
国内外ともに，これまでの心理学の研究では，血液
型と性格（パーソナリティ）には関係が見られないこ
とが指摘されてきた。本研究は，これらの知見の頑健
性を高め，さらに血液型と性格が無関連であることの
積極的根拠を示すことを目的に，日米の大規模社会調
査による実証的な根拠を提示する。

日本社会における血液型性格関連説の流行

ABO式血液型と性格に関連があるという考え方は
日本に広く根付いており，血液型性格関連説や血液型
性格判断，血液型人間学，血液型気質相関説などと呼
ばれる。以下，血液型とは ABO式の血液型を指す。
現在のような形で血液型性格関連説が日本社会に広

まったのは，能見（1971）による“血液型でわかる相
性”をはじめとした，血液型と性格に関連があること
を主張する多くの著書が出版されたことが発端とされ

る。近年でも，2004年に“発掘！あるある大事典 2”
などの 70本ものテレビ番組で血液型性格関連説に関
する特集が組まれた	（上村・サトウ，	2006）。また，
2008年には“B型自分の説明書”を代表とする血液
型自分の説明書シリーズ 4作全てが年間売り上げ部数
ランキングのトップ 10に入った	（ORICON	STYLE	
ミュージック，	2008）。このように，血液型性格関連
説は流行が去っては再燃することを繰り返しながら，
広く日本社会に根付いてきた。

血液型と性格に関する心理学研究

その一方で，血液型と性格に関する心理学の実証研
究は血液型と性格の関連に否定的である。そのため血
液型性格関連説は，日本社会における誤解に基づいた
疑似科学の一種だとされている	（菊池，	2012）。
血液型と性格の関連性に関する初期の研究として

は，古川（1927）	が心理学研究に発表した“血液型に
よる気質の研究”が広く注目を集めた。しかし，その
後の多くの追試の結果，学問的に妥当ではないと判断
された。なお，初期の研究の歴史的経緯に関しては，
詫摩・佐藤（1994），大村	（2012）	に詳しい。
その後，血液型と性格の関連性に関する研究は下火
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であったが，1980年代以降に現代的な心理学の研究
手法ないし統計手法を用いて血液型と性格の関連が検
討されている。これらは，1970年代以降に血液型性
格関連説が俗説として広く普及した社会状況を受け
て，その正否を実証的に検討することを目的に行われ
たものである。
血液型と性格の関連性を調べた最も重要な国内研究
として，松井	（1991）	が挙げられる。この研究では，
JNNデータバンクの大規模な社会調査データを用い
て，血液型と性格の関係を検討した。これにより，心
理学の研究で用いられることの多い学生サンプルのみ
ではなく，日本社会一般の幅広い年代や社会階層の
人々からデータが得られた。また，標本サイズも，
1980年，1982年，1986年，1988年の 4回の調査で合
計 12,418名と大規模なものである。分析の結果，肯
定率に関して，	4回の調査全てで血液型間の有意差が
見られた項目は，24項目中の 1項目しかなかった。
この 1項目でさえ，一番肯定率の高い血液型は年次ご
とに異なっていた。以上の結果は，血液型によって性
格特性に違いがない可能性を示すものである。他に，
長谷川	（1988），久保・三宅（2011）などでも，血液
型と性格に一貫した関連性は得られていない。
なお，血液型間の有意差が見られた国内研究として
は，山岡	（1999,	2006）	や Sakamoto	&	Yamazaki	（2004）	
が挙げられる。ただし，どちらも生理学的な意味での
血液型と性格の関連には否定的である。山岡	（1999,	
2006）	では，血液型性格判断を信じている人では血液
型間に性格の自己認知に有意差のある項目が複数見ら
れる一方で，信じていない人では血液型間の有意差は
ほとんど見られなかった。つまり，血液型性格判断を
信じることが自身の性格（少なくともその認知）を変
化させるといえる。Sakamoto	&	Yamazaki	（2004）	では，
血液型性格関連説が社会的に広まった 1980年代の性
格の経年変化を調べ，A型がより A型らしい性格に変
化する傾向があることを示した。どちらの研究も血液
型と性格が生理的な意味ではなく，社会的な意味で自
己成就する可能性を示唆するものである。このように，
血液型と性格に関連が見られる研究も一部存在する
が，認知やステレオタイプの結果ではない，生理的メ
カニズムの結果だとみなすことができるような血液型
と性格の関連を示唆する研究は，ほとんど存在しない。
国外の研究でも同様に，血液型と性格の関連性が検
討されている。近年の研究では，包括的な性格指標と
してのビッグ・ファイブと血液型との関連性が検討さ
れた。ビッグ・ファイブとは，外向性，神経症傾向，
協調性，経験への開放性，誠実性の 5因子から人間の
パーソナリティを統合的に理解しようという性格特性
論であり，国外・国内共に広く用いられている。
Cramer	&	Imaike（2002）	ではカナダの大学生を対象に，
Wu,	Lindsted,	&	Lee	（2005）では台湾の高校生を対象

に，Rogers	&	Glendon	（2003）	ではオーストラリアの
献血者を対象に，血液型とビッグ・ファイブとの関連
を検討した。しかし，どの研究でも，意味のある血液
型間の得点差は得られていない。唯一，Wu	et	al.	（2005）	
では，AB型女性の誠実性が有意に高いという結果が
得られた。しかし，これは他の 2論文では見られない
効果であり，Wu	et	al.	（2005）	も AB型女性の標本サイ
ズの小ささが原因だろうと解釈している。なお，日本
でも血液型とビッグ・ファイブに関連は得られていな
い	（久保・三宅，	2011）。血液型ステレオタイプに関す
る知識が無い，もしくは乏しい外国人においても，性
格の統合的指標としてのビッグ・ファイブに血液型間
の違いが見られず，その関連性には否定的である。

本研究の目的　無関連性の積極的主張

以上のように，国内外ともに，これまでの心理学の
研究では，血液型とパーソナリティには関係があると
はいえないことが繰り返し指摘されてきた。本研究は，
これらの知見の頑健性を高め，さらに無関連であるこ
とを積極的に主張するためのデータを提示する。
これまで述べた血液型と性格の関連性を調べた研究

では“関連性が見られない”ことが主張されてきた。そ
の一方で，“無関連である”ことを示した研究は存在し
ない。それは，血液型と性格の関連に関してだけではな
く，実証研究のほとんどで用いられている統計的検定の
性質上，やむを得ないことである。統計的検定は，関連
がないことを前提とした帰無仮説の下，標本で生じてい
る関連性が偶然に得られる確率が低い（典型的基準は
5%未満）ことを根拠に，帰無仮説を棄却するという背
理法の手続きを用いている。つまり，統計的検定は関連
があることを示すための手法であり，関連がないことを
示すことは苦手としている。そのため，これまでの血液
型と性格を検討した研究では，“関連があるとは言えな
い”という（適切な）言い方がなされてきた。
では，そこから一歩進んで，無関連性を積極的に主

張するにはどのような手続きを踏めば良いのだろう
か。本研究では，次の 2点を満たすことを無関連であ
ると解釈する。1点目は，大規模標本を用いても有意
差が得られないことである。標本サイズが大きくなる
ほど，有意になりやすくなる。それは，標本サイズが
大きくなるほど，母集団を正しく推定できるようにな
り，わずかな差でさえも検定で検出されるためである。
逆に言うと，大規模な標本を用いても有意差が得られ
ないならば，正しい推定をしても検出できないほどの
微小以下の差しかないといえる。2点目は，1点目と
関連しているが，差の大きさ自体が微小でゼロに近い
ことである。厳密には，血液型ごとの標本集団間の平
均値が全く同じでない限り，どれほどわずかでも常に
差は存在している。重要なのは，その差が意味を持つ
ほど十分な大きさであるかどうかという点である。差
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が意味を持たないほど小さく，ほぼゼロだと言えるな
らば，血液型間に差は無いと見なせるだろう。本研究
では，差の大きさそれ自体を検討するために，効果量
を算出する（詳細は後述する）。
もちろんこの基準を満たしても，厳密には，“血液
型と性格には，大規模標本でさえ偶然の範囲を超えな
いわずかな差しか見られず，関連があるとは言えない”
が厳密な言い方である。しかし，もしこれを満たす結
果が得られれば，“関連があるとは言えない”ことを
示した従来の研究よりも，“無関連である”ことをよ
り積極的に示す根拠を提供しているといえるだろう。
本研究では，大規模標本で有意差が得られず，またそ
の差の大きさがゼロに近いことをもって，無関連であ
ることを主張する。

本研究の特長

以上の目的の下，本研究では，池田・大竹・筒井
（2005a,	2005b,	2006）	による“選好パラメータアンケー
ト調査”を利用した二次分析を行う。本論文が持つ従
来の研究にはない特長は以下のものである。
無作為標本抽出に基づく合計１万人以上の大規模
データ　一つは，無作為標本抽出に基づいて計１万人
以上から収集された大規模な社会調査のデータを分析
している点である。標本抽出に伴う誤差を小さくする
ためには無作為標本抽出が最も適した手法である。ま
た，真の値に近い値を推定し，小さな差が検出できな
かったという可能性を排除するためには，できる限り
大きな標本サイズを分析することが望まれる。血液型
と性格に関して，これまで無作為標本抽出による大規
模社会調査を用いた研究は，JNNのデータバンクを
用いた松井	（1991）	や Sakamoto	&	Yamazaki	（2004）	し
か存在しない。これらに加えて，本研究では無作為標
本抽出の大規模社会調査による証拠を提示する。
効果量の算出　本研究では，“差がない”ことを積極
的に示すために，効果量を算出した。効果量とは効果の
大きさの指標である。有意性検定の結果は標本サイズに
左右される。そのため，標本サイズによって変化する有
意性検定の結果のみならず，効果の大きさそのものを示
す効果量を提示することで，血液型が性格に及ぼす効果
の小ささを示すことが可能となる。本研究では 4種類の
血液型間の比較を分散分析により検討し，効果量として
η2（血液型の要因の平方和／全体平方和）を算出した2。
η2は分散説明率を示す指標であり，データで得られた

	 2　本論文では記述統計的な効果量として η2を用いた。母効果
量の推定を行う場合には，ω2などの別の算出方法による指標を
用いることが推奨されることもあるが	（大久保・岡田，	2012），
シンプルな計算式であり概念が理解しやすい点と，本分析はサ
ンプルサイズが大きいため推定のバイアスは小さいと考えられ
る点を考慮して，η2を用いることとした。

個人差の全分散の中で，血液型の違いから説明できる分
散の割合が示される。η2が限りなく小さくゼロに近い
場合には，血液型の違いが性格を説明しない根拠を積極
的に示すことができるだろう。
日本とアメリカの 2ヵ国のデータ　本調査では，日

本とアメリカ両国の調査データを検討した。日本社会
には既に血液型ステレオタイプが根付いており，これ
が血液型と性格の関連の自己成就を引き起こす可能性
が考えられる	（Sakamoto	&	Yamazaki,	2004）。そのため，
血液型に関するステレオタイプが存在しない海外での
データが重要となる。これまでの海外の研究は，
Cramer	&	Imaike	（2002），Wu,	Lindsted,	&	Lee	（2005），
Rogers	&	Glendon	（2003）	が代表的なものであるが，こ
れらは無作為標本抽出による大規模データを用いた研
究ではない。本研究では，日本とアメリカの 2ヵ国で
同様の質問項目を用いており，両国でともに血液型の
効果が見られなければ，血液型と性格の無関連性をよ
り強く示すことができる。

2000年以降の近年のデータの提示　2000年以降の
データを提供している点も重要となる。性格と血液型
の研究は，特に国内研究の大半が 1980年代か 1990年
代に行われたものであり，2000年以降のデータは，
久保・三宅（2011）など少数のみであり，乏しい。
また，上述のとおり Sakamoto	&	Yamazaki	（2004）	で

は 1980年代の社会調査データを用いることで，血液
型流行による予言の自己成就現象，いわば思い込みの
結果として血液型間の違いが生まれている可能性を指
摘した。もしも予言の自己成就現象が生じているとす
ると，より近年のデータでは，自己成就の結果，本当
に血液型間に性格の違いが見られるという予測も理論
上は成り立つ。本研究では，2000年以降のデータを
検討することで予言の自己成就が起きているかどうか
を検討する。

方　　法

データセット　池田・大竹・筒井（2005a,	2005b,	
2006）	による“選好パラメータアンケート調査”を利
用した。分析に用いたデータセットは，血液型に関す
る質問項目が設定された“2004年度日本”“2005年度
日本”“2004年度アメリカ”の三つのデータセットで
ある（以下，それぞれ“2004年度日本データ”“2005
年度日本データ”“2004年度アメリカデータ”とする）。

2004年度日本データ，2005年度日本データでは，
住民基本台帳を対象に，層化 2段無作為抽出法による
標本抽出が行われた。母集団年齢はともに 20─ 69歳
であった。2004年度日本データでは，標本サイズは
4,145，回収数は 2,987である	（回収率 72.06%）。2005
年度日本データでは，標本サイズは 4,879，回収数は
3,763である	（回収率 77.13%）。調査方法はともに訪
問留置法である。



縄　田：血液型と性格の無関連性 151

2004年度アメリカデータでは，調査機関の回答者
会員組織を対象に，男女を人種別に抽出し，国勢調査
区分の人口統計データに合わせた標本抽出が行われ
た。母集団年齢は 18─ 99歳であった。標本サイズは
8,928，回収数は 4,979である（回収率 55.77%）。調査
方法は郵送法である。
分析項目　血液型に関しては，2004年度日本デー
タ，2005年度日本データでは，自己報告により自分
の血液型を“A,	B,	AB,	O”から一つ回答してもらった。
また，2004年度アメリカデータでは，自己報告で自
分の血液型を“A,	B,	AB,	O,	分からない	（Not	sure）”
から一つ回答してもらった。
性格特性に関しては，一般的な生活に対する態度を
示す項目を用いた。この調査は，心理学の調査ではな
いこともあり，心理学の性格検査として標準化された
項目は存在しない。そのため，性格との関連が最も深
いと考えられる一般的な生活に対する態度への回答項
目を利用した。例えば“日頃の生活の中で充実感を感
じている”の項目は，幸福感や自尊心と関連が強い項
目だとみなすことができる。また，“老後が気にかかる”
は不安傾向と関連が強いだろう。このように，それぞ
れの項目は個人の性格が反映された項目であると考え
られる。以上より，本研究では一般的な生活に対する
態度の項目を性格特性の項目としてみなした。
分析には，それぞれのデータセットで 21─ 26項目
を用いた。項目の詳細はデータセットごとにそれぞれ
Table	1,	Table	2,	Table	3に記載した。また，元の調査
票では，回答の値が小さいほどより回答者に当てはま
る傾向が高いという質問項目であった。本論文では，
解釈を容易にするために，値が大きいほど当てはまる
傾向が高いように，“1:	全く当てはまらない”から“5:	
ぴったり当てはまる”と項目を逆転し，分析を行った。
分析　選好パラメータアンケート調査のデータは，
ウェブ上で SPSSを用いたデータ分析が可能である	
（http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp）。本研究でも，ウェブ上
でデータ分析を行った。

結　　果

本研究では三つのデータセットを分析した。それぞ
れ順に報告する。

2004年度日本データ

使用した 21項目に対して，血液型を独立変数とす
る，1要因 4水準の分散分析を行った（N	=	2,878─
2,938）。分析の結果を Table	1	にまとめた。“子供の将
来が気にかかる”を除いた，21項目中 20項目で有意
差 は 見 ら れ な か っ た	（Fs ＜	2.456,	ps ＞	 .061,	η2s	
＜ .0025）。唯一有意差が見られた“子供の将来が気に
かかる”（F（3,	2874）	=	2.623,	p	=	.049）	に関しても，効
果量は極めて小さく（η2	=	.0027），ほぼ無視すること

のできるほどの違いしか無かった。

2005年度日本データ

使用した 26項目に対して，血液型を独立変数とす
る，1要因 4水準の分散分析を行った（N	=	3,618─
3,692）。分析の結果を Table	2にまとめた。26項目全
てにおいて有意差は見られなかった	（Fs＜ 2.399,	ps	
＞ .066,	η2s＜ .0019）。

2004年度アメリカデータ

使用した 21項目に対して，血液型を独立変数とす
る，1要因 4水準の分散分析を行った（N	=	3,037─
3,092）	 3。分析の結果を Table	3	にまとめた。“ほかの
人の生活水準を意識している”“子供の将来が気にか
かる”を除いた，21項目中 19項目で有意差は見られ
なかった	（Fs＜	2.044,	ps＞ .106,	η2s＜ .0020）。有意
差が見られた“ほかの人の生活水準を意識している”
（F（3,	3082）	=	2.892,	p	=	.034），“子供の将来が気にか
かる”（F（3,	3046）	=	3.064,	p	=	.027）	に関しても，効果
量は極めて小さく（それぞれ η2	=	.0028,	η2	=	.0030），
ほぼ無視することのできる大きさの違いしかなかっ
た。
三つのデータセットの合計 68項目中 3項目が有意

となっていた。しかし，本研究では分散分析を繰り返
し用いているため，実際の関係がなくとも，偶然によ
りいくつかの検定が有意となることがある。有意とな
る項目数は，検定の繰り返し試行数と，有意水準の確
率から計算される二項分布に従う。ここから計算した
ところ，本分析結果のように合計 68項目のうち 3項
目以上が偶然により有意となる確率は 66.7％であっ
た。また，68項目の繰り返し分析で偶然により有意
となる項目数の期待値は 3.40項目であった。本研究
で得られた 3項目の有意差は，偶然の範囲で十分に生
じうるものだといえる。
なお，2004年度日本データと 2004年度アメリカデー

タでは，ともに“子供の将来が気にかかる”が有意と
なっていた。しかし，2004年度日本データでは AB
型が一番得点が高いが，2004年度アメリカデータで
は AB型が一番得点が低いといったように，方向に一

	 3　2004年アメリカデータでは，血液型の回答項目として，A,	B,	
AB，O以外に“分からない（Not	sure）”が含まれていた。本論
文での報告では，“分からない”と回答したデータを除外した上
での分析結果を報告した。しかし，“分からない”の回答を含め
て分析すると，21項目中 10項目で分散分析の結果が有意となっ
た。多重比較の結果を見ると，“分からない”の回答が他の血液
型と比較して有意な違いが見られるものが多い。そのため，こ
こで見られた有意差は，血液型そのものによる違いではなく，
血液型を調べる検査を受けられるような社会階層かどうかなど，
他の要因が入った結果である可能性が考えられる。これは本研
究の目的からは外れるため，これ以上論じない。
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Table	1
各項目の平均値と標準偏差（2004年日本）

A	
（N=1,092-1,104）

B	
（N=623-641）

AB	
（N=282-289）

O	
（N=881-897）

有意性	
検定

効果量	
（η2）

1. 日頃の生活の中で充実感を感
じている	

3.37	 3.35	 3.34	 3.32	 ns .0007

（0.88） （0.87） （0.86） （0.88）
2. ほかの人の生活水準を意識し
ている	

2.65	 2.64	 2.78	 2.73	 ns .0025

（0.99） （1.05） （1.05） （0.99）
3. 他人との生活水準の差は，2,3
年前と比べて大きくなった	

2.83	 2.91	 2.87	 2.90	 ns .0013

（0.90） （0.84） （0.95） （0.86）
4. 一旦，高い生活水準を味わう
と，それを下げるのは苦痛だ	

3.50	 3.53	 3.42	 3.53	 ns .0011

（1.03） （0.99） （1.02） （1.01）
5. 	楽しみは後にとっておきた
い	

3.33	 3.26	 3.35	 3.31	 ns .0007

（1.06） （1.06） （1.09） （1.09）
6. 自分は盗難にあうことはない	 2.78	 2.76	 2.80	 2.81	 ns .0004

（0.93） （0.94） （0.92） （0.93）
7. できるだけ質素な生活をした
い	

3.03	 3.02	 2.99	 3.00	 ns .0002

（0.96） （0.92） （0.97） （0.99）
8. お金を貯めることが人生の目
的だ	

2.28	 2.25	 2.24	 2.31	 ns .0007

（0.91） （0.92） （0.91） （0.90）
9. 将来，大きな出費や高額の買
い物の予定がある	

2.79	 2.75	 2.72	 2.73	 ns .0005

（1.28） （1.24） （1.30） （1.22）
10. 子供や家族，親族にできるだ
け多くの遺産を残したい	

2.55	 2.60	 2.58	 2.65	 ns .0018

（1.04） （1.02） （1.11） （1.03）
11. ギャンブルはすべきでない	 3.62	 3.62	 3.64	 3.63	 ns .0000

（1.23） （1.22） （1.25） （1.22）
12. 健康上の不安を感じている	 3.26	 3.25	 3.34	 3.22	 ns .0010

（1.04） （1.01） （1.13） （1.05）
13. 宗教を熱心に信仰している	 1.74	 1.74	 1.82	 1.74	 ns .0005

（1.11） （1.09） （1.14） （1.10）
14. 忙しくて先のことを考える時
間がない	

2.68	 2.77	 2.71	 2.69	 ns .0012

（1.00） （1.01） （0.98） （0.97）
15. お金のことを考えるのははし
たない	

2.23	 2.20	 2.24	 2.25	 ns .0004

（0.94） （0.92） （0.87） （0.92）
16. 現在の生活に精一杯でほとん
ど貯蓄ができない	

3.28	 3.29	 3.45	 3.30	 ns .0016

（1.20） （1.18） （1.16） （1.18）
17. 先のことは不確実だから考え
ても無駄だ	

2.68	 2.64	 2.61	 2.64	 ns .0004

（1.04） （1.05） （0.99） （1.02）
18. 老後が気にかかる	 3.63	 3.69	 3.71	 3.62	 ns .0011

（1.00） （0.99） （1.03） （1.03）
19. 子供の将来が気にかかる	 3.45	 3.45	 3.67	 3.47	 p	=	.049 .0027

（1.23） （1.22） （1.20） （1.21）
20. 将来のことは家族や親族が考
えてくれている	

2.12	 2.18	 2.18	 2.11	 ns .0010

（1.00） （1.01） （1.01） （0.96）
21. 周りの人と同じような行動を
とっていると安心だ	

2.67	 2.70	 2.67	 2.71	 ns .0003

（0.98） （0.96） （1.03） （0.92）
注）　括弧の中は標準偏差である。
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Table	2
各項目の平均値と標準偏差（2005年日本）

A
（N=1,411-1,433）

B
（N=821-831）

AB
（N=344-353）

O
（N=1,054-1,077）

有意性
検定

効果量	
（η2）

1. 日頃の生活の中で充実感を感
じている

3.38	 3.39	 3.37	 3.34	 ns .0004
（0.87） （0.88） （0.86） （0.87）

2. ほかの人の生活水準を意識し
ている

2.67	 2.64	 2.67	 2.69	 ns .0003
（1.03） （1.03） （1.01） （1.04）

3. 一旦，高い生活水準を味わう
と，それを下げるのは苦痛だ

3.40	 3.38	 3.39	 3.46	 ns .0009
（1.04） （1.01） （1.01） （1.01）

4. 楽しみは後にとっておきたい 3.36	 3.31	 3.34	 3.29	 ns .0007
（1.07） （1.09） （1.04） （1.10）

5. 自分は盗難にあうことはない	 2.80	 2.78	 2.79	 2.79	 ns .0001
（0.92） （0.95） （0.91） （0.97）

6. できるだけ質素な生活をした
い

2.98	 2.93	 2.92	 2.97	 ns .0008
（0.95） （0.92） （0.95） （0.96）

7. お金を貯めることが人生の目
的だ

2.26	 2.22	 2.23	 2.25	 ns .0003
（0.92） （0.91） （0.86） （0.93）

8. 将来，大きな出費や高額の買
い物の予定がある	

2.67	 2.64	 2.79	 2.70	 ns .0011
（1.25） （1.23） （1.32） （1.24）

9. 子供や家族，親族にできるだ
け多くの遺産を残したい	

2.63	 2.55	 2.66	 2.64	 ns .0014
（1.01） （1.04） （1.04） （1.06）

10. ギャンブルはすべきでない 3.59	 3.59	 3.61	 3.65	 ns .0006
（1.22） （1.19） （1.24） （1.20）

11. 健康上の不安を感じている 3.25	 3.23	 3.27	 3.26	 ns .0002
（1.07） （1.08） （0.99） （1.06）

12. 宗教を熱心に信仰している 1.76	 1.73	 1.78	 1.76	 ns .0001
（1.10） （1.10） （1.07） （1.10）

13. 忙しくて先のことを考える時
間がない

2.68	 2.71	 2.74	 2.70	 ns .0003
（1.00） （0.97） （0.95） （1.00）

14. お金のことを考えるのははし
たない	

2.25	 2.23	 2.21	 2.24	 ns .0002
（0.92） （0.93） （0.90） （0.92）

15. 現在の生活に精一杯でほとん
ど貯蓄ができない

3.31	 3.22	 3.33	 3.29	 ns .0009
（1.20） （1.20） （1.18） （1.20）

16. 先のことは不確実だから考え
ても無駄だ

2.57	 2.54	 2.53	 2.57	 ns .0003
（1.02） （1.02） （1.00） （1.06）

17. 老後が気にかかる 3.61	 3.58	 3.59	 3.62	 ns .0003
（1.03） （1.04） （1.10） （1.06）

18. 子供の将来が気にかかる 3.47	 3.50	 3.65	 3.51	 ns .0018
（1.20） （1.21） （1.16） （1.23）

19. 将来のことは家族や親族が考
えてくれている	

2.12	 2.08	 2.13	 2.11	 ns .0004
（0.97） （0.97） （0.98） （0.97）

20. 周りの人と同じような行動を
とっていると安心だ

2.70	 2.66	 2.65	 2.70	 ns .0005
（0.97） （0.94） （0.90） （0.98）

21. 仕事の場においてはグループ
の意見に従うべきだ	

3.16	 3.15	 3.21	 3.18	 ns .0004
（0.86） （0.82） （0.79） （0.85）

22. 家庭の場においては家族の意
見に従うべきだ

3.18	 3.20	 3.24	 3.24	 ns .0012
（0.80） （0.80） （0.77） （0.76）

23. １人よりグループで協力して仕
事する方が高い成果が得られる

3.58	 3.49	 3.54	 3.51	 ns .0020
（0.85） （0.84） （0.81） （0.84）

24. 	“みんなで協力して目標を達
成した”満足度は“自分ひと
りの力で達成”より大きい	

3.62	 3.59	 3.65	 3.66	 ns .0008
（0.94） （0.91） （0.92） （0.92）

25. 仕事は生きがいにつながる 3.63	 3.56	 3.67	 3.58	 ns .0016
（0.92） （0.93） （0.91） （0.94）

26. 仕事はお金を得るためのもの
だ

3.56	 3.52	 3.56	 3.58	 ns .0006
（0.89） （0.91） （0.92） （0.89）

注）　括弧の中は標準偏差である。
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Table	3
各項目の平均値と標準偏差（2004年アメリカ）

A	
（N=1,013-1,032）

B	
（N=448-457）

AB	
（N=221-228）

O	
（N=1,345-1,370）

有意性
検定

効果量
（η2）

1. 日頃の生活の中で充実感を感
じている	

3.83	 3.77	 3.75	 3.74	 ns .0015

（0.88） （0.87） （0.86） （0.88）
2. ほかの人の生活水準を意識し
ている	

3.70	 3.73	 3.87	 3.66	 p=.034 .0028

（0.99） （1.05） （1.05） （0.99）
3. 他人との生活水準の差は，2,	

3年前と比べて大きくなった	
3.02	 3.07	 3.11	 3.01	 ns .0007

（0.90） （0.84） （0.95） （0.86）
4. 一旦，高い生活水準を味わう
と，それを下げるのは苦痛だ	

3.15	 3.15	 3.24	 3.13	 ns .0005

（1.03） （0.99） （1.02） （1.01）
5. 楽しみは後にとっておきたい	 2.84	 2.83	 2.83	 2.77	 ns .0008

（1.06） （1.06） （1.09） （1.09）
6. 自分は盗難にあうことはない	 2.58	 2.61	 2.59	 2.60	 ns .0001

（0.93） （0.94） （0.92） （0.93）
7. できるだけ質素な生活をした
い	

3.63	 3.58	 3.68	 3.62	 ns .0004

（0.96） （0.92） （0.97） （0.99）
8. お金を貯めることが人生の目
的だ	

2.89	 2.98	 2.99	 2.95	 ns .0008

（0.91） （0.92） （0.91） （0.90）
9. 将来，大きな出費や高額の買
い物の予定がある	

2.98	 3.14	 3.13	 3.03	 ns .0017

（1.28） （1.24） （1.30） （1.22）
10. 子供や家族，親族にできるだ
け多くの遺産を残したい	

3.36	 3.41	 3.26	 3.35	 ns .0007

（1.04） （1.02） （1.11） （1.03）
11. ギャンブルはすべきでない	 2.95	 2.98	 2.73	 2.97	 ns .0020

（1.23） （1.22） （1.25） （1.22）
12. 健康上の不安を感じている	 2.87	 2.99	 2.81	 2.89	 ns .0014

（1.04） （1.01） （1.13） （1.05）
13. 宗教を熱心に信仰している	 3.05	 3.05	 3.03	 3.09	 ns .0002

（1.11） （1.09） （1.14） （1.10）
14. 忙しくて先のことを考える時
間がない	

2.16	 2.19	 2.19	 2.17	 ns .0002

（1.00） （1.01） （0.98） （0.97）
15. お金のことを考えるのははし
たない	

1.85	 1.82	 1.92	 1.88	 ns .0007

（0.94） （0.92） （0.87） （0.92）
16. 現在の生活に精一杯でほとん
ど貯蓄ができない	

2.94	 2.91	 3.05	 2.97	 ns .0007

（1.20） （1.18） （1.16） （1.18）
17. 先のことは不確実だから考え
ても無駄だ	

2.07	 1.98	 2.05	 2.01	 ns .0008

（1.04） （1.05） （0.99） （1.02）
18. 老後が気にかかる	 2.78	 2.83	 2.78	 2.70	 ns .0013

（1.00） （0.99） （1.03） （1.03）
19. 子供の将来が気にかかる	 3.37	 3.40	 3.15	 3.26	 p=.027 .0030

（1.23） （1.22） （1.20） （1.21）
20. 将来のことは家族や親族が考
えてくれている	

2.65	 2.62	 2.68	 2.65	 ns .0001

（1.00） （1.01） （1.01） （0.96）
21. 周りの人と同じような行動を
とっていると安心だ	

2.85	 2.81	 2.84	 2.82	 ns .0002

（0.98） （0.96） （1.03） （0.92）
注）　括弧の中は標準偏差である。
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貫性は見られない。また，上述のとおり意味のある効
果量ではない。

考　　察

本研究では血液型と性格の無関連性を検討するため
に，2004年，2005年に日本とアメリカで実施された
大規模社会調査データを用いて血液型と性格の関連性
を検討した。
分析の結果，どのデータセットにおいても，血液型

と性格との間に意味のある関連性は見られていない。
合計 68項目のうち，65項目で有意な平均値差は得ら
れなかった。わずかな差でも検出できるはずの大規模
なデータセットでもほとんどの項目で有意差が得られ
ないことは，血液型と性格の無関連性を強く示すもの
である。
さらに，有意差の得られた 3項目でさえ，血液型と

性格の関連性を示すものだとはいえない。68項目ご
とに検定を行えば，無関連であっても 66.7%の確率
で 3項目以上が有意となる。3項目が有意という結果
は偶然でも起こりうるものだと解釈できる。
しかも，有意であった 3項目でさえ，効果量は極め
て小さかった。本研究では，効果量として η2を算出
した。η2は分散説明率であり，本研究では四つの血液
型の違いが，全標本の散らばりのうち，どの程度の割
合を説明できるかを指している。本研究で扱った三つ
のデータセットの中で見られた一番大きな効果量は，
2004年アメリカデータの η2	=	.0030であった。つまり，
有意であるとはいえ，その分散説明率は 0.3%であっ
た。効果量の解釈の基準では，効果量小が η2	=	.01，
効果量中が η2	=	.06，効果量大が η2	=	.14とされている	
（Cohen,	1977）。つまり，本研究では，血液型間の違
いは，検討した全ての項目で 0.3％以下しかデータの
散らばりを説明しておらず，効果量小の基準 1%にさ
えはるかに達していない。実際に項目の平均得点を見
ても，一番大きな効果量が得られた項目でさえ，1─
5の 5件法の測定で 3.15から 3.40と，わずか 0.25の
差しかない。
従来の研究の多くは，血液型と性格に“関連が見ら
れない”ことを主張してきた。本研究は，わずかな差
でさえ検出できる大規模データを用いても，有意差が
ほとんど得られないこと，また，効果量を検討し，差
の大きさ自体に着目することで，差の大きさがほぼゼ
ロだといえるほど小さいことを示した。これらの結果
は“関連が見られない”から一歩進んで，“無関連で
ある”ことを示す強い根拠を提供したと言えるだろう。

Sakamoto	&	Yamazaki	（2004）	は 1980年代のデータ
を用いて，社会に血液型性格判断の知識が広まること
により，結果として血液型と性格が関連する予言の自
己成就が生じる可能性を示唆した。これが正しければ，
1980年代から 20年経過した 2000年代では実際に血

液型と性格が関連してしまうという予測も成り立つ。
しかし，本研究は，2000年代のデータで血液型間の
差は見られないことを示した。そのため，血液型と性
格に社会的な意味での関連が生まれる予言の自己成就
は起きていなかった。
最後に，本研究の知見の制限を 1点述べたい。本研

究で扱った質問項目は，心理学で扱われているような
性格の測定を目的として測定されたものではなかっ
た。本来この調査は経済学の調査として行われたもの
であり，主に生活やお金に関連する質問項目が多いこ
とが特徴である。したがって，質問項目が標準化され
た性格特性を検討する項目でないという点には留意す
る必要があるかもしれない。ただし，生活に関する態
度は性格特性に影響されることを考えると，血液型が
性格に影響を及ぼしているならば，これほどの大規模
標本の調査であれば拾い出すことは可能だっただろ
う。それにもかかわらず，本研究では関連性を見出す
ことはできなかった。本論文の結果が性格と血液型に
関連が無いことを示す根拠となることに違いはないだ
ろう。

結　　論

本研究では，日本とアメリカの大規模な社会調査
データを用いて，血液型と性格との関連を検討した。
血液型間に性格に違いがあるかどうかを検討したが，
日本でもアメリカでもほとんどの項目で意味のある違
いは存在しなかった。その違いの大きさも極めて小さ
く，ほぼゼロだと見なせるものであった。本研究の知
見は，血液型と性格の無関連性を積極的に示す実証的
根拠を提供した。血液型と性格は無関連である。
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