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BSRI日本語版による性役割タイプの分類

加 藤 知 可 子

広島県立保健福祉短期大学看護学科

抄 録

本研究では， BSRI日本語版を用いて被験者を女性型，男性型，両性具有型，未分化型の性役割タイプに分

類し生物的な性差(性別)との関係を検討した。調査対象は，大学生，専門学校生，大学院生の男性95名，女

性100名，合計195名である O 調査では， BSRI日本語版による男性性得点と女性性得点の中央値分割にて性役

割タイプに分類した。その結果，性役割タイプの出現率では性差は認められなかった。つまり，男性および女

性の中性化が進んでいると推測する O
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はじめに

はじめに，性役割尺度は長い間男性性と女性性を一

次元の両極的概念としてきた1-2)。ところが， Bem，S.し

は一人の人間の中に男性性，女性性の両方が存在する

という仮説をたて 男性性と女性性を二次元の概念と

考えた。そして，彼女独自の新しい性役割尺度を考案

した (Bem，1974) (Bem Sex Role Inventoryベ

ム性役割目録以下BSRIと略す)3) 0 

Worell， J. (1978) は男性性，女性性ともに高い性

役割タイプである両性具有性を導く尺度についての問

題点を挙げている O それは 両性具有性を分類する尺

度の基準としているものが暖昧であることである O 例

えば 4つの異なる性役割尺度に答えた被験者の61% 

がどの 2つの尺度によっても別の性役割タイプに分類

された報告があり 4)計測学的に厳密な尺度が必要

となる o BSRI日本語版の信頼性は，信頼性係数の推

定法の内部一貫性による方法を用いてアルファー係数

を算出している(男性性項目の男性が0.89，女性が0.90，

女性性項目の男性が0.83，女性が0.85)5)。高い信頼

性係数の結果にてBSRI日本語版はすでに十分な内的

整合性をもち，テストとして信頼性があると言える O

また，性役割タイプと解剖学的な性(性別)の関係で

は，性役割タイプと性別の不一致は対人関係の葛藤を

生じる一つの要因となっている 6)。そこで本研究で

はBSRI日本語版を用いて性役割タイプに分類し，性

別と反対の性役割タイプがどの程度いるかを知り，性

役割タイプと性別との関係を青年期の学生を対象にし

て検討した。

対象および方法

1 .被験者

調査は大学生 (C大学心理学科， D大学神学科)，専

門学校生(理学療法士養成) 大学院生 (C大学心理

学専攻)を被験者とする O 調査期間は1997年11月初日

から12月18日である O 調査票を被験者に配布し回収す

るO 回収率は， 100.0%であり調査項目表のすべての

項目に記入漏れのなかったものを有効回答とする O 有

効回答率は93.3%であり，これを本研究の分析対象と

する O 分析対象とした被験者は男性95名，女性100名

の合計195名である O 被験者全体の平均年齢は20.1歳

(標準偏差2.4)であり，男性は21.1歳(標準偏差2.8)，

女性19.2歳は(標準偏差1.4) であった。表 lは被験

者の学歴別の分布である O 表 1に示すように被験者全

体，男性，女性とも大学生が多くを占める O

2.調査手続きおよび教示

教示には「この調査の裏面には，人の特徴を表す言

葉が並べてあります。これらの言葉があなたにどの程

度当てはまるか」を 7段階尺度上で示して回答するよ

う依頼した。

分析に用いたBSRI日本語版は次のようなものであ

るo 20個の男性性の形容語， 20個の女性性の形容語，

20個の社会的望ましさの中立の形容語の合計60個の形

容語で構成される O 各性役割特性を表す形容語がどの

程度自分自身に当てはまるかを全く当てはまらない，

あまり当てはまらない，どちらかと言えば当てはまら

ない，どちらでもない，少し当てはまる，かなり当て

はまるならば，非常に当てはまるの lから 7の7段階

評定で回答する。

BSRI日本語版の作成手順は次のようなものである O

BSRI原版を作成するために用いた400の形容語のリス

トを翻訳する o 400の形容語の翻訳リストに考えた15

語(欲のない，心が細やかな，行儀の良い，ユニーク

な発想、をもった，粋な，外見を気にしない，理数系の

得意な，さわやかな，正義感の強い，地味な，何事に

も熱意をもって行う，空想好きな，気持ちの切り替え

が上手な，闘争心がある 物分かりが良い)を加えた。

この415の形容語から日本語として意味が取り難いも

の，日本語ではあまり使われていないもの，訳の長い

ものない，無~の否定語を除外し最終的に225の

形容語に絞りこんだ。 225語を用いて社会的望ましい

特徴の評定を行ったO 調査用紙は「社会的に望ましい

特徴の評定」と題し「このような特徴を持った男性

(または女性)は今の日本社会でどの程度望ましいか」

を1~ 7のかなり望ましい やや望ましい どちらで

もない，どちらかといえば望ましくない，あまり望ま

しくない，非常に望ましくないの 7段階尺度で回答を

依頼した。また予備調査は日本社会の男性，女性のス

テレオタイプを知るのが目的であるので「あなただけ

の思いでなく一般に男性(または女性)がこのような

特徴を持つことが今の日本社会でどの程度望ましいと

考えられるかを判断するように」調査の対象者に強調

して依頼した。容易に意味のわかる形容語を選出する

ため「言葉が暖昧で判断できない場合，言葉の意味が

つかみ取れない場合」にも記入を求めた。調査用紙は

表 1.被験者の学歴分布
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男性について判断する用紙(以下男性版と略す)，女

性について判断する用紙(以下女性版と略す)の 2種

類を作成した。分析では225の形容語の平均，標準偏

差を求めた。女性性の形容語の抽出には女性版の225

詩の各形容語の平均が男性版の平均より差の大きいも

のから20語を選んだ。男性性の形容語の抽出には男性

版の225語の各形容語の平均が女性版の平均より差の

大きいものから20語を選んだ。社会的望ましさの中立

の形容語には225の形容語において男性版の各形容語

の平均と女性版の各形容語の平均の差が小さいものか

ら男性版の平均と女性版の平均が共に高いものを10語

(肯定的項目)，男性版の平均と女性版の平均が共に

低いものを10語(否定的項目)を選んだ。以上の過程

で抽出した男性性の20の形容語，女性性の20の形容語

について t検定による有意差検定を行った .(P<.05，

両側検定，自由度193， t得点1.96) 0 その結果各同一

形容語の男性版の平均と女性版の平均に有意差が認め

られた。社会的望ましさの中立の形容語は上記と同様

有意差検定を行い有意差がないことを確認した (F検

定， P<.05，自由度193，F値1.43) 0 BSRI日本語版60

の形容語の配置はBemがBSRI原版を作成した手順に

従った。まず男性性の形容語が l番目にあり 3項目毎

に記載し女性性の形容語が2番目にあり 3項目毎に

記載した。社会的望ましさの中立の形容語は 3番目で

肯定的項目と否定的項目を交互に 3項目毎に配置した。

BSRI日本語版による分析方法は次のようなもので

ある O 各被験者の男性性得点，女性性得点の採点を行

うO 男性性を表す形容語は自分の信念を貫く，たくま

しい，競争心がある，やり手の，指導力がある，荒っ

ぽい，度胸がある，決断力がある，勇気がある，攻撃

的な，説得力がある，頑固な，頼もしい，積極的な，

大胆な，体力がある，精力的な，冒険心がある，独創

的な，自発性があるの20項目である O 女性性を表す形

容語は愛想、がよい，繊細な，魅力的な，子ども好きな，

言葉遣いが優しい，きれい好きな，控え目な，上品な，

同情心がある，面倒見がよい，甘えた，心が暖かい，

茶目っ気がある，気が利く，献身的な，優しい，おしゃ

れな，セクシーな，愛矯がある，世話好きなの20項目

である O 女性性項目 男性性項目の抽出は男性と女性

にとって望ましい行動を土台としている O つまり男性

と女性による異なった是認を基準としないで性的型付

けされた社会的望ましさを基準として男性的，あるい

は女性的として選択されたものである O 採点は各被験

者の男性性を表す形容語の20項目の合計得点をまずだ

し，男性性の形容語の平均を出す(男性性得点)。次

に女性性を表す形容語の20項目の合計得点を採点し，

女性性の形容語の平均を出す(女性性得点)。社会的

望ましさの中立の形容語は採点は行わない。社会的望

ましさの中立の形容語は臨機応変な，疑い深い，柔軟
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性がある，短気な，落ち着いた，独りよがりの，礼儀

正しい，おおげさな，もの分かりがよい，気まぐれな，

協調性がある，悲観的な，いきいきした，だまされや

すい，人をひきつける，秘密主義の，冗談が通じる，

軽率な，心が広い，わがままなの20項目である O 社会

的望ましさの中立の形容語は性別に関して完全に中立

な社会的望ましさの尺度を備えている O 男性性と女性

性の尺度にとって中立的文脈を提供することに役立っ

ているが， BSRI日本語版においては単なる詰め物と

して用いているだけで得点化はされない。次に各被験

者の男性性得点および女性性得点を各々大きい数値か

ら順に並べる O

結果

性役割タイプ分けに女性型，男性型，両性具有型，

未分化型がある O 女性性得点および男性性得点の中央

値による被験者の分割を行う O 中央値分割には全被験

者の中央値を用いた(女性性得点4.15，男性性得点4.05)。

平均値では女性性得点が4.09(標準偏差0.69)，男性

性得点が4.00(標準偏差0.7)であり，女性性得点お

よび男性性得点の中央値と平均値の差は認められなかっ

た。従って中央値の算出には偏りはないと考える O 算

出した男性性得点の中央値 (4.05)で被験者を男性性

得点の高群，低群の 2群に分け，さらにその 2群を女

性性得点の中央値 (4.15)で女性性得点の高群，低群

の合計4分類とする。その 4群は，女性型(高女性性，

低男性性)，男性型(低女性性，高男性性)，両性具有

型(高女性性，高男性性)，未分化型(低女性性，低

男性性)である O ただし分類を明確にするために男性

性得点あるいは女性性得点のいずれかが算出した中央

値の真上に位置する被験者は分類の対象から除いた

(合計，男性7名，女性 9名)。その結果，性役割タイ

プの分布は女性型が33名(男性19名，女性14名)，男

性型が27名(男性12名，女性15名) 両性具有型が60

名(男性31名，女性29名人未分化型が59名(男性26

名，女性33名)の合計179名(男性88名，女性91名)

であった。各性役割タイプの出現率を示したものが図l

である O 図 1に示すように 最も性役割タイプの出現

率が低かったのは男性では男性型(13.6%)であり女

女
性
型

高
性
具
有
望

来
分
化
州
島

国
男
性
型

図 1.性役割タイプの出現率
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図2.クロス・セックスタイプの出現率

性では女性型 (15.4%)の性別と性役割タイプが一致

する場合であった。図 2に男女におけるクロス・セッ

クスタイプ(異性型)の出現率を示した。図 2に示す

ように男性の女性型の出現率 (21.6%)は女性の女性

型の出現率 05.4%) より高く，男性の男性型の出現

率 03.6%)は女性の男性型の出現率 06.5%) より

低かった。以上のことから性別とは逆の性役割タイプ

(クロス・セックスタイプ)の男性の女性型，女性の

男性型が性別と一致する性役割タイプの男性の男性型，

女性の女性型より出現率が高いことがわかった。また

図2に示すようにクロス・セックスタイプでは，男性

の女性型 (21.6%)が女性の男性型 (16.5%) より高

かった。性役割タイプの出現率が性別によって差があ

るかをカイ自乗検定によって検討した。その結果，性

役割タイプの出現率では男女に有意差が認められず

(df=7，カイ自乗0.011)性役割タイプと性別には関

係が認められなかった。

考 察

BSRI日本語版についてはすでにCronbackのアルファー

係数により内部一貫性を求め高い信頼性を得ているが

妥当性については検討していない。テストとしては妥

当性が検討されておらず不完全で、ある O 今後の研究で

はBSRI日本語版と同時に既成の性役割スケール(例

えば個人属性質問紙， M-Fスケール)を同一被験者

に施行しテストが測定しようと目指しているものが一

致するかの検討が必要である O

Bemの先行研究の'性役割タイプの出現率では，女

性が女性型39.4%，男性型12.4%，両性具有型30.4%，

未分化型17.9%であり 男性が女性型11.6%，男性型

42.0%，両性具有型19.5%，未分化型26.9であった7)。

この結果より男性では男性型が最も多く女性では女性

型が最も多く性別と性役割タイプが一致するタイプの

出現率が高く，性別との対応関係が高いテストであっ

た。しかし，本研究での性役割タイプの出現率では男

性は男性型が少なく両性具有型，未分化型，女性型が

多かった。女性では女性型が少なく未分化型，両性具

有型，男性型が多かった。また，性役割タイプの出現

率と性別に有意差がなく性役割タイプと性別に関係が

認められなかった。しかし 性別と性役割タイプがー

致しない性役割タイプあるいは性別とは逆の性役割タ

イプである異性型(クロス・セックスタイプ)におけ

る男性の女性型，女性の男性型が，性別と一致する性

役割タイプの男性の男性型 女性の女性型より出現率

が高いことがわかった。クロス・セックスタイプでは，

男性の女性型 (21.6%)が女性の男性型 (16.5%) よ

り高かった。以上のことから本研究の結果を先行研究

の結果と比較するとクロス・セックスタイプが増えて

おり対人関係で悩む青年が増えることが推測される O

今後性別と性役割タイプの不一致の個人あるいは集団

は性別と性役割が一致する個人あるいは集団より対人

関係の葛藤を実際に経験しているかを縦断的に明らか

にする必要がある O

おわりに

対人関係の葛藤を生じる要因である性別と性役割タ

イプの不一致について調べるため，本研究ではBSRI

日本語版を用いて被験者を女性型，男性型，両性具有

型，未分化型の 4つの性役割タイプに分類し，性別と

一致しない性役割タイプの出現率を男女別に調べた。

その結果，男女における性役割タイプの出現率では有

意差はなく，性別と性役割タイプの出現率では関係は

認められなかった。ただ本研究を先行研究と比較する

と，性別と性役割タイプの不一致である男性の女性型，

女性の男性型(異性型)が増加していると推測される。

今後，縦断的研究によって社会的に男性および女性の

中性化が進行しているかについて その原因について

検討を深める必要がある O
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Study on the classification of sex roles based on the J apanese 
version of BSRI 

Chikako KATOU 

Department of Nursing， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 

The objective of this research was to study the classification of sex roles in young people's behavior. The study 

was made on 195 young people， 95 males and 100 females， who were college， university and graduate students. 

Based on the ]apanese version of BSRI. the subject people of both sexes were classified into the four 

types; feminine， masculine， androgynous and undifferentiated. A comparison was made between the actual biological 

sex of the subject persons and the four types. The comparison contents were classified into sex roles in accord-

ance with the median-split method of masculine scores and feminine scores described in ]apanese version of BSRI. 

The research results proved that there is no significant difference between both sexes in the distribution of sex 

roles， thus indicating no significant di百erencein behavior between males and females. 

Key words sex role， masculine， feminine， androgynous， undi百erentiated
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