男女の考え方の違いと原因について
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研究要旨
文献やインターネットで、脳の性質の違いによる男女の考え方の違いについて
調べた。脳の性質は男脳と女脳に分かれ、それぞれが異なる特徴を持つことが
分かった。男脳は論理的思考に優れている脳であるが女脳は共感性に優れてい
る脳であり、二つの脳のタイプに分かれる原因は、文化的要因と生物学的要因
の二つがお互いに混ざりあった結果として 生まれることが分かった。
また、アンケート調査で本校文系の生徒の男脳と女脳の割合を調査した。その
結果、思春期の男女が持つ脳のタイプはどちらか一方に偏りがあるのではなく
まばらであったため、女性が女脳、男性が男脳というわけではないということ
が明らかになった。
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１,研究の背景と目的
近年、離 婚する 夫婦 が増加して いる。 その 原因として は夫婦 間の 意 見の食い
違いがあげ られる 。ま た、現代で は女性 の社 会進出も進 み、男 女間 のコミュニ
ケーション やお互 いの 理解がより 一層求 めら れるように なっ た 。そ こで 男女の
考え方の違 いやそ の原 因につい て 、文献 資料 やアンケー ト調査 をも とに調べ 、
今後の離婚問題や社会の中で良好な人間関係を築くための方法を模索した。
①先行研究
今日の脳科学研究では、脳は 2 つのタイプに分類されることが 分かっている。
それが男脳と女脳である。
男脳は左脳優位の脳であり、1 つのことにこだわる「オタク脳」とも言われ
ている。この男脳は、システムを理解し構築する論理的思考をする際に優位
に働く。
○男脳の特徴
・論理的思考…確率、法則、経験などを踏まえて考える。
・直線的思考…会話や話の流れを直線的にとらえて進めようとする。
・問題解決型…一直線に話が進むため、その途中で出てくる問題にはその都
度処理し解決しようとする。
女脳は右脳優位の脳であり、イメージや感情・人間関係をとても大事にする
脳であることから「きずな脳」とも呼ばれる。この女脳は、他己との共感能
力に優れ、複数のことを一度に処理することができる 。
○女脳の特徴
・同時並行的思考…相談や話題が多く、いろいろな 問 題 を 一 度 に 処理 す る 。
・感情充足型…快や不快といった感情を満たそうとすることが多い。

・新発想取込型…様々な考えを取り入れやすい女脳として新たな発想を生む
機会に恵まれている。
②仮説
先行研究よ り、 ヒ トの 思考や行動 の違い は、 各個人が持 つ脳の タイ プ、男脳と
女脳の割合 の違い によ るものであ ること が分 かっている 。そこ で私 たちは、 ど
のように男 脳と女 脳が 発達してき たのか 、そ の原因 につ いて 以 下の ように仮説
を立てた。
・ 男脳 …昔 の生 活の 中で 、男 性の 仕事 は主に狩 猟で あっ たた め、物事 を効 率
よく処理し合理的に考える機能が発達したと考えられる。
・ 女脳 …昔 の生 活の 中で 、女 性の 仕事 は主に家 事や 育児 であ ったため 、同 時
に 複 数の 仕 事を こな せる よ うに な り周 囲と の共 感 性に 優 れた 機能 が発
達したと考えられる。
・人格形成が行われる思春期の男女では、個人の持つ男脳と女脳の割合に
散らばりが見られるのではないか。
２,研究手法
・文献
・インターネット
・アンケート調査（豊田西高校第 3 学年文系：男子 50 人、女子 50 人）
…以下の 20 個の質問項目について自分がＡとＢのどちらに当てはまるか、
というアンケート調査を行った。
Ａ（男脳の特徴）

Ｂ（女脳の特徴）

⑴

内容のない会話はしたくない。

お喋り自体が楽しい。

⑵

口喧嘩になると口数が減る。

口喧嘩になると口数が増える。

⑶

人の好き嫌いが曖昧である。

人の好き嫌いがはっきりしてい
る。

⑷

年齢とともに言動が丸くなった。

年齢とともに言動がパワフルに
なった。

⑸
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買い物の際、目的もなくブラブラし

目的なくウィンドウショッピン

たくない。

グするのが好き。

友人たちと一緒に行動していてもト

友人たちと一緒に行動していた

イレは 1 人で行く。

らトイレも誰かと行く。

ボディタッチされると相手を意識し

相手を意識するとボディタッチ

てしまう。

してしまう。

別れた相手を長く引きずりやすい。

つらく悲しい別れでも１年以内
にリセットできる。

⑼

いつまでも自由でいたい。

ちょっとは束縛されたい。

⑽

いつも自分で決めたい。

時には相手に決めてほしい。

⑾
⑿
⒀

自分の存在意義を示すために意地を

自分が幸せだと感じられれば十

張り面子を守ろうとする。

分である。

何かを説明する際に、きちんと話さ

何かを説明する際に、相手に伝

なければならないと責任感を抱く。

わるかどうか不安になる。

長い話を避け、話をまとめたくなる。 余 計 な 話 を し て 、 長 い 時 間 話 し
てしまう。

⒁

今まで築いてきた社会的地位をなか

今まで築いてきた社会的地位を

なか捨てられない。

わりときっぱりと捨てられる。

何かをするときの原動力は、使命感

何かをするときの原動力は、他

である。

者貢献である。

大きく壮大な目標であるほど意欲が

小さく具体的な目標であるほど

わく。

意欲がわく。

⒄

優しくされ、許してもらいたい。

愛され、大切にされたい。

⒅

失望されるのが怖い。

拒絶されるのが怖い。

⒆

そっとしておいてほしい。

感情移入してもらいたい。

⒇

会話において、問題解決などの目的
を達成しないと満足できない。

会話において、話せばすっきり
し満足できる。

⒂
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３,結果・考察
【脳の性差を生む要因】
①性役割の固定化（文化的要因）
・私たちは 男性、 女性 のそれぞれ に異な る固 定観念を抱 いてお り、 その観念が
どのような 行動を 取り 、何に関心 を持つ かを 決めてしま うとい うこ と。たとえ
ば、女性は「共同体中心的」（利己的でなく、他人への思いやりがある）で、男
性は「作動的」（自己主張が強く、拡大主義的で、支配欲が強い）という固定観
念がある。 このよ うな 観念は、男 性、女 性が それぞれ異 なる社 会的 、経済的役
割を担って いるこ とか ら生じると される 。 女 性は家庭や 子育て に深 く関わって
いることか ら、よ り共 同体中心的 になり 、男 性は雇用さ れて報 酬を 得ることに
携わっているため、自己主張が強くなる。
性役割説の矛盾点
・存在する すべて の社 会において 同じよ うな 性差が見ら れるこ とを 説明できな
い。
（例）ある 社会で は、 武器の製造 （シス テム 化が必要な 技術） に男 性だけでな
く女性 も携わ って いる ため、 男性と 女性 が異 なる社 会的、 経済 的役 割を
担っているといえない。
②ホルモンによる影響（生物学的要因）
・遺伝子型による性別は受精の瞬間に決まり、それがそのまま定着する。普通、
男性か女性かの区別をする場合は、この遺伝子による判断で行われる。しかし、
遺伝子型や 生殖器 は女 性であって も、生 殖腺 が男性とし て機能 し、 脳のタイプ

が男性にな り、行 動に も男性的な 特徴が 表れ ることもあ る。反 対に 、遺伝子型
や生殖器は 男性で も、 生殖器が女 性とし て働 き、あるい は女性 の脳 を持ち、女
性的な行動 を取る 場合 もある。そ して、 脳の タイプや行 動の特 徴が どう決まる
かには、胎 児期に おけ るテストテ ロン― アン ドロゲン（ 男性ホ ルモ ン）の一種
―というホルモンが重要な働きをしている。
＜胎児期のホルモンによる影響に関する実験＞
・妊娠第一 期（妊 娠３ か月まで） に羊水 検査 を受けた母 親から 生ま れた 子供を
対象に、羊 水内の テス トテロンの 濃度と 子供 の特徴につ いて調 べた ところ、胎
児期のテス トテロ ン値 が低かった 子供 （ 女の 子に多い） はアイ コン タクトをよ
く行い、語 彙が多 いこ とが分かっ た。逆 に、 胎児期のテ ストテ ロン 値が高かっ
た子供（男 の子に 多い ） ほどアイ コンタ クト を使う頻度 は低く 、語 彙も少なか
った。
・アイコンタクトやコミュニケーション能力が初期的な共感の表れだとすると、
この結果か ら、胎 児期 のテストテ ロンの 値が 個人の共感 傾向に 違い を生む重要
な生物学的要因であるといえる。
・その後、 この子 供た ちの追跡調 査を行 った と ころ、胎 児期の テス トテロン値
が低かった 子供は 、高 かった子供 に比べ て人 間関係を築 く能力 が高 く、興味の
対象が広いことが分かった。
・この結果から、胎児期のテストテロン値が低い場合は、共感能力（言語能力、
コミュニケ ーショ ン能 力、アイコ ンタク ト、 人間関係を 築く能 力な ど）に優れ
ているといえる。
ホルモン説の矛盾点
・脳の性差 を左右 する ホルモン（ テスト テロ ン）の分泌 量が高 けれ ば高いほど
システム化 傾向が 強く なり、低け れば低 いほ ど共感性に 富むと いう わけではな
い。
むしろ極端 に偏っ てし まうと、一 般的な 状態 よりも能力 に欠け てし まう場合が
ある。
（例）アンドロゲン不感性（ＡＩ）症候群、ＣＡＨ（先天性副腎過形成）など 。

【アンケート調査（豊田西高校第 3 学年文系クラス：男子 50 人、女子 50 人】

男脳度女脳度アンケート結果
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＊マイナスの値が高いほど男脳度が強く、プラスの値が高いほど女脳度が強い
【結果からわかったこと】
・男子はやや男脳より、女子はやや女脳よりである。
・人格形成が行われる思春期は、男脳と女脳がまばらであり広範囲に散らばっ
ている。
・男子でも女脳の割合が強い人もいれば、女子で男脳の割合が強い人もいるた
め、男は男脳、女は女脳であるとは言えない。
４,結論・展望
男女の考え 方の違 いは 個人が持つ 脳の性 質に よるもので あり、 その 性質 を決め
る要因とし て、 文 化的 要因と生物 学的要 因が ある。 文化 的要因 は、 私たちがも
ともと持っている男性、女性への固定観念によるものである。その固定観念は、
日々の社会 的また は経 済的役割と して 、 男性 は社会に出 て働き その 報酬で自分
の家族を養 い、女 性は 家庭や子供 、近隣 の人 々と深く関 わる 、 とい う それぞれ
が違う役割 を担っ てい ることによ って形 成さ れたものと 考えら れる 。生物学的
要因は、胎 児期に 母親 の 子宮内で 分泌さ れる ホルモンの 量によ るも のである。
母親は、子 供が胎 児期 のころに子 宮内で テス トテロン（ 男性ホ ルモ ン）を分泌
する。この テスト テロ ンの分泌量 が低か った 子供ほど、 成長す るに つれアイコ
ンタクトを よく使 い語 彙力も多か ったこ とか ら、共感性 に優れ てい ると考えら
れ、このテ ストテ ロン の分泌量が 脳の性 質を 大きく分け ている もの だと分かっ
た。そして この脳 の性 質の違い は 、文化 的要 因と生物学 的要因 のど ちらか一方
のみによっ て左右 され るわ けでは なく、 相互 に混ざりあ った結 果と して決定さ
れるものであると考えられる。
また校内で行ったアンケート調査から、以下の 3 つのことが分かった。1 つ目は、
総合的に見て男子はやや男脳より、女子はやや女脳よりであるということ。2 つ
目は、男子 の中で 女脳 度が高い人 もいれ ば、 女子の中で 男脳度 が高 い人もいる

ということ。3 つ目は、人格形成が行われる思春期では、男脳と女脳のどちらか
一方に偏る ことな く脳 の性質はま ばらで ある ということ である 。こ のような結
果から、脳 の性質 につ いて、 男性 は男脳 を持 つ傾向が高 く女性 は女 脳を持つ傾
向が高いが、完全な男脳や女脳を持つ人は ごくわずかであると考えられる。
しかし上に あげた よう に、性役割 説 （文 化的 要因） にも ホルモ ン説 （生物学的
要因）にも矛盾点があり、あくまでこれらの説は一例に過ぎない。したがって 、
異文化を持つ国やより多くの世代の人のデータをとり、それらを比較しながら、
今回出たよ うな矛 盾点 を解明して いく必 要が ある。 また ホルモ ン説 の中であげ
たように、 テスト テロ ンの分泌量 が低け れば 低いほどシ ステム 化傾 向（論理的
思考）が強 くなり 、高 ければ高い ほど共 感性 に富むわけ ではな い。 逆に、一般
的な状態よ りもそ の能 力に欠けて しまう こと もある。こ のこと から 、先天的に
持って生ま れた障 害 は ホルモンと 大きな 関わ りを持って おり、 胎児 期に受ける
ホルモンの 種類や 量 、 作用する器 官や作 用の 仕方 などを 研究す るこ とが、それ
らの障害の仕組みを解明することに繋がるのではないだろうか。
今回の研究 によっ て、 男脳と女脳 の特徴 には 根本 的な違 いがあ るこ とが明らか
になった。 アンケ ート 調査の結果 から 、 必ず しも男性が 男脳、 女性 が女脳とい
う思考を持 ってい ると は一概には 言えな いが 、 一般的に 男性は 男脳 より、女性
は女脳より である ため 、男女の 考 え方に 違い があること を理解 する ことは 、近
年問題とな ってい る離 婚率の多さ 、つま り夫 婦間のすれ 違いの 改善 に も役立つ
だろう。こ の理解 によ って、男女 が お互 いの 考え方を認 め合い 、話 し合いの際
の衝突も減 ると考 えら れる 。また 男女の 思考 の違いを理 解する こと で 、会社内
における男 女の関 係も より良くな るだろ う。 男性の優れ ている とこ ろと女性の
優れている ところ を上 手く利用す れば、 今ま で以上に良 い結果 を生 み出せるか
もしれない 。 女性 の社 会進出が求 められ てい る現代で、 男性と 女性 がどのよう
に関わりあ ってい くか が重要とな る。 お 互い を尊重して いくこ と が 今後家庭的
にも社会的にも必要となっていくだろう 。
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【男脳女脳診断】自分は男脳？女脳？違いや特徴を解説!
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