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【要旨】

本論は，３節に分かれている。第１節では，２０００年に中国北京市で行った中学・高校生の性意

識と性（的）行動に関する調査の概要を記した。第２節では，性（的）行動（恋愛・キス・性交）

の学年による差の検討結果を記した。例えば，学年にともなって，恋愛とキスの経験率は徐々に

あがるが，性交の経験率には，そのような傾向が認められなかった。第３節では，中学生と高校

生の性（的）行動の性別と地域による差の検討結果を記した。例えば，高校生よりも中学生にお

ける性差が，また，市中心よりも遠郊における性差が顕著であった。とくに，遠郊の男子生徒の

性交経験率が異様に高かった。それらの結果は，北京市の中学・高校生の性（的）行動が全般に

活発化，低年齢化していることを示唆している。加えて，性情報の環境が変化し，１０代の性（的）

行動に強い影響を与えていることも明らかになった。そして，アダルト映像の視聴と性教育が相

互作用して，男子生徒の性（的）行動に影響を及ぼしているという仮説を導くことができた。
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Ⅰ 中国北京市中学・高校生の性意識と

性（的）行動の調査概要

１ 調査目的

８０年代初頭，中国が提唱した「条件のあると

ころが先に豊かになればよい」という「先富論」

は，人口の３分の２以上が住む農村との格差を

広げ，発展の不均衡という問題を惹起した。ま

た，自由化と多様化の流れは，都市部におい

て，かつては抑えられていたポルノ・売買春・

性犯罪・性病・エイズなどの問題を引き起こし

た。中国の改革開放，経済の発展，国際間の文

化交流の拡大に伴い，固有な社会構造体系は大

きく変化し，性に対する意識・行動も大きく変

わりつつある（１）（２）。

過去５年間，ほぼ年に１回程度，中国北京市

の中学生や高校生や大学生を対象に，インタ

ビュー調査を行ってきた。その結果，香港返還

後の中国（北京）では，青少年の性意識・性（的）

行動が活発化，低齢化しつつあることを見出し

た。しかしながら，それらに関する北京市の状

況について，参考になるデータがあまりないた
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め，北京市の中学生と高校生の性意識・性（的）

行動の全体状況を把握するために，中国ではあ

まり見られない大規模なアンケート調査を行う

ことにした。この調査を通じて，香港返還後の

北京市における性情報の環境変化とそれに伴う

青少年の性意識・行動の変化を検証するととも

に，それらの変化を規定する要因の解明を目的

とした。

２ 調査方法

サンプルの抽出：有為抽出法

２０００年２月から，サンプル抽出の検討，準備

作業に着手した。本調査を実施する前に，北京

市教育局と北京性健康教育研究会のリーダー，

青少年の教育研究に従事する研究者，学校現場

の教育者らに調査票とサンプル抽出の計画書を

提示し，アドバイスを求めた。そして，調査実

施を認めてくれる範囲で，サンプルを最大限に

抽出できるように努力した。最終的に選ばれた

３ヶ所の中学校と６ヶ所の高等学校に対して調

査依頼を正式に出した。

調査対象者の属性：

!１個人的属性（学年，性別）

!２社会的属性（地域（３），学校のレベル（４））

調査実施期間：２０００年９月５～２８日

調査票の配付と手続き：学校側のリーダー（校

長や教頭）の指示に従い，統一時間帯で２０分～

３０分の自習時間を利用して調査した。調査票の

回収率はほぼ１００％で，有効データ数は合計

６１５２人（中学生が２４７８人 高校生が３６７４人）で

ある。被調査者のプライバシーを守るために，

無記名で回答した調査票を事前に用意しておい

た両面テープ付きの封筒に入れさせ，完全に封

じてから調査担当者に手渡すことを原則とし

た。

調査票（用紙）の構成：

中学生と高校生用の調査票を２種類用意し

た。中学生版と高校生版に共通する質問内容は

以下の通りである。

１．基本属性（性別，学年）

２．友人関係（「親しい友達の有無とその相手

の性別」，「異性の友達がほしいか」の２項目）

３．恋愛に関する見方（８項目，３件法）

４．性に関する行動の経験等（「特定の異性と

の一対一の交際経験」，「キス経験」，「初めて

キスした学年」「キスした相手の人数」「性交

経験」「初めて性交した学年」「性交した相手

の人数」の７項目）

５．性情報の影響と情報源

!１性の情報源Ⅰ パーソナル・メディアから

の影響（３項目）

!２性の情報源Ⅱ マス・メディアからの影響

（３項目）

!３性の話題の提起（２項目）

６．性への関心（１３項目，５件法）

なお，高校生版にのみ含まれている質問は以

下の通りである。

!１「性交した理由」：性交経験がある人のみ

回答（１３項目，３件法）

!２「性交しない理由」：性交経験のない人の

み回答（１３項目，３件法）

!３性に対する態度（１５項目，５件法）

３ 結果と考察

調査内容が多いため，ここでは，第２，３節

と関連がある結果のみを取り上げる。

本調査で，多数の中学生と高校生において

は，学年に伴う性の発達を確認することができ

た。すなわち，学年につれて，恋愛に対する否

定的な見方が段々と肯定的になること，性に関

わる情報を積極的に取り込むようになること，

性への関心と性に関わる行動の経験率が高まる

ことが見出された（５）。

全体的にみると，恋愛経験のある中学生は

２８．２％，高校生は５１．４％である。キス経験があ

る中学生は９．３％，高校生は２９．６％である。性
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交経験がある中学生は３．８％，高校生は８．０％で

ある。中国では中・高校生を対象とした性意

識・性（的）行動の継続調査がないため，それ

らの数値を日本性教育協会の「第５回青少年の

性行動調査結果」（１９９９年１１月～２０００年１月）

と比較してみると，恋愛経験は，日本の中学生

が約２３％，高校生が約５２％である。キス経験率

は，日本の中学生が約１３％，高校生が約４１％で

ある。性交経験率は，日本の中学生が約３．４％，

高校生が約２５．１％である。これらを見ると，北

京市の高校生よりも，中学生の恋愛・キス・性

交の経験率が，日本のデータとの差が小さいこ

とがわかる。

ところで，筆者は，１９９５年夏から５年間をか

けて，中国北京市（主に市中心および近隣地区）

の１０代の若者を対象にインタビュー調査を行っ

た。その結果によると，１９９８年以降，北京の大

学生，高校生，中学生の性意識・性（交）行動

が活発化している傾向を見出した。そして，大

学生と比べ，中学や高校生の性意識・性（交）

行動の活発化が目覚しいことがわかった（未発

表）。例えば，１９９５年～２０００年初の間に，大学

生の性交経験率は２０％程度から２５％前後まで，

徐々にあがっていく傾向を示した。ところが，

中学生と高校生は１９９５～１９９７年の間に性交経験

率（平均２．３％）がほとんど変わらなかったの

に，１９９８と１９９９年のわずか２年間の間に，性交

経験率が５～９．６％にあがってきた。このよう

な結果を得られたのは，北京市における性情報

の環境変化（情報内容を含める）と強い関連が

あると考えている。そして，青年期よりも思春

期のほうが，その変化に敏感に反応しているの

ではないか，との仮説を導くことができるだろ

う。この仮説を検証する研究の結果は，別の機

会に報告する予定である。

では，性情報の環境変化（６）が北京市の中学生

や高校生の性意識・性（的）行動にどのような

影響を与えているのかについて，以後見ていく

ことにする。

Ⅱ 学年による性（的）行動の違い

１ 目的と方法

本調査によると，普通高校と職業高校の間

で，恋愛（χ２（１）＝１３０．４９４ Ｐ＜．００１），キス

（χ２（１）＝１８８．５８０ Ｐ＜．００１），性 交（χ２（１）

＝７４．９１２ Ｐ＜．００１）の各経験率に有意差が認

められた。そして，中学校は，すべて普通学校

である。そのため，職業高校のデータを除き，

普通中学校（３学年）と普通高校（３学年）の

合計６つの学年において，恋愛・キス・性交の

経験率がどのように異なるかを検討する。

２ 結果と考察

学校のレベルからみると，普通高校生の恋

愛，キス，性交の経験率は，３９．８％，１６．８％，

３．２％であることがわかった（第１節には中学

Table１ 学年による性（的）行動の基本統計

恋愛経験／n（％） キス経験／n（％） 性交経験／n（％）

中学１年生（n＝３８８） ３３（９．０） １８（４．９） ９（２．４）

中学２年生（n＝９４０） ２５０（２７．５） ８９（９．８） ４７（５．１）

中学３年生（n＝１１５０） ３９４（３５．１） １１７（１０．４） ３７（３．２）

高校１年生（n＝３３９） １０８（３２．３） ３６（１１．０） ５（１．５）

高校２年生（n＝７２３） ２９６（４１．２） １１４（１６．０） １７（２．４）

高校３年生（n＝４０５） １７５（４３．８） ９２（２３．２） ２５（６．２）

合 計（n＝３９４５） １２５６（３２．６） ４６６（１２．１） １４０（３．６）
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生と高校生〈普通と職業〉の経験率を記してい

る）。Table１では，学年につれて恋愛とキスの

経験率が徐々にあがっていく傾向が認められる

が，性交の経験率においては，そのような傾向

は見られなかった。

なぜ，学年が上がるにつれて，性交の経験率

が徐々に上がっていく傾向を得られなかったの

かについては，広義での性（的）行動の中，中

学・高校生の性交行動と恋愛やキス行動との違

いは一体にどこにあるのかというテーマを追究

すると，北京市における性情報の環境が著しく

変化したことが第一要因として考えられる。

中国の出版制度においては，性刺激描写やエ

ロチックな書物・映像などが「精神汚染」と呼

ばれ，それらを出版や販売することが一切禁止

されていた。通常，政府は１，２年に１回，

「掃黄」（市販のエロチックな雑誌，ビデオを

取り締まる）活動を行うが，それにもかかわら

ず，そういう本や雑誌は，往々にして発禁しき

れず，また没収しきれなかった。没収にあたっ

て，書店は積極的に応じるように見せかけて，

実際にはかなりの数を秘匿し，闇のルートで販

売していた。また，中国の出版業界の法律制度

が不十分であるため，出版社の偽名を使って，

出版・販売するケースが少なくない。このよう

に，中国市場における性情報の流通について

は，「建前」と「本音」の部分を理解した上で，

社会環境の変化状況を認識しておかねばならな

い。

８０年代末から２０００年までの，北京市におけ

る，性情報の環境変化のプロセスは，３つの段

階に分けて考えることができる。

第１段階は，１９８５年から１９９３年にかけて，性

を描写する出版物が出版業者の主要な収入源と

なり，盛んになった時期である。１９８５～１９８６年

をきっかけに，北京市の市場で販売された書

籍・雑誌の内容に，質的にも量的にも，いわゆ

る性に関わる情報が一気に増えてきた。当時，

書店や売店の本棚には，性の雑誌や週刊誌の専

用スペースができて，購買する人で込み合って

いる様子をもって社会病理と称せられていた。

そして，その時点から，北京市は，性情報が無

い時代からある時代に変身した。

第２段階は，第１段階の特徴が文字というな

らば，より視覚的な効果を強調する映像や写真

が登場する時期である。１９９５年前後には，沿海

地区からアダルトビデオ・VCDやコミック漫

画が徐々に内陸の北京市に潜み込んできた。

１９９７年末から１９９８年にかけて，香港返還後の北

京市の中心と隣接地域では，地方からきたお金

を稼ぐ人達が，学校から帰宅途中の生徒らにア

ダルトVCDを誘買するという街頭光景が一時

的に社会焦点になった。

第３段階は，アダルトVCDやコミック漫画

が北京の市中心および隣接地区から遠郊（農村）

にまで広がっていった時期である。１９９９年１０月

１日は中国建国５０周年記念日であるため，北京

市の環境を改善する重要な一環として，「掃黄

活動」が厳しくなった。その影響で，アダルト

VCDの販売ルートが止むを得ず変わることに

なった。ピーク期とする１９９８年には，地方から

きた販売人が集中する主要な地域は，北京市の

市中心と隣接地区であった。政府の規制体制が

厳しくなることに従い，販売人は身を隠し，市

中心より規制が緩い遠郊（農村）地域に足を伸

ばしはじめた。

本調査では，中学・高校生の性（的）行動，

特に性交行動が，北京市における性情報環境の

変化と強い関連性があると考えられている。だ

が，両者の関連性をより一層に明確にするため

に，次に，地域と性別による中学生と高校生の

性（的）行動の違いについて，詳しく検討する。
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Ⅲ 中学２年生と高校２年生の性（的）

行動の違い

１ 目的と方法

ここでは，２年生のデータのみを用いて，中

学生（n＝９４０）と高校生（n＝７２３）の比較を

行う。それは，次のことに配慮したからであ

る。まず，本調査で言及する中学１年生は，中

学校に入ったばかりの新入生（中国の中学・高

校では９月１日に入学）である。次に，３年生

のデータ数が，中学と高校で大きな格差がある

からである。

特に，ここでは，以下の分析を行った。

!１性別と地域による中学２年生の性（的）行

動の検討

!２性別と地域による高校２年生の性（的）行

動の検討

!３中学２年生と高校２年生の性（的）行動の

違いの検討

２ 結 果

!１性別と地域による中学２年生の性（的）行動

の検討

中学２年生のデータを用いて，まず，性別×

地域のχ２検定を行った。その結果，両者の有

意な連関性は認められなかった（χ２（２）＝．０８１

Ｐ＞．１０）。つまり，地域や性別による違いが存

在しないことが確認された。

次に，地域（市中心と近郊と遠郊）と性別（男

と女）の３×２の２要因を設定し，その組み合

わせから６群をつくり，その６群について，上

記３種類の性（的）行動の経験率を算出し，そ

の経験率から逆正弦変換法で角変換値を算出

し，性別×地域の２要因分散分析を行った。

中学２年生の恋愛経験率については，性別の

主効果が有意であったが，地域の主効果，地域

×性別の交互作用は有意な傾向を示した（Ta-

ble ２）。地域と性別によって恋愛行動経験率が

どのように違うかを見るために，ノンパラメト

リック検定や多重比較を行った。

●地域差：市中心と遠郊の間に有意差（Ｐ

＜．０１），市中心と近郊の間に有意な傾向差

（Ｐ＜．１０）が認められたが，近郊と遠郊の

Table２ 逆正弦変換法による中学生２年生の性別と地域の２要因分散分析表

恋 愛 経 験 キ ス 経 験 性 交 経 験

変 動 因 平方和 df χ２ 平方和 df χ２ 平方和 df χ２

地域 ４１．９３６ ２ ５．４４５＋ １０３．１０６ ２ １６．８４７＊＊＊ ８５．４７２ ２ １４．８７２＊＊＊

性別 １１６．６９０ １ １５．１５１＊＊＊ ４２．２９５ １ ６．９１１＊＊ ７６．６８４ １ １３．３４３＊＊＊

地域と性別の交互作用 ３８．３７２ ２ ４．９８２＋ １０３．８５ ２ １６．９６９＊＊＊ ３５．２８４ ２ ６．１４０＊

計（全群間） １９６．９９８ ５ ２５．５７８＊＊＊ ２４９．２５４ ５ ４０．７８０＊＊＊ １９７．４４０ ５ ３４．３５５＊＊＊

＊＊＊（Ｐ＜．００１） ＊＊（Ｐ＜．０１） ＊（Ｐ＜．０５） ＋（Ｐ＜．１０）

Table３ 恋愛経験がある人の所在地域×性別のクロス表

中２男子／n（％） 中２女子／n（％） 合計／n（％）

市 中 心（n＝２９１） ３５（１２．０） ２９（１０．０） ６４（２２．０）

近 郊（n＝３３４） ５４（１６．２） ４０（１２．０） ９４（２８．１）

遠 郊（n＝２８５） ６３（２２．１） ２９（１０．２） ９２（３２．３）

合 計（n＝９１０） １５２（１６．７） ９８（１０．８） ２５０（２７．５）
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間には有意差はなかった（Ｐ＞．１０）。

●性差：女子より男子生徒の経験率が高かった

（Ｐ＜．００１）。

●交互作用：市中心では男女による恋愛経験率

に有意差はなかったが（Ｐ＞．１０），近郊（Ｐ

＜．０５）と遠郊（Ｐ＜．００１）では有意な性差

があった。

男子生徒の恋愛経験率には，市中心と近郊に

有意差はなかったが（Ｐ＞．１０），市中心と遠郊

（Ｐ＜．００１），近郊と遠郊（Ｐ＜．０５）の間には

有意差があった。女子生徒の恋愛経験率には，

地域による有意差はなかった（すべてＰ＞．１０）。

中学２年生のキス経験率については，地域と

性別の主効果，地域×性別の交互作用がすべて

有意であった（Table２）。地域と性別によって

キス経験率がどのように違うかを見るために，

ノンパラメトリック検定や多重比較を行った。

●地域差：市中心と遠郊（Ｐ＜．０１），近郊と遠

郊（Ｐ＜．００１）の間には有意差があったが，

市中心と近郊には有意差がなかった（Ｐ

＞．１０）。

●性差：女子生徒より男子生徒の経験率が高

かった（Ｐ＜．０１）。

●交互作用：市中心（Ｐ＞．１０）と近郊（Ｐ＞．１０）

では男女によるキス経験率に有意差はなかっ

たが，遠郊では男女によるキス経験率に有意

差があった（Ｐ＜．００１）。

男子生徒のキス経験率は，市中心と遠郊（Ｐ

＜．００１），近郊と遠郊（Ｐ＜．００１）の間に有意

差があったが，市中心と近郊には有意差はな

かった（Ｐ＞．１０）。女子生徒のキス経験率には，

地域による有意差はなかった（すべてＰ＞．１０）。

中学２年生の性交経験率については，地域と

性別の主効果，地域×性別の交互作用のすべて

が有意であった（Table２）。地域と性別によっ

て性交経験率がどのように違うかを見るため

に，ノンパラメトリック検定や多重比較を行っ

た。

●地域差：市中心と遠郊（Ｐ＜．００１），近郊と

遠郊（Ｐ＜．００１）の間に有意差があったが，

市中心と近郊には有意差はなかった（Ｐ

＞．１０）。

●性差：女子生徒より男子生徒の経験率の方が

高かった（Ｐ＜．００１）。

●交互作用：市中心（Ｐ＞．１０）と近郊（Ｐ＞．１０）

では男女によって性交経験率に有意差はな

かったが，遠郊では男女による性交経験率に

有意差があった（Ｐ＜．００１）。

Table５ 性交経験がある人の所在地域×性別のクロス表

中２男子／n（％） 中２女子／n（％） 合計／n（％）

市 中 心（n＝２９４） ６（２．０） ２（０．７） ８（２．７）

近 郊（n＝３３４） ６（１．８） ４（１．２） １０（３．０）

遠 郊（n＝２８８） ２４（８．３） ５（１．７） ２９（１０．１）

合 計（n＝９１６） ３６（３．９） １１（１．２） ４７（５．１）

Table４ キス経験がある人の所在地域×性別のクロス表

中２男子／n（％） 中２女子／n（％） 合計／n（％）

市 中 心（n＝２９１） １２（４．１） １３（４．５） ２５（８．６）

近 郊（n＝３３４） ８（２．４） ９（２．７） １７（５．１）

遠 郊（n＝２８７） ３８（１３．２） ９（３．１） ４７（１６．４）

合 計（n＝９１２） ５８（６．４） ３１（３．４） ８９（９．８）
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男子生徒の性交経験率は，市中心と遠郊（Ｐ

＜．００１），近郊と遠郊（Ｐ＜．００１）の間に有意

差があったが，市中心と近郊には有意差がな

かった（Ｐ＞．１０）。女子生徒の性交経験率は，

地域による有意差はなかった（すべてＰ＞．１０）。

!２性別と地域による高校２年生の性（的）行動

の検討

まず，高校２年生のデータを用いて，性別×

地域のχ２検定を行ったが，両者の有意な連関

性は認められなかった（χ２（２）＝．４８８ Ｐ

＞．１０）。つまり，地域と性別によって違いのな

いことが確認できた。次に，中学生２年生と同

じ手法で，逆正弦変換法による性別×地域の２

要因分散分析を行った。

高校２年生の恋愛経験率については，性別，

地域の主効果と地域×性別の交互作用がすべて

有意でなかった（Table６）。

高校２年生のキス経験率については，性別の

主効果が有意であり，地域の主効果が有意な傾

向であったが，地域×性別の交互作用は有意で

なかった（Table６）。性別と地域によってキス

経験率はどのように違うかを見るために，ノン

パラメトリック検定や多重比較を行った。

●地域差：市中心と遠郊（Ｐ＜．０５），近郊と遠

郊の（Ｐ＜．０５）間に有意差があったが，市

中心と近郊には有意差はなかった（Ｐ＞．１０）。

●性差：女子生徒より男子生徒の経験率の方が

高かった（Ｐ＜．０１）。

高校２年生の性交経験率については，性別の

主効果が有意であったが，地域の主効果と地域

Table６ 逆正弦変換法による高校２年生の性別と地域の２要因分散分析表

恋 愛 経 験 キ ス 経 験 性 交 経 験

変 動 因 平方和 df χ２ 平方和 df χ２ 平方和 df χ２

地域 ５．７６９ ２ ．４４７ ４９．０１３ ２ ５．３７８＋ １．８６９ ２ ．２４４

性別 ２５．７９２ １ １．９８８ ６１．８８９ １ ６．７９１＊＊ ５１．６８３ １ ６．７４４＊＊

地域と性別の交互作用 ９．７３１ ２ ．７５４ ９．６７３ ２ １．０６２ ２．１４８ ２ ．２８０

計（全群間） ４１．２９２ ５ ３．１９８ １２０．５７５ ５ １３．２３１＊ ５５．７ ５ ７．２６９

＊＊（Ｐ＜．０１） ＊（Ｐ＜．０５） ＋（Ｐ＜．１０）

Table７ キス経験がある人の所在地域×性別のクロス表

高２男子／n（％） 高２女子／n（％） 合計／n（％）

市 中 心（n＝２０５） ２５（１２．２） １５（７．３） ４０（１９．５）

近 郊（n＝１７５） ２０（１１．４） １４（８．０） ３４（１９．４）

遠 郊（n＝３２７） ２９（８．９） １１（３．４） ４０（１２．２）

合 計（n＝７０７） ７４（１０．５） ４０（５．７） １１４（１６．１）

Table８ 性交経験がある人の所在地域×性別のクロス表

高２男子／n（％） 高２女子／n（％） 合計／n（％）

市 中 心（n＝２０７） ５（２．４） １（０．５） ６（２．９）

近 郊（n＝１７５） ３（１．７） １（０．６） ４（２．３）

遠 郊（n＝３２３） ６（１．９） １（０．３） ７（２．２）

合 計（n＝７０５） １４（２．０） ３（０．４） １７（２．４）
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×性別の交互作用は有意でなかった（Table６）。

性別によって性交経験率にどのような違いがあ

るかを検討するために，ノンパラメトリック検

定を行った。その結果，女子生徒より男子生徒

の経験率の方が高かった（Ｐ＜．０１）。

!３中学２年生と高校２年生の性交行動の違い

χ２検定を行った結果，恋愛やキス行動の経

験率は，高校２年生が中学２年生よりも高かっ

たが（χ２（１）＝３４．０５７ Ｐ＜．００１，χ２（１）＝１４．１２４

Ｐ＜．００１），性交経験率は，中学２年生の方が

逆に高かった（χ２（１）＝７．９８３ Ｐ＜．０５）。中

学生２年生と高校２年生の性交行動のどこに違

いがあるのかについて，次の基本統計結果を参

考に見ておきたい。

まず，性交経験のある人のみが答える項目

で，「初性交したのは小学校時代」とした人は，

中学２年生が４８．９％（２３／４７人），高校２年生が

１６．７％（２／１２人）であった。逆に，半数（６／１２

人）の高校２年生が「中学校３年生の時」と答

えている。ノンパラメトリック検定を行った結

果，高校２年生より中学生２年生のほうが，初

性交の年齢が低いことが確認された（Ｐ

＜．００１）。また，「性交した相手の人数」につい

てノンパラメトリック検定を行った結果，中学

２年生と高校２年生の間に有意差はなかった

（Ｐ＞．１０）。Table９のように，多数の中学２

年生と高校２年生は「性交した相手が１人だ」

と答えているが，少人数のものは「相手が３人

以上だ」と答えている。そのような人には，中

学２年生の割合が高かった。

以上の結果から，次のようなことが言えるだ

ろう。３年前の北京と比べて，性（交）行動は

低年齢化，活発化する傾向があり，そして進行

スピードが想像を超えるほど速い。３年前の中

学生と現時点での中学生の性（交）行動は，同

質なものと考えてはいけない。すなわち，現時

点での中学生には，性の刺激・快感を追求する

遊びの性が強く見られているからである。

３ 考 察

!１性別と地域による性（的）行動の違い

性別や地域あるいは両者の交互作用により，

性（的）行動に違いのあることが明らかになっ

た。すなわち，農村地区に近ければ近いほど，

性に対する封建的・保守的な考え方が根強く

残っている。「男に寛容的，女に非寛容的」と

いう性の二重基準が遠郊地区では最も顕著に窺

える。１９４９年に中国が誕生して以来，学校教育

のカリキュラムに男女平等の内容が大量に取り

入れられたが，現実には教育水準が低く，閉鎖

性のある農村では，「男尊女卑」「男は能動的，

女は受動的」という考え方がまだまだ生き延び

ている。

性（的）行動（恋愛・キス・性交）に，性別

と地域による違いがあることは，つまり，性の

心理面と生理面を分けて考える必要性があるこ

とを意味する。具体的には，「心理の性」，つま

り，恋愛行動においては男女差がほとんどな

かったが，「生理の性」，つまり，キスと性交行

動においては男女差のあることが示された。こ

れらの男女の性（的）行動の格差を拡大させる

要因は，普段接触している性情報とその源泉に

関連しているという仮説を提唱する。本調査で

は，性情報とそれを獲得するルートをめぐる性

Table９ 中学・高校２年生×性交相手の人数のクロス表

１人／n（％） ２人／n（％） ３人以上／n（％）

中学２年生（n＝ ４７） ２８（５９．６） ７（１４．９） １２（２５．５）

高校２年生（n＝ １８） １３（７２．２） ３（１６．７） ２（１１．１）

合 計（n＝ ６５） ４１（６３．１） １０（１５．４） １４（２１．５）
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の心理面と生理面において，男女の格差が顕著

であることを確認した（７）。紙面の関係で，この

部分の説明はこれ以上触れないことにする。

!２中学２年生と高校２年生の性交行動の違い

恋愛やキス行動の経験率は，中学２年生より

高校２年生の方が高く，学年につれて性の発達

段階が認められたが，性交行動の経験率は，高

校２年生より中学２年生の方が高くて，性の発

達段階は認められなかった。

なお，市中心や近郊の中学２年の男子生徒と

比べて，遠郊の中学２年男子生徒の性交経験率

が異様に高かった。遠郊の中学２年男子生徒の

性交行動を促進する要因は何か，まさに興味深

い。本調査の結果は，遠郊の中学２年男子生徒

のアダルト映像視聴率が，市中心や近郊の彼ら

のそれよりも高いことを示していた。偶然なこ

とかもしれないが，本調査で取り扱った３ヶ所

の中学校では，市中心の学校よりも遠郊の学校

の方が性教育を基本的に実施していない。

したがって，中国北京市の中学・高校生の性

交行動に影響を及ぼす要因は，アダルト映像の

視聴と性の学習・教育の相互作用によるもので

ある，という仮説を提唱したい。今後は，性情

報の環境変化と具体内容（特にアダルト映像の

視聴）と性の学習・教育（特に内容の構成と着

目点）とその相互作用の影響について，追究す

るつもりである。

Ⅳ 総合考察

本研究では，北京市における性情報の環境の

変化に伴い，中学・高校生の性意識・性（的）

行動が変化することが確認された。性（的）行

動（特に性交行動）に影響を及ぼす要因につい

ては，新たな仮説を導くことができた。すなわ

ち，性情報とその源泉（特にアダルト映像の視

聴）と性の学習・教育の相互作用が，中学・高

校生の性（的）行動（特に性交行動）に影響を

及ぼすという仮説である。今後は，これを検証

し，影響過程を明確にしたい。

なお，本研究から，学年や性別や地域による

性（的）行動の違いについて，次のような知見

を得ることができた。

!１性の発達

第１節では，「多数の生徒」に関して，学年

が上がるにつれて性の発達の上昇傾向が認めら

れたが，「少人数の生徒」に関しては，そのよ

うな傾向が認められなかった。第２，３節で

は，恋愛とキス行動において，学年が上がるに

つれて性の発達の上昇傾向が認められたが，性

交行動においては，認められなかった。つま

り，高校２年生より中学２年生の性交経験率が

高く，性交行動が低年齢化，活発化する傾向が

窺われた。

性の発達あるいは性の発達段階に応じた学校

性教育を展開するようにとの指示は，これらの

「多数生徒と少数生徒」のニーズを区別せず，

論じたものである。最近，実践性あるいは実効

性のある学校性教育を強調するようになった日

本においても，生徒のさまざまの学習ニーズに

応じた指導綱領や指導内容の作成において，大

きな困難性を迎えている。

どの学校・学級・クラスにおいても，「多数

者と少数者」の存在がある。彼らの各々な性の

学習ニーズに応じる性教育の指導プログラムが

不可欠であろう。だが，今までに，中国にせよ

日本にせよ，必要な工夫と努力がなされていな

いのが現状であろう。つまり，学校現場におい

ては，クラスの授業と保健室の相談によって，

性の学習（教育）が行われいる。両方の役割あ

るいは分担が再び明確にされる必要性があると

提唱する。それは，各自のものを専門化せよと

いうことでなく，つまり，より一層に協力・連

携してほしいと望んでいるからである。そうす

れば，いわゆる実践性のある学校性教育の実現

が可能になると考えるからである。
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!２性（差）に関わる生得的要因と社会的要因

横浜市立大学医学部教授貴邑冨久子氏は「女

の心・男の心―脳の性分化はいつ起こるか」と

いう論文（８）で，次のようなことを述べている。

「脳科学によれば，古い脳（くわしくは，大

脳辺縁系―視床下部系）の構造には，女性型と

男性型で異なる神経核と神経回路が見られ，こ

れらは，出生前にできあがる。一方，新しい脳

（くわしくは，新皮質）には，機能と密接にか

かわる構造としてコラムと神経回路があるが，

これらは，出生後に，環境刺激に応じてできあ

がっていくことを近年の脳科学が教えている。

もしここに性が見られるとしたら後天的で，社

会的文化的であるといわざるを得ない」。

さらに，貴邑氏は「新しい脳の基本的な構造

のできあがり方を考慮すると，男性優位社会の

養育・教育環境が，女と男の新しい脳の構造と

機能に性差をつくる可能性がある」，という仮

説を提唱している。そして，養育・教育の影響

を徐去してみなければ，生物学的セックスが存

在するかどうかを知ることができない，という

ことを強調しながら，「等しい環境で育てられ，

等しい教育をうけ，等しい社会生活を送ってい

る男女の機能の比較のみが，新しい脳がかかわ

る知的機能における生物学的性差の有無を明ら

かにするであろう」と，述べている。まさに，

同感である。

本研究の結果によると，教育を通して，男女

平等の意識が強くなってきた北京市の市中心で

は，男女による性（的）行動の違いはなかった

が，男尊女卑意識がまだまだ残されている農村

（遠郊）では，男女による性（的）行動の違い

が顕著であった。そして，性の心理面よりも性

の生理面（キス・性交行動）において，男女の

性差が確認された。このように，性情報の獲

得，性の話題提供なども含めて，意識や行動に

性差があることは，どう解釈すればいいのだろ

うか。

今後には，学年と性別と地域による性（的）

行動に影響を及ぼす要因として，性情報とその

源泉，性の話題提供，性への関心と態度につい

ても，問題点を絞って検討するつもりである。

Ⅴ 付 記

本研究の一部は，日本社会心理学会第４２回大

会（９）および第１回アジア性教育学術シンポジウ

ム（１０）において発表した。異国で研究の道を辿っ

ているうちに，日本の方々から暖かい励ましを

いただきました。この思いは，一生の宝として

大切にしておきたいと思います。この場を借り

させていただきまして，私の個人指導高木修先

生（関西大学社会学部教授），国立オリンピッ

ク記念青少年総合センター研究紀要委員会の

方々，そして私の「成長」を望んでいる日本の

方々に，心より御礼を申し上げます。
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