白衣の縫製や学徒勤労動員の職場での作業を行っていた。当初は週に１

度だけ学校での学びが許されたが、1944（昭和19）年1月の緊急学徒勤労動員方策要綱、同年 2月

の決戦非常措置要綱決定以降は、その機会も失われた。裁縫雛形製作最後の時期と合致する。 

（３）衣服事情：第二次世界大戦中から1950（昭和25）年頃までは衣料切符制度があった。出版さ

れる洋裁書には更生服の縫製方法が紹介されていた。 

中里名誉教授によると、授業細目の課題に合わせてきものを解き、洗い張りをして課題製作用材

料としたとのことだった。この材料で製作された衣服が、再び着用可能な実寸大であることは必須

であり、実用性のない裁縫雛形製作用の生地を捻出することが、難しい時代であったと推測される。 

【 考察 】 

実際に着用できる衣服製作が求められたことや、裁縫雛形を含む衣服製作時間の大幅な減少が、

裁縫雛形が製作されなくなった原因の一部と考えられる。 

A-2 



 

   20世紀初頭のアメリカにおける機械レース生産の興隆と輸入レースの流通 

お茶の水女子大学大学院 三宅真未 

 

米国では 19 世紀以降、ヨーロッパと同様に機械レースの生産が試みられたものの、20 世紀に

入るまで大規模での生産には至らなかった。しかし、1909年の関税法の改定によりイギリス製の

リーバー・レース機の無税輸入が認められたことで米国のレース機は急増し、東部地域を中心に

多くのレース工場が設立された。そして米国は 1933年にはフランス、イギリスに次ぐリーバー・

レースの一大生産国となったことが知られている。他方で、機械レースの工業化に成功して以降

も米国はヨーロッパからの機械レースの輸入を引き続き行なったとされる。ただし、第一次世界

大戦末期には、一部の種類のレースは国産品のみでほぼ全ての国内の需要を賄っていたとされて

いることから、1909 年以降の米国では国内産の機械レースは少なからず普及していたといえる。 

このような 20 世紀初頭の米国の機械レースに関しては、主に国内で機械レースの産業が発達

するまでの過程に着目されてきた。それゆえ、米国における機械レース工場の設立の起源やレー

ス機の保有台数および製造工程など、機械レースの製造の様相が既に明らかにされている。しか

し、機械レースを取り巻く製造業以外の専門業者の様子に関しては詳細に論述されておらず、ど

のように機械レースが流通し、消費者に向けて販売されたのかについては明確になっていない。

ゆえに、本研究ではレースの輸入業や小売業に携わっていた専門業者に焦点を当て、機械レース

の生産が隆盛した 1909 年前後の米国における機械レースの流通の様相を明確にし、消費者であ

る女性たちへの影響を明らかにすることを目的とする。考察にあたっては、繊維製品に関する業

界誌『ドライ・グッズ・ガイド(Dry Goods Guide、以下 DGG)』を用いる。同誌は 1891年にニュ

ーヨークで創刊された月刊誌であり、広告では「取引についての真実を知りたい全ての小売商人

の必需品」と謳われているため、レースの輸入業者や小売業者の動向を探る上で有用である。 

『DGG』によると、20世紀初頭のニューヨークには約35社のレースの輸入会社が存在しており、

その数はレース機の無税輸入が認められた期間の前後においても大きな変動はなかった。一時は

国内産レースの台頭による輸入業者への影響も懸念されたが、同誌ではヨーロッパの機械レース

の繊細な織地や仕上げ技術の高さから、国内の機械レースの製造業が輸入業を妨げることはない

と主張された。なお、当時の米国で最も広く流通していたのは、ヴァレンシエンヌ・レース

(Valenciennes lace)であり、同レースは米国でも製造された。しかし、米国の保有するレース機

から製造されたのは目の粗いものが大半でであったため、小売業者がより繊細なレースを消費者

に提供するためには輸入業者から商品を仕入れる必要があったと考えられる。また、デザインの

観点からも米国がヨーロッパの機械レースを輸入することは重要であった。機械レース産業の歴

史が浅い米国では、熟練の機械レースのデザイナーや製図技師が少なかったとされており、新た

に繊細なデザインを生み出すには限界があった。実際、米国の機械レースメーカーがイギリスの

機械レースメーカーのデザインを模倣し、品質の劣ったレースを安価に製造しているという問題

が 1910年代の『DGG』の記事で取り上げられており、この問題は米国の日刊紙『ニューヨーク・

タイムズ(New York Times)』でもたびたび報道された。 

本研究では、20世紀初頭の米国では国内の製造業の興隆により国内産の機械レースがある程度

は普及するようになったものの、製造技術や品質、デザインの観点から輸入業が衰退することは

なかったことが明確となった。つまり、当時の米国では産地、品質、価格、デザインなど多様な

機械レースが流通しており、それぞれの特徴によって消費者の階層が異なり、さまざまな販売方

法・戦略がとられていたことが考えられる。このことは、多様な機械レースの流通が女性たちの

機械レースをめぐる消費行動に影響を及ぼしていたことを示唆している。『DGG』には、当時の米

国における機械レースを取り巻く消費者の需要や消費行動が如実に反映されているといえよう。 

A-3 



20世紀初頭イギリスにおける婦人用パジャマ 

－その普及から発展の過程－ 

 

日本女子大学学術研究員 河原 朱理 

yamayaakari@icloud.com 

 

 

【問題と目的】西洋における婦人用パジャマについては、女性のズボン着用に関する論文

や、概説書等の中で一部記載はあるものの、未だ専門的な研究は行われていない。しか

し、19世紀末から 20世紀初頭のイギリスにおける婦人用パジャマは、衣服の持つイメー

ジや着用用途、デザインなどが大きく変化したという点で、注目に値する。そこで本研究

では、19世紀末から 20世紀前半にかけてイギリスで発行された女性誌を史料に、婦人用

パジャマの持つイメージや着用用途、デザインの変化等を分析する。 

【方法】イギリスおよびアイルランドで発行された新聞のデジタルアーカイブである The 

British NEWSPAPER Archiveを用いて、19世紀後半から 20世紀半ば頃までに英国内で発

行された、女性を読者対象とした新聞雑誌を広範に調査し、分析を行った。この他、日本

女子大学図書館において、『クイーン』誌（1914-1930）を閲覧し、合わせて分析対象と

している。 

【結果】イギリスにおいて、婦人用パジャマが一般女性に広く受け入れられるようになっ

たのは 1910年代以降であると考えられる。1899年の時点では、『ジェントル・ウーマ

ン』誌で「ショッキング」なものと評された婦人用パジャマだが、1910年代に入ると、

徐々に女性誌の広告欄などに現れ始め、第一次世界大戦中の 1915年には、『スケッチ』

誌のファッションページで大々的に取り上げられており、この頃には、婦人用室内着とし

て、パジャマが重要な位置を占めるようになっていたことがわかる。その後 1920年代に

入ると、婦人用パジャマは自宅で客人をもてなす際のホステス・ウェアや、ベネツィアの

リドをはじめとしたリゾート地でのファッションとして着用されるようになり、「人から

見られる」衣服となった。さらに 1930年代に入ると、ファッションデザイナーらの工夫

により、一見スカートにしか見えない形状の、フォーマルな場面でも着用可能な婦人用パ

ジャマが多数登場した。 

【考察】20世紀初頭イギリスにおける婦人用パジャマの発展を促した要因として、第一次

世界大戦による女性の生活の変化、戦後のレジャー産業の発展、世界恐慌による経済状況

の悪化など、様々な要因が挙げられる。西洋では元々男性の寝間着として着用されていた

パジャマだが、20世紀に入ると、第一次世界大戦などによるライフスタイルの変化に伴

い、多くの一般女性達が、まずは着心地の良さや身体の動かしやすさといった実用的な側

面から、パジャマを着用し始めたと考えられる。こうして戦時中に人気を得た婦人用パジ

ャマは、戦後 1920年代には、リゾートブームと相まって、さらにその人気を加速させる

こととなった。その後 1930年代になると、世界恐慌による不況の影響から、一着で複数

の役割を果たすことのできる衣服が重宝されるようになり、パジャマの着用場面はますま

す多様化した。このように、20世紀初頭イギリスにおける婦人用パジャマの発展には、当

時の社会情勢が色濃く反映されていたと言えるだろう。 
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地域資源を活かした衣服制作 

－麻織物継承の取組み― 

 

滋賀県立大学大学院 

野々村 多慧子 

 

背景 

 滋賀県の湖東地域は古くから代表的な麻織物産地である。鎌倉時代中期が起源とされ、江

戸時代には彦根藩の保護統制のもと、地場産業としての基盤を固めた。しかし、洋装化に伴

い着尺は衰退していき、洋服地・インテリアなどの生地が手掛けられるようになった。 

本研究では、こうした厳しい世の中の移り変わりの中で、常に新しい製品の開発を試みて

きた湖東地域の代表的な製品のひとつである本麻紋沙襦袢地に着目した。襦袢は江戸時代

以降、着物の下着として着られた衣服である。肌襦袢、半襦袢、長襦袢などの種類がある。

長襦袢は着物の下、肌襦袢の上に着用するものであり、下着としての機能を持つとともに、

動くたびに着物の開口部から見え隠れするお洒落として楽しまれてきた。 

和装需要の低迷と共に、本麻紋紗襦袢地も現在では希少なものとなっている。地域で生ま

れた麻織物の継承には、その価値を伝えていくために、現代の衣生活に合う新たな可能性を

見出す必要がある。 

 

素材 

 透かし模様がある本麻紋紗襦袢地は、湖東地域で昭和 40年からジャガード織機による生

産が始まった。それまでは、麻の白生地に柄を薬品で抜き取るという手法で作る加工紗襦袢

だった。今回使用した本麻紋紗襦袢地は、平成 2年に織られたものである。 

 

制作の目的 

近江の本麻紋紗襦袢地は、風通しの良い紗の生地により涼感のある生地になっており、夏

の下着として肌につかず着心地が良いと評判がある。肌襦袢と着物の間に着る長襦袢を現

在のライフスタイルの中で同じような扱いをすることにより、着尺の襦袢地を洋装に合う

インナーとして着用する試みと、インナーの役割とは違ったデザインを検討した。その結果、

日々の暮らしの中で着用できる大人のブラウスと、子供のワンピースを提案することにし

た。 

  

考察 

 本麻の冷やりとした感触と紋紗の透かし模様の通気性は、重ねて使用してもべたつかず、

高温多湿な日本の夏を過ごすには最適であり、洋装のインナーとしても快適である。また、

インナー以外の役割として提案した麻織物本来の特性を活かしたワンピースは、今日の市

場に流通する化学繊維の製品とは違った、天然繊維の魅力を感じさせるものである。 
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 1988年プレタポルテコレクション ティエリー・ミュグレー作品の 

パターンと構造について 

文化学園大学 

○李 詩言 

砂長谷 由香 

【目的】 

  1968年頃から、ファッションはオートクチュールに変わりプレタポルテが主流となっ

た。本研究は、1988年プレタポルテコレクションのティエリー・ミュグレーのジャケッ

トを研究対象として取り上げ、パターンと構造および布地についてレプリカ衣装製作を通

して検証することを目的とした。 

【方法】 

 1988年ティエリー・ミュグレーのプレタポルテのジャケット作品の構造及びパターン

と縫製について明らかにするため、オリジナル衣装の構造観察と、パターン作成に必要な 

箇所の採寸を行いパターンを作成した。また、オリジナル衣装とトワルによるレプリカ衣

装試作の着装写真から、シルエット比較観察も行いパターン修正した。次に、布地の厚さ

をスプリングマイクロメーターで測定し、織組織をマイクロスコープで調査した。調査結

果を参考に、市販の既製素材から類似したレプリカ作品製作のための布地を選定した。そ

して、縫製方法のミシンステッチの間隔などの採寸値を用いて、オリジナル衣装を再現す

るかたちでレプリカ衣装を製作した（図 1）。 

【結果及び考察】 

 ジャケットの構造は、身頃、ペプラム、ラぺル、衿、袖の 5つに区分できる。袖口とペ

プラムと衿先の尖りのデザインは、ティエリー・ミュグレーの作品特徴とも言え、パター

ン形状と縫製の工夫によりそのフォルムが形成されていることがわかった。ジャケットの

パターンについて、袖は袖山線で前袖と後ろ袖に分かれており、1980年代に流行したい

かり肩のシルエットを表現するため、原型の袖に比べで袖山の高さが高く、また前身頃の

肩傾斜は原型の肩傾斜より小さい形状であった。また、袖口の尖りを形成するため、袖の

パターンは、前後袖口が重なるほどの尖り形状になっていた。ラペルと衿のパターン形状

はアシンメトリーのパターンであった。文化式原型に比べて、ジャケットのウエストライ

ンまでの丈は長く着用時にはブラウジングしてシルエット形成されている｡また、ウェス

トダーツと前アームホルダーツはパネルライン上に展開されていた｡布地は、表布地が平

織りでウール 100%のウーステッドであリ、裏布地はポリエス

テルとキュプラの混紡であった。縫製方法の工夫では、ペプ

ラム、ラぺル、衿、袖の尖り部分の接着芯は、硬めの素材が

使用され、身頃の接着芯は柔らかめの素材を使用すること

で、尖りのシャープさとジャケット身頃の柔らかいフォルム

を表現していた。また、縫い目のステッチ飾りは要所要所に

施すことで、ステッチ飾りとシルエット形成の両方の役割を

果たしていると考えられる。 図 1 レプリカジャケット 
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1900年頃のコルセットのパターンとシルエットについて 

―1880年頃のコルセットとの比較― 

 

文化学園大学 ○陳 徴・砂長谷 由香 

z-chen@bunka.ac.jp sunahase@bunka.ac.jp 

 

「目的」 

歴史服のコルセットに関する先行研究は、1865年頃と 1900年頃のコルセットの運動時の

安全性と快適性に関する研究や
1）

、1880 年頃の授乳用コルセットの構造やパターン形状に関

する研究が
2）

あり、また歴史服のドレスに関する研究では複製することで構造、パターン、縫

製などを明らかにした研究が行われている
3）

。今回の研究で

は、1900年頃の実物資料コルセット(文化学園服飾博物館

所蔵) の素材、構造、縫製、寸法、パターン形状の特徴を

明らかにし、レプリカコルセット製作により調査結果を検

証し、先行研究の
3）

1880 年頃のコルセットと比較すること

で、時代によるコルセットのデザインとパターン・シルエ

ットの違いを明らかにすることを目的とした。 

「方法」 

  1900年頃のコルセットの特徴を明らかにするため、文献調査を行った。また実物コルセ

ットの構造は目視観察し、素材はマイクロスコープで、厚さはスプリングマイクロメータ

ーで調査した。そして、調査結果を立証するため、調査結果データを参考にしてレプリカ

コルセット用の素材選定を行った。更に選定した布地は、オリジナルコルセットとの色味

や装飾の近似性を追求するため、インクジェットプリントを施して色調整を行い、手刺繍

により装飾技法の再現も試みた。コルセットのパターンは、メジャーと竹尺によるオリジ

ナルコルセットの採寸値を用いて作成した。また、1880年頃と 1900年頃のコルセットの

各寸法から文化式原型を作成し、コルセットパターンを重合し形状を比較することで、そ

れぞれのパターンとシルエットの特徴について分析を行った。 

「結果及び考察」 

1900年頃のコルセットは、布地は綿 100％、織組織は杉綾織、厚さは 0.45mmで、構造

は一重仕立てであり、半身では前身頃が４パーツ、後ろ身頃が 2パーツで合計 6パーツで

あった。1900年頃のコルセットは胸部にテープ 3本、ウエストの表裏両側にテープ状のウ

エストバンド各 1本があり、裾にガーターベルトが付けられていた。 

1880年頃と 1900年頃のコルセットの構造は近似しているところがあるが、パターン形状

は 1880年頃の湾曲した前中心線、1900年頃の傾斜した後ろ中心線と長めの前中心線などに

違いが見られた。1880 年頃のコルセットのウエストバンド位置は WL に近似し、1900 年頃

の前身頃のウエストバンド位置は原型の WLより下側であることもわかった。 

・注 1): Collee Ruby Gau(1996)「Physical performance and comfort of females exercising on a 
treadmill while wearing historic tight-laced corsets of 1865 and 1900」Iowa State University  
・注 2):陳 徴・砂長谷 由香(2019)「1880 年頃の授乳用コルセットの構造と特徴について―オ
リジナルコルセットとの比較とレプリカコルセット製作を通しての分析―」服飾文化学会誌 
服飾学研究(作品編) Vol.2 No.1 ｐ71～78  
・注 3):倉 みゆき(2020)「西洋服飾史実物資料のレプリカ制作(6)―1900 年初頭のデイ・ドレ
ス―」服飾文化学会誌 服飾学研究(作品編) Vol.3 No.2 p11～28 

図 1 オリジナルコルセット 
(左：1880 年頃 右：1900 年頃) 

文化学園服飾博物館所蔵 
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