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青年期後期にお柑る性役割態度の発達

筑波大学大学院（博）心理学研究科 字井美代子
筑波大学心理学系
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本研究では，青年期後期における性役割態度の発
達的変化を，大学生の現在の態度と高校時代の態度
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とを比較して分析する．

価値観に基づいて，今後の行動（進路・異性選択な
ど）の準備を行っている（伊藤，1997；相木，1973）．
従来，青年を対象として，性役割の価値観のひと

青年を対象とした性役割態度研究

つである性役割態度（伊藤，1997）に関する研究が
多く行われてきた．性役割態度は， 性役割に対し

青年は，性的成熟を果たし，自己の性がもつ社会
的意味を改めて理解し，自己の性に対する社会から

て，一貫して好意的もしくは非好意的に反応する学
習した傾向 （東・鈴木，1991）と定義される．研

の期待に同化したり，反発したりしながら，主体的
に性役割に関する価値観を形成する．青年は，この

究においては，青年に対して 男は仕事，女は家
事 に代表される性別役割分業への賛否を問う形式

1）本研究は，第一著者字井が研究の立案・解析・執筆を
行い，第二著者松井が研究計画の統括にかかわった．
本研究の実施にあたり，成田健一先生（東京学芸大
学），上潮由美子先生（江戸川大学）にご協力いただ
きました．ここに深く感謝いたします．また，調査に

で，同態度が測定されてきた．性役割に対して好意
的に反応するほど，伝統主義的性役割態度を，非好
意的に反応するほど，平等主義的性役割態度を有す
ると，それぞれ判定される（鈴木，1991など）．
性役割態度研究おいては，平等主義的性役割態度
を有する青年の特徴が，多く明らかにされてきた．

回答してくださった学生の皆様に，感謝申し上8ヂます．

その中では，一貫して，男子よりも女子のほうが平
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等主義的性役割態度を有していることが明らかにさ
れている（東，1990；中野区婦人問題担当，1981，

性役割態度が変化する契機となると予測した．
字井他（2001）は，平等主義的性役割態度にかか

1982；東京都生活文化局，1988など）．

わる意識の中でも，女性はもっと社会で活躍するべ
きであるとする意識（以下， 女性の社会的活躍規
範 と略記）を取り上げ，性差別不満と女性の自立

青年期における性役割態度の発達的変化
青年期における性役割態度の発達的変イヒを扱った
研究では，学年が上がるほど平等主義的性役割態度
を有するようになることが明らかにされている（中
野区・婦人問題担当，1981，1982；束京都生活文化
局，1988など）．しかし，多くの研究は，同態度の
学年差を分析するにとどまり，どのような意識の変
化が契機となって，平等主義的性役割態度が高まっ
ていくのかという点については，あまり検討されて
こなかった．

その中で，字井・松井・福富（2001）は，女子高
校生を対象とした横断調査により， 性差別に対す
る不満 と 女性の自立への関心 の高まりを契機
とした，性役割態度の発達的変化のモデルを提出し
ている．このモデルは，Downing＆Roush（1985）
によって理論化されたフェミニスト・アイデンティ
ティ・モデルと，日本の女子青年を対象とした論考
の二つに理論的根拠を置いている．
第一のフェミニスト・アイデンティティ・モデル
は，伝統主義的女性役割を受容している女性が，伝
統主義的女性役割から脱却していく過程を措いたモ
デルである．このモデルでは，伝統主義的女性役割
に疑問をもたせるような一連の経験によって，女性
は性役割態度を変容させていくと理論化されている
（Downing＆Roush，1985）．字井他（2001）は，こ

への関心との関連を分析した．その結果，伝統主義
的性役割態度から平等主義的性役割態度への変化過
程として，次の二つの過程が抽出された．第山一は，
性差別不満，女性の自立への関心，女性の社会的活
躍規範の三側面すべてにおいて意識が低い段階か
ら，最初に性差別不満が高まり，次に女性の社会的
活躍規範が高まり，最後に女性の自立への関心が高
まる過程である．第二は，すべての意識が低い段階
から，最初に女性の自立への関心が高まり，次に女
性の社会的活躍規範が高まり，最後に性差別不満が
高まる過程である．さらに，いずれの過程において
も，最初に 家で女の子だけが家事を手伝わされ
る

ことへの不満や，

将来の自立した生き方につ

いて考えたことがある など，自己が経験しうるよ
うな身近な領域における事柄から平等主義的性役割
態度が高まっていた．次に自己の将来の関心や，他
者や社会に対する関心が高まるとともに，自己を越
えた社会における女性m一般に関わる事柄での平等主
義的性役割態度が高まっていた．このモデルにした
がえば，平等主義的性役割態度は一様に高まるので
はなく，性差別不満や女性の自立への関心という側
面ごとに段階を経て平等主義的性役割態度が高まっ
ていくものと考えられる（字井他，2001）．
ただし，字井他（2001）の研究は，次の三点にお

の論考にしたがい，女子高校生の性役割態度が変化
していく契機の一つとして，伝統主義的女性役割に
対して，不満やおかしいと感じたことがあるか否か
（以】F， 性差別不満 と略記）に着目した．
ただし，日本の女子青年は，伝統主義的女性役割
を必ずしも不満には思わないことが指摘されてい

いて不十分であった．第一は，性役割態度の発達的
変化を横断調査によって推測していた点である．第

る．女子大学生を対象とした面接調査を行った越
智・菊池・加藤・吉原（1992）は，女子青年は，伝
統主義的女性役割を否定するのではなく，女性役割
と男性役割とをともに遂行できるような将来像を措

1990；中野区・婦人問題担当，1981，1982；東京都
生活文化局，1988など），字井他（2001）では，男

いていると考察している．また，女子青年において
は，将来，結婚や出産にかかわらず仕事を継続しよ
うと考えている者は，そうでない者よりも，平等主
義的性役割態度を有していることが明らかにされて
いる（中野区・婦人問題担当，1981，1982など）．
そこで，字井他（2001）は，女子青年が，伝統的
に男性役割とされてきたフルタイムヘの就労への関
心を高め，自立への関心を高めること（以下， 女
性の自立への関心 と略記）によって，女子青年の

二は，女子高校生のみを対象としたため，高校卒業
後の変化が追えていなかったという点である．第三
は，男女では，性役割態度に違いが見られることが
多くの研究によって明らかにされているが（東，

子の発達過程に関して検討を行っていないことであ
る．

本研究の目的
本研究では，上述の字井他（2001）の視点を展開
して，大学生に回顧法を用いた調査を行い，高校か
ら大学にかけての性役割態度の発達的変化を分析す
る．本研究では，字井他（2001）の問題点をふま
え，調査対象を男女大学生とし，高校時代の意識を
想起する回顧法を用いた．回顧法を用いることによ
り，高校から大学にかけての発達的変化を推定し，
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今後，縦断的調査を行うための基礎資料を得ること

女子対象項目

ができると期待される．
性役割態度の発達的変化を検討するにあたって，
女子に対しては，字井他（2001）と同様の性差別不

1．性差別不満
字井他（2001）と同一の7項目を用い，伝統主義
的女性役割に対して，回答者自身が 見たり問いた

満，女性の自立への関心，女性の社会的活躍規範の
三側面について尋ねる．しかし，男子は，女子と比
較して，自己の性役割を受容していると予想される

りして，今までに不満やおかしいと感じたことがあ
るか を尋ねた（取blel）．設問は，あてはまるも

ため（伊藤，1995参照），男子に対して，性差別不
満を尋ねるのは不適切であると判断された．そこ
で，Swim，Aikin，Hall＆Hunter（1995）や恥ug払，
Brown，Beaton＆Joly（1995）が，性差別の解消を
支える意識の要素の一つとして挙げている 性差別
の存在の認識 （以下，
定することとした．Swim

性差別認識

と略記）を測

etal．（1995）や恥ugas
etal．（1995）は，性差別の存在を認めない個人が，
女性の社会進出や，男女の格差を解消するためのポ
ジティブ・アクション（たとえば，女性の少ない職
場に女性のみを新たに配置したりすること）に対し
て，嫌悪感を示すと理論化している（Swim

et

alリ

1995；≠ugas

etal．，1995）．この理論に基づけば，
現代社会に性差別が存在すると認識することは，男
子青年が平等主義的性役割態度へと変化させる契機
の一つとなると推測される．
このように本研究では，女子に対して，性差別不
満と女性の自立への関心と女性の社会的活躍規範と
を，男子に対して，性差別認識と女性の自立への関
心と女性の社会的活躍規範とを，それぞれ尋ねるこ

のをいくつでも選択することを求める多重回答形式
で行った．これらの項目に対して，高校時代にもっ
ていた意見（以下， 高校時代 と略記）と，現在
の意見（以下， 大学現在 と略記）とを，回答す
るよう求めた．
2．女性の自立への関心
女性の自立に対して関心を持っているか否かを尋
ガaた．字井他（2001）と同一の6項目に加えて，
フェミニズムに関連する本を読んだことがある
を加えた（′払blel）．高校時代と大学現在それぞれ
について，多重回答形式により回答を求めた．な
お，大学現在と高校時代とでは，時制をあわせるた
め，質問項目が若干異なっている．
3一 女性の社会的活躍規範
女性は社会に進出すべきであると考えているか否
かを尋ねた．字井他（2001）と同一の8項目に，
男性には男性の役割が，女性には女性の役割があ
る ， 男性も女性も同じことをする方がよい の2
項目を加えた（′払blel）．高校時代と大学現在それ
ぞれについて，多重回答形式により回答を求めた．
男子対象項目

ととした．

1｛

調査対象者

性差別認識
性差別が存在していると考えているか否かを測定
するため，Swim
et
al．（1995）などを参考に，7
項目を作成した（′払ble2）．高枚時代と大学現在そ

調査対象者は，茨城県と東京都にある国立大学2
校と，千葉県にある私立大学の学生421名であった
（男子164名，女子257名）．

れぞれについて，多重回答形式により回答を求めた．
2．女性の自立への関心
女子対象項目の7項目のうち，男子には馴染みに

方

法

調査時期。調査方法
調査は，1999年9月〜2000年2月に行われた．調
査は，個別記入形式の質問紙調査で実施された．心
理学の講義時間の一部を用いて，国立大学1校と私
立大学1校においては第一著者によって，もう一つ
の国立大学においては講義の担当教官によって，集
団法で行われた．回答はいずれも無記名で行われ
た．実施所要時間は，20分程度であった．
質問紙の構成
分析に用いた質問項目は，以下のとおりである．

くいと推定される 将来の自立した生き方につし1て
考えたことがある ， 親と「女性の自立」について
話し合うことがある ， 仕事と結婚の両立について
考えたことがある の3項目を除いて用いた
（瀧ble2）．高校時代と大学現在それぞれについて，
多重回答形式により回答を求めた．なお，大学現在
と高校時代とでは，時制をあわせるため，質問項目
が若干異なっている．
3，女性の社会的活躍規範
女子対象の項目と同一の項目を用いた（瀧ble2）．
高校時代と大学現在それぞれについて，多重回答形
式により回答を求めた．
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取blel女子大学生の高校時代と大学現在との意識の比較（N＝257）
項

目

高校

大学
23．7

1

合宿などで女子だけが炊事や洗濯をする

14．0

2

家で女の子だけが家事を手伝わされる

34．6

31．1

学校の名簿が男女別で，男子の方が先になっている

18．3

14．4

4

ミス・コンテストなど，容姿で女性が評価される

16．7

24．9

5

すすんで何かをやろうとすると，「女のくせに」と言われる

16．0

21．0

6

進路指導で「女だから」という理由で，進路が限られる

14．0

23．3

7

マスコミで，「女教師」「女医」など，女性であることが強調されて表現

18．3

27．2

3

検定
＊＊

性差別不満

串＊

＊＊

＊＊

される

女性の自立への関心

1

女性問題に関心がある

16．7

25．3

2

男女平等について友達と話し合うことがある

26．5

32．7

3

＊

5．810．5

4

フェミニズムに関連する本を読んだことがある
学校で，男女平等の問題を考えたことがある

28．0

24．1

5

将来の自立した生き方について考えたことがある

56．8

77．0

6

親と「女性の自立」について話し合うことがある

14▼．8 19．8

7

仕事と結婚の両立について考えたことがある

63．0

1男性は仕事を中心に，女性は家庭を中心に生活した方がいい

80．2

12．1
43．2

串喪

7．4
36．6

革

傘

女性の社会的活躍規範

2

女性は子供が生まれても仕事を続けた方がいい

3

女性は社会で活躍するよりも家事や育児をしていた方がいい

8．6

4

女性に高い学歴は必要ない

1．9

0．0

5

家事は夫婦で分担した方がいい

74．7

86．0

6

男女の関係は常に対等であるべきである

61．9

59．9

7

女性はもっと社会で活躍した方がいい

37．7

50．2

＊＊

8

男性には男性の役割が，女性には女性の役割がある

49．8

58．4

＊＊

9

男性も女性も，同じことをする方がよい

10

国会など国の方針を決める場で，女性の数が少なすぎる

5．1

7．8

6．2

37．0

45．1

計算不能
＊＊

＊車

注：高校と大学の欄は，各項目の選択率（％）を示す．検定はMcNemerの検定を行った．
＊少＜．05，＊＊タ＜．01

結

果

払＜．01）などの個人領域と，

マスコミで，「女教

師」「女医」など，女性であることが強調されて表
女子における側面別にみた高校時代と大学現在

現される

の比較
高校時代と大学現在とにおける性役割態度を比較
するため，性差別不満と女性の自立への関心，女性

おける女性一般が経験するような事柄（以下， 社
会一般領域 と略記）とにおいて，計4項目に有意

の社会的活躍規範に関して，項目ごとに対応のある
比率の差の検定（McNemarの検定）を行った．解
析の結果を1もblel最右列に示す．
性差別不満
高校時代と大学現在のいずれにおいても， 家で
女の子だけが家事を手伝わされる ことに不満を持
つ者が最も多く，自分自身が経験しうるような個人
にかかわる事柄（以下， 個人領域 と略記）につ
いて，不満を感じていた．
性差別不満の項目について，高校時代と大学現在
との間で，選択率に違いが見られるかを検討したと
ころ，

合宿などで女子だけが炊事や洗濯をする

抄＜．01）などの，個人を越えた社会に

差が見られた．女子は，いずれの項目に対しても，
高校時代よりも大学現在の方が，伝統主義的女性役
割に対して不満やおかしいと感じていた．
女性の自立への関心
高校時代と大学現在のいずれにおいても，

仕事

と結婚の両立について考えたことがある や， 将
来の自立した生き方について考えたことがある を
選択する者が多く，女子は，個人領域において，と
くに自立への関心をもっていた．
女性の自立への関心について，高校時代と大学現
在とで有意差がみられた項目ほ， 仕事と結婚の両

立について考えたことがある

払＜．01）など，5

項目であった．いずれの項馴こおいても，女子は，

字井美代子・松井
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男子大学生の高校時代と大学現在との意識の比較（N＝164）
項

目

高校

1現在の日本では，女性差別はほとんどなくなっている

性差別認識
へ

175

大学

2

今の社会は，女性を持ち上げすぎている

3

女性に管理職が少ないのは，女性が望まないからである

4

19．0

19．0

4．8

6．5

女性は男性と比べて，雇用される機会が少ない

57．7

61．9

の関心

女性の自立

5

現代の社会では，男性の方が優遇されている

49．4

45．2

6

マスコミでは，女性を差別するような表現が多い

14．9

22．0

7

現代女性には，家事の負担がかかりすぎている

45．8

43．5

1

女性問題に関心がある

20．8

29．8

2

男女平等について友達と話し合うことがある

18．5

27．4

3

フェミニズムに関連する本を読んだことがある
学校で，男女平等の問題を考えたことがある

6．5

12．5

36．9

26．2

4

検定

10．111．9

1男性は仕事を中心に，女性は家庭を中心に生活した方がいい
女性は子供が生まれても仕事を続けた方がいい

21．4

12．5

31．0

32．1

3

女性は社会で活躍するよりも家事や育児をしていた方がいい

11．3

10．1

4

女性に高い学歴は必要ない

5

2

女性の社会的描旧躍規範

4．8

4．2

家事は夫婦で分担した方がいい

74．4

76．8

6

男女の関係は常に対等であるべきである

61．3

66．1

7

女性はもっと社会で活躍した方がいい

24．4

30．4

8

男性には男性の役割が，女性には女性の役割がある

57．1

57．7

9

男性も女性も，同じことをする方がよい

10

国会など国の方針を決める場で，女性の数が少なすぎる

7．110．1
30．4

39．3

注：高校と大学の欄は、各項目の選択率（％）を示す．検定はMcNemerの検定を行った．
＊少＜．05，鍵＊♪＜．01

高校時代よりも大学現在の方が，自立への関心を

男子における側面別にみた高校時代と大学現在

もっていた．

の比較
高校時代と大学現在とにおける性役割態度を比較
するため，性差別認識，女性の自立への関心，女性

女性の社会的活躍規範
高校時代と大学現在のいずれにおいても，

家事

は夫婦で分担した方がいい を選択する者が多く，
自分により身近な事柄である家事分担において，と
くに平等主義的性役割態度を有していた．
女性の社会的活躍規範について，高校時代と大学
現在とで，選択率に有意差が見られた項目は，

事は夫婦で分担した方がいい

家

払＜．01）など6項

目であった．

有意差が見られた6項目のうち， 家事は夫婦で
分担した方がいい など4項目では，大学現在の方
が高校時代よりも，男女で役割を分担することに対
して否定的な平等主義的性役割態度を示していた．
一方，

女性は子供が生まれても仕事を続けた方が

の社会的活躍規範に関して，項目ごとに対応のある
比率の差の検定（McNemarの検定）を行った．解
析結果を7bble2最右列に示す．
性差別認識
高校時代と大学現在のいずれにおいても， 女性
は男性と比べて，雇用される機会が少ない や，
現代の社会では，男性の方が優遇されている な
どの選択率が高かった．
性差別認識について，高校時代と大学現在とで，
選択率に差が見られるかを検討したところ， マス

コミでは，女性を差別するような表現が多い

在の方が高校時代よりも，男女で役割を分担するこ
とに対して肯定的な伝統主義的性役割態度を示して

．05）のみで有意差が見られ，高校時代よりも大学
現在の方が，選択率が高かった．
女性の自立への関心
高校時代では， 学校で，男女平等の問題を考え
たことがあっだ が最も多く，大学現在では， 女

いた．

性問題に関心がある

いい 払＜．05）と 男性には男性の役割が，女性
には女性の役割がある 払＜．01）とでは，大学現

や

男女平等について友達と

払＜
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＜．01），

家事は夫婦で分担した方がいい

在とで選択率に違いが見られるかを検討したとこ

などの3項目で有意差が見られた．高校時代と同
様，女子の方が男子よりも，平等主義的な性役割態

ろ，すべての項目で有意差が見られた．

度を示していた．

に関心がある

女性問題

払＜．01）など3項目では，高校時

代よりも大学現在の方が，選択率が高かった．一
方， 学校で，男女平等の問題を考えたことがあっ

女子における高校時代と大学現在の態度構造の
差異

だ 払＜．05）では，高校時代より，大学現在の方
が，選択率が低かった．
女性の社会的活躍規範
高校時代と大学現在のいずれにおいても， 家事

女子における高校時代と大学現在それぞれの性役
割態度の構造を検討するため，数量化理論第Ⅲ類
（以下，数量化Ⅲ類と略記）を用いて分析した．な

は夫婦で分担した方がいい

しなかった．

お，それぞれ選択率が8％未満であった項目は投入

を選択する者が最も多

かった．

高校時代と大学現在それぞれの回答に対して数量
化Ⅲ類を行い，成分3まで抽出した．固有値は，成

女性の社会的活躍規範について，高校時代と大学
現在とで選択率に違いが見られるかを検討したとこ
ろ， 男性は仕事を中心に，女性は家庭を中心に生
活した方がいい と 国会など国の方針を決める場

分1から順に，高校時代では．15，．09，．07であり，
大学現在では．19，．07，．07であった．成分1と成
分2のカテゴリー・スコアを，高校時代（Fig．1）
と大学現在（ng．2）それぞれについて，図にプ

で，女性の数が少なすぎる とで有意差が見られた
（いずれも♪＜．01）．いずゴtの項目も，高校時代よ
りも大学現在の方が，男女の役割分担に対して否定
的な平等主義的性役割態度を有していた．

ロットした．

高校時代における性役割態度の構造
高校時代のカテゴリー・スコアを，Fig．1にプ
ロットした．成分1の負の方向には，女性の社会的
活躍規範における伝統主義的性役割態度を表す 男

女性の社会的活躍規範の男女差
男女共通項目である女性の社会的活躍規範の各項

性は仕事を中心に，女性は家庭を中心に生活した方
がいい と 女性は社会で活躍するよりも家事や育
児をしていた方がいい を選択したことを示すカテ

巨＝こ対する選択率に男女差が見られるかを，Fisher
の直接法により検討した（1もble3）．
高校時代では， 男性は仕事を中心に，女性は家

庭を中心に生活した方がいい

払＜．05）など3項

目で有意差が見られた．いずれの項目においても，
女子の方が男子よりも，平等主義的性役割態度を示
していた．

大学現在では，

女性に高い学歴は必要か−
瀧ble3

払

ゴリーや，平等主義的性役割態度を表す項目を選択
しなかったことを示すカテゴリーが布置していた．
また，成分1の正の方向には，各側面の平等主義的
性役割態度を表す項目を選択したことを示すカテゴ
リーが布置していた．これらの布置から，成分1は
伝統主義的性役割態度一平等主義的性役割態度

女性の社会的活躍規範における男女の比較
高校時代

項
1男性は仕事を中心に，女性は家庭を中心に生活した方がいい

女子

男子

12．1

21．4

43．2

31．0

大学現在
検定
串

女子
7．4

男子

女性は子供が生まれても仕事を続けた方がいい

3

女性は社会で活躍するよりも家事や育児をしていた方がいい

8．6

11．3

4

女性に高い学歴は必要ない

1．9

4．8

0．0

4．2

5

家事は夫婦で分担した方がいい

74．7

74．4

86．0

76．8

6

男女の関係は常に対等であるべきである

61．9

61．3

59．9

66．1

7

女性はもっと社会で活躍した方がいい

37．7

24．4

50．2

30．4

8

男性には男性の役割が，女性には女性の役割がある

49．8

57．1

58．4

57．7

9

男性も女性も，同じことをする方がよい

7．8

7．1

6．2

10．1

37．0

30．4

45．1

39．3

国会など国の方針を決める場で，女性の数が少なすぎる

注：検定はRsherの直接法を行った．
＊♪＜．05，約♪＜．01

串

36．6

検定

12．5

2

10

払＜．05）

32．1

5．110．1

＊＊

療＊

＊

＊

字井美代子・松井
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を表す成分であると解釈される．一方，成分2をみ
ると，負の方向には，女性の社会的活躍規範のう
ち，伝統主義的性役割態度を表す項目を選択したこ
とを示す2カテゴリー（ 男性は仕事を中心に，女

い ）が布置していることから，成分2は，伝統主
義的性役割態度を示すカテゴリー群を他のカテゴ
リーから分離する軸であると解釈される．
次に，図の右側（成分1正）だけみると，成分1

性は家庭を中心に生活した方がいい と 女性は社
会で活躍するよりも家事や育児をしていた方がい

の億が1．3〜4．0のところには， 合宿などで女子だ
けが炊事や洗濯をする など，性差別不満のうち，

成分2
女性は子供が生まれても仕
＼
マスコミで、 「女教師J「女

毒i脚満：社覇薮驚義挙罠
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ミ
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竃
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⑳：性差別不満
国：女性の自立への関心

…

蔓

ミ

息：女性の社会的活躍規範蔓
と

‡
t

と

…、州ヰせ叫

Fig．1女子の高校時代の性役割態度の構造
注：図中の⑳は性差別不満の項目を，団は女性の自立への関心の項目を，息は女性の社会的活

躍規範の項目を，それぞれ選択したことを示すカテゴリーのスコアを表す・⑳は，各項目
を選択しなかったことを示すカテゴリーのスコアを表す・繁雑になることを避けるため，
選択しなかったカテゴリーは表記していか1・二重四角枠内はカテゴリ←群の解釈名を示
している．Fig．2も同様である．
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成分2
⑳ 性差別不満
因：女性の自立への関心
A：女性の社会的活躍規範

蔭遍別不満：個人領域

⑳誓慧芸名簿が男女別で、男
⑳合宿などで女子だけが炊事
や洗濯

＼
◎覆で女の子だけが家事辛
即

＼
すすんで何かをやろうとす

曳

ると、r女のくせにj
／

⑳

⑳退路汚辱でr女だからjとい
う瑠由で、通路が制限

因

⑳＠

フェミニズムに隣適する本
を読んだ

⑳⑳
⑳⑳

ふ

◎

関銭は常

芝芸
であるぺ

＠

国会など、女性の数が少な

成分1

⑳
A

一1

賓寄は夫婦で分

女性はも夕と社会で藷過し

3

た方がよい
は子供が生まれても仕

⑳⑳

大学で、男女平等の問題を
団自立した生き方につ

⑳比率
考え

考えた

⑳

＼

因女性問題に関心がある

一1
⑳
噂紘一−I十些紐／n恐効力て

∠空虚・

A盤1こl息女塩≦a盈盈
で女性

一之

国

し合う

親と「女性の自立Jについて
話し合う

Rg．2

女子の大学現在の性役割態度の構造

自分自身が実際に経験しうる個人領域の項目を選択
したことを示すカテゴリー群（性差別不満：個人領
域）が布置していた．成分1の値が…0．1〜1．9のと

分2が0．1〜1．5の領域には， 家事は夫婦で分担し
た方がいい などの，女性の社会的活躍規範の平等
主義的性役割態度を表す項目を選択したことを示す

ころには， ミス・コンテストなど，容姿で女性が
評価される など，性差別不満のうち社会一般領域

いた．

の項目を選択したことを示すカテゴリー群（性差別
不満：社会山般領域）が布置していた．
成分1が0．6〜2．6，成分2が−2．1〜0．3の領域に
は， 親と「女性の自立」について話し合ったこと
があっだ などの女性の自立への関心の項目を選択
したことを示すカテゴリー群（女性の自立への関
心）が布置していた．また，成分1が0．6〜2．1，成

カテゴリー群（女性の社会的活躍規範）が布置して
女性の社会的活躍規範における伝統主義的性役割
態度を表す

男性には男性の役割が，女性には女性

の役割がある 項目を選択したことを示すカテゴ
リー（成分1が0．4，成分2が−1．5）は，図の左下
にある伝統主義的性役割態度のカテゴリー群には含
まれなかった．その代わり，このカテゴリーは，女
性の自立への関心のカテゴリー群に近接し，とく

字井美代子・松井
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に， 仕事と結婚の両立について考えたことがあっ
だ や 親と「女性の自立」について話し合うこと
があっだ

など，個人領域に関わる項目を選択した
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男子における高校時代と大学現在の態度構造の
差異
男子の高校時代と大学現在それぞれの性役割態度

ことを示すカテゴリーに近接して布置された．
大学現在における性役割態度の構造
大学現在の態度をプロットしたng．2の成分1の

の構造を検討するため，女子と同様の方法で数量化
Ⅲ類を行った．固有催は，成分1から順に，高校時
代では．17，．11，．09であり，大学現在では．17，

正の方向には，平等主義的性役割態度を表す項目を
選択したことを示すカテゴリーが布置し，成分1の
負の方向には，平等主義的性役割態度を表す項目が

・10，・08であった．高校時代（ng．3）と大学現在
（Rg．4）とにおける成分1と成分2のカテゴリー・

選択されなかったことを示すカテゴリーが布置する

高校時代における性役割態度の構造

ことから，成分1は 伝統主義的性役割態度…平等
主義的性役割態度 を表す成分であると解釈され

Rg．3の成分1の負の方向には， 女性は社会で
活躍するよりも家事や育児をしていた方がいい な
どの伝統主義的性役割態度を表す項目を選択したこ

る．

次に，図の右側（成分1正）だけをみると，成分
1が1．7〜2．5，成分2が1．6〜2．8の領域には，個人
領域における性差別不満のカテゴリー群（性差別不
満：個人領域）が，その他のカテゴリー群とは離れ
て布置していた．成分1が0．4〜2．4，成分2が…2．1
〜−0．6の領域には，女性の自立への関心のカテゴ
リー群（女性の自立への関心）が布置し，これらの
カテゴリーに囲まれる形で，社会一般領域における
性差別不満のカテゴリー群（性差別不満：社会一般
領域；成分1が1．2〜1．8，成分2が−1．7〜一1．1）
が布置していた．成分1が0．2〜1．4，成分2が−0．3
〜−0．1の領域には，女性の社会的活躍規範のカテ
ゴリー群（女性の社会的活躍規範）が，女性の自立
への関心のカテゴリー群に近接して布置していた．
また， 男性には男性の役割が，女性には女性の役
割がある の項目を選択したことを示すカテゴリー
（成分1が0．1，成分2が−1．5）は，女性の自立へ
の関心のカテゴリー群と近接し，とくに個人領域の
項目を選択したことを示すカテゴリーと近接してい
た．

以上のように，女子では，高校時代と大学現在の
いずjtにおいても，性差別不満が個人領域と社会一
般領域とに分かれていた．高校時代（Fig．1）で
は，性差別不満の2領域とも，女性の自立への関心
のカテゴリー群や女性の社会的活躍規範のカテゴ
リー群と近接して布置された．一方，大学現在
（Fig．2）になると，性差別不満の個人領域のみが，
その他のカテゴリー群とは離れて布置さゴlていた．
また，高校時代と大学現在のいずれにおいても，
男性には男性の役割が，女性には女性の役割があ
る という伝統主義的性役割態度を表す項目を選択
したことを示すカテゴリーは，女性の自立への関心
の個人領域のカテゴリーに近接していた．

スコアを，それぞれ図にプロットした．

とを示すカテゴリーや，性差別を認識していないこ
とを表す項目を選択したことを示すカテゴリー，ま
た平等主義的性役割態度を表す項目を選択しなかっ
たことを示すカテゴリーが布置していた．一方，成
分1の正の方向には， 女性はもっと社会で活躍し
た方がいい といった平等主義的性役割態度を表す
項目を選択したことを示すカテゴリーが布置してい
た．これらの結果から，成分1は， 伝統主義的性
役割態度一平等主義的性役割態度 を表す成分であ
ると解釈される．
図の右側（成分1正）だけをみると，成分1が
1．1〜1．6，成分2が−0．6〜0．1の領域には， 現代
女性には，家事の負担がかかりすぎている などの
性差別認識を表す項目を選択したことを示すカテゴ
リー群（性差別認識）が布置していた．成分1が
0．9〜2．5，成分2が0．3〜0．7の領域には， 女性は
子どもが生まれても仕事を続けた方がよい などの
女性の社会的活躍規範のうち，平等主義的性役割態
度を表す項目を選択したことを示すカテゴリー群
（女性の社会的活躍規範）が布置していた．これら
2つのカテゴリー群に， 学校で，男女平等の問題
を考えたことがあっだ が近接していた（成分1が
1．0，成分2が0．6）．
成分1が1．0〜1．5，成分2が3．0〜3．4の領域に
は，

女性問題に関心があっだ

などの女性の自立

への関心を表す項目を選択したことを示すカテゴ
リー群が，上述の2つのカテゴリー群とは離れて布
置していた．
大学現在における性役割態度の構造
大学現在の態度をプロットしたFig．4では，成分
1の正の方向に，女性の社会的活躍規範のうち伝統
主義的性役割態度を表す項目を選択したことを示す
カテゴリーや，性差別を認識していないことを表す
項目を選択したことを示すカテゴリーが布置してい
た．成分1の負の方向には，平等主義的性役割態度
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成分2
性差別認識
女性の自立への関心
女性の社会的活躍規範
マスコミでは、女性を差別

するような薮現が轟い

範
伝統主蚤的性役割態度

女性問題に関 心が

男性は仕琴を中心に、女性

血は家庭を中心に生

男女平等にういて友達と話
し合うことがあった

女性は社会で活躍するより
も家事や育児をし

今の社会は、女
げすぎている

を持ち上

男性には男性の役割が、女
性には女性の役割
A

諾宗き㌘社会ヂ凱
関係は常に

男女
対等
⑳
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一之

男性の方が

締結

はほ甑廓な⑳
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⑳
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、仙

Fig．3

息息女性子供 が生まれて

00≠州・

婦で分担
⑳

成分1

け亨享蔓苧、、、、

1女性は男性と比戊て、混用
される機会が少ない
◎
由れ

女性には、家事の免
かりすぎてい

−00魯仙

男子の高校時代の性役割態度の構造
注：図中の⑳は性差別認識の項目を，閻は女性の自立への関心の項目を，息は女性の社会的活

躍規範の項目を，それぞれ選択したことを示すカテゴリーのスコアを表す．⑳は，各項目
を選択しなかったことを示すカテゴリーのスコアを表す．繁雑になることを避けるため，
選択しなかったカテゴリーは表記していない．二重四角枠内はカテゴリー群の解釈名を示
している．Fig．4も同様である．

を表す項目を選択したことを示すカテゴリーが布置

群が布置していた（性差別認識）．さらに，成分1

していた．これらの結果から，成分1は， 平等主
義的性役割態度〝伝統主義的性役割態度 を表す成
分であると解釈される．

が…2．9〜−0．4，成分2が−2．3〜0．4の領域には，
女性の社会的活躍規範のうち，平等主義的性役割態
度を表す項目を選択したことを示すカテゴリー群

図の左側（成分1負）だけをみると，大学現在の
性役割態度の構造は，高校時代（Fig．3）よりも，
各側面を示すカテゴリーが互いに近くに布置し，ま

（女性の社会的活躍規範）が布置していた．
以上のように，男子では，高校時代と大学現在の
いずれにおいても，成分1に関して，一方の方向

とまりを持っていた．成分1が叫1．6〜0．9，成分2

に，性差別を認識していないことや，女性の社会的

が1．5〜2．4の領域には，女性の自立への関心の項目
を選択したことを示すカテゴリー群（女性の自立へ

活躍規範の伝統主義的性役割態度を表す項目を選択
したことを示すカテゴリーが布置された．他方の方
向には，平等主義的性役割態度を表す項目を選択し

の関心）が布置していた．成分1が−1．8〜−0．9，
成分2が0．6〜1．3の領域には，性差別を認識してい
ることを表す項目を選択したことを示すカテゴリー

たことを示すカテゴリーが布置された．また，高校
時代の性役割態度の構造は，側面ごとのまとまりが
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男子の大学現在の性役割態度の構造

見られなかったが，大学時代になると，側面ごとに

男女別に検討した．

カテゴリー群を形成し，かつカテゴリー群間が近接

これらの結果をふまえ，以下，男女それぞれの発
達的変化についてまとめた後，性役割態度における
男女差について考察する．

していた．

考

察
女子における高校から大学にかけての変化

本研究では，女子における性差別不満，女性の自
立への関心，女性の社会的活躍規範の三側面と，男
子における性差別認識，女性の自立への関心，女性

女子は，高校時代と大学現在のいずれにおいて
も，個人領域に関わる領域に関わる事柄で，平等主

の社会的活躍規範の三側面とについて，それぞれ高
校時代と大学現在との意識の遠いを検討した．次

義的性役割態度を有していた．また，高校時代と大
学現在とを比較すると，大学現在の方が，平等主義
的性役割態度を有していた．性差別不満において

に，高校時代と大学硯在それぞれにおける女性の社
会的活躍規範の男女差を分析し，最後に，高校時代

は，個人領域における不満だけではなく，社会一般
領域における不満もまた高まっていた．ただし，

と大学現在それぞれにおける性役割態度の構造を，

女性は子供が生まれても仕事を続けた方がいい

182

筑波大学心理学研究

と 男性には男性の役割が，女性には女性の役割が
ある の2項目では，大学現在の方が，高校時代よ
りも伝統主義的性役割態度を示した．
以上より，女子は，高校時代から大学時代にかけ
て，全般的に平等主義的性役割態度を有するように
なるが，仙一方，従来，伝統主義的とされてきた一部
の態度もあわせて高めることが明らかにされた．
高校時代と大学現在とにおける態度の構造をみる
と，女子は，高校時代と大学現在のいずれにおいて

第24号

たことを示すカテゴリーとは近接して布置されてい
た．この結果から，女子は，高校から大学にかけて
全般的に平等主義的性役割態度を有するようになる
が，自分自身の将来の自立という問題を考えたとき
には，むしろ自分が女性であることが意識化され，
社会における女性役割を取り込もうとしていること
が窺える．
男子における高校から大学にかけての変化

も，性差別不満，女性の自立への関心，女性の社会
的活躍規範それぞれで項目がまとまっており，分化

男子の高校時代と大学現在とで，各側面における
意識の差異を検討したところ，男子においては，高

した態度を有していた．これらの側面のうち，性差
別不満は，さらに次の二領域に分かれた．第……一は，
家で女の子だけが家事を手伝わされる などの女
子が経験する自分個人に関わる領域おける性差別不
満である．第二は マスコミで「女教師」「女医」
など，女性であることが強調されて表現される な

校時代と大学現在で差を示す項目は少なく，女子ほ
ど，高校から大学にかけて性役割態度に変化が見ら
れないことが明らかになった．違いが見られた項目

では，性差別不満の個人領域と社会一般領域，女性
の自立への関心，女性の社会的活躍規範の4つのカ
テゴリー群が，互いに近接して布置していた．一
方，大学現在では，個人領域における性差別不満の

みた

どの，女子の直接経験ではなく，社会一般に関わる
領域における性差別不満である．
高校時代と大学現在における構造の大きな違い
は，カテゴリー群間の重なり方にあった．高校時代

では，1項目を除いて，高校時代よりも大学現在の
方が，平等主義的性役割態度を有していた． 学校
で
男女平等の問題を考えたことがあっだ での
大学現在の方が高校時代よりも選択率が低かっ
高校では，ホームルームや授業などで男女相互
の理解と協力をうながすような活動が行われている
ため，高校生のほうが，大学生よりも，選択率が高
かったと推測される．
高校時代と大学現在とにおける性役割態度の構造
をみると，高校時代と大学現在のいずれにおいて
も，性差別を認識していないことを示すカテゴリー

カテゴリー群は，その他のカテゴリー群とは分離し
ていた．大学現在になると社会一般領域における性
差別不満が高まるという先述の結果と合わせて考え

と，女性の社会的活躍規範の伝統主義的性役割態度
を示すカテゴリーとが近接していた．
高校時代と大学現在とを比較すると，高校時代

ると，女子は，大学生になると，個人領域における
性差別に不満を感じるのみにとどまる者と，社会一
般領域における性差別に不満を感じ，その他の側面

は，大学現在と比較して，側面ごとにカテゴリーが
まとまっていないものの，性差別認識と女性の社会
的活躍規範のカテゴリー群が近接しており，また，

においても平等主義的性役割態度が高まる者とに，
二分されると考えられる．
字井他（2001）の女子高校生を対象とした調査で

これらのカテゴリー群に 学校で，男女平等の問題
を考えたことがあっだ のカテゴリーが近接してい
た．ただし，女性の自立への関心は，他の2側面と

は，抽出された二つの過程いずれにおいても，個人
領域から平等主義的性役割態度が高まり，次に社会

は離れて布置していた．

一般領域における平等主義的性役割態度が高まって
いた．字井他（2001）の結果と本研究で得られた性
役割態度の構造から，女子高校生は，個人領域にお
ける性差別不満が高まることが契機となって，その
他の側面の平等主義的性役割態度が高まると推定さ
れる・一方，大学入学後ほ，社会一般領域での性差
別不満が高まることが，女性の自立への関心や女性

一方，大学現在では，性差別認識，女性の自立へ
の関心，女性の社会的活躍規範の3側面において，
平等主義的性役割態度を示すカテゴリーが側面ごと
にまとまり，かつ3側面が近接していた．

以上にみられたように，男子では，高校時代と大
学現在いず讃tにおいても，性差別を認識すること
と，その他の側面の平等主義的性役割態度とが結び

される．

ついていた・Swimetal．（1995）や恥ugas
etal．
（1995）による理論とあわせて考えると，男子では，
性差別を認識することにより，伝統主義的性役割態

ただし，高校時代と大学現在いずれにおいても，
個人領域における女性の自立への関心と 男性は男
性の役割が，女性には女性の役割がある を選択し

度を変化させていく可能性があることが示唆される．
上述の推測から考えると，平等主義的性役割態度
を有する男子は，高校時代に，男子自身が女性問題

の社会的活躍規範の高まりを促す契機となると推定

字井美代子・松井
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に関心を待ったり，友達と話し合ったりすることに
よって，平等主義的性役割態度を高めたわけではな
く，学校での男女平等に関する授業において，性差
別の認識を高め，次いで平等主義的性役割態度を高
めたと推定される．大学入学後は，様々な知識を得
ることによって，男女平等に関わる態度構造が分化
すると推定される．
性役割態度の変化過程における男女差
男女共通項目である女性の社会的活躍規範につい
て，高校時代と大学現在とにおける男女差をそれぞ
ゴl検討したところ，全般的に女子の方が，男子より
も，平等主義的性役割態度を有する傾向がみられ
た．この結果は，従来の研究結果（東，1990；中野
区婦人問題担当，1981，1982；東京都生活文化局，
1988など）と整合する．
しかし，本研究の結果からは，平等主義的性役割
態度を有している程度に男女差が見られるだけでは
なく，性役割態度の構造においても，男女差が見ら
れることが明らかになった．女子は，高校時代と大
学人学後のいずれも分化した態度をもっていた．高
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しかし，女子の短大・大学進学率は約5割であり，
半数の女子は，大学での男女平等教育を受けていな
い・そこで，大学生に近い高校3年時に，男女平等
の問題を社会一般の問題から捉える授業を導入する
ことにより，男女平等教育において有効な教育効果
が得られると推測される．
一方，男子高校生の平等主義的性役割態度を高め
る上でも，男女平等教育は有効な手段となりうると
考えられる．しかし，男子は，女子よりも平等主義
的性役割態度が低かった．これは，男女平等にかか
わる教育が，おもに女性側に焦点が当てら讃tてきた
ことにも一因があると推測される．男女の役割が相
互依存的であることを考えれば（鈴木，1994），女
性の問題はまた，男性の問題でもある、女子が，個
人領域における平等主義的性役割態度をより高めや
すいという知見とあわせて考えれば，女性のみに焦
点を当てるのではなく，男子が個人の問題としてと
らえられるような男女平等教育を行うことによっ
て，男子も女子と同様の教育効果が得られると期待
される．

校時代には，個人領域での性差別不満が高まること

今後の課題

によって，大学入学後は，社会 …一一般領域での性差別
不満が高まることによって，順次，他の側面におけ
る平等主義的性役割態度を有するようになると推定
された．−…Ⅳ一方，男子は，高校時代に，男女平等に関
する授業などで，性差別に対する知識を得ることに
よって平等主義的性役割態度を高め，大学入学後に

今後の課題として次の点が挙げられる．第一は，
回顧法を用いた本研究の知見を参考に，縦断研究に
よって青年期における性役割態度の発達的変化を検
討することである．第二は，本研究で得られた教育
的示唆を，実際の授業や講義に応用して，その教育

は，態度を分化させると推定された．
以上の男女の構造の差異ほ，女子には性差別不満
を，男子には性差別認知を尋ねた，本研究の質問形
式の相違にも規定されている．しかし，女子では，
高校時代と大学現在のいずれにおいても，分化した

効果を検証することである．
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