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「インディーズアイドルの“好みのビジュアル”調査-2022-」 

報道関係各位                           インディーズアイドル研究所 

2022 年 7 月 12 日 
 

インディーズアイドルヲタク 316名に聞いた 

「インディーズアイドルの“好みのビジュアル”調査-2022-」 

ヲタクの理想 No.1 は「THE・女の子！王道可愛い系アイドル」（黒髪/ボブ/ミニスカ）！ 

ピアスの穴は「0 個」が 44％で第 1 位。「アイドル＝ピアスの穴無し」がヲタクの理想 

理想の衣装の系統 Top3 は「可愛い系」「清楚系」「クール系」！身長は「気にしない」が No.1 に 

 

インディーズで活躍するアイドル（地下アイドル）業界を

調査・分析し、発信するマーケティング機関「インディー

ズアイドル研究所」（所長・遠藤舞）は、「インディーズア

イドルの好みのビジュアル」について、インディーズアイ

ドルヲタク316 名に調査を行いましたので、本日発表いた

します。 

【インディーズアイドル研究所】

https://www.idollab.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《「アイドルの好きなビジュアル」調査ダイジェスト》 

【1】2022年、ヲタクが好きな「アイドルビジュアル・TOP3」を発表！ 

各調査項目の上位を精査し、ヲタクが好きなアイドルビジュアルを 3 系統にまとめました。 
★1 位：THE・女の子！王道可愛い系アイドル（黒髪・ボブ・半袖・ミニスカート・可愛い系衣装） 
★2 位：清楚で品のある優等生系アイドル（茶髪・セミロング・ひざ丈スカート・清楚系衣装） 
★3 位：お姉さん的魅力全開クール系アイドル（黒髪・ポニーテール・ノースリーブ・クール系衣装） 

 

【2】ピアスの穴は「0個」が約44％と第1位に。「アイドル＝ピアスの穴無し」がヲタクの理想 

度々話題になるヲタクたちの「アイドルのピアスの穴」論争。ピアスの穴「0 個」が約 44％と最も好まれてい
る結果に。一方、「両耳 1 個ずつ」が約 27％、さらに、「両耳合わせて 4 個以上」という人が約 14％など、ピ
アスの穴の数は特に気にしていないヲタクが一定数いることも判明しました。 
 

【3】理想の衣装の系統Top3は「可愛い系」「清楚系」「クール系」！身長は「気にしない」がNo.1に 

くわしく衣装について調査したところ、袖丈は「半袖」、スカート丈は「ひざ丈」と「ミニ」が同数、「お腹チ
ラ見せ」が上位という結果に。また、身長に関する調査は「特に気にしない」が約 38％と No.1 の結果になり
ました。 

https://www.idollab.net/
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《調査データ・詳細解説》 

 

【1】2022年、ヲタクが好むアイドルビジュアル・TOP3を発表！ 
 

アイドルヲタクの 316 名に「アイドルの好みのビジュアル」について、様々な項目を調査いたしました（「髪色」

「ヘアスタイル」「衣装の系統／ディテール」、「ピアスの穴の数」「メイクの濃さ」「身長」など）。これらの結

果を踏まえ、「2022年、ヲタクが好むアイドルビジュアル2022」TOP3を発表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1位：THE・女の子！王道可愛い系アイドル 

「黒髪／ボブ／半袖／ミニスカート／お腹チラ見せ／ピアスの穴 0 個／可愛い系衣装／メイクの濃さ 50％」は、
ほぼ全ての調査項目で好みの第 1 位に支持されたビジュアルをまとめております《図 1》。無垢な黒髪に溌剌と
した印象のボブ、若々しさと女の子らしさをぎゅっと詰め込んだような王道ビジュアルがヲタクたちにウケて
います。スクールカースト上位ではないけれど、実はひそかにクラスで優しくて可愛いと噂される・・という
イメージでしょうか。ナチュラルメイクが好まれると思いきやメイクの濃さは５０％。自分の可愛さをメイク
でより引き立てているところも評価されるようです。過度な露出は必要ないですがお腹のチラ見せくらいの、
少しだけ隙が感じられる程度の露出は良さそうです。 
 

■第 2位：清楚で品のある優等生系アイドル 

「茶髪／セミロングのストレート／ひざ丈スカート／ピアスの穴 0 個／清楚系衣装／メイクの濃さ 25％」は、
ほぼすべての調査項目で第 2 位に支持されたビジュアルをまとめております《図 2》。女性らしいナチュラルな
茶髪、そしてセミロングのストレートヘアという安心感のある清楚なビジュアルもヲタク人気が高いようです。
無垢ではあるが品もある、控えめな印象があります。清楚ビジュアルの場合は露出も控え、膝丈のスカートで
優等生感を演出すると良さそう。メイクの濃さも、25％と薄めです。 
 

■３位：お姉さん的魅力全開クール系アイドル 

「黒髪／ポニーテール／ノースリーブ／ショートパンツ／ピアスの穴・両耳 1 個ずつ／クール系衣装／メイク
の濃さ70％」は、ほぼすべての調査項目で第 3 位に支持されたビジュアルをまとめております《図 3》。 
王道の１位、２位とはうって変わって、クール系のどちらかといえば個性的なビジュアル。「女の子」というよ
りは「お姉さん」といったイメージで、大人っぽい魅力が人気なようです。露出は比較的高めで、腕、脚は潔
く出してスタイルの良さを際立たせてほしいですね。ピアスが開いていたりメイクの濃さも 70％と少し濃いめ
で、ファッショナブルな要素やアイドル本人の意志の強さも感じられます。女性ウケも良さそうです。 
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【2】ピアスの穴は「0個」が約44％と第 1位に。 

「アイドル＝ピアスの穴無し」がヲタクの理想として根強い結果に 
 
アイドルヲタクに「アイドルの好みのピアスの穴の数」について調査したところ、ピアスの穴は「0 個」が約
44％と、最も好まれているという結果に。度々話題になるヲタクたちの「アイドルのピアスの穴」論争ですが、
4割の人がピアスの穴はあけないほうが好みということがデータで分かりました。《図 4》 
 
一方、「両耳 1 個ずつ」が約 27％、「両耳合わせて 3 個ま
で」が約 13％と、ピアスの穴の数に細かい好みの差があ
ることもわかりました。また、「両耳合わせて 4 個以上」
が約 14％という結果からは、ピアスの穴があいているこ
と自体は問題にしていないというヲタクも一定数いるこ
とが分かりました。 
 
耳にピアスの穴があいていないアイドルは、耳飾りの選
択肢として「イヤリング」をすることになります。ダン
スをするアイドルにとっては、耳たぶに挟んで装着して
いるイヤリングが激しく揺れると耳たぶが痛くなった
り、また、すぐに外れてしまったりなど、不便な点もあ
ります。ピアスに関するアイドル自身の希望と、ヲタク
たちの理想との差は、今後もなかなか埋まらないかもし
れません。 
 

 

【3】理想の衣装の系統Top3は「可愛い系」「清楚系」「クール系」！ 

身長は「気にしない」がNo.1 に 
 

アイドルヲタクに、アイドルの「理想の衣装系統」ついて調査したところ、第 1 位は「可愛い系衣装」で約

66％という結果に。第 2 位は「清楚系衣装」で約 56％、第 3 位は「クール系衣装」で約 33％という結果にな

りました。「セクシー系衣装」は約 23％で第 6 位と、露出が多い方向制の衣装はそれほど高い人気がないようで

す。《図 5》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

続いて、アイドルヲタクに、アイドルの「理想の衣装のディティール」について調査したところ、袖丈は「半

袖」、スカート丈は「ひざ丈」と「ミニ」が同数、「お腹チラ見せ」が上位という結果になりました《図 6》 

。「図 6」の結果からもわかるように、“適度なレベルの肌見せ”が好まれているようです。これは「好みのスカ

ート丈」からも分かるのですが、短ければ短いほうがいいという「ミニスカート」が圧倒的に支持されている

わけではなく、同数で「ひざ丈スカート」も多くの人に支持されています。 
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また、アイドルヲタクに、アイドルの「好みの身長」に関する調査を

したところ、「特に気にしない」が約38％とNo.1 の結果になりました

《図 7》。ビジュアルを見るときに身長はあまり気にしないヲタクが多

いようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

所長・遠藤舞より考察：“染まっていない感”が求められる結果に 

 

やはり、王道でかわいらしいビジュアルが人気ですね。黒髪やピアスの穴なしがウケ

ていたり、どうしても「染まっていない感」、無垢さが求められている気がします。 

それから、今アイドルをやっている女の子は、実際の年齢とは関係なく、若々しい印

象を与えるメイクや髪型、衣装を心がけると良いでしょう。 

衣装での露出は思ったよりも求められておらず、ヲタクたちに健全さを感じました！

個人的にはスニーカー人気が高いの好感を持ちました（ヒールで踊るのは大変です）。 

アイドルをやっている女の子たちの悩みとして、「人気になりたいけど、どんなビジュ

アルに寄せたらよいかわからない」という声をよく耳にします。彼女たちの自身のブ

ランディングの参考になると嬉しいです。 

 

 
■資料 
 

【図8】アイドルの「好みのビジュアル系統」調査 

→No.1：清楚系・・約 71％ 

 

【図9】アイドルの「好みの髪型」TOP5 ※複数選択可 

→第 1 位「ボブ」52.2％ 

第 2 位「ストレート」51.6％ 

第 3 位「ポニーテール」51 

 

【図10】アイドルの「好みの髪色」調査 

→第 1 位「黒髪」約 71％ 
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■調査方法 
調査期間： 

2022 年 5 月 19 日～6 月 2 日 

調査対象：WEB 調査 

有効回答数：N=316 

調査実施・分析： 

インディーズアイドル研究所 

 

■インディーズアイドル研究所 
「インディーズアイドル（地下アイドル）」、そのアイドルを支える「ファン（ヲタク）」を中心に構成さえている「インディーズアイドル業

界」について、独自の調査を行い、定量的・定性的に分析していきます。元「アイドリング!!!」・遠藤舞が所長となり、生の「アイドル」

「ヲタク」の声を発信していきます。 
 

■インディーズアイドルとは 
本研究所においては、「インディーズアイドル」とは、「メジャーレーベルから CD デビューしていないアイドル」と定義いたします。世間で

は「地下アイドル」「ライブアイドル」と呼ばれる場合もあります。本研究所では「インディーズアイドル業界」について調査・分析を行っ

ていきます。 

 

■「インディーズアイドル研究所」活動予定 
●インディーズアイドル業界の調査分析・発信（マーケテイングリリース配信） 

●インディーズアイドルのブッキング／紹介 

●インディーズアイドルのトレーニング（ボイストレーニング／パフォーマンス指導／メ

ンタルトレーニングなど） 

●インディーズアイドル、運営企業へのサポート（マーケテイング調査支援、調査

データ支援など） 

 

■「インディーズアイドル研究所」メンバー 

《インディーズアイドル研究所 所長：遠藤舞》 
アイドルグループ「アイドリング!!!」のリーダーとして活躍、後にエイベックスよりソロデビュー。現在はボイストレ

ーナーとして多くのアイドルグループや歌手に歌唱指導を行う。「インディーズアイドル研究所」所長に就

任。「アイドルの現場に携わる人々」がより良い活動を行うために役立つ情報を調査・分析し“アイドル業

界のリアル”を発信している。 

●Twitter https://twitter.com/endo_mai2 

 

 《ブランド PR プロデューサー：福地セイカ》 
ポップスバンド「Neontetra（ネオンテトラ）」ボーカル、作編曲家。2020 年に「時の旅人 ～令和ゆ

かりの地・太宰府のうた～」でメジャーデビュー。会社員経験があり、担当した企業は、上場、M＆A、ビ

ジネスの収益化を達成させ成功に導く。2021 年には「日経 xwoman」アンバサダーにも就任。 

●Twitter https://twitter.com/seika_letter 

 

■「インディーズアイドル研究所」概要 
・名称：インディーズアイドル研究所 
・URL：https://www.idollab.net/ 
・所長：遠藤 舞 
・活動内容：インディーズアイドル業界の「アイドル」「ヲタク」に関する調査・分析・情報発信 など 

 【報道関係者の方からのお問い合わせ】 

音楽事務所Office La Mer内「インディーズアイドル研究所」広報担当 

MAIL  contact@idollab.net 
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