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Relationship between sex and homosexuality and the level of acceptance of homosexuals
Haruki Kocho（Graduate School of Human-Environment Studies, Kyushu University）

The purposes of the present study was to classify the sense of acceptance to homosexuals of adolescent people, and 
to examine the sense in the point of view of sex and homosexuals type. It was examined the relationship between sex of 
respondents and homosexuals type which respondents answered and the sense of acceptance to homosexuals. University 
students （n =108）, junior college students （n =108） and vocational college students （n =99） completed a questionnaire 
about sense of acceptance to homosexuals either gay or lesbian. Factor analyses yielded two factors, “sense of personal 
acceptance” and “sense of general acceptance”. In the males, the score of “personal sense of acceptance” of gay was 
lower than the score of it of lesbian. The score was no difference in both males and females in the “sense of general ac-
ceptance”, and the score was high. From these results, it is suggested that to accept the existence and concept of homo-
sexuals is achieved sufficiently in adolescents. While, particularly in males, there is a possibility that to accept gay is not 
sufficiently if they image gay close.
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性別および同性愛者タイプと同性愛者に対する
受容感の関連
古長　治基　　九州大学大学院人間環境学府

Ⅰ．問題と目的

同性愛者が生きる社会
近年，同性愛に対する関心が高まってきている。2012

年にアメリカのオバマ大統領が歴代米大統領で初めて同
性愛への支持を表明し，日本でも，2015 年には東京都
渋谷区で同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め
て証明書を発行する条例案が可決されるなど，以前に比
べ同性愛に対する受容感は高まっているように思われ
る。一方で，同性愛者が生きやすい世の中になったかと
いえば必ずしもそうではない。石丸（2004）は，同性愛
者の特殊なストレス状況について述べており，同性愛者
には友人・知人や家族からの拒否的な反応を受けること
や，それを避けるために同性愛を隠し異性愛者の役割を
とって生活する努力をしなければならないといった不利
益が存在すると指摘している。また，社会的にタブーと
されることの多い話題であるためにサポートが得られに
くく，メンタルヘルスが悪化する場合も多いと考えられ

（石丸，2004），異性愛者にはない苦悩がうかがえる。欧
米を中心に有名人のカミングアウト（自分が同性愛者で
あることを公表すること）が続き，同性婚を認める国が
増加する傾向にある中で，日本では同性愛者を保護する
ような法令はほとんど存在しない。日本は未だ同性愛者
にとって生きづらい社会であるといえるだろう。

セクシュアル・マイノリティの概念
同性愛者を含むセクシュアル・マイノリティの概念に

ついては，葛西（2011）が整理をしている。それによれ
ば，人間の性にはいくつかの側面があるとされる。一つ
目は身体の性（sex）である。これは身体機能における
性別のことであり，女性器，男性器に分かれる。二つ目
は心の性（Gender Identity）である。これは，自分の性
別についての本人の自覚である。三つ目は社会的性

（Gender）である。これは「女らしく」「男らしく」等と
社会文化的に作られた性役割のことである。最後に性的
指向（Sexual Orientation）がある。これは，性的欲望や
恋愛感情の対象が何であるかということである。一般的
な性のあり方とは身体の性と性自認が一致しており，性
的欲望や恋愛感情の対象が異性に向いている状態であ
る。性のあり方がこの組み合わせ以外の人をセクシュア
ル・マイノリティと呼ぶ。例えば，身体の性と心の性が
一致していない場合があり，そういった人々は性同一性
障害（GID: Gender Identity Disorder）と呼ばれる。この
用語は，DSM-5（2014）においては性別違和という言葉
に置き換えられているが，現在のところ，性同一性障害
の方が呼び名としては一般的である。次に，心の性と性
指向が一致する場合を同性愛と呼び，男性同性愛者のこ
とをゲイ，女性同性愛者のことをレズビアンと呼ぶ。ま
た，性指向が両性に向く場合をバイセクシュアルと呼
ぶ。これらは頭文字をとって LGB と略される1）。また，

1） 同性愛当事者たちには「同性愛」よりも「レズビアン」「ゲイ」
という言い方が好まれているという（石丸，2008）。本研究もこ
れに習い，今後男性同性愛者をゲイ，女性同性愛者をレズビアン
と呼ぶ。また，両性愛者をバイセクシュアルと呼ぶこととする。
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性同一性障害はトランスジェンダーとも呼ばれ，これと
併せてセクシュアル・マイノリティを LGBT と表記す
ることがしばしばある。以上のような区分に従えば，身
体の性が女，心の性が男，性指向が男といったように，
性同一性障害でありながら，同性愛といったこともあり
得るのである。この場合，身体的に女性の人が男性を好
きになるため，一見すると異性愛者と同じように見える
こととなる。これらに社会的性も加わると，人間の性は
非常に多様となる。また，それぞれのセクシュアリティ
に明確な線引きがあるわけではない。石丸（2008）は同
性愛がしばしば性同一性障害と混同されることを指摘し
ているが，そのような混同も性の多様性，曖昧性がもた
らしていると考えられる。本研究においては同性愛の定
義を和田（2010）に倣い，「性指向が異性ではなく，同
性に向いていること」とする。

異性愛者の同性愛者受容
上野（2008）が指摘するように，異性愛主義社会に受

け入れられやすい GID（性同一性障害）に対し，LGB
はその社会に真っ向から異議を申し立てる存在であり，
受容されにくい。つまり，性指向が異性である GID は，
異性愛者として捉えることが可能であるが，同性愛者は
その性指向を異性愛主義の枠組みの中で捉えることがで
きないのである。その中でも，異性も恋愛対象に含むバ
イセクシュアルに比べゲイやレズビアンはさらに受容さ
れにくいことが予想される。ゲイやレズビアンについて
理解を深めることは，異性愛主義が当たり前となってい
る社会を見直し，新たな視点を加え再構築していくこと
につながると考えられる。石丸（2004）は，同（両）性
愛者では，一般的な自己全体に関する受容感と自尊心と
の関連が，異性愛者より強いことを明らかにした。これ
は同性愛者にとって他者から受け入れられることが特に
重要であることを示唆する結果である。また，石丸は一
般的な自己全体に関する受容感とは別に，セクシュアリ
ティに焦点化した受容感の指標として「同性愛者ネット
ワーク」（同性愛を隠さずに済むような同性愛者同士の
社会的ネットワークをどの程度持っているか）を用いて
自尊心との関連についても調査している。しかしこれ
は，同性愛者にセクシュアリティを受け入れてもらうこ
とを想定している。石丸が今後の課題として挙げている
ように，異性愛者にセクシュアリティを受け入れてもら
う場合についても検討が必要である。また，吉田（2005）
によれば，セクシュアル・マイノリティは「いじめ・嫌
がらせなどの『性的トラウマ』の経験から，理解しても
らえないという強固な異性愛者不信」と，「卒業するま
で養育してもらわないと，経済的に自立できないという
生活不安」によって，カミングアウトできないまま抑圧
されてしまうという。また，桐原・坂西（2003）もカミ

ングアウトについて指摘しており，「同性を恋愛の対象
にすることが，自然の感情であり，隠すべきことではな
いにもかかわらず，偏見や差別をおそれてカミング・ア
ウトできない現実がある」と述べている。これらのよう
な不信や不安を取り除くためにも，異性愛者からの受容
は重要なものであると考えられる。

同性愛者に対する 2つの受容感
同性愛に関する心理的分野の研究では，異性愛者の，

同性愛者に対する態度を取り扱ったものも少なくない。
和田（1996）は青年の同性愛に対する態度を調査し，「社
会的容認度」「心理的距離感」「ポジティブイメージ度」
の 3 因子を抽出した。また，宮澤・福富（2008）もゲイ
またはレズビアンに対する態度の因子分析において「社
会的認知」因子と「心理的距離」因子という，和田と類
似した因子を抽出している。「社会的容認度」と「社会
的認知」の項目を見ると，「同性愛が存在するのは当然
だ」「ゲイ／レズビアンの人権を国がもっと擁護すべき
だ」などといった項目がある。一方「心理的距離感」と

「心理的距離」では，「同性愛者と共同生活（寮など）を
送ることができる」や「ゲイ／レズビアンと行動を共に
することができる」などの項目が見られる。これらの因
子は，前者を「社会的受容感」，後者を「個人的受容感」
と大きく括ることができるだろう。すなわち前者は「同
性愛者という存在や概念を社会の中で受容できる」とい
う感覚であり，後者は「同性愛者という個人を身近に想
定した場合でもその存在を受容できる」という感覚であ
る。この 2 つの受容感は，和田（1996）や宮澤・福富

（2008）の先行研究においてそれぞれ別の因子として抽
出されたように，受容感の異なる側面を表していると考
えられる。したがって，同性愛者の受容を考える際には，
少なくともこの 2 種類の受容感のあり方を想定する必要
がある。

和田（1996）は，同性愛に対する態度が，回答者の性
別（男性か女性か）及び同性愛者タイプ（ゲイかレズビ
アンか）によって変わることを明らかにした。具体的に
は，女性の方が男性よりも同性愛者に対して好ましい印
象を抱いており，また，女性の方が男性よりもゲイに対
してより受容的であった。このような受容的態度の差異
は，先述の社会的受容感及び個人的受容感という視点に
おいても生じるであろうか。マスメディア等を通して同
性愛という概念が広く知られるにつれて，同性愛者とい
う存在や概念を受け入れるという社会的受容感に関して
は徐々に高まっていると考えられる。社会全体として受
容感が高まり，否定的に捉える人の数が少なくなれば，
和田（1996）が指摘したような性差や同性愛者タイプに
よる違いは見られなくなるのではないだろうか。一方，
個人的受容感に関しては，同性愛者が徐々に社会の中で
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受容されつつあるとしても，実際に同性愛者を身近に想
定した場合，同じく受容できると思うだろうか。例えば
桐原・坂西（2003）は，男性の方が女性よりもカミング
アウトに対して否定的な反応をすることを明らかにして
いるが，この研究は「友人にカミングアウトされたらど
うするか」を尋ねているため，回答者は身近に同性愛者
を想定している。つまり，具体的に同性愛者を想定した
場合に性差が見られたということである。このように，
身近に同性愛者を想定した場合には，受容できる人とそ
うでない人の間に何らかの違いが表れるのではないかと
考えられる。具体的には，和田（1996）の指摘するよう
な性差や同性愛者タイプなどによって違いが生じると考
えられる。

これまでの先行研究では，同性愛者に対する態度を広
く捉えようとするものが多く，受容感に焦点づけられて
はこなかった。しかしながら，同性愛者を受け入れてい
こうとする社会的流れが生まれている現在においては，
この受容感が大きな意味を持つ。従って，同性愛者に対
する受容感に焦点づけた研究を行う中で，同性愛者がど
のように受け入れられ，その違いは何であるのかを考察
していくことには意義があると考えられる。

本研究の目的
以上より本研究では，同性愛者に対する受容感を分類

し，それぞれの特徴を性別や同性愛者タイプから検討す
ることを目的とする。

Ⅱ．方　　法

回答者
回答者は 351 名，この内不備のあった回答を除き，最

終的な有効回答数は 315 であった。学校別の人数は，大
学生 108 名，短期大学生 108 名，専門学校生 99 名であっ
た。このうち男性は 155 名，女性は 160 名，であった。
また，このうちゲイについて回答した者は，男性 88 名，
女性79名，レズビアンについて回答した者は男性67名，
女性 81 名であった。

調査時期
2012 年 11 月～12 月に実施した。

調査方法
個別自記入方式の質問紙調査で実施した。専門学校と

短期大学 1 校においては，講師の依頼のもと集団調査形
式で実施し，その他は各校の在校生を通して，個別配布
個別回収形式で実施した。回答はいずれも無記名で行わ
れた。実施時間は約 5 分であった。

調査内容
質問紙はフェイスシート，同性愛者イメージ尺度，同

性愛者受容感尺度の 3 つから構成されている。男性同性
愛者（ゲイ）に対して問う質問紙と女性同性愛者（レズ
ビアン）に対して問う質問紙の 2 種類を作成し，1 人に
つきどちらか 1 部をランダムに配布し回答を求めた。な
お，本論文においては同性愛者イメージ尺度については
検討しないこととする。

1．フェイスシート
フェイスシートでは，性別，学校，学部，学年への記

入を求めた。

2．同性愛者受容感尺度
同性愛者をどの程度受容しているかを調査する項目

で，和田（1996），宮澤・福富（2008）を参考に独自に
作成した。項目作成にあたって，和田（1996）の「同性
愛に対する態度尺度」の中の「社会的容認度」因子及び

「心理的距離感」因子，宮澤・福富（2008）の「ゲイ態
度尺度・レズ態度尺度」の中の「社会的認知」因子及び

「心理的距離」因子を参考に項目を修正，追加し，同性
愛者に対する受容感に関連すると思われる 20 項目を作
成した。「以下のそれぞれの項目について，あなた自身
がどの程度そう思うか，当てはまるものに丸をつけてく
ださい」という教示のもと，「とてもそう思う」「そう思
う」「ややそう思う」「どちらかといえばそう思う」「あ
まりそう思わない」「そう思わない」「全くそう思わない」
の7件法で回答を求めた。項目の並びはランダムにして，
偏りがないように配慮した。

Ⅲ．結　　果

同性愛者受容感尺度構造の検討
同性愛者受容感尺度 20 項目について，ゲイとレズビ

アンに対する項目それぞれで得点分布を確認したとこ
ろ，天井効果及びフロアー効果は見られなかった。従っ
て，この 20 項目に対してゲイについての回答とレズビ
アンに対する回答を分けて，それぞれ因子分析を行っ
た。因子の抽出には最尤法を用いた。因子数は，固有値
1 以上の基準を設け，Promax 回転を行った。分析の際，
因子負荷量の値が .40 未満もしくは 2 つ以上の因子にお
いて .30 以上を示す項目を削除した。その結果，ゲイと
レズビアンそれぞれで，同様の内容の3項目が削除され，
どちらも最終的に 2 因子が抽出された。ゲイとレズビア
ンで負荷量の順序には違いがあるものの，同様の因子構
造が得られた。回転前の固有値は，ゲイに対する項目で
第1因子9.789，第2因子1.846，第3因子0.810であった。
また，レズビアンに対する項目で第 1 因子 9.185，第 2
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因子 1.840，第 3 因子 0.967 であった。Promax 回転後の
最終的な因子パターンと因子間相関を Table 1 に示す。

第 1 因子は 8 項目で構成されており，「男性同性愛者
（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）が友達にいても気
にせずに付き合う」「男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛
者（レズビアン）の後輩がいても気にせずに付き合う」
など，同性愛者を身近に想定した場合の受容感を表す項
目が高い負荷量を示していた。そこで，「個人的受容感」
因子と命名した。

第 2 因子は 9 項目で構成されており，「男性同性愛者
（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）は間違っていない」
「男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）は
愛の一つの形態である」など，同性愛者との直接的な関
わりを想定せず，同性愛者という存在や概念を社会的に
受容できるという受容感を表す項目が高い負荷量を示し
ていた。そこで，「社会的受容感」因子と命名した。

それぞれの因子に対して信頼性分析を行った結果，十
分に高い信頼性が得られた。以上より，「個人的受容感」

「社会的受容感」はそれぞれまとまりの良い因子である
と考えられた。

性別及び同性愛者タイプの違いによる個人的受容感得点
の比較

性別と同性愛者タイプを独立変数，個人的受容感得点
を従属変数とした 2×2 の二要因分散分析を行った。結果
を Table 2，Table 3 に示す。また，グラフを Fig.1 に示す。

分散分析の結果，個人的受容感得点において，同性愛

者タイプの主効果が 1% 水準で有意であった（F（1,311）＝
17.71, p<.01）。すなわち，ゲイよりもレズビアンの方が
全体として受容されていた。また，性別 × 同性愛者タ
イプの交互作用が 1% 水準で有意であった（F（1,311）

=19.86, p<.01）。同性愛者タイプの単純主効果を検定し
たところ，男性において，ゲイに対してよりもレズビア
ンに対しての方が，0.1% 水準で有意に得点が高かった

（F（1,311）＝ 22.16, p<.001）。女性においては，ゲイとレズ

Table 1
同性愛者受容感尺度の因子分析（ゲイ：n=167，レズビアン：n=148）

ゲイ レズビアン
第 1 因子：個人的受容感（ゲイ：α ＝ .947，レズビアン：α ＝ .936） F1 F2 F1 F2

2 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）が友達にいても気にせずに付き合う 1.057 －.137 1.086 －.199
1 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）の後輩がいても気にせずに付き合う 1.050 －.128 1.031 －.143
9 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）の先輩がいても気にせずに付き合う .905 .039 .922 －.012

11 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）と行動を共にすることができる .742 .074 .653 .238
4 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）と友達になれる .708 .154 .692 .163
3 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）とは関わり合いたくない※ .703 .129 .578 .224

13 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）と共同生活（寮など）を送ることができる .595 .065 .592 .232
10 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）には近寄りがたい※ .572 .140 .418 .134

第 2 因子：社会的受容感（ゲイ：α ＝ .923，レズビアン：α ＝ .923）
6 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）は間違っていない －.156 .943 －.025 .826
7 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）は愛の一つの形態である －.019 .868 .055 .737

16 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）は恥ずかしいことではない .145 .757 .186 .660
18 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）が存在するのは当然だ －.091 .736 －.062 .712
5 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）の社会的な立場が十分認められるべきだ .162 .704 .081 .747

14 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）の結婚も法律的に認められるべきだ .048 .691 .001 .744
12 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）が差別されるのはおかしい .234 .602 .184 .556
19 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）は異常な状態である※ .151 .538 －.070 .620
20 男性同性愛者（ゲイ）／女性同性愛者（レズビアン）が安心して過ごせる場所があるべきだ .269 .477 .027 .650

因子間相関　　　　　　　　　　　F1 － .674 － .676
※は逆転項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F2 .674 － .676 －

Table 2
個人的受容感得点の平均値と標準偏差

ゲイ レズビアン
男性 n 88 67

平均値 4.50 5.48
標準偏差 1.31 1.25

女性 n 79 81
平均値 5 4.98

標準偏差 1.32 1.23

Table 3
個人的受容感得点における性別と同性愛者タイプの

2要因分散分析
平方和 df 平均平方 検定

性別 0.03 1 0.03 F=0.02  
同性愛者タイプ 17.71 1 17.71 F=10.72 **
交互作用 19.86 1 19.86 F=12.02 **
誤差 514.04 311 1.65
合計 551.64 314
注：***p ＜ .001 　**p ＜ .01
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ビアンに対する個人的受容感得点に有意な差は見られな
かった。つまり，男性はゲイよりレズビアンに対して受
容的であった一方で，女性はゲイとレズビアンを同程度
受容していた。次に性別の単純主効果を検定したとこ
ろ，ゲイに対しては，男性よりも女性の方が，5% 水準
で有意に得点が高かった（F（1,311）＝ 6.56, p<.05）。一方，
レズビアンに対しては，女性よりも男性の方が，5% 水
準で有意に得点が高かった（F（1,311）＝ 5.52, p<.05）。つま
り，ゲイは女性に，レズビアンは男性にそれぞれより受
容されていた。

性別及び同性愛者タイプの違いによる社会的受容感得点
の比較

性別と同性愛者タイプを独立変数，社会的受容感得点
を従属変数とした 2×2 の二要因分散分析を行った。結果
を Table 4，Table 5 に示す。また，グラフを Fig.2 に示す。

分散分析の結果，いずれの主効果も交互作用も有意で
なかった。

Ⅳ．考　　察

同性愛者受容感尺度
ゲイとレズビアンに対する受容感の尋ねる項目に対し

てそれぞれ因子分析を行ったところ，ゲイとレズビアン
どちらも同様の 2 因子構造をなしていた。それらは「個
人的受容感」と「社会的受容感」であり，いずれも高い
信頼性が得られた。このことから，ゲイとレズビアンに
対する受容感はこの２つの受容感に区別されることが推
察された。従って，ゲイに対する受容感とレズビアンに
対する受容感を得点比較することも可能であると言え
る。

第 1 因子の「個人的受容感」は，同性愛者を身近に想
定した際の受容感を表す因子である。これは，和田

（1996）の「心理的距離感」，宮澤・福富（2008）の「心
理的距離」の両因子を包括する因子と考えられる。また，

第 2 因子の「社会的受容感」は，同性愛者という概念や，
存在に対する受容感を表す因子である。これは，和田

（1996）の「社会的容認度」，宮澤・福富（2008）の「社
会的認知」の両因子を包括する因子と考えられる。先行
研究においては，これらは同性愛者に対する態度の 1 因
子として扱われているが，本研究においては，これらを
受容感と言う 1 つの概念でまとめている。同性愛者に対
する支持が高まりつつある現代において，同性愛者に対
する受容感という視点はより重要なものになってくると
考えられる。なお，和田（1996）の対象者は大学生およ
び短大生計 312 名であり，宮沢・福富（2008）の対象者
も国立大大学生 362 名であることから，本研究の対象者
と質的に似通っていると考えられ，このように概念を捉
えなおすことは妥当であると言える。
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Fig.1　性別と同性愛者タイプ別の個人的受容感

Fig.2　性別と同性愛者タイプ別の社会的受容感

Table 4
社会的受容感得点の平均値と標準偏差

ゲイ レズビアン
男性 n 88 67

平均値 5.10 5.28
標準偏差 1.11 1.14

女性 n 79 81
平均値 5.32 5.17

標準偏差 1.12 1.03

Table 5
社会的受容感得点における性別と同性愛者タイプの

2要因分散分析
平方和 df 平均平方 検定

性別 0.25 1 0.25 F=0.21
同性愛者タイプ 0.12 1 0.12 F=0.10
交互作用 2.10 1 2.10 F=1.75
誤差 374.78 311 1.21
合計 377.25 314
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性別及び同性愛者タイプの違いによる個人的受容感得点
の比較

性別と同性愛者タイプを独立変数，個人的受容感得点
を従属変数とした 2×2 の二要因分散分析を行ったとこ
ろ，男性においてゲイよりレズビアンに対して受容的で
あった。一方で，女性においてはゲイとレズビアンで個
人的受容感に差は見られなかった。これは和田（1996），
石丸（2008）の先行研究と一致する結果である。和田

（1996）はこの結果に対する解釈として，男女間の友人
関係の違いを挙げている。すなわち，「男性よりも女性
の方が，情緒的にも物理的にも同性同士で近くにおり，
同性同士の結びつきに慣れ親しんでいる」ということで
ある。現代においてもこの傾向は残っていると思われ，
今回の結果に影響を与えているのではないかと考えられ
る。

次に，ゲイに対して男性よりも女性の方がより受容的
であり，逆にレズビアンに対して女性よりも男性の方が
より受容的であった。これは，男性は女性同性愛者を，
女性は男性同性愛者をより好ましく感じるという和田

（1996），石丸（2008）の研究と一致する。一方で，和田
（1996），石丸（2008）の研究においては，ゲイ，レズビ
アン共に女性の方がより受容的であったのに対し，本研
究の結果においては，レズビアンに対してはむしろ男性
の方が受容的である。男性にとっては，異性であるため
抵抗感も少なく，ゲイのようにメディアなどを介したイ
メージ等もあまり形成されていないため，否定的に見る
要素がほとんどなく，受容感が特に高くなったのではな
いかと推察される。

さらに，いずれの平均値も中点である 4 点を上回って
おり，全体として受容的であることがうかがえる。この
結果は和田（2009）と異なる結果であるといえる。和田
の結果では，同性愛者の『容認・受容』得点はいずれも
中点を下回っていた。和田（1996，2009）の結果を踏ま
えると，同性愛者に対する受容感は高まってきていると
考えられる。なお，用いている尺度が異なるため解釈は
慎重に行うべきであるが，和田（1996，2009）では，ど
ちらも大学生および短大生を対象としており，本研究の
対象者と同じ年代であることから，比較は可能であると
考えられる。受容感が高まった要因としては，主にメ
ディアなどで取り上げられる機会が増えたことや，法制
度の改革などが考えられるが，その点については本研究
内では検討していないため，今後，なぜ同性愛者に対す
る受容感が高まってきているのかについても詳細に検討
する必要がある。また，本研究の調査対象者は心理学専
攻や，養護教育専攻の学生が多数を占めており，元々受
容的な態度を持った回答者が多かった可能性も考えられ
る。

性別及び同性愛者タイプの違いによる社会的受容感得点
の比較

分散分析の結果，いずれの主効果も交互作用も有意で
なく，性別および同性愛者タイプの違いによって，社会
的受容感得点には差が見られなかった。また，いずれの
平均値も中点である 3.5 点を大きく上回り，5 点以上と
なっている。従来の研究（例えば和田，1996）では，受
容感に関して性の主効果が見られ，男性の方が女性より
も受容感が低いとされてきた。また，男性はレズビアン
よりもゲイに対してより受容感が低くなるとされてき
た。しかしながら，社会的受容感に関してはそのような
主効果は見られず，全体として高い得点であった。これ
まで述べたように，主にメディアなどで取り上げられる
機会が増えたことや，法制度の改革などを介して同性愛
者に対する受容感は高まってきており，そのような社会
では，同性愛者は，もはやその存在そのものを否定され
たり，その概念自体を受け入れがたいと感じたりする対
象ではなくなったのではないかと考えられる。そしてそ
の結果，男性であっても女性であっても，また対象がゲ
イであってもレズビアンであっても受け入れられると感
じるようになったのだろう。今回の結果は，その存在や
概念を受け入れるという社会的受容感に関しては，現代
青年は十分に持っていると考えられる。今後は男性の，
ゲイに対する個人的受容感はどのように高まるかについ
ての検証が必要になってくると言える。

Ⅴ．今後の課題

最後に，本研究の限界点を挙げておく。第一に，サン
プルの偏りが考えられる。本研究の調査対象者は，養護
教育や心理学を専攻するものが比較的多くいたため，
元々マイノリティに対して理解があり，同性愛者に対し
ても受容的であった可能性がある。また，若年層に限定
していたため，今後は調査対象者を拡大し，より詳細に
検討する必要があると考えられる。第二に，本研究では
倫理的な配慮から，回答者の性指向については尋ねな
かった。同性愛者やセクシュアル・マイノリティは，受
容感を高くつけ，よりポジティブなイメージに回答した
と思われる。そういった偏りも，今後は調整していく必
要がある。第三に，本研究は質問紙調査であるため，実
際に受容がなされるかどうかは明らかでない。特に個人
的受容感は身近に他者を想定しているが，実際にそのよ
うな他者と遭遇した場合，今回の結果と同じような受容
感をもてるとは限らない。今後は，インタビューなどと
も合わせた研究が必要であろう。
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