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Ⅰ.“血液型と気質体質”に関する研究の跡 
 
 ［研究の始まり－概略］ 
 

 最初に、血液型が発見されたのは今から約 1世紀前の 1901年、Land steiner K（オースト
リア生まれ・この発見によりノーベル賞受賞）によってである。ここで初めて、人間を含めた生物には、
成分の違いを示す物質があることを知ることになる。 
 血液型と気質の関わりが言い出されるようになったのは、その十数年後の大正時代であると思わ
れるが、日本での最初の主唱者は、東京女子高等師範学校（現在の御茶ノ水女子大）で教
育心理学を教えた古川竹二である。古川教授は 1932 年（昭和 7 年）「血液型と気質」（三
省堂刊）に研究成果をまとめた。 
 古川教授の「血液型と気質」の研究は、一部の軍隊では兵の適性を見るのに歓迎され、医学界
にも広く紹介された。しかし、当時は自分の血液型を正確に知る人も少なく、研究の進展も難しか
った。結局、医学界の一部から反対を受けたのをきっかけに、古川教授は研究を断念することにな
る。 
 それから40年後、作家の能見正比古が30年余りの観察と分析結果を「血液型でわかる相性」
（青春出版社）にまとめた。 
 能見正比古は、「血液型人間学」を新たな人間の心の科学として提唱した。また、大量の性格
行動に関するアンケート調査や血液型のデータにより、科学的な見解を証明するとともに、著書の
発表により、広く一般に知らせた。 
 1981 年 10 月、能見正比古没後、共同研究者であった長男、能見俊賢により、これらの研究
は引継がれることになった。 
 能見俊賢は現在、人材教育やカウンセリングなど、社会への実用的な活用に向けて研究を進め
ている。 
  
 この研究は、血液型の発見以来、各国で関心を持つ学者や研究者が存在し、統計的結果を
論文などに残している。しかし、どれも継続しては行われていない。現在でも、能見正比古による
「血液型人間学」が信頼できるデータと観察記録を最も多く残している。 
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◆海外の研究論文 
 
Leone Bourdel （フランス） 
 
Raymond B. Cattell 
 「The relation of blood types to primary and secondary personality traits」／
The Mankind Quarterly,pp.205-258, Vol. 20／1980 
 
Donald A. Swan 
「The relationship between ABO blood type and factor of personality among 
south Mississippi 'Anglo-Saxon' school children」」／The Mankind Quarterly, 
pp.205-258, Vol. 20／1980 
 
V.V.Jogawar（インド） 
「Personality correlates of human blood groups.」／Personality and Individual 
Differences, pp. 215-216, Vol.4／1983 
 
Peter.J.Dadamo（アメリカ） 
「Eat right for your type」／G.P.PUTNAM’S SONS／1996 

 
 その他、中国、メキシコなど。 
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Ⅱ. 能見正比古「血液型人間学」のあらまし 
 
  ［研究のはじまり］ 
 

 能見正比古が血液型と人間の性格行動の関わりに関心を持つきっかけになったのは、金沢の中
学時代にさかのぼる。 
能見は最初、彼の姉から、血液型と人の性格には何らかの関係があるという話しを聞かされ、強

い関心を持つ。その後、自分と関わるあらゆる人間関係において、血液型を通じて眺めるようになり、
血液型人間観察を重ねることになる。 
 その30年後、血液型と人間の性格に強い相関関係があることを確信した能見正比古は、血液
型人間観察と分析の結果を、「血液型でわかる相性」／青春出版社（1971年） に著した。 
 その頃の一般的な血液型についての知識は、「Ａ型は大人しい」「Ｏ型は積極的」というような、
噂話し程度のことであったが、能見正比古の著書により、多くの人々が強い関心を持ち、その説得
力ある分析に共感することになった。 
 その後、血液型のデータ収集、アンケート調査等の分析に本格的に取組み、統計学上の数々
の有為性を認める結果を得て、血液型と人間の気質行動との相関を立証している。 
 能見正比古は、「血液型人間学」という、新しい心の科学の分野を改めて提唱した。 
 彼は研究において、“人間の心の科学は、野外研究、実地調査で行なわれるべきであり、多くの
人々に実用できるものでなければその価値がない”という信念のもとに、1 つずつ事実データを重ね、
血液型と性格の関わりを証明し、その分析、活用の方法を一般の人々に分かりやすく示していくこと
で、この新分野の開拓の道を探り、大衆により創られる科学を目指した。 

 
 ［研究活動の軌跡］ 
  ○研究報告資料 
  1972年 最初の著書「血液型でわかる相性」を出版。 
 1973年 「血液型人間学」出版。 
   ・気質アンケート（5千人）による結果報告。 

1974年 「血液型愛情学」 
・ 男女の愛情に関する（6千人）アンケートの結果報告。 

1976年 「血液型活用学」 
1976年 「血液型スポーツ学」 

・ 陸上選手と血液型のデータを報告。血液型と体質の相関を実証する。 
1977年 「血液型エッセンス」 
1978年 「血液型政治学」 

   ※その他、全部で 13冊の著書で研究報告。  ⇒〈著書リスト参照〉 
  ○その他の活動 

1979年 ABO の会設立。 
・ 研究の普及、発展の人材育成や情報の収集機能の充実を計る目的で設立。 （会員数、
延べ 3000人） ※1986年解散。 



血液型人間学－研究資料 

研究室外秘 5 

講演、テレビ、ラジオ出演、雑誌執筆。 
  ○1981年 能見正比古死去。 
  ○同年、能見俊賢に全ての活動が引継がれる。 
 1982年 「血液型つきあい相性学」出版。 

※ その他、能見正比古著書の改訂版を含め多数の著書出版。 
 ⇒〈著書リスト参照〉 

  ○1988年 米国サイモン＆シュースター社より、初の英語翻訳本出版。 
  ○その他、アジアの各地で翻訳出版。（韓国／台湾／タイ）  ⇒〈著書リスト参照〉 
  ○2002年 韓国講演会、ＴＶ出演。 
  〈データの調査分析〉 

・各専門分野、一般読者に向けた気質に関するアンケート調査。（設問累計 150万件） 
 ・各界（政界、財界、文化界、スポーツ界、芸能界等）の血液型調査。（80 分野、2 万 5 千
人） 
 ・保育園などでの幼児教育現場における行動観測。 
 ・各分野に関わる人々の取材。 
 
  〈出版著書〉 
 ・全 85冊（時代経過による改訂版及び文庫本 30冊あまりを含む。） 
       ⇒〈著書リスト参照〉 
 ・総計出版部数、およそ 1000万部。 

・ 主な出版社（青春出版社／廣済堂出版／日本文芸社／文化創作出版／講談社／小学
館／角川書店／学習研究社／サンケイ出版／その他） 

 
  〈雑誌掲載記事〉 
 －主な掲載誌など－ 
 日刊現代   日本経済新聞社  （財）日本老人福祉財団 「ゆうゆう」  日刊スポーツ  

日本文芸社  日本文化出版 「月刊バレーボール」  日本文化出版 「ゴルフクラシック」  日
本文化出版 「テニスクラシック」  日本放送出版協会  日本書籍  日経ベンチャー  日本
家庭教師センター学院  日本証券新聞社  西日本新聞社  新潟日報社  ノンノ  モア  
話の特集  評言社  PHP 研究所  ひよこクラブ  微笑  週刊文春  オール読物  リビン
グブック  福武書店  富士フォルム  プルミエ社  文化通信社  婦人生活  婦人画報社  
フジ新聞社  フラウ編集部  平凡パンチ  平和出版  ベースボールマガジン  ベストセラーズ  
編集企画社  北海道新聞  ボルチモア サン 新聞社  読売新聞  報知新聞  保険企
画出版社  ダカーポ  週刊平凡  サンデー毎日  山形新聞社  山と渓谷社  八重洲出
版  ヤラカス館本店  リイドコミック  リクルート  ロングセラーズ  若林出版企画  早稲田
大学学生新聞社  ラックエース  素敵な女性  NEXT  ジャパン・ピ-プル  アクタス  週刊
女性  週刊宝石  歴史読本  ふたりの部屋  暮らしの演出  楽しい収納の本  サムアッ
プル  プラスワン  １人暮らしの部屋  住まいのリフォームスリーエル  週刊明星  SAN 
SUN  週刊プレイボーイ  少年マガジン  コスモポリタン  ビッグトゥモロー  ２００１年  
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ペントハウス  ヤングレディ  婦人倶楽部  歴史街道  とらばーゆ  キャンキャン  月刊シナ
リオ教室  アンアン  ウータン  パセリ  モーターサイクリスト  月刊ブルグ  ひらがなタイムズ  
ＳＰＡ  デニム  中学２年コース  ザ・ベスト  週刊ベースボールマガジン  アルバ  ゴルフ
マガジン  週刊パーゴルフ  ゴルフダイジェスト  アルバイトａｎ  タカシマヤ暮らしのショッピング  
リイド  少年サンディーグラフッィク  マーガレット  モンスターランド  経済界  スチュワーデスの
本  健康時代  隣人  ナース専科  求人ニュース リクエスト  月刊喫茶店経営  週刊
求人タイムズ  週刊時事  日経ベンチャー  株式新聞  イマジネーション  学研サイン  シ
ョッピング  サーベイング 21  ＰＨＰ  大学生のための就職マガジン  ＶＩＰニュース  ワイ
ズ  リー  ソフィア  シーズ「美しい部屋」  スイートベビー  北日本新聞「奥様便利帳」  ク
ック  ジュノン  ジュニアスタイム  ビューティアップ  ポップティーン  暮らしの百科  新鮮  
月刊ミンクス  私の赤ちゃん  中学１年コース  婦人公論  クラッシャー  暮らしの家計簿  
ＭＣシスター  ウィズ  月刊カドカワ  進学ゼミ  大学受験Ｖコース  関熟タイムズ  中 2
時代  中学３年コース  抄教育技術  ４年の科学  ベストバイク  ドライバー  スコラ シ
ティランナー  演歌ジャーナル  週刊テレビライフ  月刊ソングブック  週刊大衆  週刊読売  
フラウ  プルーゴ  ヘルシートーク  転職マガジンビーイング  女性自身  東京スポーツ  内
外タイムズ  学芸通信  週間朝日  ＥＳＳＳＥ  たまごクラブ  聖心ジャーナル  新大
阪  psychology today  the japan times weekly  tokyo journal  die zwei そ
の他 

 
  〈講演活動〉 

－主な講演先－ 
栃木県自治研修所 北海道電力  （株）不二家  丸井労働

組合 全国各店 （株）三菱電機 （株）ミツウロコ （株）山﨑建設 新潟県行政書士会
  

小原流華道  （株）山善  安田生命  住友生命 
第一生命  朝日生命  日本生命  明治生命  
（株）東京日産 豊田自動織機労働組合 （株）長崎屋  新潟西社

会保険事務所  
トッパン・ムーア（株） 栗原公喬  産経新聞社  新孝金属

工業（株） 
緑友会（札幌） 小野田セメント労働組合 東芝電気（株） 田 中 歯 科 器 械

（株） 
日本旅行  都立大学  （株）矢崎総業 （株）ミサワホーム 

 三越  AIU  TKC静岡会（税理士会） 福井放送（株） 
 全薬工業（株） 永大産業（株） 同志社大学  ライオンズクラブ 
 ロータリークラブ 

・その他全国市町村の商工会議所 200 ヶ所以上 
 （その他、全 800 ヶ所以上の講演会） 
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  〈ＴＶ放映〉 
「スタジオ TODAY」  日本電波ニュース社日本 日活（株）  ラジオたんぱ  フジテレビ

「ひらけポンキッキ」 
 「リビング 2」   ニッポン放送  日本テレビ 「おもいっきりテレビ」  「独占 スポーツ情
報」  「空飛ぶフライデー」 

NET テレビ 「モーニングショー」  文化放送  フジサンケイリビング  読売テレビ  毎日放送  
北海道放送  ラジオ日本  ラジオ関西  徹子の部屋 ニホンテレビ「峰竜太のホンの昼飯前」  
テレビ東京「久米宏のおしゃれ」  テレビ東京「リビング4」  東海テレビ「テレビインデックス」  テレ
ビ東京「私の青春」  朝日放送「快適生活バラエティ」  フジテレビ「発掘あるある大事典」  フ
ジテレビ「タイムス」  ＴＢＳ「アッコにおまかせ」  テレビ東京「知って得するゼミナール」  ＮＨｋ
「まんがで読む枕草子」  フジテレビ「タイム 3」  テレビ朝日「噂のファイル」 
テレビ博物館  その他 

 
  〈その他〉 

音楽テープ（血液型癒しのミュージック） CD-ROM（血液型人間学講座） その他
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Ⅲ. プロフィール 
 

 
 
 ［能見正比古プロフィール］ 
 1925年 生まれはｼﾝ陽市（現在は奉天）。5年後に日本帰国。 
 1944年 石川県金沢市第四高等学校卒業。 
 1948年 東京帝国大学第二工学部卒業。（現在の東京大学） 

 同学校法学部中退 
 三木鶏郎文芸部に所属。 

  放送作家として活動。 
  相撲評論解説では一流の評価を得る。 
  「民族のあゆんだ道・日本人」「定本艶笑落語」等。 
1963年 学習研究社。 

   総合雑誌及び百科辞典編集長。 
   大宅壮一マスコミ塾に参加。 
 1971年  血液型人間学の研究者として活動を開始する。 

 「血液型でわかる相性」（青春出版社）を出版。 
   血液型著書 13冊を執筆。その他講演活動等。 
 1981年 講演壇上で倒れ急死。 
 
 
 

 
 
 ［能見俊賢プロフィール］ 
 1948年 東京生まれ。 
 1971年 日本大学文理学部史学科卒業。 
   日本文化科学社。 
 1975年 サンケイ新聞社。 
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 週間サンケイ編集部。 
 1978年 能見正比古に従事。 
   血液型人間学の共同研究者となる。 
 1981年 能見正比古没後、彼の遺志を継ぎ研究活動を継続させる。 
   血液型著書、雑誌等の執筆。講演活動。 

 現在に至る。 
 
◆出版著書リスト◆ 
 
血液型でわかる相性 青春出版社 1971年 能見正比古 
血液型人間学 サンケイ出版 1973年 能見正比古 
血液型愛情学 サンケイ出版 1974年 能見正比古 
血液型活用学 サンケイ出版 1976年 能見正比古 
血液型スポーツ学 講談社 1976年1 能見正比古 
血液型エッセンス サンケイ出版 1977年 能見正比古 
血液型政治学 サンケイ出版 1978年 能見正比古 
新･血液型人間学 けいせい出版 1978年 能見正比古 
血液型人生論 日本文芸社 1979年 能見正比古 
血液型で人間を知る本 青春出版社 1979年 能見正比古 
（文庫版）新･血液型人間学 角川書店 1980年 能見正比古 
血液型女性白書 海竜社 1981年 能見正比古 
血液型ハンドブック サンケイ出版 1981年 能見正比古 
血液型ゴルファー学 サンケイ出版 1982年 能見正比古 
血液型つき合い相性学 青春出版社 1982年 能見正比古 
（文庫版）血液型人生論 角川書店 1982年 能見正比古 
（文庫版）血液型女性白書 角川書店 1983年 能見正比古 
血液型おもしろ読本 文化創作出版 1983年 能見俊賢 
（文庫版）血液型愛情学 角川書店 1983年 能見正比古 
血液型おもしろ第２読本 文化創作出版 1983年 能見俊賢 
血液型おもしろバレー人間学 日本文化出版 1983年 能見正比古/能見俊賢 
（文庫版）血液型活用学 角川書店 1984年 能見正比古 
Ｉ・ＬＯＶＥ血液型 講談社コミックス 1984年 能見俊賢 
血液型チームワークのすすめ 東都文庫 1984年 能見俊賢 
血液型おもしろ第３読本 文化創作出版 1984年 能見俊賢 
血液型で見るプロ野球 ＫＫベストセラーズ 1984年 能見俊賢 
血液型おもしろデータバンク 現代出版 1984年 能見俊賢 
血液型エッセンス 角川書店 1984年 能見正比古 
血液型しつけ学 主婦の友社 1984年 能見俊賢 
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血液型でやせる法 リイド社 1984年 能見俊賢／浜田章子 
血液型おもしろデータバンク2 現代出版 1984年 能見俊賢 
血液型受験突破術 三修社 1984年 能見俊賢 
血液型ビジネス読本 実務教育出版 1984年 能見俊賢 
血液型なぞとふしぎ 小学館 1984年 能見俊賢 
血液型これだけ知ったら嫌われる 青春出版社 1984年 能見俊賢 
Ａ型人間面白ゼミナール 曙出版 1985年 能見俊賢 
血液型別恋がみのる本 講談社 1985年 能見俊賢 
かくれ血液型の秘密がわかった 徳間書店 1985年 能見俊賢／白井貴子 
新･血液型人間学 青春出版社 1985年 能見正比古 
血液型愛情学 青春出版社 1985年 能見正比古 
血液型人生論 青春出版社 1985年 能見正比古 
血液型女性白書 青春出版社 1985年 能見正比古 
血液型と性格ハンドブック 青春出版社 1985年 能見正比古 
血液型あの人この人裸にすれば良くわかる 文化創作出版 1985年 能見俊賢 
血液型なんでも百科 秋田書店 1985年 能見俊賢 
血液型活用学 青春出版社 1986年 能見正比古 
血液型エッセンス 青春出版社 1986年 能見正比古 
血液型結婚学 角川書店 1986年 能見俊賢 
血液型政治学 青春出版社 1986年 能見正比古 
血液型ゴルファー学 青春出版社 1986年 能見正比古/能見俊賢 
血液型で恋上手になれる 現代出版 1986年 能見俊賢 
（文庫版）血液型ビジネス読本 講談社 1987年 能見俊賢 
（文庫版）血液型しつけ学 講談社 1987年 能見俊賢 
血液型恋愛学 講談社 1988年 能見俊賢 
血液型おしゃべり倶楽部 文化創作出版 1990年 能見俊賢 
血液型ここまでわかれば恐くなる 廣済堂出版 1990年 能見俊賢 
（文庫版）血液型結婚学 廣済堂出版 1991年 能見俊賢 
（文庫版）血液型エッセンス 廣済堂出版 1991年 能見正比古 
（文庫版）血液型ウォッチング 廣済堂出版 1992年 能見俊賢 
血液型で人間を読む本 文化創作出版 1992年 能見俊賢 
（文庫版）血液型恋愛トレンディゲーム 武書房 1992年 能見俊賢 
（文庫版）血液型であなたが見える 廣済堂出版 1992年 能見俊賢 
（文庫版）決定版／血液型これだけ知ったら嫌わ
れる 

青春出版社 1994年 能見俊賢 

（文庫版）決定版／血液型気になるつき合い相
性学 

青春出版社 1995年 能見俊賢 

（文庫版）O型のハートひらけごま 青春出版社 1996年 能見俊賢 
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（文庫版）A型のハートひらけごま 青春出版社 1996年 能見俊賢 
（文庫版）B型のハートひらけごま 青春出版社 1996年 能見俊賢 
（文庫版）AB型のハートひらけごま 青春出版社 1996年 能見俊賢 
（文庫版）決定版／血液型なるほど性格ハンドブ
ック 

青春出版社 1996年 能見正比古/能見俊賢 

血液型でわかる性格ガイド 新星出版社 1997年 能見俊賢（監修） 
（文庫版）決定版／血液型ここまでわかる愛情
学 

青春出版社 1997年 能見正比古/能見俊賢 

血液型恋愛成功法 文化創作出版 1997年 能見俊賢 
血液型おもしろ読本 青春出版社 1998年 能見俊賢 
血液型おもしろ人間学 文化創作出版 1998年 能見俊賢 
（文庫版）決定版／血液型ズバリわかる人間学 青春出版社 1998年 能見俊賢 
血液型でわかる体とココロの関係 青春出版社 1998年 能見俊賢 
（文庫版）決定版／血液型ピタリわかる相性 青春出版社 1999年 能見俊賢 
血液型おもしろ裏読み事典 青春出版社 1999年 能見俊賢 
（文庫版）決定版血液型で人間を知る本 青春出版社 1999年 能見俊賢 
血液型なんでも相性相談 青春出版社 2000年 能見俊賢 
血液型でわかる幸福 青春出版社 2000年 能見正比古/能見俊賢 
血液型１分間活用マニュアル 三笠書房 2001年 能見俊賢 
血液型気になる相性秘密事典 青春出版社 2001年 能見俊賢 
血液型怖いくらい性格がわかる本 三笠書房 2001年 能見俊賢 
（文庫版）決定版／血液型ココロと体に効く辞典 青春出版社 2002年 能見俊賢 
（海外翻訳出版）    
英語版／ＹＯＵ ＡＲＥ YOUR ＢＬＯＯＤ 
ＴＹＰＥ 

ｻｲﾓﾝ＆ｼｭｰｽﾀｰ 1988年 能見俊賢／Ａ・ﾍﾞｯｼｬｰ 

タイ語版  1996年 能見俊賢/ 
中国語版／恋愛成功法 暖流出版社 1999年 能見俊賢/ 
中国語版  2000年 能見俊賢/ 
中国語版  2000年 能見俊賢/ 
韓国／血液型人間学 東西古今社 1999年 能見正比古/張眞瑩 
韓国／ハートひらけごま（4分冊） 東西古今社 2001年 能見俊賢/張眞瑩 
韓国／血液型愛情学 東西古今社 2001年 能見正比古/張眞瑩 
韓国／血液型人生論 東西古今社 2002年 能見正比古/ 
韓国／血液型受験突破術 東西古今社 2002年 能見俊賢/ 
韓国／血液型しつけ学 東西古今社 2002年 能見俊賢/ 
韓国／血液型政治学 東西古今社 2002年 能見正比古/ 
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Ⅰ. 血液型の基礎知識 
 
 ［血液型物質］ 

 血液型の研究は、安全な輸血方法を探ることから始まっている。“人間の体内を流れる赤い液体
は生命のエネルギー源である”という概念は、古代エジプトやギリシャ時代、あるいはもっと以前からあ
り、病人に若者の血液を輸血するなどの、さまざまな実験が試みられていた記録がある。 
そして、今から一世紀前の 1901 年、オーストリアのランドスタイナーという学者が、ABO 式血液

型システムを発見した事が大きなきっかけとなり、現在の血液型研究へと発展している。 
ランドスタイナーは最初、人間の血液の凝集反応を調べてABO式血液型を発見した為、「血液

型」という名前の由来がここにあるが、その後、この血液型物質が、血液中だけではなく、リンパ液や、
細胞など、全身に分布していることが解明される。研究者たちは、後に、『全身型』であると訂正をし
ているが、「血液型」という名が、既に広く一般的な表現として定着した。 

 
 
 

◆血液型物質の体内分布（血液中以外）   （表Ⅰ－①） 
臓器 分泌液 

 分布反応  分布反応  分布反応 
胃 100（％） 結腸 23（％） リンパ腺 37（％） 
十二指腸 90 回腸 56 胃液 100 
腎臓 37 副睾丸 22 唾液 82 
空腸 80 腎上体副腎 40 胆汁 74 
前立腺 34 脾臓 18 精液 69 
胆嚢 78 膀胱 40 尿 16 
肝臓 34 睾丸 16   
顎下腺 76 耳下腺 40   
精嚢 29 脳 8   
食道 70     
肺臓 29     
膵臓 66     
 
※血液型が赤血球だけでなく、体内の全身に広く分布していることが分かる。特に、胃液や唾液などの消化に
関わる部分に多く分布し、リンパ腺などの免疫システムに関わる部分にも分布されていることに注目できる。 
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○ 赤血球上の血液型物質  

 
ABO 式血液型は、血液中では赤血球の血液型。赤血球を覆う半透膜の表面に突起状（毛

のように）の物質がびっしりとくっ付いている。この突起物の末端にある糖の違いが、A 型、B 型など
の抗原の違いである。A型なら、A遺伝子とH（O）遺伝子が赤血球上にあり、H(O)型はH(O)
遺伝子だけが、AB型では、A遺伝子と B遺伝子と H(O)遺伝子が、赤血球状を覆っている。 
また、O(H)遺伝子はどの血液型にも存在する。（例えば、AO型は A遺伝子とO遺伝子が半分
ずつ同じ量だけ存在し、AA型ではA遺伝子が2/3、O遺伝子が1/3存在していることになる。） 

 

〈図Ⅰ－①〉 
 
 

 
   ○血液型物質の生合成  
 
   ABO抗原は糖転移酵素により生合成している。   
 

 〈図Ⅰ―②〉 
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   ○ ABO遺伝子の塩基配列  
 

ABO システムは A、B、O の複対立遺伝子で、O は A と B に対して劣性で A と B の間には優
劣関係はない。 
対立遺伝子は、ある遺伝子が変化してもう一方の遺伝子が生じたもので、この遺伝子の変化が

突然変異。 これら遺伝子の情報はすべて染色体が担っている。 
 

 〈図Ⅰ―③〉 
 

※ABO 遺伝子の染色体座位は第 9 番染色体に、ABO 遺伝子の基になる H 遺伝子は第 19
番染色体にある。  
※ABO遺伝子の塩基配列も決定している。（1990年、yamamoto氏他） 
※A と B では７ヶ所の塩基置き換えがあり、それによって生じるタンパク質のアミノ   酸配列の違
いが特異性の異なった転移酵素になっている。また、〈図Ⅰ―③〉のように、O遺伝子は基本的には
A遺伝子と同じだが、一つの塩基（G）が欠失して、フレームシフトをおこしているため、不完全なタ
ンパク質しか合成されず酵素活性ができない為、基になる H 物質は変化せずにそのまま O 物質と
して抗原の役割を担っている。    

 
 
◆ABO式血液型の遺伝方式（メンデルの法則に従う。）   （表Ⅰ―②） 

両親の組合せ 子供の血液型 
表現型 遺伝子型 表現型（遺伝子型） 
O×O OO×OO O(OO) 
A×O AA×OO AO×OO A(AO) O(OO) 
B×O BB×OO BO×OO B(BO) O(OO) 
O×AB OO×AB A(AO) B(BO) 
A×A AA×AA AA×AO AO×AO A(AA/AO) O(OO) 
A×B AA×BB AO×BB AO×BO AA×BO AB(AB) B(BO) A(AO) O(OO) 
A×AB AA×AB AO×AB A(AA/AO) AB(AB) B(BO) 
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B×B BB×BB BB×BO BO×BO B(BB/BO) O(OO) 
B×AB BB×AB BO×AB  B(BB/BO) AB(AB) A(AO)  
AB×AB AB×AB A(AA) B(BB) AB(AB) 
*はじめの学説では、AB 型の親からは O 型は産まれないとされていたが、sicAB 型（日本人の AB 型の
0.012%の頻度）の親からは O 型の子供が生まれることが報告されている。（徳島県及び香川県の出身に
多く見られる。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



血液型人間学－研究資料 

研究室外秘 19 

  ［血液型と民族性］ 
 
   ○日本人の血液型分布 
 
 
 

〈図Ⅰ―④〉 
 
※日本は、A型民族であるが、北海道（O ｿﾞｰﾝ）や東北（B ｿﾞｰﾝ）では、やや違った分布を現している。ま
た、九州地方へいくほど、A 型の分布率が多くなり（西高東低）、東北へ行くほど B 型が多くなる（西低東
高）。 
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   ○世界の血液型分布 
 

 （図Ⅰ―⑤） 
 
※ヨーロッパに A 型が多く分布し、アメリカ、アフリカが O 型国であることが分かる。インド、中国の一部（モンゴ
ル地方など。）で B型の多さが目立つ。 
 
 
   ○ABO式血液型の出現頻度 
 

遺伝子 O、A、B の（遺伝子）頻度を求めて、民族間、地域間の出現頻度の差異を明らかに
することができる。 

 
 
 
 
 
 
 

O=r,A=p,B=q (p+q+r=1) 
遺伝子 O の頻度 = r = √r^2 = √表現型の O型頻度 
遺伝子 A の頻度 = p = 1-(q+r) =1- √(q+r)^2 
     = 1- √(q^2+2qr)+r^2 
     = 1- √(表現型 B頻度)+(表現型 O頻度) 
遺伝子 B の頻度 = q = 1- √(表現型 A頻度)+(表現型 O頻度) 

（ABO 式血液型の遺伝子型頻度と表現型頻度） 
表現型 遺伝子型 遺伝子型頻度 表現型頻度 
O OO r^2   r^2 
A AA p^2   p^2+2pr 
B BB q^2   q^2+2qr 
AB AB 2pq   2pq 
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※ ABO 式血液型の分布には、明らかに民族、地域特異性があることが分かっている。ABO 式血
液型の由来は、その発生の起源に求めるべきであろう。 

※ ABO式血液型の発生については、始めは三つの考え方があったようだ。 
（1） O型、A型、B型、AB型の四型は、同時に違う場所で発生した。 
（2） 始めに AB型が存在し、突然変異で A や B の欠落がおこり、さらに新たに O型ができ

た。 
（3） もとは O型で、突然変異により A型や B型ができた。 
 
※人類の血液型分布から考察すると、（３）の仮説を支持できる。 
・ O型は割とまんべんなく、量的に一番多く分布している。 
・ O型だけの民族や地域が存在する。 
・ A型とB型には、西側（ヨーロッパ諸国）と東側（アジア諸国）での地域差がはっきりと見られ、
その発生場所を推測できる。 

・ ABO 式血液型と人間の性格行動を見たとき、発生順序や分布に対応する観察結果が得ら
れる。（O 型には、生物の本質に直接したがう行動表現が多く見られる。／A 型の特徴に見ら
れる用心深さや緻密さは、ヨーロッパなどの森林地域などで環境に適応した突然変異と考えられ
る。／B 型は、幅広い情報収集能力や活動性が必要になる高原地域で発生したのではない
かと予測できる。） 

 
※ 遺伝子 DNA の解析によって解明されること― まず第一には、遺伝子の生理機能や役割など
だが、もう一つのDNA解析の大きなテーマになっているのは、遺伝子の変化を解明して私たち生
物の進化をたどるものである。例えばヒトでは、およそ 30億個の塩基数からなる約 10万個の遺
伝子を持っているが、この遺伝子は進化の過程でおこった突然変異などの情報もすべて蓄積し
ていることになる。 
これらの道筋をたどっていくと、生物の系統樹ができあがる。最近、ABO 式血液型の発生順序に
ついての新しい報告もある。（山本文一郎氏ら及び国立遺伝学研究所の報告） 

 
   ○生物の血液型 
 
  〈動物の血液型 ― ABO式〉 
   
 
 
 
 
 
 
 

オラウータン ／Ｏ・Ａ・Ｂ・ＡＢ 
ヒヒ ／Ｏ・Ａ・Ｂ・ＡＢ 
チンパンジー ／ Ｏ・Ａ・Ｂ・ＡＢ 
ローランドゴリラ ／Ｏ・Ｂ 
マウンテンゴリラ ／Ｏ・Ａ 
ニホンザル ／Ｏ・Ｂ 
ウシ ／Ｂ 
ブタ ／Ａ・Ｂ 
ウマ ／Ｏ・Ａ Ｂ  
イヌ ／Ｏ・Ａ Ｂ 
ネコ ／Ｏ・Ａ Ｂ 
ヒツジ ／Ｏ・Ｂ 
ウサギ ／Ａ・Ｂ 
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  〈植物 ― 血液型物質が見つかっているものの一部を記載。但し、血液型類似物質とされる。） 
 
 
 
 
 
  ［ABO式以外の血液型物質］ 
 

 血液型の種類は大変多く、よく知られている ABO 式血液型や、Rh式血液型以外に、今まで
100種類以上も発見されている。分類方法も複雑で、まだ研究の進んでいないものも多くある。 

ABO ／ Duffy ／ Chido,Rodges ／ MNSs ／ Kidd ／Hh ／P ／Diego 
／Kx ／ Rh ／ Yt ／Gerbich ／Lutheran ／ Xg ／Cromer ／Kell ／
Colton ／ Knops ／ Lewis ／ Landsteiner-Wiener ／ Indian 

 
○ 赤血球の血液型抗原物質には、糖鎖系とタンパク質系がある。 

 
・糖鎖系 ＝ 糖脂質や糖タンパク質の糖鎖（糖転移酵素の働き）が抗原構造の主役になる。 
（ABO／li／Lewis／P）*P システムには性格との関わりを示すデータがある。 
・タンパク質系＝ 特異的なタンパク質のアミノ酸配列が、抗原構造の担い手になる。 
（Rh／  MN／Ss／Duffy／Kell／Cromer） 
 

 （図Ⅰ―⑥） 
 

Rh） ・Rh システムは非常に複雑で、抗原数も幾つもある。その中でＲｈ（D） 抗原を持っ
ている人を Rh（＋）、持っていない人を Rh（－）と一般的には言う。 
・分布には民族差がある。（日本人も含めた東洋系…0．5％以下欧米白人系…約
15％） 
・抗原はポリペプチドというタンパク質。この機能はまだはっきりしないが、細胞膜に存在す
る陽イオンやアミノリン脂質を輸送するトランスポーターの役割を果たしている可能性があ
る。また、Rh ポリペプチドは、AIHA(自己免疫性溶血性貧血)という病気に関係してい
ることが分かっている。 

 
Duffy） ・システムの表現型頻度は人種によって大きな差がある。これは、マラリア原虫の感染と

大きく関わっているためである。 

ゴボウ／サルモネラ菌類／ツバキ／大腸菌類／ダイコン／結核菌／ブドウ／サトイモ／ 
エノキダケ／ソバ／カエデ／コンブ 
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 *マラリア流行地域で、Fy(a-b-)が高頻度に存在する。Duffy 抗原は、マラ

リア原虫のレセプターの可能性があるが、Fy(a-b-)には感染しない。 
 ・Duffy 糖タンパク質の機能はケモカインレセプター。ケモカインとは、白血球

の走化性や運動能力を高める分子で、この分子があまり増えすぎないように
Duffy糖タンパク質が、赤血球上で吸着して流し去ることでケモカインの濃度
を保っている。白血球の活動を助けるこの血液型抗原は、動物やヒトの免疫
システムや寄生虫との戦いにおいて、重要な役割を果たしてきたと思われる。 

 
  ［血液型の解明へ］ 
 
   ○血液型と病気との関わり 

 ABO血液型抗原物質は、ヒトの血液中よりも分泌液に多く存在し、胎児においても造血組織よ
り上皮組織の方で早く発現する。これは、生物の免疫システムのかなりの最前線で活躍してきたと
いえるため、病気との関わりにおいても多くのことが分かってくるであろう。血液型と病気との関わりに
ついては、ヨーロッパやアメリカの研究者たちもかなり関心を高めている。ABO 式血液型についての
報告では、A型はガンにかかり易く、O型は胃潰瘍になり易い、などのデータもある。 
 

表現型 日本人 ﾖｰﾛｯﾊﾟｺｰｶｼｱﾝ人 ｱﾌﾘｶ系ｱﾒﾘｶ人 
Fy(a+b-)  81.5 18.23  9.82  
Fy(a+b+)  17.55  47.35  2.68 
Fy(a-b+)  0.94  33.02  19.87 
Fy(a-b-)  0.0  0.0   67.63 
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○血液型はなぜ存在するのか？ 
 

 私たち生物は数限りない突然変異（意味のある突然変異も、まったくの偶然による突然変異も
含めて）を繰り返して今日の姿になっている。それぞれの遺伝子が、過去の産物をも数多く含めて
受け継がれてきているのだとしたら、遺伝子とは、ある意味で生物の歴史そのものだとも言える。 
 それではなぜ、血液型は存在するのであろう。 それぞれの血液型物質は何らかの機能を持ち、あ
る特定の細菌や病気などにも強く関わりがある。病原体と戦いながら、生物が生存していく中で、
数々の血液型システムが発生し、更に抗原の数を増やし、複雑にすることで生存の可能性を拡大
させてきたのだと考えることもできる。 
 数ある血液型システムの中には、それほど大きな意味がないもの、過去にはあったが、今はすでに
その意味を失っているものもあるであろう。あるいは、今は重要でなくても、将来大きな力を発揮する
可能性もある。 
 血液型と性格の関わりを考え合わせた時、病原菌に対する抵抗力の強弱などで、性格行動を決
める必要があった可能性もある。また、病気に対するだけでなく、さまざまな環境の中で、血液型が
自分と自分以外を区別するものだと考えるとすれば、この何種類もの複雑な血液型システムは、私
たちの個人差を決定しているようにも見える。それは、他の血液型と違った体質を形成し、ある環境
に適応し、さらに、違った気質を獲得していたといえるのではないか。  
 血液型は、生命の誕生の時から存在することが分かっているが、それがどのような必要に応じて出
現したのかは謎である。しかし、現在の遺伝子工学の発展により、その謎に迫ろうとする研究者は
増えてきている。 
 最近では、脳と心についての研究が盛んで、いくつかの酵素やホルモンなどが気質に関与している
ことが解明され始めている。その中には、血液型遺伝子の転移酵素に深く関わるものもある。 
 また、血液型物質の抗原抗体反応を考えれば、近年研究の進んだ免疫システムに深い関わりが
あることに着目できる。血液型が生物の病原菌に対する免疫システムに重要な役割を果たしてきた
ことが明らかになっているいくつかの報告もある。 
 
 

   ○遺伝的差異とは 
 
 21世紀を迎えると同時に、私たちは人間の遺伝子（DNA）情報を解読することに成功した。こ
の画期的な発見によって人間科学に対する知識が大きく発展することを期待する。 
 また、最近のさまざまな発表で注目することは、チンパンジーと人間、或いはマウスと人間において
も、遺伝子の違いはほんのわずかであったということである。しかし、私たち人間と、マウスやチンパンジ
ーは明らかに違う動物であり、全く異なる生活を送っている。 
 遺伝的差異は非常に小さいにもこだわらず、これほど形態や行動に大きな違いをひきおこしている
のはなぜだろうか？ 
 
・次の説を引用する。 
―――ある種の遺伝子は、ひろい範囲にわたる影響力を持っていて、単にひとつの形質だけではな
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く、生物全体に影響を及ぼすのでなければならない。これらの重要な遺伝子におけるちょっとした変
化が全体的な遺伝的差異をもたない２つの種の間に大きな相違をもたらすのであろう。――――
―(S.J.Gould,1977) 
 
―――肝臓の細胞と脳細胞とは、まったく同じ染色体およびまったく同じ遺伝子を持っている。それ
らがまったく違った遺伝子になるのは、もっている遺伝子ではなく、発生の道すじが互いに違うからで
ある。―――――(S.J.Gould,1977) 
 
―――ヒトの進化についての今後の研究にとって最も重要なことは、発生中の遺伝子の発現のタイ
ミングが類人猿とヒトではどのように違っているかを明らかにすることである。―――（M.C.King 
and A.C.Wilson,1975） 
 
 これらの説や見解は、現在の DNA の解読が行われる以前のものであるが、ヒトとチンパンジーの
遺伝的差異を研究する学者らは、既に今日証明される事実を予測していたようである。 
 ここでは、血液型というたった１つの遺伝形式の違いが、人間の性格に影響を与えるわけがないと
いう、従来の一部の反論者たちの理論を覆さなければならないであろう。 
 そして、上記の考えに従えば、たった１つの遺伝子の違いである血液型遺伝子の違いは、その生
物全体に大きく影響を及ぼしている可能性が高く、その違いを読むカギは、その起源の違いや発生
の道筋に求めることにある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献：血液型の話/サイエンス社（石山）・最新血液型学/南山堂（梶井秀治）・知っておきたい血
液型の科学/研成社（山本茂）・血液型と輸血検査/医歯薬出版（大久保康人）The Distribution 
Human blood groops and other polymophisus,2nd ed, Oxford Univ Press, New 
York,1976・ダーウィン以来（上下）/早川書房（S.J.グールド・浦本昌紀.寺田鴻訳）血液型の話/岩波
新書（古畑種基）・血液型とその臨床/診断と治療社（野田金次郎）                           
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Ⅱ. 血液型人間学基本理論 
 
※Ⅰ章にある、血液型の生化学的解明は専門分野の今後の研究にゆだねるとして、血液型人間学において
は、人間の事実データの観察と分析を行うものとする。 
 
  ［人間と気質］ 

○ 心の科学の立ち遅れ 
 人間は長い間、自分や他人の性格についての知識を求め続けてきたにもかかわらず、性格に関す
る科学は驚くほど立ち遅れている。それは、性格というものが極めて流動的なものだからだろう。この
性格の流動性、可変性を捕らえることが困難であったために、人間を適切に分類し、比較分析が行
われなかったのである。  
 また、“人間はただの生物とは違う”という特別な意識から、人間の性格を比較分類することを避け
てきたことにも原因がありそうである。しかし、その原因と決別しなければ、人間科学の発展は望めな
いのである。 
 血液型が気質や性格に関係があると気づかれたのは、この研究に着手するより以前、血液型の発
見後まもなくである。また、それを信じる人が多く存在したのは、血液型により個性の違いを比較して
眺めれば、誰の目から見ても明らかだったからである。 
 そして、血液型は「体質型」「全身型」とも言える人間の構造や成分の違いを示すものであり、それ
らが気質に深く関わっている可能性は充分にある。 
 そのような観点から、ABO 式血液型の分類を試みた時に、以下で順次示していくように、グループ
ごとの特性が統計値の上でも大きく現れた。 
 ABO 式血液型によって、人間の気質や性格行動を客観的に比較分類するという、科学的試み
が始めて可能になったのである。 

 
○ 人間気質のメカニズム ―〈血液型人間学-P66〉 

 
 気質と性格を混同して使うことがよくあるが、ここで言う気質とは、生まれつきの特性を指す。気質
は、外からの刺激に反応し表面へ現れるが、その同じ刺激の繰り返しが、気質の表現に一定の傾
向を作る。これが後天的影響ということになるが、この後天的影響を気質に重ね合わせたものを性
格ということにする。 
 反復する刺激のあり方次第で、同じ気質の人でも性格は違ってくる。 

※ 血液型を料理の材料にたとえる。 
肉や魚、野菜など、料理の材料を血液型と考える。同じ肉でも料理の仕方によっては、
ステーキやハンバーグなどさまざまな料理がある。しかし、どのような料理を作っても魚や野
菜とは違う、肉の味は生かされている。これと同じで、血液型も、家庭や社会などの環境
によってさまざまに料理され、１人１人の個性となって性格作りが行われるが、基になる
その血液型の気質は活かされ、滲みでているのである。 
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（図Ⅱ－①） 
 

 心理学では、一定の刺激の反復を条件反射と呼ぶが、性格とは、無数の条件反射が重ねられた
ものとみなすことができる。その上により意図的で計画的な躾や訓練、教育学習などが付け加えられ、
さまざまな能力や技術が身に付き、人間行動の個性が決定される。このような人間行動のありかた
を図に示した。（図Ⅱ－①） 
 図の中心が基本気質で、すぐ外側に無意識に受け取った後天的影響がとりまく。本来はここまで
を性格といって良いが、３重、4 重目の習性やくせ、教養などの無意識か半無意識下で現れる行
動パターンも性格にとり入れられる。そして円の外側は、意識的行動の世界である。 
 気質をとりまく円の3重性、4重性などを、矯正することや変えることは比較的可能である。条件反
射による後天的影響の性格部分は、変化しずらいが、継続的な努力でこれも可能となるであろう。
変わることのない部分は、中心の気質の部分ということになる。 
 この不変の気質の部分を、血液型を通して検証しようというものである。 

 
○ 気質の 2重構造 ―（血液型人間学－P72） 

（図Ⅱー②） 
 
 

 人間に限らず、生命の 2 重構造には重

要性が秘められている。 
 人間の心を扱う時にも、気質の 2 重構

造は頭におかなければならない。 
 右図は、各血液型に対する気質のモデ

ル図を示した。全ての中心に O 気質があ

るが、これは O 型気質が全ての人に共通

する血液型物質だという事実に対応し

ている。 
 O 気質は人間の基本気質となり、その

上にそれぞれの血液型の気質が重ね合

わされる。血液型遺伝子は、両親から 1
つずつ、合わせて2つ渡されるのだから、

図のような2重構造としてとらえるのが

自然である。 
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   ○血液型比較分類から分かった人間の性格に対する考え方  ―（血液型活用学-P278）  
 

気質を分類する基準は ABO 式血液型が唯一ではないが、分類されるグループの数が適当で、
大量観察や統計調査が比較的容易である。また、現在の時点で、この他の有力な手段は見当た
らないといって良いほどに、統計上の結果が出ている。 
また、この血液型分類を用いることで、次のように改めて人間に対する視点を見直すことができ

る。 
（１）  人間の性格は、生きるという目的に沿って形成され、環境や社会の制約で変形されて

いく。その変形の傾向が、気質の型（血液型）によって特徴的なものが現れる。 
（２）  人間の性格は多面的かつ多層的で、極端に方向の異なる性質を合わせ持つのが普

通である。現在まで用いられてきた性格用語の 1 つや、平均的性格というもので個人の
性格を規定することでは、事実を示しきれない。 

（３）  性格は時間や場所、状況によって表現を大きく変える。また、時間的な経過によっても
大きな変化を示す。したがって、適当な自己管理の技術開発によって性格を変えていくこ
とも大いに可能となる。 

（４）  人間科学の大きな目的の 1 つは、人間の本質的な共通部分と相違部分を明らかに
することである。共通部分の認識で人類の連帯の実現性は増し、相違部分の理解で幅
のある人間のコミュニケーションが可能となる。 

（５） 人生の価値は、気質により 1 つではあり得ない。 
 
   ○血液型の気質 ― 発生の起源にそれを求めるとき。 
 

 ABO 式血液型の出現頻度には、明らかに民族や地域に特異性が見られることは周知の通りであ
る。 
 世界の血液型分布を確認することで、血液型発生や道筋の手がかりを探り、それらが気質に及ぼ
したとされる要因を予測する。 
 

 
【O】 南方へ向かって広く全体に分布している。また、多くの人類の発祥地とも言われているア

フリカでは、O型が非常に多い。 
  （環境に適応した必要とされる気質） 

・ 生命維持のエネルギー集中性。 
・ 自然環境への適応力と保護意識。 

   
【A】 ヨーロッパなどの森林地帯に多く分布している。 

（環境に適応した必要とされる気質） 
・ 見えない敵を見極める慎重さ、用心深さ。 
・ 組織や社会のルールを統一して協調する。 
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【B】 モンゴル地方など、高原地帯に分布している。 
 （環境に適応した必要とされる気質） 
 ・幅広い情報収集能力。 
 ・活動性。 
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－血液型人間学代表著書－ 
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  ［血液型の基本気質］ 
   ○血液型による性格の変化（性格の T・P・O） 

1. 状況による変化 ― 〈血液型情緒曲線〉 
 

次に示す図は、血液型と情緒傾向の想定図である。これは、人間の性格が状況によって変化を現
す一例である。 
 

（図Ⅱ－③-a） 

（図Ⅱ－③-b） 

（図Ⅱ－③-c） 

（図Ⅱ－③-d） 

A 型は O 型と正反対の傾向を見ることができる。日常で

は心配性の人が目立ち、プレッシャーが高まるにつれ、

情緒の波も大きくなる。しかし、リミットを越えた時点

で水のように冷静になり、落ち着いてしまう。O 型同様

に、L の位置は個人によって差がある。 

B 型は、日常の気分の変化が目立つ人が多く、情緒の波

も平均して大きいほうだ。しかし、この振幅の幅は周囲

の状況やプレッシャーの変化にはあまり影響されなず、

その B 型による一定の波を形成しているように見える。 

AB 型は、非常に冷静で落着いた面と、感情の突発的な

乱れの 2 面性を持つ。この 2 面性をその AB 型なりにコ

ントロールしたり、あるいはスイッチを切りかえたりし

て表面に出しているように見える。 

O 型は、日常生活では比較的安定した情緒傾向を示す人

が多い。しかし、プレッシャーがその O 型にとってある

リミット（限界点）を越えた時、突然感情が乱れ、収拾

のつかない混乱状態になる傾向が見られる。この L の位

置は個人によって差がある。 
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   2. 時間による変化 ―（血液型活用学-P126） 
 
  下記は、血液型別の性格の年代による変化を、目安として表したものである。 

 縦軸は、一般的に分かりやすい表現として内向、外向としたが、あくまでも社会の上での表現であ
り、家庭や他の特別な環境では違った面を見せることが多々あることを断っておく（上側が外向、下
側が内向）。横軸は、右に行くほど年齢が増加することを表す。また、生まれつきの内向性、外向
性というのは少ないようである。 

 
 
 ◆血液型別性格の年代変化模型図 

 
         （図Ⅱ―④） 
 

3. 場所による変化 
 

  場所による性格行動の変化は、 
①場所に対する体験や慣れの多い少ないが原因する。 
 O型に大きく表れ、AB型には小さく表れる。 
②環境の差、その違い方の大小が原因する。 
 A型に大きく表れ、B型には小さく表れる。 

 各血液型の特徴傾向 
O型… 外（社会）では快活明朗でも、家ではだんまりというケースが良く見られる。 
A型… 外（社会）では協調性を強く見せ、家では頑固。職業によっては、逆のケー

スで表れることもある。 
B型… O 型と同じ外面、内面の傾向もあるが、逆に、外（社会）では無愛想で家

では活発陽気なケースもよくある。 
AB… AB 型の持つ 2 面性が、外（社会）と内（家）で使い分けられることが多

い。 

O 型）幼少の頃は、むしろ下部（内向）のほうが多いが、成長するにつ

れ、上部（外向）へ向かう。しかし、一般的な O 型の印象にくらべて内

向にも散らばりが多いのは、O 型が社会に対する相対的な強弱関係を強

く意識するからである。 

A 型）むしろ子供の頃は、外向方向に多く分布するが、社会と接触する

につれ、社会との協調性の必要性や生活の責任感が影響し合い、自分を

抑制し、外面のカラを作り始める。それが見た目の内向性を示していく

ようになる。 

B 型）幼少の頃は内向性に多く分布する。B 型はまず、日常行動の習慣

にまごつきを自覚し、気おくれを生む。しかし成年に達すると多くの B
型は一種、居直る、あるいは割りきる。マイペースな多少内向ぎみか、

開放性を発揮した外向性の２つに別れることが多くなる。 

AB 型）程度の差はあっても、幼少の頃は人とのギャップにまごつきが

ある。その後は、2、3 本の流れを示す。多くは、一種の逆転現象で、

人との接触をむしろ得意とすることが多くなる。 
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各血液型の気質特徴 ―（血液型活用学-P81） 
 

【 O型 】 
 
  ◎総合的印象 
   他の血液型に比べて１人１人の個性が際立つ。 

 いずれにしても極端なのが O 型の特徴でもあり、善にも悪にも強くなるとも言える。その
個性を強く社会に打ち出して行く為、O型というバイタリティに富む活動的なイメージが一
般的になっているが、中には、極度に自分だけの生活に閉じこもる O 型もある。しかし、
その場合でも、マイナス方向なりの人目を引く。いずれにしても、個性の絶対値が大きい。
また、弱い立場では、甘える姿勢を強く際立たせることもあり、これも１つの生きる為のバ
イタリティの強さと言える。 

    印象的には、ややアクの強さがあるが、人間味や温かさを感じる。 
 

◎生き方 
 最も自然の生命の要求に沿った生き方と言える。生命をまっとうし、より豊かでより強い
命を求める生命体としての素直な姿勢を示す。生きる為の欲求も率直に表現され、現
実性も強くなる。 

 
  ◎育ち方 

子供の時、普通の環境では、甘えっ子、親孝行な子供が目立つ。親や家族の影響
を最も強く受け、深く染みつく。青年期においては、逆に他の型の子より強い独立心が芽
生える。成年以後、個性は堅く守られ、環境によって変えられることが少なくなる。 

 
  ◎行動性 

目的志向性が大きいことが重要な特徴。目的が明確であると、それに向かって直進。
忍耐力も強く、達成力も大きい。反面、目的が不明瞭であると、行動力、能率、忍耐
力、共に低下する。 
行動の基本は、現実的な判断に基づくことが多いが、表現はロマンチック、あるいは理
想主義な色合い。O型の性格は、現実性とロマンチックの両面を同時に持つ。 

 
  ◎感情性 

喜怒哀楽をストレートに表現するタイプとおとぼけタイプで、やや極端に分れるが、いず
れもシンは感情が安定し冷静さを保つ。しかし、追いつめられた時は大混乱を起こすこと
がある。怒りや悲しみなどの感情も最も尾を引かず、極めてあっさりしている。 

 
  ◎考え方 

好奇心は強いが、自分の専門分野以外はやや断片的な感じがある。自分の専門分
野では深く極めようとし、創造性も豊かになる。 
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 言葉の使い方は巧く、論理を汲み立てることも好み達者。言葉や論理はあくまで道具
として使いこなす感じ。論理は信念で強く裏打ちされることが多い。 
 日常思考は直感で、細部にはこだわらず、曲がりくねった理屈を嫌がる。 
 ストレートな考え方が単純さを印象づけることがあるが、それが O型の魅力となる。 

 
 
  ◎人間関係 

仲間を求める心が強い。心のスキンシップ（裸の友情）や信頼関係を大事にする。
仲間や家族愛も強く、民族や仲間の為に本来の生命への強い欲求を捨てることもある。
しかし、反対に仲間以外や未知の相手には警戒心が強く、敵味方をはっきり分ける傾
向。 
また、自己主張の強さから、チームワークを乱すこともある。 

 
  ◎社会間関係 

社会の中での自分の立場、地位、評価を強く意識する。社会的立場の変化につれ
て、自分の（表面的な）表現の仕方がはっきり変わって行く。特定の信頼する相手以
外からの頭の押えつけは嫌う。ライバル意識、競争心、勝負師性、社会的野心も強い
ほう。権力に対しては、肯定否定のどちらにしても関心が強い。 

    専門家的コースで伸びる。 
 
 
   【 A型 】 
 
  ◎総合印象 

成熟し、普通に社会的経験を積んだ A 型の表現は、外面と内面が大きく分れる傾
向がある。外面は、社会に向けて付けられたカラのようなもので、ここではよく自分を抑制
し、節度を持ち、引締まった態度を見せる。内面は、普通、家族などの身内や親しい仲
間に見せる。この場合の感情は、カラを付けず、頑固ではっきりした好き嫌いの表現が表
面に出てくる。 
また、A 型には、さらに奥深い部分の心の状態がある。その奥面では、現実離れの夢

に満ち、現状脱皮の願望が烈しい。外面を建前とすれば、奥面は本音の部分となる。
ただ、建前部分が発達し、本音があまり表れないのが A型の特徴と言える。 
中には、外面の発達が不充分で、内面が多く外に現れている A 型もある。社会の壁

に当たらなかった人、若者、芸術家などの特別な職業、などである。 
 
  ◎生き方 

自分が誰かから、何かから、絶えず必要とされ続けている状態を、A 型は強く望む。そ
れは、使命感を持った生き方と言うことができる。外面のカラを維持する為に、常に緊張
と自分を厳しく律することが必要となり、ストイックな生き方を示す A型も少なくない。 
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現状脱皮の願望が、バランス良く存在する時は、向上心につながる。ただ、そのバラン
スが崩れた時には、衝動的な生き方に変わることもある。 

 
  ◎育ち方 

子供時代は、負けず嫌い、気の強い印象を与える子が多い。完全主義や妥協のな
さが早く発達するのである。成長して社会に触れ、他人と接するにつれて抑制型に変わ
る A型が多い。自信が傷つけられずに育つと、気の強いままを残すこともある。 

 
 
  ◎行動性 

日常の行動では実行力があり、危険に対する予防や回復に骨惜しみをしない。しか
し、新しい行動に踏み切る時、未知の体験に直面した時は、優柔と見られるほどに慎重
になる。 
どのような状況下でも周囲へ配る注意力がある。単調で継続的な努力にもよく耐え、

完全主義。同時にいくつもの仕事をこなすのが苦手で、１つずつ終わらせ先へ進む。 
現実脱出願望が高じた時、極端な行動に出ることがある。 

 
  ◎感情性 

外からの刺激には敏感に反応し、感情を起こすが、外面を維持している限りは表面に
現れない。傷ついた神経の回復は遅い方だが、人工的な努力はよくする人が多い。 
未来に悪い条件を数えすぎ、それが慎重、細心となるが、一面、悲観主義の原因と

なる。しかし、O型とは逆に追いつめられると開き直り、度胸が座る。 
 
  ◎考え方 

具体的、現実的、外的な問題には、緻密で順序や段階を踏んだ考え方をする。抽
象的、精神的、内的なことには、直観的で飛躍した考え方をする傾向が見られる。 
筋を通したがるのは幼少の頃から一貫する。日常範囲での判断は堅実味を帯びるが、

価値判断やケジメをはっきりつけたがり、極端になればかえって現実を無視する形にな
る。 
考えが常識的で型にはまり、柔軟性がかける場合もあり、その為か他人の考えを理解

するのがやや苦手になる。 
 
  ◎人間関係 

周囲の安定を強く望み、周囲や相手に細かく気を配る。わずかな不快や感情のもつ
れ、誤解などを予防し、修正しようと努める。それが、A 型のサービス精神、相手への思
いやり、チームワークの尊重となる。 
反面、つき合い方が表面的となることがある。内と外をはっきり分け、気持ちを許す数

人以外には容易に心を開かない傾向がある。 
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  ◎社会関係 
O 型のライバル意識は特定の相手に対してもものだが、A 型はより一般的、社会的な
形で負け嫌い、プライドを持つ。言いかえれば社会的な脱落に敏感であると言える。これ
らは、自分が必要とされていることを意識することで満足される。 
組織は尊重し、組織への帰属性は高く、その秩序や上下には厳しい傾向がある。自

己顕示欲は比較的小さく、縁の下の力持ちをいとわない。 
 
 
   【 B型 】 
 
  ◎総合印象 

自由に振るまい、騒々しく動き回る動的な B 型と、周囲を無視するかのように１人ブ
スッとしている静的な B型の 2 つのタイプがある。 
ただ、2 つのタイプははっきり分れているようだが、ある程度は相互に移行する。 
両タイプとも集団にもう１つ溶け込みきれない印象がある。B型の共通気質である、マ

イペースのせいである。 
 
  ◎生き方 

B 型も、それぞれの価値観に基づき“頭で考えた”多様な生きる目標を立てるが、その
根底では、自分の興味を追及し、関心のある方向に強く導かれるという姿勢が特に強
い。 
自分の好きなことばかりを行うことに対し、周囲からの非難を受けることもあるが、興味

の追求は、生物が環境に適応し、それを作りかえる上で重要な働きとなり、その中心とな
る気質と考えられる。 

 
   ◎育ち方 

幼児の時は大胆に見えるが、学齢に達してつき合い下手を自覚する。無器用でも仲
間はずれにならないようにおずおずとするか、逆におどけて人目を引こうとするが、一般に
大人しく見える子が多くなる。 
成人後は割り切ってマイペースぶりを発揮しながら集団の中に入りこむ B型と、自分の

興味に従い、仕事や芸術に熱中する B型に分れる。 
 
  ◎行動性 

興味に従って行動を起こす時は早いが、興味や関心のわかない時は、じっとしているこ
とも平気になる。 
行動はマイペース。自主性に富み、縛られたりルールで細かく規制されたりするのを何

よりも嫌い、そうなると能力も低下する。 
新しい未経験なことにためらわずに行動に踏み切るが、行動は無用心も目立つ。常に

現在進行形の状態をいつまでも続けようとする傾向があり、その場合は、ケジメのない愚
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図ついた印象を与える。 
 
  ◎感情性 

感情の表現、特に怒り、不快、悲しみ、落胆などへのブレーキが弱く、態度や表情に
出やすい。従って、感情の振幅や起伏が大きく見え、気分屋に見える B 型もあるが、シ
ンには動揺しない、落着いた部分を常に残している。その落着きの方が拡大され、沈着
でもの静かな感じの B型もある。 
共通して行動が抑制されるとイライラし、済んだことにややこだわり、未練がましく見える

こともあるが、１度感情が消えれば跡形もなくなる。 
 
  ◎考え方 

型にはまらない柔軟性を持ち、外部の変化にも楽に対応できるので、異常な現象に
出会ってもうろたえずに妥当な判断を下しえる。考え方が既成概念にとらわれない為、ア
イデア豊富、着想も自由奔放。自分の思いつきにややこだわり過ぎる傾向がある。 
厳密さを重視し、物事を相対的に比較考慮するタイプ。考えの基本は散文的、実用

的。 
 
  ◎人間関係 

常識的、型どおりのつき合いが苦手。B 型独特の照れ性からか、無愛想かザックバラ
ンのどちらかになる。心を開くのは無用心な程に早い。誰に対しても差別が無く気さくで、
人情味が強い。 
他人の立場を最も理解できる反面、日常範囲では他人の神経が傷つくことに気がつ

かないことが多いのは、自分自身が周囲の影響を受けることが少ないからであろう。それ
が、マイペースな行動と合わさり、人間関係の比較的キメの粗さとなって現れる。 

 
  ◎社会関係 

組織の中に組込まれて動くのは、やや苦手な方で、世間的野心や権力意識も少な
い方だ。だが、B 型的な発想と行動は、組織の成長に不可欠なだけに、調整するべき
点がある。 
自由業タイプで、いろいろな職業や分野を経験する人も目立ち、専門がはっきりしな

いタイプだが、１度打ちこむとまさに仕事の鬼になる。 
世間に合わない部分を自覚し、それを人工的にカバーするB型もいるが、ぎこちないこ

とも多い。 
 
 
  【 AB型 】 
 

◎総合印象 
にこやかでソフト、人に対してソツのない紳士淑女の印象を与え、多くの AB 型は、程
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よくふるまう成人の社会人を感じさせる。 
極端に言えば、常にマスクを意識的にかけている感じがする。ただ、意識的と言っても、

外出する時に靴を履く程度のことのようだ。そのマスクを外すのは、ごく一部の親しい相手
であることが多い。 

AB 型の見かけは、一番遠いはずの O 型に似通うことがしばしばある。O 型を生野菜
に例えるなら、AB 型は同じ生でも缶詰め野菜といった、人工の手が加わった感じであ
る。 

 
  ◎生き方 

自分の役割を確保し、社会に参加し奉仕を望む強い衝動と、安定した生活を得て、
そこに浸かる生き方と、2 つの方向に引っ張られながら生きる感じである。生活は機能的、
文明的な便利さや快適さを好む傾向がある。 
 生命への執着がやや薄いのが特徴にある。 

 
  ◎育ち方 

特にのんびり育ったり、特別人と接触が多かったり、常に人に優越した立場で育った以
外は、共通して、人見知りの強い少年少女時代を経過する。 
しかし、成人には変身して、逆に人間関係の達人になることがほとんどである。一部に、

他人との違和感、距離感に悩む AB型もある。一般に、知的な成長は早い。 
 

◎行動性 
日常の生活範囲では、行動に当たって自分の意志を強く通すようにも見えるが、社会

的にはよく人に合わせ、逆に周囲に引きずられるように見えることもある。 
行動のあり方には、器用で反射神経のすばやいタイプとむしろ不器用とも見えるペース

の遅いタイプの、大きく 2つの傾向がある。前者は軽快、後者は真っ正直な努力となる。 
継続的な長期の努力による疲労に対しては、モロさや飽きっぽさが目立つ。 

 
  ◎感情性 

冷静さをよく保ち、感情の安定した面と、動揺しやすく気ままで短気な姿を見せる 2
面性がある。 
社会の中で、自分の役割を失いかけるとか、その危険を予測させる生活の基盤が不

安定になるようなことに直面すると、ひどく感情が乱れる。 
 
  ◎考え方 

合理的でドライと見られることもある。メルヘンチックな思考趣味があるが、シンにある合
理性の点では変わりない。 
客観的な分析、批評に長じ、かつすばやい。イヤミの巧さもこの当たりに由来するよう

だ。 
多方面に興味を持つのは B型以上で、物事の角度を変えて考えるのが得意である。 
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共通して睡眠不足に弱く、その場合思考力も半減する。 
 
  ◎人間関係 

社会人の AB 型では、人事交渉や斡旋、まとめ役、パイプ役に長ける。人に頼まれる
と嫌と言えない親切さを持つ。AB 型は、個々のことに具体的に役に立つことが生き甲斐
のひとつとなる。 
ただ、ほとんどの AB は、他人と程度の差はあっても違和感、距離感を持っている。O

型のスキンシップとは正反対に、距離をおいた淡白な人間関係を維持したがる。 
人の裏表や偽善を憎み、それをよく見抜く。表面に出さないが、人の好き嫌いは烈し

い方である。 
 
  ◎社会関係 

社会の中での自分の分担が確立され、それを支える経済生活などが安定すれば、利
害や損得にあまりこだわらない。社会に奉仕する意欲や動きも大きい。ただ、自分の分
担は守ろうとし、侵害されることを嫌う。 
また、妥協のない正義感を持つ AB型も多い。 
多角経営者タイプで、いくつもの分野の仕事を同時にこなす。 

 
 
 
 

※ １つ付記すると、血液型別に分けて示した時、ある性格表現がその血液型だけに付属している
ように誤解をする場合があるが、これは、確率的にある血液型に強く現れることを示しているので
あって、他の血液型にその行動表現の傾向がないということではない。 

※ 日常性の好みやその他の傾向など、核心的と思われる部分について、以下の表に略説する。ま
た、各血液型に見られる特徴傾向のポイントを、各表の最後に再度付け加えた。 
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 ◆血液型別 気質の核心      （表Ⅱ－①-a） 
気   質 
表現方向 

０型気質の核心 Ａ型気質の核心 Ｂ型気質の核心 AB型気質の核心 

生き方の基
本 

生命自然の方向に最も
強く沿って生きる。欲望の
表現もストレート。 

現状脱皮願望も強い
が、同時に安定も求め
る。常に向上を求める。 

興味や関心が強く向くま
まに、仕事や趣味そのも
のに没頭しがち。 

本来生命への執着浅
い。生活の安全と社会の
中の役割を望む。 

生 活 性 
現実性とバイタリティ強
く、生活力は旺盛積極
的。耐乏性もある。 

公私の生活を分離し堅
実な暮らしを望むほうだ
が一部に極端な破滅
型。 

自由度の多い生活を望
む。家庭なども形式にとら
われないほう。 

合理的機能的な生活を
欲する。私生活では趣
味性を強調するほう。 

行 動 性 

目的志向。目的に向い
直進｡達成力も大｡目的
不明確だとズッコケぎみ、
その差ハッキリ。 

骨惜しみしないマメさ。特
に非常の際に行動力
大。新しい行動に慎重だ
が思いつめて暴発性も。 

マイペ－ス。規制や拘束
を特に嫌う。周囲をそう
意に介せず新しい行動に
もためらいがない。 

反射神経早く、ビジネス
的な能率の良さ。やや人
に引きずられる傾向。私
生活では気まま。 

思考や判断 

利害の判断確か。信念
派。明快な言葉で論理
も巧みだが、やや直線
的。一部、単純さも。 

厳密な積み重ね。判断
は慎重だが白黒のケジメ
明確にする。型にはまり
気味で早合点も。 

判断は早くて柔軟性。す
べてケジメをつけないほう
で科学的正確さや実用
的妥当性を重視。 

合理的の一語。批判分
折に長じ、角度を変えて
の解釈巧み。評論家
性。重要な判断で迷い
見せる。 

学 習 性 
好奇心大だが分野は限
定。記憶は深く身につく。 

一歩一歩納得しなくては
先に進まない｡公式的。 

野次馬的広い好奇心。
形式や原則をやや軽
視。 

理解は要領よく早い。ま
る暗記軽視の弊も。 

感 情 性 

日常は安定型。感情は
後に尾をひかない淡白
さ｡感激性大｡追いつめら
れると突然メロメロ。 

表面は強い抑制型も内
面激情的。傷つくと回復
遅い。追いつめられて開
き直り冷静。 

感情気分の揺れ多くお
天気屋のほう。怒り悲し
みの表現素直だが、心の
一部は冷めた客観性保
つ。 

冷静ク－ルな安定面と
気ままで動揺しやすい面
を合わせ持つ二重性。感
傷的なもろさもある。 

耐 久 力 

目的あればがんばり特に
待つ力は強い｡が､無意
味な我慢はせずダメと見
て早いあきらめ。 

継続的な努力や肉体的
苦痛に辛抱強い。変化
多い状況に弱さ。興味の
持続にはあきっぽさ。 

興味の持続性では最
大。が、同じ状態が続い
たり縛られるのにはごく弱
い。セカセカ型が目立つ。 

努力の価値を認め、努
力家であろうと努力する
が、本質的に、根気に欠
ける気味がある。 

仕事ぶり 
目的の有無と立場の差
で集中力にムラ多い。縁
の下の力持ちは苦手。 

一つすませて次という一
時に一事集中。完全主
義で仕上げは徹底。 

ながら族の名人だが、こり
性でもある。アイデア豊
富、やりっ放し。 

何でもソツなくこなす有能
型。デザイン器用も、後
始末が苦手。 

趣 味 性 
現実性の反面強いロマン
チック性｡勝負事､ 収集
趣味､記念趣味等｡ 

趣味と仕事切離し、スト
レス解消に。一部夢を追
いファンタスティックな面
も。 

仕事と趣味のケジメがな
い。広い趣味性だが仕事
熱中型では無趣味に。 

空想的。メルヘンチックな
趣味性を持つ。最も､広
い趣味家タイプ｡ 

自分の過去
や未来には 

過去には肯定的で挫折
感残さない。思い出を愛
する。将来は特に経済的
安定に関心。 

過去は割りきり、こだわる
まいとする。未来には不
安点を数えすぎ悲観的
になりがち。 

近い過去にはやや引きず
られ未練さも。遠い過去
はきれいに消える。未来
に楽観的。 

過去には時に感傷的も、
未来と共に、そうこだわら
ない。むしろ現在の重要
局面に迷いすぎる傾向。 

 
◇ Ｏ型の気質の核心  
  生命体としての自然な人間性を最も純粋に持っているのが O 型である。その本質は、より強く、より栄えて
生きようとする意欲と、バイタリティの強さだ。それは最も人間臭いということだが、それが“温かい人”として、O 型
を印象づける。 また、人間は仲間や集団をつくる社会的生き物である。したがって O 型は、個人としての生き
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る欲望とともに、社会を結集しようとする欲求も強く持ち合わせている。 総じて O 型の性格、行動表現は、こ
のような生きるものとしての自然性から出ていることが多い。 
 
◇ Ａ型の気質の核心  
  A 型の生命体としての欲求は、秩序、形を整えようとすることである。 それは単なる形式主義を言うのでは
なく、人間が集団から社会へと発展する過程で、秩序やルール作りが必要不可欠な役割を果たしてきたのを
考えれば、A 型の役割が見えてくる。A 型の性格、行動表現は、この形作りに添うようだ。枠組みの維持は完
全主義へ、それはまた、A型のプライドの高さにもつながる。 秩序を整えようとするA型は、強い自己抑制が働
き、逆に内面に深く個人的欲求不満を高める傾向もある。   
 
◇ Ｂ型の気質の核心  
 Ｂ型の生きていく上での欲求は、主に開放性。Ｂ型の人にとっては、集団性や秩序作りよりも、自在な機動
力や実用性の方を重んじる。それは時として、ルールを重んじる組織や集団社会ではケジメのなさとして衝突す
るが、Ｂ型の開放性を求める気質は、より情報能力を高め、事実の追求や科学の眼を養う役割がある。Ｂ型
のマイペースや豊かな感情表現も、型にとらわれない柔軟性や自由気ままさが成せることである。 
 
◇ ＡＢ型の気質の核心  
  ＡＢ型の人の生きる基本は、合理性にある。そういう意味では、人間の純粋な欲望からは一番遠ざかって
いるように見える。Ａ型とＢ型という、対照的な部分の多い二つの気質を1人の人間の中で持っているＡＢ型
は、頭の中でも常にＡとＢの対話が行われているようだ。そのような対話から生まれてくる行動表現が、合理的
な考え方やバランス感覚につながっている。 
 
  ◆血液型別 日常性      （表Ⅱ－①-b） 

気   質 
表現分野 

０型の日常性 Ａ型の日常性 Ｂ型の日常性 AB型の日常性 

一般傾向 
強い個性表現と生活習
慣を守る保守性共存。
必要に応じマメか不精。 

一定の手順や秩序形式
重視。義務感でよく動く｡
環境への注意力緻密｡ 

形式習慣そうこだわらな
い。動きはセカセカか不
精の両極に分れる。 

社会では周囲と調和して
動き、私生活は趣味のま
まに表現行動する 

衣生活面 

少々突飛でも好みを貫
く。流行に従わないが、
目的次第。目立たぬ個
所では実用主義。 

目立ち過ぎを嫌い渋さと
上品さ、質を重視。中間
色好み。選択の目は細
かでうるさい方。 

特別の専門趣味家以外
は割に大まか。選択もこ
だわらない方。原色好み
の傾向で派手好き。 

外部では控え目、日常
で個性的。アクセサリー
装身具にこる方。一部キ
ンキラ趣味も。 

住居に対し 
自分の城として強く持ち
たがる。庭など自然と密
着の住居好む。 

安定した居所が第一条
件だが、一部、逆に環境
変えたがり引越し好きも。 

本質的に居所や家屋所
有にこだわらない。自由
な移動を気楽とする人
も。 

私生活の安全と機能的
快適性を求める。生活
投げやりだと放浪性が出
る。 

家具調度 
家具調度その置き場所
を一定させ、あまり変える
ことを好まない方。 

 配置配色にうるさい方
で、しばしば配置替えデ
ザイン替えをする。 

一部凝る以外、調度品
や配置も最も気にしない
方。便利さ実用性重
点。 

趣味的な装飾性を好
む。女性ならオブジェ、壁
飾り等デザイン性重視の
傾向。 

整理整頓 
極めて合理的。マメな人
もやり方大づかみ。 

大得意。が、完璧主義
でやるか全くやらないか極
端。 

不得手の方。時に懲りだ
すがどこか雑然とする。 

秩序的。しまいすぎ。見
えない所の整理は手ぬ
き。 
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物品に対し 
記念の品愛好し、大事
に保存。必需品備蓄傾
向。収集癖あり。 

不用と認めれば惜しげな
く捨てる傾向。新しい物
好きの所ある。扱い丁
寧。 

執着ないが何となく捨て
ずに残しガラクタ雑然とな
る傾向が見られる。 

一般的愛着心は多くな
いが、趣味的に一部の品
に執着したりする。 

買物ぶり 
節約も平気だが時に計
画をたてて大物買い。 

買物好き｡生活充実に､
むしろ大胆な使い方。 

計画性や方向性乏し
い。何となく買わない。 

有利な買い方、珍しい機
会に釣られ不用品も。 

金 銭 面 
財産作りは確か。よく残
し､ヘソクリも巧い｡ 

一円の誤差も嫌う几帳
面､その割に残さない。 

本来しまり乏しいのに、時
にケチに見えもする。 

合理的な管理。生活安
定に必要分は確保。 

食事ぶり 
時に豪華一流趣味を喜
ぶが、日常の食事は割と
素朴で実質的。 

見た目とムードを重視。
自分だけの食事手をかけ
ぬ。人に食べさせ好き。 

食事を人生の重要要素
とする人多い。食事の形
式こだわらない。 

食いしんぼうは随一。よく
手をかけ、よく加工された
ものを好む。 

食物好き嫌
い 

成人後好き嫌い少なく
何でも頂く方。ふるさとの
味。母親の味等自然さ
喜ぶ。 

好き嫌い多い方。特殊な
味臭きらう。清潔さで食
器や場所に神経質。 

味がよければよしとする
方。珍味好き、グルメ多
い。食欲もマイペースで。 

ナマの味より加工された
味好む。種類多く食べた
い方。 

睡 眠 
熟睡派だが、心配事や
不安感で極度の不眠も
ある｡徹夜寝だめが利く。 

睡眠平均して浅い。一
般に神経質。頑張れば
徹夜もするが強くない。 

ＴＰ０にかかわらずよく
眠れる方。宵っ張りで朝
が弱い人が目立つ。 

睡眠不足に極端に弱く、
翌日能力半減。興奮す
ると眠れなくなる。 

健康管理 
健康保持や病気に神経
質。専門家の知識に従
う。 

周囲の人へうるさい割に
自分の管理おろそか。 

周到熱心とは言えないが
案外無理をしない方。 

神経質なほど熱心派と
医者嫌いの両極。 

 
◇ Ｏ型の日常性  
  O 型の日々の行動傾向特徴は、個性の主張と自分の生活習慣を守ろうとする保守性が強いところ。一般
的には日常生活は目的にかなっていればよしとし、素朴な日常生活でも満足する。また、O型の人は育ちの影
響を強く残すことが多いようで、食生活などにその傾向がよく現れるようだ。 それが社会を意識するような場面
になると、一転して個性を強く表現しようとする。例えば、ひげをはやしたりする男性や、個性豊かなファッションを
好む女性が目立つのも、対社会へ向けた個性主張の現れと言える。 また、自分の生活が脅かされるような
事態が起これば、持ち前のバイタリティの強さを発揮し、生活の方向転換も思い切ってする積極タイプになる。   
 
◇ Ａ型の日常性  
  一般的に A 型の人は、とっぴな表現を避け、控え目であることが多い。“人並みに”ということに基準を置き、
その範囲で個性を求めるので、趣味性は渋く繊細に成熟される感じになる。多 くは自分のことよりも環境や周
囲の人々に細やかな注意を働かせて、骨惜しみない行動をしているせいか、抑圧された自己表現のはけ口を
いつも求めている。買い物好き、部屋の模様替えなどは、A型の現状脱皮願望の１つの現れである。   
 
◇ Ｂ型の日常性  
  一般的に何においてもケジメをつけたがらないＢ型の人は、仕事や遊びさえはっきり区別していないことがあ
る。 Ｂ型にとって重要なことは、興味や関心がどの方向へ向かうかということで決まるのだ。 
 日常生活でも、あるいは仕事においても自分が関心を向けた分野には執着し、持ち前の凝り性ぶりを発揮
する。 
 
◇ ＡＢ型の日常性  
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  ＡＢ型は社会と私生活の区別をはっきりさせようとする人が多い。服装なども、社会に対する時は常識に合
わせ、私生活では割と目立ちたがり屋の人も多くなる。装飾好き、食いしん坊と、私生活では趣味性を発揮し、
日常の生活パターンでは機能性やセンスを重視する傾向がある。  
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  ◆血液型別 対人性      （表Ⅱ－①-c） 
 ０型の対人性 Ａ型の対人性 Ｂ型の対人性 AB型の対人性 

対人性を家
にたとえると 

石造洋館。戸を開けばオ
ープンで汚されてもすぐ洗
い流せ、閉じれば用心堅
固、城のよう。 

木造日本風。外見優雅
も、なかなか奥へ通さな
い。汚されたら回復するま
で後が長引く。 

洞穴。見てくれ悪いが解
放性随一で誰でも奥ま
で入りこめ、土足自由｡
汚しても影響少ない。 

人を迎えるオフィスとキャ
ンピングカーで人里離れ
る私生活の、二重生活
をしている感じ｡ 

基本の形 

信頼関係を軸に仲間を
ふやしたがる人間関係を
重視。知り合えばホットな
人間味。 

常に波風ない安静平和
な関係の維持望み、人
を刺激しないよう細心。
よく気の付く人の印象。 

周囲への刺激はそう気に
せず、話し合え判り合え
る相手を求める。付き合
えば面白い人の印象。 

周囲と調和しソツなく付
き合うが、ベタベタした義
理人情を嫌う。サッパリし
た人の印象。 

人と接触のあ
り方 

仲間や親友身内には心
のスキンシップ、裸の付き
合い。未知の人や気持ち
の判らぬ相手には極度に
警戒心を高める。 

型通りの挨拶も行届き、
相手へのサービス精神で
好印象だが、心を開くの
が遅く、容易に人を信じ
ない面も。 

形式的挨拶苦手。不愛
想かザックバランだが心を
開くのは早く信じ易く親し
み易い。心配りの細かさ
は不足。 

にこやかソフトな応接は
程が良いが、人と常に一
定の距離を置く感じ。泥
まみれ泣き笑いの付き合
いは苦手。 

人 間 味 
親しい仲間や弱い人には
面倒見よく積極的親切｡
やや一方的もある。 

目立たぬ親切ソッとした
思いやり尊重。恩に着せ
られるのが大嫌い。 

気さくな人情味。相手の
立場を理解。やや浪曲
調お節介ぎみも。 

頼まれるとイヤと言えず奔
走する奉仕の精神だが、
認められないと怒り。 

対人方法 
知人とは膝を交えて。用
談は要領よく、切上げも
早い。手紙好き。 

親しい友とは徹宵の話
も。用談は慎重回を重
ねる｡電話交渉不得意。 

話し好き。用談はズバリ
早いが長っ尻気味。電
話は好きな人多い。 

事務的には面談手紙電
話すべて要領いいが訪問
する先は限定される。 

贈 答 
物の贈答は熱心で几帳
面にお返しもする。おすそ
分けも好きな方。 

慣習形式を尊重。知己
には心を込め実用的選
択｡土産物をよく買う。 

気分で贈答の厚薄にム
ラがある。慣習形式にこ
だわらない方。 

営業用には気を使うが私
的交際の贈答熱心でな
く土産物は買わぬ方。 

話 し 方 
言葉論理明快も断定的
やや押しつけ気味。一言
多く怒らせる事も。 

順序丁寧だが回りくどさ
も。当たりさわりない表
現。皮肉がやや好き。 

結論を先に言う癖。やや
説明不足。ひねった表現
が誤解のもとに。 

説明程よく淀みなく論旨
も明晰だが、改まると平
板で事務的、印象薄
い。 

困ったくせ 
教え好きだが教えられる
のが嫌い。 

たしなめ好きだが、たしな
められると反撃。 

アマノジャクは最高。冷か
し､からかい好き。 

イヤミの名人だが自分は
傷つき怒る。 

争 い 方 

勝つと見てトコトン、負け
そうで隠忍。論争はその
場は引かないが後でソッ
と改めたりする。 

まあまあで抑えるか、カッと
無我夢中。芯は一番ガ
ンコで非を認めず、あやま
れない。 

そう勝ち負けに熱心でな
い。かんしゃくも起こすが、
結構頭も下げる。議論で
はしつこい。 

言葉の戦い華麗だが闘
争嫌いの平和派。衝突
事前に回避。憎む相手
も心を見せずに接する。 

相手の区別 
好意悪意よく見分け敵
味方選別。理屈っぽい
相手や八方美人を嫌う。 

形式的身分上の立場や
上下差を意識して接す
る。図々しさを嫌悪。 

上下や立場の区別なく
接し親しむ。堅苦しさや
石頭をいやがる。 

公平な扱い。時に身内
身内外の区別もしない。
偽善や裏表を特に憎む。 

 
◇ Ｏ型の対人性  
  O 型信頼関係の有無で、敵にも味方にもなる。信頼を持てば開放的で信義に厚い人間となるが、そうでな
い相手や初対面では、必要以上に警戒心を持ったり、ライバル意識を強く持ったりする。O型の人との関わりは、
自分の味方や仲間作りが基本にある。そのせいか、相手の自分に対する好意悪意には敏感で、時にはそれに
とらわれすぎる感がある。自己主張の強さが、押し付けを感じさせる事もあるようだが、結局は“憎めない人物”
となる感じだ。 
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◇ Ａ型の対人性  
  A 型は周囲の環境を絶えず安定した状態にしておこうとする。人間関係でも波風立てず、人に対する穏や
かな心遣いとサービス精神が旺盛。反面、人を信じきれず本当に心を開く相手が限られるという面も持つ。それ
は、秩序やルールへの厳しさ、プライドの高さが、人に心を許せない自分を作り、ストレスを蓄積させるという結
果にもなるようだ。こうした A 型にとって、数は限られても気のおけない、心の許せる友人や身近な人の存在は
重要になる。 
 
◇ Ｂ型の対人性  
  Ｂ型は、人間関係を丸く納める事前の配慮をするのではなく、問題が起こって初めて対策を考えるという傾
向がある。 それがしばしば、“気がつかない人“という評価を受けるが、反面Ｂ型は、人の考えを理解し、相手
の立場に立って同調できるという点では、大変きめ細やかな感性を持つ。多くのＢ型は照れ性で一見とっつきに
くさがある。Ｂ型は賑やかなイメージが強いが、それは少数で、静かなタイプやむっつりタイプの人の方が多い。し
かし、少し踏み込んで付き合うと、本来の開放性や人情味で人との関わりの幅を広げていく。 
 
◇ ＡＢ型の対人性  
  ＡＢ型は人間のギラギラした欲望を好まず、他人と一定の距離をおこうとする人が目立つ。理性や言葉に
重きを置き、偽善や言葉の表裏を他の血液型以上に許せないところがある。これはどちらかというと後天的に身
に付いて助長されていくことが多いようだ。ＡＢ型は子供時代から客観的に人を見る目を持っているせいか、大
人たちの言葉の裏に隠されたエゴイズムを子供ながらに見てとり、一種の恐怖を抱く。それが他人と一歩遠ざか
ろうという姿勢に成長していく。ＡＢ型のソフトな人あたりの良さや、人の為に労を惜しまない行動は、そうした
一種の人間同士の連帯感を行為で埋めようとするからだとも見える。 
 
 
 
  ◆血液型別 社会性      （表Ⅱ－①-d） 

 Ｏ型の社会性 Ａ型の社会性 Ｂ型の社会性 AB型の社会性 

生き甲斐の
基本 

より強くより豊かにより栄
え、より名誉と権力を求
め、その社会的欲望には
限界なし。 

生き甲斐最も意識。誰
かのため何かのため役立
つ存在、それを認められ
つつ生きたがる。 

社会的野心比較的薄
い。行動は個人プレー気
味だが、内容や業績への
評価を強く望む。 

活動欲盛んの人多いが
社会的欲望に限界。後
は奉仕と、趣味、有用さ
の承認を求める。 

社会への姿
勢 

権力への意識は権力志
向と反権力共に強い。強
弱をめぐり一種勝負師的
姿勢で社会に臨む。 

社会の秩序やルールを尊
重。調和を望む建前を
通し、一方では個人的
欲望の追求も強い。 

柔軟な姿勢で変化に最
も実用的に即応するが
一定の秩序ルールは軽
視ぎみ。無原則性。 

正義感強く社会への批
判は厳しいが、権力獲得
欲は乏しく闘争の渦中に
入るのは好まない。 

社会行動の
基準 

信念主義イデオロギーに
基づき強い社会行動。 

善悪の基準にこだわり筋
を通すことを好む。 

夢は持たず実用妥当性
を重んずる前進派。 

正義の基準以外は合理
性追求。まとめ役。 

集団性と個
人性 

仲間作り熱心、時に派
閥的にもなり、同士的結
束望むが、行動は自己
主張自己顕示が目立
つ。 

集団や組織に帰属求め
る方。チームワーク尊重し
個人プレー慎むが、自分
の考え方は堅持する。 

集団性にとらわれない自
主性。時には組織を逸
脱した行動も。そのくせ仲
間外れには神経質。 

自分の担当範囲を決め
て集団や社会に参加す
るが､のめり込まず､私生
活は別に使い分ける。 

人間関係の
方向 

信頼関係、力関係、敵
か味方かを中心に意識。 

上よりも、下の人々の動
向意向に神経質。 

下にはむしろ寛容。上の
動向に苛立つ傾向。 

横に動いて調整幹旋パ
イプ役に長ずる。 
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社会での表
現方法 

社会的立場、地位年功
等の変化に応じ表現を
大きく変えるが内面の個
性は貫ぬく。 

公的な場と私的・飲む席
などでガラリと変わる方。
外づら内づらの違い方も
最も大きい方。 

地位や内外よる違いは
最少。仕事にのっている
時とのらない時、疎外感
ある時などで大差ある。 

社会の中では表現最も
一定。ただ、責任を問わ
れる地位に昇って一変す
る人も。 

職 業 性 
若く転職多い傾向あるが
次第に専門を得て深め、
プロ的に成長して強い。 

一定の職場を得、組織
で動いて強い。大器晩成
型の人が目立つ。 

自由度の高い職場や自
由業的な所で能力発
揮。専門不明の人が目
立つ。 

多角経営タイプで、間口
を広げた活躍が目立ち、
また強い。 

目立つ職能 

営業面強く企業性も十
分。高い政治性で政治
的活動も能力発揮。表
現力で作家芸能人も多
い。 

緻密さと責任感が経理
管理等に生きる。着実で
現実的処理、改良応用
の才目立つ。 

調査能力に長じ、アイデ
ア性充分で開発部門で
生彩。科学技術、創作
分野も目立つ。 

マネージ面強く経営能力
もある。客商売は気質が
生きる。分析やデザイン
に才を見せる。 

よくある挫折
原因 

目的の為手段選ばず脱
線、人間関係に心奪わ
れ大局見失う。 

自信喪失が最大の敵。
対人ストレス蓄積。不安
材料を考えすぎて。 

型にはまらず社会不適
応。人間関係軽視。ル
ール軽視の勇み足など。 

ソツなさが裏目で不信を
受け、裏切られ感がたま
り気力喪失など。 

反社会性の
出るとき 

敗北意識、弱者意識が
定着して一部は卑屈に
一部は社会を敵視。閉
鎖的か挑戦的生活を送
る。 

社会の矛盾や冷たさに
衝突、抑制の外側のカラ
を作り切らない時に反社
会的行動や運動に。 

疎外感高まり、また打込
む対象長く得られない時
などイラ立ちが続き爆発
的反社会行動も。 

他人との異和感高まり、
また、生活基盤崩れ再
建の気力出ずに。また空
想と現実混同して。 

 
◇ Ｏ型の社会性  
  社会の中での O型は、力を意識しそれを追い求める。自分が弱い立場にある時は強く保護者を求め、それ
なりに力をつけた O 型は仲間の輪を広げ、さらなる力を強化しようと努める。O 型は、集団の中での弱者強者
の原則を肌で知っているようだ。また、O 型が、社会の中で必要とされる理性を特に発達させた時など、自分の
ストレートな欲望の強さとのジレンマに悩む場面があるのを見る。 
 
◇ Ａ型の社会性  
  A 型は、社会の秩序と個人的欲求のせめぎ合いの中で成長していく。社会の為に役立つことに生き甲斐を
求め、その社会は家族の為から人類社会の為までと、対象の広がりがさまざまになる。いずれにしても“自分”と
いうより誰かの為、何かの為に生きる満足感の方が重要になる。しかし、A 型の人に個人的な欲望がないとい
うことではなく、むしろ抑圧されるだけに、内面で強められていることも多い。そこで A型は、外に向けた生き甲斐
は建前の世界として、その役割を果たした後、個人の欲望をそれとは切り離して実現させようとする傾向が見え
る。 
 
◇ Ｂ型の社会性  
  Ｂ型は、社会の秩序やルールなどにこだわらず、自由気ままに動いているように見えるが、それでも大きく逸
脱するようなことは意外に少ない。自分自身が納得しているルールに対しては、むしろ誰よりも律儀に守ろうとす
る部分も見られる。Ｂ型の社会性で最も特徴的なのは、野心の乏しさと言える。Ｂ型は自分の興味や関心の
向く方向に心を奪われる為、社会の中での自分の評価はにの次になる。こうしたＢ型の凝り性ぶりや柔軟な発
想は、科学技術や芸術へ少なからず貢献してきたと言える。ただＢ型は、そのマイペースが行き過ぎて社会から
疎外されたと感じた時、大変な焦りになる。 



血液型人間学－研究資料 

研究室外秘 47 

 
◇ ＡＢ型の社会性  
  ＡＢ型は権力への野心が少ない。社会で活躍し地位を得ても、最高位はあえて望みたがらない傾向。Ａ
Ｂ型が組織や集団のトップになる時も、周りから押し立てられる感が強い。ＡＢ型は集団の力を必要以上に
結集したり利用したりすることより、むしろ派閥を作らず公平な活動を好む。人とのパイプ役、調整役として活躍
する人が目立つ。 
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   ○人柄のニュアンス 
 

 血液型が違っていても、行動的な人、無口な人などは、それぞれの血液型に見ることができる。し
かし同じタイプでも、ニュアンス（印象）が変わってくるというのが、血液型の違いを表す特徴である。 
 次に、血液型別のニュアンスの違いを表す。 

 
  ◆血液型別 人柄のニュアンス                 （表Ⅱ－②） 

人柄のタイプ Ｏ型の印象 A型の印象 Ｂ型の印象 ＡＢ型の印象 
上に立つ型 親分のＯ リーダーＡ 親方のＢ 大黒柱AB 
人を圧する型 豪傑のＯ 厳格なＡ 剛腹のＢ 貫禄のAB 
男まさりの女性 女傑のＯ 女史のA おばさんＢ 女丈夫AB 
ほがらか型 陽気なＯ 明るいＡ おまつりＢ 洒脱のAB 
行動型 活動家Ｏ 小まめなＡ せかせかＢ せっせのAB 
静かな型 おとなしいＯ 控え目のA 照れ性Ｂ ニコヤカAB 
無口な型 むっつりＯ 黙々Ａ おしずかＢ 人見知りAB 
まじめ型 実直のＯ 誠実のA 地道のＢ つつましいAB 
根性型 がんばりＯ 完遂のＡ こり性Ｂ けんめいのAB 
がまん強い型 辛抱のＯ コツコツＡ 執念のＢ 努力のAB 
しまりや型 がめついＯ コマかいＡ ケチンボＢ 出し惜しみAB 
気前いい型 バラまきＯ 浪費のA 底のぬけたＢ くれてやりAB 
とっつきにくい型 きどりのＯ すましのＡ ぶあいそＢ かっこつけAB 
夢多い型 詩人Ｏ ムード派Ａ センチなＢ メルヘンAB 
あたたかい型 人間味Ｏ 思いやりのA 人情家Ｂ 奉仕のAB 
人助け型 めんどう見Ｏ 世話やきＡ おせっかいＢ 身上相談AB 
たのまれ型 まかしときＯ アドバイスＡ ワカッタのＢ イヤといえぬAB 
口をはさむ型 数え好きＯ 注意するA 訂正するＢ 批判家AB 
口の悪い型 毒舌のＯ 皮肉のA からかいＢ イヤミのAB 
短気な型 かみつきＯ 瞬間湯沸しＡ かんしゃくＢ 傷つくAB 
怒りっぽい型 どなりのＯ 小言のA 当たりちらすＢ カッとなるAB 
言論家型 信念のＯ 筋通しＡ 科学的Ｂ 正義派AB 
主張する型 論理のO 理屈のA 実証のＢ 分析のAB 
素直でない型 いっこくのＯ がんこＡ あまのじゃくＢ 不服従のAB 
興味多い型 好奇心O 追究のA 弥次馬Ｂ 面白がりAB 
開発する型 独創のO 応用のA アイデアのＢ 改革のAB 
人と結ぶ型 団結のO 協調のA 井戸端Ｂ パイプ役AB 
一人往く型 独立のＯ 孤独のA 仲間外れＢ 人間ぎらいAB 
きげんとり型 ごますりＯ ごもっともＡ たいこもちＢ 調子いいAB 
閉鎖型 警戒心のＯ 疑い深いA 用心のＢ 恐怖するAB 
わかり悪い型 単細胞Ｏ 石頭A 独りよがりＢ 幅せまいAB 
社会不適応型 破滅のＯ 挫折のA 脱線のＢ 落伍者AB 
恐ろしい型 凶悪のＯ 冷血のA 暴発のＢ 復讐のAB 
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  ［血液型で見る相性］ 
 

 気質による人間同士の関わりには、相性というものが働く。特に男女間では重要な要素となること
が多い。相性というのはその人間関係の気質による組合せの特性であり、単に相性が良い、悪いと
いうことではない。ただ、現実の人間関係にある習慣の中では、やりやすい相手、やりにくい相手とい
うのはある程度出てくるようだ。 
 血液型で相性を眺めた時、それぞれの組合せの特性にある傾向が現れる。この特性を理解する
ことは、やりにくい相手とも円滑なコミュニケーションを作る為の、努力のポイントを知る手がかりにな
る。 

 
   ○リード＝おもり関係 

 〈図Ⅱ－⑤〉 
 

血液型の組合せには、〈図Ⅱ－①〉のような循環性と各血液型の組合せの関係を見ることがで
きる。 
それぞれの組合せごとの特性やポイントを次に示す。 
 

◇ 【リード＝おもり】関係…矢印（太線の片矢印）の流れに沿う関係。 
※ おもりとは、子供を親がおもりするのと似た意味はあるが、主に精神的な部
分を言う。また、どちらかに強弱関係があるのではない。 

 
※ その血液型から見て、太線矢印の方向に向かう血液型は、比較的合わせやす
い相手となる。この流れに沿う努力は、人間関係を円滑にする１つの有効な手
段である。 

 
※ 各組合せごとに見るポイント   
【Ａ⇒Ｏ】… Ａ型の配慮や注意力、慎重さが、ストレートで多少大まかなＯ型

の行動をカバーする。  
【Ｏ⇒Ｂ】… おだてに乗りやすいＢ型を、Ｏ型は最も上手におだてる。  
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【Ｂ⇒ＡＢ】…AB型にとってＢ型は、話の解ってもらえる相手  
【ＡＢ⇒Ａ】…Ａ型は、AB型のソフトで冷静な対応が安らぎになる。 
  
※ おもりをする側とされる側の感じ方を理解する為に、下の（表Ⅱ－③）に現し
た。 

◆おもりをする側とされる側の感じ方    （表Ⅱ－③） 
相手への対し方 おもりする側 おもりされる側 
一般的に… 落着いて冷静さで応対できる感

じがする。 
やや情にかられながら応対する
傾向がある。 

気質の違いを… 微笑ましく、時に羨ましく感じる。 魅力的に見える。理解できない
点は弱点とも見える。 

相手の感情の動きに… あらかじめ読み取れる感じがす
る。 

何を考えているか分からない感じ
を持つことがある。 

相手の生き方が… 少々危なっかしく見える。 しっかりしているように見える。 
自分の意見を述べると
… 

意見がよく通り、分かってもらえる
感じがする。 

意見が通じにくく、訴えかけてい
るように感じる。 

相手からのアドバイスを
… 

非難を受けている感じがする。 好意的な忠言を受けている気が
する。 

共同の行動をとる時… 相手を支持し、バックアップしてあ
げる感じだが、引っぱられもする。 

先に立ち、リードしていく感じだ
が、のせられている気分にもな
る。 

その関係がきれた時 相手を絶縁した感じになる。 相手に去られた感じになる。 
利用関係に立つ時 日常範囲では小さくだましが効く

が、時に大きく裏切られる。 
日常範囲では利用しにくい感じ
だが、大きなスケールで利用でき
る。 

相手に対する評価 好もしい相手、悪くすると安っぽ
い相手。 

尊敬できる。悪い場合はイライラ
させられる相手。 

 
 
 

◇ 矢印が向き合い対立している関係  
 

お互い反対の持ち味を持っている。反発する反面、無いものに強く惹かれ
るという関係である。この組合せは、相性が悪いと誤解することがあるが、互い
の無い部分を補い合い、成長を助け合う良い点も生まれやすい。 
 
※ 各組合せごとに見るポイント 

 
【Ａ⇔Ｂ】… 会話が最も弾む。相互に尊重しあう寛容さを持つと、
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最強のチームワークになる。 
【Ｏ⇔ＡＢ】… 初対面では最も魅力を感じやすい。Ｏ型が包容特に

ビジネスで歩調を合わせやすい。 
 
  ◇ 同じ血液型同士の関係 
 

 お互い同じ発想や感覚で行動することから、相手の気持ちが良く理解でき
る。    

 
※各組合せごとに見るポイント  

 
【Ｏ＝Ｏ】… はっきりとした力関係があったほうがスムーズになる。同

士愛が生まれやすい。   
【Ａ＝Ａ】…  チームプレーで上手く行きやすい。心をなかなか開きにく

いもの同士なので、食い違うと深刻になることがある。  
【Ｂ＝Ｂ】… お互いマイペースだからスレ違いやすいが、考えは最も

理解し合える。   
【ＡＢ＝AＢ】… 趣味や考え方などで共鳴できる。   
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  ［血液型で見る長所と短所］ 
 

○ 性格を改善する手がかり 
 

 人間はある気質をもって生まれてから、さまざまな環境によって個性（性格）を形成していくが、子
供の頃、あるいは思春期頃までは、そのほとんどが半無意識の中で行われることが多い。それは、家
庭環境などでも大きく左右されるであろう。 
 しかし、成長するにつれ、社会に適応したり、自分の人生をより満足できるものにしたりする為に、
今度は意識的な性格作りを試みることになる。ただ、その時点では既に、子供時代に自然に形作ら
れた性格を生かしたり、あるいは改善したりする作業は、それ程簡単ではないように思われる。 
 また、人間は考えているよりずっと主観に頼り、利己的で、思い込みの多い生物なのだということが、
その作業を更に困難にしているように見える。 
 血液型の知識を得ることは、自分の気質や性格を客観的により分かりやすく見ることができるように
なるということである。 
 
※ ここで、性格の改造、コントロールの道を考える為に、性格のある程度の構造を改めて確認して
みる。 （血液型活用学―P144） 
〈性格の 9 つの層〉 
1. 生理的行動 ……食事や睡眠などにおけるもの。 
2. 幼児期の刷り込み ……幼児期の新鮮で強い印象などが生涯ついてくる。  
3. コンプレクス ……成長期に強いショックなどを受けて刻み付けられる。記憶としては消えても、

心の傷が後遺症となって残り、性格に影響を及ぼす。 
4. 第 2 の天性 ……成長期から成熟期（15～25 ぐらい）におこる自我に目覚める時期。

この頃、反抗期、自立心など、それまでに得た性格の一部を捨て去ったりしながら新たな性
格作りが行われる。 

5. くせ ……表面的な行動のくせと体質的なくせがある。 
6. しつけ ……両親、教育者、夫婦間でも行われる。 
7. 習慣、慣習 ……習慣は周囲の狭い範囲、慣習は社会など広い範囲。自然としつけられ

てくるもの。 
8. 教育 ……家庭、学校など。 
9. 自己演出 ……周囲や社会に適応させようとする、無意識で行われることが多い。 

 
※ 性格の改善とは、自分自身の意図や努力による、自己の再教育ということである。自分を抑制
し、あるいは意識してある方向へ行動させることを根気よく繰り返すことで、新しい習慣づけを行
い、ついには習慣とも意識しないところまで持って行くことだ。 
改善に難易の差はあるが、どのような種の性格を改善したいのかを見極め、効率のよい努力を選
ぶべきであろう。 

 
※性格の良し悪しは環境と相対的な関係がある。 
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仮に、長所と短所を次のように定義してみる。 
◎長所…… 環境、その人に住む社会と摩擦無く適応し、自分の能力を障害

なく発揮する為にプラスとなっている性格部分。 
◎短所…… 長所の定義に対してマイナスとなっている性格部分。 

 
※ 人間社会での基本的な長所短所となる項目を、参考までに挙げてみる。 

◎欲望のコントロール。 
◎感情の抑制。 
◎周囲や相手に合わせる能力。 
◎考え方の幅広さ、きりかえの早さ。 
◎忍耐力持続力。 
◎集中力。 
◎注意力。 
◎過剰な神経質さや恐怖心がない。  

 
 上記に上げた 8 つの項目は、それが満たされていれば長所、満たされていなければ短所ということ
になるが、逆に多く出すぎていても短所になることを知る必要がある。 

 
 
   ○血液型別 性格の長所と短所 
 

 次に血液型別の長所と短所をまとめた表を示す。 
 
  －表の見方－ 

・ １番上の段は、その血液型の気質表現だが、この表にあるものが全てではない。中で、長所と
短所として現れやすいもの（社会性の強いもの、人間関係に影響しやすいもの）をあげてい
る。 

・ 1つの気質表現に対して長所と見られる場合、短所と見られる場合の内容を、下の 2段に現し
ている。これは、あくまでも周囲の目にどう見えるかということで、その人の性格を示したものではな
い。気質表現の仕方によっては、このようにも見られる、ということである。 

・ “神経質”や“優柔不断”など、どの血液型にも同じ用語、あるいは類似語があるが、これは、そ
れがその血液型のどの気質傾向から発しているかを見てほしい。同じ神経質と見られることがあっ
ても、それがどの気質に基づくものなのかが重要である。 
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 ◆O型の長所と短所      （表Ⅱ－④-a） 
O型気質の表現 それが長所と見られる場合 それが短所と見られる場合 
目的志向性強く、目
的に向い直進。目的
不明だと意欲が減退。 

実行力がある。仕事への意欲が大。仕事に
有能である。意志が強い。やり手。物事をや
り通す。粘り強い。 

強引。周囲や左右を顧みない。目的の為に
手段を選ばぬ。仕事にムラがある。責任感
や使命感が少ない。 

自然に沿う生き方で
欲望はストレートに出
る。 

生命尊重。体を大事にする。自然愛護。情
熱的。愛情が強い。率直で積極的。 

がめつい。独占的、所有欲が強い。利己主
義。体の故障では気力失い弱い。 

社会の中で力関係を
強く意識し、勝負師性
がある。 

向上心がある。いい意味で野心を持つ。大
局を読む。上では頼もしく、下では忠実。競
争心、根性、頑張りや。 

権力意識が強い。悪い意味で野心家、出
世主義。優位だと力で押える。劣位だと卑
怯。勝負にあきらめが早い。 

頭を押えられるのがき
らい。 

負けぎらい。独立心がある。自発性、自主
性がある。一匹狼。 

けんか早い。すぐ突っかかる。反抗的。強
情。素直でない。 

ロマンチックがまたは理
想を持つ。 

夢や理想がある。詩的だ。心が美しい。情
熱家。感激性。意識ある人生を求める。 

子供っぽい。口先だけのきれいごとだ。言行
不一致。ほらふき。安っぽい。 

判断や行動性は、き
わめて現実性に富む。 

生活力がある。実際的。冷静。しっかりして
いる。判断が適格。考えが深い。 

計算高い。すぐ損得ずく。抜け目ない。油断
ならぬ。すぐ金に換算。冷たい。 

思考が直感的で、行
動に原則を持つ。 

率直。人がいい。開放的。無邪気。信念が
強い。自分の思想や主義を持つ。 

単純だ。大雑把。早合点。独善的。おっち
ょこちょい。押し付け。偏狭。 

仲間を強く求め、スキ
ンシップな付き合い。 

心が暖かい。面倒見がいい。人間味があ
る。親分性。信頼感。人なつっこい。 

派閥性。身内を大事にしすぎる。ベタベタす
る。しつこい。集団をカサきる。 

仲間外や知らぬ相手
には強い警戒心を持
つ。 

人にだまされぬ。慎重である。人をよく見る。
軽はずみでない。口がかたい。 

なかなか人を信用せぬ。分け隔てをする。自
分を守りすぎる。神経質。 

個性的なことを好み、
自分をよく表現する。 

個性を生かす。人の個性尊重。独創性。表
現力豊か。明朗。開放的である。 

好き嫌いが強い。変な趣味。変わり者。自
己顕示欲。自己宣伝。気取り屋。 

教えたり、指導すること
を好む。 

教育愛が豊か。教育熱心。指導性。指導
力がある。積極的な親切。後輩思い。 

うるさ型。一言多い。出しゃばり。訓戒や教
訓好き。人に干渉する。 

学習性が強く、学習
結果が良く身に付く。 

勉強家。向上心がある。記憶がいい。努力
家。末頼もしい。いい意味の好奇心。 

自発的な工夫や計画性がない。一夜づけ
だ。ガリ勉。人の考えを盗む。 

言葉の使いまわしを好
み、それが巧妙。 

論理的である。理論派。科学的に考える。
説得力がある。明快でわかりいい。 

口だけ達者。こじつけ理論。言葉でごまか
す。裏表。中身がない。 

感情が、あとへ尾をひ
かない。 

淡白な気性。カラッとする。らい落。おおら
か。ハラがある。付き合いよし。 

いいかげん。人の感情や悩みが判らない。調
子がいい。 

社会性が強く、社会の
中の自分の立場や人
間関係を重視する。 

社会人だ。自覚が高い。しっかりしている。
付き合いを大切にする。政治意識が高い。
世の中よくするのに熱心。 

人の好悪を気にしすぎる。立場や地位に神
経質。ぶる。かまえる。人に何か言われると
動揺。政治的に動きすぎる。 
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 ◆A型の長所と短所      （表Ⅱ－④-b） 
A型気質の表現 それが長所と見られる場合 それが短所と見られる場合 
周囲によく気を配り、
相手の状態に気を使
う。 

よく気がつく。細心で緻密。注意深い。人の
気持ちをくむ。聞き上手。 

まわりばかり気にする。神経質。自己主張が
乏しい。こまかい。世話焼き。 

周囲との関係の安
定、人間関係の平穏
を望む。 

やさしい。おだやか。思いやりがある。協調性
が高い。つき合いよく、平和的。 

事なかれ主義。積極性がない。妥協的。合
わせすぎ。八方美人。小心。偽善的。 

集団や社会のルール、
習慣、さらに秩序を尊
重する。 

公共心が高い。組織に忠実。羽目を外さな
い。長幼上下の別がある。礼儀正しい。道
徳的である。適応性がある。 

しゃくし定規。体制的。批判がない。独立心
不足。権威に弱い。人に上下の差をつけ
る。地位をカサにきる。 

社会人として、社会に
あって行動や表現をよ
く抑制する。 

折り目正しい。節度がある。控え目。自己
宣伝がない。でしゃばらぬ。周りをよく立て
る。オトナである。 

親しみにくい。腹の中が判らぬ。消極的。表
面的。すましている。冷やか。外面がよく内
面が悪い。 

行動や考え方が、型に
はまる傾向がある。 

堅実。常識がある。挨拶が行き届く。脱線し
ない。 

四角張る。くつろげぬ。体裁ばかり。融通性
なし。石頭。保守的。面白味なし。 

ものごとの白黒、善悪
のけじめをつけたがる。 

ハッキリしている。筋を通す。正義感。理が
通る。意見に信頼感。 

自分の考えを押しつける。早合点。余裕や
含みがない。決め付け過ぎる。 

先のことや未来のことを
悲観的に眺める。 

行動が慎重である。甘さがない。思慮が深
い。用心深い。落着いている。 

物事を悪くとる。自信がない。グズ。煮えきら
ぬ。ケツばかりつける。 

完全主義であり、仕
事や自分のあり方を、
常に無欠であろうとす
る。 

仕事が丹念。いいかげんではない。プライド
が高い。責任感が強い。反省する心があ
る。説明が丁寧。まちがいがない人。 

細部にこだわる。理屈が多い。くどい。いいわ
けが多い。頑固で強情。独りよがり。遊びが
ない。 

継続的な努力のいる
負担には、耐久性が
ある 

我慢強い。辛抱強い。努力家。ストイック。
自分に厳しい。粘り強い。 

馬力がない。言われたことをやるだけ。受動
的である。 

無為にすごす状態には
不安にかられる。 

実行力がある。骨惜しみしない。小まめであ
る。 

動揺が多い。気が短い。ハラがない。あせり
やすい。 

人に心を開くまでに時
間がかかる。 

人にだまされない。人をよく見る。軽率でな
い。慎重な言い方。甘えがない。 

人を信じない。猜疑心がある。裸で遊べぬ。
水臭い。つき合いにくい。 

1つの事に興味を執着
させるのは苦手。 

しつこくない。切り上げ方がいい。思いきりが
いい。仕事にケジメがある。 

あきっぽい。集中力が足りない。疲れやす
い。徹底しない。勉強が上すべり。 

感情や神経が傷つい
た場合、回復がおそ
い。 

負けぎらい。発奮心。反発心。感受性が強
い。ナイーブ。 

恨みが長い。執念深い。おおらかさがない。く
よくよする。 

心の奥には、現実離
れした夢を求める。 

向上心。常に自己改造を求める。現状に満
足しない。 

不平が多い。夢だけで実行力がない。思い
つめたら何をするかわからない。 

何かのために役立って
いる生き甲斐を求め
る。 

使命感が高い。道義感がある。犠牲心があ
る。努力の精神。人につくす。 

独善的。自分だけいい子になる。ひとりよが
りで生きる。 
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 ◆B型の長所と短所      （表Ⅱ－④-c） 
B型気質の表現 それが長所と見られる場合 それが短所と見られる場合 
行動や表現、考え方
が型にはまらない。 

気さくで飾り気がない。ザックバラン。考え方
が柔軟。アイデアマン。融通性。 

挨拶をしらぬ。無作法。人もなげ。非常識。
無軌道。意見が頼りない。いい加減。 

照れ性で、ストレート
な表現をとらない。 

人がいい。かわい気がある。ぼくとつ。ぶらな
い。 

ぶあいそ。とっつきが悪い。ひねくれている。引
っ込み思案。 

周囲や相手の状態に
そうこだわらぬ。 

開放性。親しみやすい。単刀直入。細事に
こだわらぬ。ハラがある。 

厚かましい。図々しい。無神経。察しがな
い。無用心である。 

世間の秩序、習慣、
ルールにとらわれない。 

誰とでも隔てがない。権威に屈しない。創造
的。能率的。臨機応変。 

秩序を乱す。無礼。思いあがっている。上を
上と思わぬ。 

感情の振幅は繁く、感
情を動かされやすく、
気分調整を気にする。 

感受性が高い。感情表現が豊か。表情があ
る。芸実家的感覚。人情味がある。涙もろ
い。自分を大事にする。 

お天気屋。気分屋。軽燥さ。かんしゃく持
ち。八つ当たり。ナニワブシ。安っぽさ。気が
乗らないと動かぬ。神経質。 

考え方が実用的で、
関心は具体性があ
る。 

実際的な判断。科学性がある。正確さや有
効さを重んずる。 

ロマンチックでない。夢がない。深みがない。
哲学や思想、信念に乏しい。 

興味を持つ範囲は、
広く、中で 1 つのことに
興味を執着しやすい。 

趣味が広い。理解力がある。凝り性。仕事
好き。研究熱心。話しが面白い。好奇心好
や探究心が強い。いい意味の野次馬。 

興味があることだけに熱中。浮気性。専門
がない。何でも興味本位に見る。興味を追
って人生に道草。社会的野心乏しい。 

未知の行動に移るとき
もためらわず、早い。 

決断と実行。行動的である。エネルギッシ
ュ。度胸がある。 

慎重さや配慮が足りぬ。おっちょこちょい。せ
っかち。用心がない。 

判断は、正確さや有
効性にこだわる。 

適切な判断力。慎重な態度。客観性に富
む。調査を重視する。 

煮え切らない。ハッキリしない。白黒つけな
い。優柔不断。 

すんだことに、ややこだ
わり悲観的に見る。 

執念がある。粘り強い。反省心がある。経験
を生かす。 

未練っぽい。グチが多い。思いきりが悪い。
引け際や往生が悪い。 

未来や、先のことは楽
観的に考える。 

常に前向きである。未来に青写真を持つ。
開発、開拓精神がある。大胆だ。 

考えが浅い。世の中の見方が悪い。人よがり
の計画。そそっかしい。 

感情や神経の傷は、
回復おそくも完全回
復。 

あっさりしている。竹を割ったよう。こだわらな
い。過去は水に流す。 

バカみたい。人にだまされる。人に利用され
る。性懲りがない。 

家族や家庭に引きず
られることが少ない。 

仕事の人。人間として誠実に生きる。自分
を生かす。 

家庭への責任感が乏しい。愛情が薄い。ズ
ボラ。自分勝手。 

集団や組織から疎外
されることに敏感。 

それ自身、長所性は少ないが、広い意味の
B型の社会性の原因になっている。 

ひがみっぽい。ひねくれる。逆に居直る。不従
順。素直でない。 
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 ◆AB型の長所と短所      （表Ⅱ－④-d） 
AB型気質の表現 それが長所と見られる場合 それが短所と見られる場合 
社会に参加し、それに
貢献する意欲が高
い。 

誠実。社会での義務感、奉仕の精神が豊
か。仕事に忠実。骨身を惜しまぬ。 

遠慮がない。けんそんさが不足。自分がとい
うところがある。 

批判したり、分析する
ことを好む。 

観察がシャープ。するどい。ユーモアや警句に
富む。しゃれたセンス。 

評論家姿勢が多い。イヤミの名人。人の批
評が多すぎる。人の神経を傷つける。 

人間関係の調整や斡
旋パイプ役に長ずる。 

応接にソツがない。当たりがいい。つき合いが
公正。まとめ役。ビジネス有能。 

調子がいい。要領がいい。だれの味方かわか
らぬ。いつも第三者。 

社会にあって人と調和
して行こうとする。 

たのまれたらイヤと言えない。親切。世話好
き。人がいい。人の意見を求める。 

人に引きずられる。つき合いを気にしすぎる。
功名心が多い。自主性に乏しい。 

社会の場では、感情
の動揺が少ない。 

沈着冷静。落着いている。理知的。興奮し
ない。つき合いやすい。 

冷たい感じがある。事務的。感激性がない。
人間的でない。 

内輪では、感情の動
揺大きい面を合わせ
持つ。 

そのままでは長所となりにくいが、率直で自
分に正直と見られることもある。 

気まま。気まぐれ。感情的。わがまま。取り
乱しやすい。2重人格。 

裏表のある行動や表
現をよ く見ぬき、潔
癖。 

正義感が強い。偽善を憎む。利己主義や
我欲への怒り。道徳性が強い。 

人の好き嫌いが烈しい。包容力や親分性が
乏しい。だまされることに神経質。 

集中性はあるが、持
続性が少ない。 

知的作業の早さ。ポイントをつかむことが適
確。能率的。しつこくない。 

根気に乏しい。あきっぽい。疲れやすい。移り
気である。 

考え方が多角的で、
違った角度から物事を
見ることに長ずる。 

多角経営に長ずる。何でもこなす。趣味が
多い。理解が広い。企画性。デザインが巧
い。立場を変えて考える幅広さ。 

1 つのことをやり通せぬ。あとしまつが悪い。
言い訳がうまい。反省しない。意見が一致せ
ずアテにならない。気まぐれ。 

メルヘンチックが、空想
的な趣味がある。 

夢がある。感情が繊細。感動性に富む。感
傷的なやさしさ。涙もろい。 

子供っぽい。真剣みに欠ける。安っぽい趣
味。生活が地につかぬ。生活がない。 

生活や社会的立場の
基盤の、最低限の安
定と整備を望む。 

生活は堅実。家庭的で家事に熱心。（家
庭を持った場合）寡欲である。がめつくな
い。用心よし。 

生活を守りすぎる。思い切った冒険をしな
い。左記の安定性が（特に経済）崩れか
かるとメロメロになる。 

他人に対して、ある程
度距離をおいて接触。 

さっぱりしている。くどくない。他人の私事に干
渉しない。派閥意識がない。 

クールである。裸でつき合えず物足りない。
身内や内輪の意識が乏しい。 

重要な問題には、多く
の意見を求めたがる。 

民主的である。独断専行しない。慎重。調
和性がある。大義名分を重んずる。 

自主性がない。責任をかぶらない。頼りな
い。 

個人的な力の闘争
や、欲望のからんだ争
いは避ける。 

平和的である。ケンカを嫌う。権力意識が希
薄。人を押しのけるところがない。理性（言
論）で事を解決するほう。 

力強さがない。頼もしさがない。すがれない。
傍観的。口先だけ。逆に集団をカサにきると
強い。 
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Ⅲ. 分野別統計調査 
 
  ［専門分野及び職業による血液型分布］ 
 
＊特に※印で有意差検定の結果を記したものもあるが、記していないものに関しても、有意性が認められてい
るものもある。 
＊専門分野では特に、検定を行うだけのデータ量に達しないことも多く、特徴が現れているように見えても有為
性を認められないことも多い。 
＊気質との関連づけや解釈は今後の課題も多くあるので、ここでは一つの解釈の例ととして簡単に触れてある。
詳しい内容については、それぞれの著書を参考にする。 
＊次の章、アンケート結果についても同じである。 
 
 
（表Ⅲ－①）－（血液型人間学）－ 
◆プロ棋士の血液型分布  数字は％ 

 O A B AB 
囲碁棋士（ 21
人） 

47.6 19.0 9.5 23.8 

将棋棋士（ 27
人） 

18.5 44.4 29.6 7.4 

・囲碁と将棋の対照性が B 型に強く見られる。囲碁と将棋においては、質的に異なる思考パターンがあると考
えることができるのではないか。囲碁はエリアの確保と全体、綜合的な優位を争う（戦略的）のに比べ、将棋
は局面の打開、敵の裏をかく（戦術的）。 
 
 
（表Ⅲ―②）－（血液型エッセンス）－ 
◆一流漫才師と落語家の血液型分布 数字は％ 

 O A B AB 
漫才師（53人） 34.0 24.5 15.1 26.4 
落語家（53人） 35.8 30.2 26.4 7.5 
・落語と漫才では、B型と AB型の対照的な結果がでている。 
相手方とのかけ合いが面白味を増す漫才は、合わせ上手のＡＢが突出している。一方、1 人芸術、個性の
強い表現である落語は、個性主張の強いＯやマイペースな行動傾向にあるＢが目立つ。 
 
（表Ⅲ－③）－（血液型エッセンス）－ 
◆テレビ一流司会者の血液型分布（1974年調査）数字は％ 

O A B AB 
18.8％（15

人） 
31.3％（25

人） 
35.0％（28

人） 
15.0％（12

人） 
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※有意差検定…カイ 2乗検定 0.5％ 
※B型の有意差検定においては 2％ 
・O 型が少なく、B 型が多い。司会者としての基本的な条件を考えていくと、この傾向の解釈を可能にする。臨
機応変な柔軟さ、同時進行の器用さは、Ｂ型の持ち味である。 
 
 
（表Ⅲ－④）－（血液型エッセンス）－ 
◆有名歌手、NHK紅白出場歌手の血液型分布（1977年週間サンケイ調査） 

数字は％ 
 O A B AB 

有名歌手（253
人） 

37.2 34.8 14.2 13.8 

紅白出場（190
人） 

35.3 35.3 15.8 13.7 

・紅白歌合戦出場者（限定された枠で選ばれた歌手）とランダムな集めた有名人歌手の分布率が一致して
いる。 
・O型が多く、B型が少ないなどの傾向が見られるが、その意味や理由はまだ分からない。 
しかし、本格的な歌手（例えば美空ひばりに代表されるような）にはＯ型が目立ち、人気的歌手にはＡ型が
多くなる傾向。 
 
（表Ⅲ－⑤） 
◆東京交響楽団及び日本フィル交響楽団の血液型分布（1976年調査） 

   数字は％ 
O A B AB 

23.8％（30
人） 

45.2％（57
人） 

20.6％（26
人） 

10.3％（13
人） 

・協調の芸術であるオーケストラ。全体のバランスの中でハーモニーをかもし出す点で、Ａ型が主力メンバーにな
る傾向が強くなるだろう。 
 
（表Ⅲ－⑥） 
◆ホステスの血液型分布 －（血液型愛情学）－ 数字は％ 

O A B AB 
35.6％

（169人） 
30.2％

（143人） 
19.8％（94

人） 
14.3％（68

人） 
※調査店名等は、「血液型愛情学参照」 
・O や AB が多く、A が少ない。内容については、他のさまざまな要素から考え合わせなければならない。このデ
ータでは他にアンケート調査も行っているが、その面からも特徴が現れている。 
客商売では、対人関係でストレスをため込まないことと、相手に合わせた対応、交渉の巧みさが要求されるで
あろう。また、日本の政治家（1978年当時）と似通った血液型分布になっていることも面白い。 
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  ○政治と血液型 （血液型政治学） 
 
◎国会議院の血液型分布 （1978年調査） 
 
（表Ⅲ－⑦-a） 
◆衆参両院議員の血液型分布 

 Ｏ Ａ Ｂ AB 計 
衆議院血液
型分布 

163 140 83 67 453 
36.0% 30.9% 18.3% 14.8% 

参議院血液
型分布 

 

67 77 47 32 223 
30.4% 34.4% 21.0% 14.3% 

衆参両院議
院血液型分
布 

230 217 130 99 676 
36.0% 30.9% 18.3% 14.8% 

※衆議院議院の血液型分布の偏り…有意差検定／カイ 2乗検定危険率 0.1％以下 
・衆議院議院については、日本人平均と大きなズレがあることが分かる。（有為性あり） 
・参議院議院については、A型がやや少ない。AB が多いのは、両議院とも共通する。 
 
（表Ⅲ－⑦-b） 
◆衆議院の政党別血液型分布 

 Ｏ Ａ Ｂ AB 計 

自民党 
95 64 46 34 239  

39.7% 26.8% 19.2% 14.2% 

新自由ク 
3 9 1 3 16  

18.8% 56.3% 6.3% 18.8% 

社会党 
38 34 15 21 108  

35% 31% 14% 19% 

民社党 
9 10 5 1 25  

36.0% 40.0% 20.0% 4.0% 

公明党 
17 18 13 7 55  

30.9% 32.7% 23.6% 12.7% 
※自民党社会党において有意差あり 
・自民党は O型優勢の政党となっている。 
・A型が多い新自由クラブ。 
・社会党に高い AB型率。 
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（表Ⅲ－⑦-c） 
◆参議院の政党別血液型分布 

 Ｏ Ａ Ｂ AB 計 
自民党 31 37 27 12 107  

29.0% 34.6% 25.2% 11.2% 
新自由ク 2 1 2 0 5  

40.0% 20.0% 40.0% 0.0% 
社会党 18 15 8 11 52  

35% 29% 15% 21% 
民社党 5 4 2 0 11  

45.5% 36.4% 18.2% 0.0% 
公明党 6 14 5 3 28  

21.4% 50.0% 17.9% 10.7% 
 
 
－同じく国会議院、1999年調査。時代と血液型分布の変遷。 

＊前記のおよそ20年前とは、血液型の分布に変化が見られる。この調査では国会議院の血液型
分布は日本人分布とほぼ一致する。これは、日本の政治の質的変化と見ることができる。 
－日本は、それまで（O 型中心と見られる）派閥政治が行われていたが、社会の変化にとも
ない、国民が政治への改革を強く求め始めた背景がある。 

－古い時代は O型が政治の中心であり得た。（中略）だが、それは古今を通じて同じ傾向と
は限らないし、大きく変動する可能性を否定するものでもない。これは他の分野でも同じであ
る。（血液型政治学より） 

 
◆衆参両院議員の血液型分布（1999年調査）  （表Ⅲ－⑧-a） 

 Ｏ Ａ Ｂ AB 計 
衆議院血液
型分布 

140 169 105 56 470 
29.8% 36.0% 22.3% 11.9%  

参議院血液
型分布 

62 69 39 25 195 
31.8% 35.4% 20.0% 12.8% 

衆参両院血
液型分布 

202  238  144  81  665 
30.4% 35.8% 21.7% 12.2% 

 
◆衆議院の政党別血液型分布（1999年調査）  （表Ⅲ－⑧-b） 

 O A B AB 計 
自民党 75 92 54 26 247  

30.4% 37.2% 21.9% 10.5% 
民主党 31 31 16 10 88  
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35.2% 35.2% 18.2% 11.4% 
自由党 9 11 8 10 38  

24% 29% 21% 26% 
公明党 9 15 12 6 42  

21.4% 35.7% 28.6% 14.3% 
共産党 9 7 6 1 23  

39.1% 30.4% 26.1% 4.3% 
社民党 3 5 3 2 13  

23.1% 38.5% 23.1% 15.4% 
改革クラブ 1 2 4 1 8  

12.5% 25.0% 50.0% 12.5% 
さきがけ 1 0 0 0 1  

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
民社党 0 1 0 0 1  

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 
無所属 2 5 2 0 9  

22.2% 55.6% 22.2% 0.0% 
 
◆参議院の政党別血液型分布（1999年調査）  （表Ⅲ－⑧-c） 

 O A B AB 計 
自民党 17 35 20 7 79 

21.5% 44.3% 25.3% 8.9% 
民主党 13 11 9 8 41 

31.7% 26.8% 22.0% 19.5% 
自由党 4 1 2 1 8 

50.0% 12.5% 25.0% 12.5% 
公明党 5 5 2 3 15 

33.3% 33.3% 13.3% 20.0% 
共産党 7 5 2 2 16 

43.8% 31.3% 12.5% 12.5% 
社民党 4 3 1 2 10 

40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 
無所属党 10 7 1 1 19 

52.6% 36.8% 5.3% 5.3% 
その他 2 2 2 1 7 

28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 
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◎知事と市長の血液型分布 （1978年調査） 
 
（表Ⅲ－⑨） 
◆知事の血液型分布（1978年 4月の現職知事） 

O A B AB 
11人 27人 7人 0人 
24.4％ 60.0％ 15.6％ 0％ 
・A型の多さと AB型の少なさ。 
 
（表Ⅲ－⑩-a） 
◆市長の血液型分布－近代都市圏とその他の市の比較 
 O A B AB 
近代都市圏の市長 11人 21.6

％ 
25人 49.0

％ 
10人 19.6

％ 
5人 9.8％ 

その他の市長 150
人 

33.0
％ 

143
人 

31.5
％ 

81人 17.8
％ 

80人 17.6
％ 

全国合計の市長 161
人 

31.9
％ 

168
人 

33.3
％ 

91人 18.0
％ 

85人 16.8
％ 

※有意差検定…危険率はほぼ 0％ 
 
・近代都市では、A型が大幅に伸び、O型が少なくなる。 
・その他の都市で、AB型が増加する。 
 
 
（表Ⅲ－⑩-b） 
◆人口別市長の血液型分布   数字は％ 
 O A B AB 
30万人以上（41
市、不明 9） 

31.7 36.6 22.0 9.8 

20万人以上（36
市、不明 7） 

33.3 38.9 19.4 8.3 

10万人以上（70
市、不明 17） 

34.3 32.9 17.1 15.7 

5万人以上（157
市、不明 50） 

31.8 33.1 19.1 15.9 

3万人以上（166
市、不明 49） 

30.7 32.5 16.8 20.5 

３万人未満（34
市、不明 8） 

29.4 29.4 17.6 23.5 
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・人口が少なくなるにつれ、AB型市長が増加するのが著しい特徴である。 
 人口 20万人以上の大所帯の市政になると、行政能力、責任の重大化も知事に近い状態である。3万人
以下の市では、町の世話役的な存在のほうが必要とされるであろう。 
 
〇スポーツ界に見る血液型分布 
 
◎相撲と血液型 
（表Ⅲ－⑪） 
◆幕内力士の血液型分布（1981年調査） 

 O A B AB 
横綱（22人） 13.6 50.0 27.3 9.1 
大関（22人） 27.3 50.0 13.6 9.1 
関脇（40人） 17.5 47.5 30.0 5.0 
小結平幕（109
人） 

40.4 36.7 11.0 11.9 

・小結以下の下位の力士では O型が多いが、上位力士になると A型が増加する。これは、体質的な関わりよ
りむしろ、相撲という世界の特殊な修行の内容によるものと考えることもできる。 
（力士の血液型分布にも時代の変化が見られる） 
 
 
◎プロ野球と血液型 
 
・プロ野球では、ポジションごとに血液型の与える影響が異なるようである。 
（データはここでは掲載しない。「血液型で見るプロ野球」など参考資料。） 
 
 
◎陸上選手と血液型 （血液型スポーツ学） 

一流陸上選手の血液型調査（1976年調査） 
＊陸上などの基礎体力に影響されるスポーツにおいては、血液型と体質との関係を見出すことが可能になる。 
 
◆跳躍選手の血液型分布 
◇跳躍選手全種目の血液型分布   （表Ⅲ－⑫） 

 O A B AB 合計 
男子 57人 41人 37人 17人 152人に 
女子 27人 20人 14人 9人 70人 
合計人数 84人 61人 51人 26人 222人 
血液型分布 37.8% 27.5% 23.0% 11.7% 100.0% 
※有意差検定…カイ 2乗検定 1％ 
・O型の多さが目立つ。 
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◆ランナー選手の血液型分布 
 
◇短距離（100m、200m、400m）    （表Ⅲ－⑬） 

 O A B AB  
男子 28 29 17 6 80 
女子 23 32 17 10 82 
合計人数 51 61 34 16 162 
血液型分布 31.5% 37.7% 21.0% 9.9% 100.0% 
 
◇中距離（800m、1500m）    （表Ⅲ－⑭） 

 O A B AB  
男子 16 18 12 4 50 
女子 6 14 6 3 29 
合計人数 22 32 18 7 79 
血液型分布 27.8% 40.5% 22.8% 8.9% 100.0% 
 
◇長距離（5000m、10000m）    （表Ⅲ－⑮） 

 O A B AB  
男子 17 32 21 9 79 
女子     0 
合計人数 17 32 21 9 79 
血液型分布 21.5% 40.5% 26.6% 11.4% 100.0% 
 
◇マラソン      （表Ⅲ－⑯） 

 O A B AB  
男子 21 46 23 13 103 
女子     0 
合計人数 21 46 23 13 103 
血液型分布 20.4% 44.7% 22.3% 12.6% 100.0% 
 
◆投てき選手の血液型分布 
◇投てき選手全種目の血液型分布   （表Ⅲ－⑰） 

 O A B AB  
男子 40 31 28 8 107 
女子 20 28 24 9 81 
合計人数 60 59 52 18 189 
血液型分布 31.7% 31.2% 27.5% 9.5% 100.0% 
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  ［その他に見る血液型分布］ 
 
◆犯罪者の血液型 （血液型人間学－P193）  
 
（表Ⅲ－⑱-a） 
資料元：1929年（昭和 4年）社会医学雑誌 509号／新潟医大、石橋無事「犯罪者と血液型につい
て」 

 O  A  B  AB  
犯罪者数（％） 170人

（34％） 
177人

（35.4％） 
103人

（20.6％） 
50人

（10.0％） 
 
（表Ⅲ－⑱-b） 
犯罪者の犯罪別血液型分布     数字は％ 

 O A B AB 
暴力犯（殺人、
強盗、障害、放
火、強姦、住居進
入） （72人） 

 
44.4 

 
27.8 

 
19.4 

 
8.3 

賭 博 犯         
（28人） 

53.6 25 17.9 3.6 

窃盗、贓物故買    
（223人） 

32.3 39 18.8 9.9 

サギ、横領、文書
偽造、恐喝、脅迫 
（123人） 

 
30.1 

 
40.8 

 
22.3 

 
6.8 

・賭博や強盗など、明確な目的を持った犯罪にＯ型が多い。Ｏ型気質の目的志向性、欲望集中性がコント
ロールを失ったときに現れる傾向。サギ、偽造などでは、Ａ型の緻密、完全主義を悪用した形として現れる傾
向。犯罪行為をすることの不合理さを知ってか、合理的傾向のＡＢ型は、全体的に犯罪率を低くしているよう
だ。 
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◆相撲取りの（左右踏込）立会い調査 
 
（表Ⅲ－⑲）  1972年（昭和 47年）初場所／15日間、３段目以上の力士について 

  O A B AB 
① 全取組みにおける
立会いの左右踏込み
回数 

左から出た回数 354 303 265 71 
右から出た回数 222 254 54 56 
その他の回数 98 72 48 17 

 
② ①の％ 

O 76人  A 73人 
B 43人  AB 14人 

左から出た％ 52.5 48.2 72.2 49.3 
右から出た％ 32.9 40.4 14.7 38.9 
その他の％ 14.6 11.4 13.1 11.8 

 
③ 主に左から出る力
士と右から出る力士の
人数    （15日間
の取組みの2/3以上が
左から出れば、左が主
とした。右も同様） 

左 出 が 主 の 力 士
（人） 

40 38 37 9 

右 出 が 主 の 力 士
（人） 

23 30 3 6 

ど ち ら と も言えない
（人） 

13 6 4 0 

 
④ ③の％ 

O 76人  A74人 
B 44人  AB 15人 

左 出 が 主 の 力 士
（％） 

52.6 51.4 84.1 60 

右 出 が 主 の 力 士
（％） 

30.3 40.5 6.8 40 

ど ち ら と も言えない
（％） 

17.1 8.1 9.1 0 

※足の踏み込みの場合、踏み込む足とは反対の残す足（踏ん張る足）が利き足と言える。 
・B型の多くが左から出る力士である。（右が利き足） 
 
 
◆交通事故と血液型調査 
 －別紙参照－ 
 
※その他、データに関する資料は、著書及び別紙参照。
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Ⅳ. アンケート調査 
 
  ［気質アンケート］ 
 
問. あなたは精神的神経的のイライラやクサクサを、どうい癒すか？ 
イ 親しい相手とたわいないおしゃべり。 
ロ テレビか音楽鑑賞。 
ハ 空き地、川岸、公園、屋上など人気のない場所で時間をすごす。 
ニ 犬猫、小鳥、人形などペットを相手。 
ホ 何かの趣味や仕事などに打ち込む。 
ヘ 何とか寝てしまおうとする。 
（お酒を飲むのは別とする。） 
 
（表Ⅳ－①） 
男性      女性 

 O A B AB   O A B AB 
イ 18.7 18.6 19.6 19.9  イ 33.3 32.6 34.8 34.1 
ロ 13.8 16.9 19.6 22  ロ 19.4 18.3 16.9 23.5 
ハ 11.9 17.3 6.1 16  ハ 13.4 12.2 11.5 7.1 
ニ 0.3 1.8 1.4 0  ニ 3.5 4.6 2.4 4.7 
ホ 37.9 30.5 39.7 30.1  ホ 16.2 20.7 19.9 18.8 

ヘ 17.3 15 13.6 12.1  ヘ 14.4 11.5 14.5 11.6 
調査
数 

298人 341人 214人 141人  調査
数 

198人 230人 148人 85人 

 
※A型と B型でハの解答の著しい対象。これは、A型と B型の気質の差を現す。 
A 型は、自分の周囲の環境へたえず気を使うが、現代でにおいては、それは人間関係と言える。人との接触が
緊張となる A型にとって、安らぎは人気のないとろに求めようとする。 
B型は逆に、クサクサすればむしろ人と会いたがることも多い。人に対して開放的で、A型ほど疲労しない。B型
が最もリラックスするのは、好きな行動に自由に打ちこむ時であり、ホのような解答は常に多くなる。 
また、ハの解答では、都会から地方へ、あるいは、ホワイトカラーから現場労働者へいくほどに A 型の回答率が
低下する。都会や事務系サラリーマンにとってのストレスがもっぱら人間関係にあることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 



血液型人間学－研究資料 

研究室外秘 69 

  ［愛情アンケート調査］ 
 
   ○夫婦の愛情、家庭に対する質問  （血液型愛情学） 
 
◎次は、食事についての質問である。この質問では、愛情に対する基本的な姿勢を知ることができる。集計結
果に加えて、数字から読みとれる気質との関わりについても簡単に説明してある。 
 
問. 人といっしょにする食事について、おいしく感じる最高は？ 

イ 大勢の仲間とにぎやかに。 
ロ 親しい友人2,3人と。 
ハ 家族そろってが最高。 
ニ どれにしても1人よりはマシという程度。 
ホ 1人で食べてもウマイものはウマイ。 

 
＊数字の人数以外は％である。また、数字の  は、多い数値、  は、少ない数値である。以下同じ。 
〈表Ⅳ－②-a〉 
男性      女性 

 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ   Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
イ 14.2 14.9 13.8 12.9  イ 14.5 14.6 16.4 13.5 
ロ 28.6 30.4 30.3 28.7  ロ 32.3 32.3 28.3 26.6 
ハ 33.5 30.4 28 28.5  ハ 37.8 40.8 35.7 36.2 
ニ 3.6 4.6 4.7 2.8  ニ 2.4 1.9 2.6 2.9 
ホ 20.1 19.6 23.2 27.1  ホ 13 10.4 17 20.8 
集計
数 

636人 739人 600人 428人 
 集計

数 
778人 903人 683人 519人 

※男女合計のそれぞれの度数についてカイ 2乗検定…0.5％で有意性あり。 
・イとロでＡＢ型が最低。人との食事に一番関心が薄い。 
・ハでＢ型が最低。家族との食事を一番重んじない。 
・ホの解答ではＡＢ型が最高、Ａ型が最低。 
 
ハの解答について既婚男女の集計  〈表Ⅳ－②-b〉 

 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
既婚男
性 

43.1 38.9 35.8 38.5 

既婚女
性 

48.9 50.3 49.3 46.2 

・Ｏ型男性が、a表においても b表においても最高となる。 
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ホの解答について未既婚男女の解答 〈表Ⅳ－②-c〉 
 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 

未婚男性 25.2 25.2 26.8 32.6 
既婚男性 16.6 16.3 20.5 23.1 

     
未婚女性 14.5 10.6 21.5 23.1 
既婚女性 11.7 10.3 12.4 18.1 
・解答率の多い順はＡＢ、Ｂ、Ｏ、Ａと、どの対象に対しても一致する。 
・Ａ型のホの解答は、常に最低となる。 
 
※Ｏ型とＡ型は家庭を意識し、重視する傾向が強い。その内容の違いは、Ａ型が家庭的なのに対してＯ型
は家族的である。Ｏ型の家族思いは、親分肌気質に通じる。その傾向が家族においては男性により強い。Ａ
型は、家庭という枠そのものを大切にする。また、外部に対して作るカラをはずす家庭は、Ａ型にとってくつろぎ
の場所となる。専業主婦の女性においては、家庭は自分の世界そのものとなる。 
ホの解答において、A型が常に最低になることは、A型の社会との協調意識、連帯意識を望む気質をよく現す。
A型にとっての食事は味そのものよりもムードを重視する。 
B型とAB型では、それらの解答が後退する。B型においては、A型と対照的に脱家庭性が数字に現れている。
B型のマイペースで住む世界を限定しない傾向が強く出ている。 
ホの解答では、AB型の合理的な考え方を見ることができる。味覚は味覚、人間関係とは別のものであるという、
割り切り方である。 
◎以下、いくつかのデータを示す。 
 
問. 男性に甘えられるのは？ 

イ 歓迎する。 
ロ たまには。 
ハ キライ。 

 
〈表Ⅳ－③〉 
未婚女性       既婚女性 

 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ   Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
イ 16.8 15.2 12.7 12.9  イ 17.1 12.5 15.3 16 

ロ 60.2 59 62.7 62.2  ロ 50.2 57.8 53.3 58 
ハ 23 25.7 24.7 23.9  ハ 32.7 29.7 31.4 25.9 
集計
数 

352人 420人 334人 243人  集計
数 

410人 472人 334人 243人 
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問. ご主人は、家庭の問題について相談に乗ってくれるか？ 
イ いつも熱心に。 
ロ 重要事項だけ。 
ハ 仕方なく。  
ニ 
ホ 

イヤな問題に逃げ腰。 
乗ってくれずに苦労す
る。 

 
〈表Ⅳ－④〉 
既婚女性に対する質問 

 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
イ 28.6 32.1 31.3 26 
ロ 48.5 43.2 42 42 
ハ 11.5 11.5 13.1 16.4 
ニ 7 8.1 8.9 10 
ホ 11.5 13.1 13.7 15.5 

集計人数 357人 442人 336人 219人 
 
問. 夫の浮気は許されるか？ 

イ 絶対許されぬ。  
ロ あやまち程度、本人が悔悟するなら。 
ハ 家庭を壊さぬ範囲な

ら。 
 

ニ セックスだけと割り切れ
ば。 

 

ホ 妻にしられなければ。  
へ 愛情がなくなれば。  
ト 男の本能だから。  
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〈表Ⅳ－⑤〉 
未婚男性       既婚男性 

 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ   Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
イ 19.5 21.3 17.2 21.3  イ 20.9 25.1 18.4 23.5 
ロ 18.1 17.3 12.9 16.1  ロ 10.9 15 10.6 13.7 
ハ 31.7 26.8 30 23.9  ハ 31.6 27.9 27.2 33.3 
ニ 9 7.1 11.2 6.5  ニ 7.5 7.8 11 5.4 

ホ 7.7 4.3 7.7 11  ホ 6.3 5.9 7.8 4.9 
ヘ 3.6 9.1 6.4 7.7  ヘ 8.4 5.4 11 6.9 
ト 10.4 14.2 14.6 13.5  ト 14.4 12.9 14.1 12.3 
集計
数 

221人 254人 233人 155人  集計
数 

320人 387人 283人 204人 

 
 
問. 愛情に対してセックスとは？ 

イ 愛の最高の表現。  
ロ 愛の1つの楽しみ方。  
ハ 愛とは別の本能。  
ニ 単なる快楽の追求。  
ホ 男性へのサービス。  
ヘ 女性へのサービス。  
ト 子供を作る手段。  
チ ３度３度の食事のようなもの。 

 
（ホとヘの解答は極めて少数なので省いた。） 
〈表Ⅳ－⑥〉 
未婚男性      婚男性 

 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ   Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
イ 30.8 26.3 20.1 22.2  イ 21.8 22.6 22.3 18.9 
ロ 45.4 44 48.8 50.9  ロ 45.5 47.3 49.7 48.3 
ハ 16.3 17.7 18.9 15.8  ハ 21.8 19.7 20.5 20.2 
ニ 1.3 1.9 3.1 2.3  ニ 1.3 2.4 1.2 2.1 
ト 2.9 3.8 4.7 2.9  ト 2.1 1.8 1.8 3.4 
チ 1.7 6 3.5 5.3  チ 5.5 4.4 2.4 4.6 
集計
数 

240人 266人 254人 171人  集計
数 

380人 452人 332人 238人 
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未婚女性      婚女性 
 Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ   Ｏ Ａ Ｂ ＡＢ 
イ 35.3 28.6 26.5 23.1  イ 25.6 27.4 22 24.3 
ロ 43.4 43.7 45.8 52.9  ロ 50.6 51.1 50.6 55.7 
ハ 14.9 18 17.1 16.1  ハ 14.3 15.1 19.6 16.1 
ニ 1.7 2 1.9 2.5  ニ 1.2 0.7 1.2 2.5 
ト 2 5.4 5.2 2.9  ト 4.4 2 3.3 2.9 
チ 1.7 1.7 3.2 2.1  チ 1.7 2.6 0.3 2.1 
集計
数 

343人 405人 310人 242人  集計
数 

320人 387人 283人 204人 
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○ セックスに対するアンケート  （血液型結婚学） 
 
 
問. 新婚 1～2年ぐらいの時の夫婦のセックスの回数は？ 〈図Ⅳ－①〉 

 
 
問. 夫婦生活の中でセックスは？   〈表Ⅳ－⑦〉 

 O型妻 Ａ型妻 Ｂ型妻 ＡＢ型妻 
a.大変重要、なくてはならない 12.4 12.6 12.5 9.7 
b.愛情の表現として大切 28.8 28.8 26.7 28.2 
c.夫婦のつながりの一つ 38.1 40.5 39.3 39.5 
d.生活の彩りの一つ 3 2.5 3.1 3.1 
e.食事みたいなもの 1.7 0.5 1.3 1.1 
f.子どもを残す義務 0.8 0.3 1.2 0.5 
g.夫婦はセックスではなく心 15.2 14.8 15.9 17.9 
 
 
問. セックスがイヤな時、あなたはどうしますか？ 〈表Ⅳ－⑧〉 

 O型妻 Ａ型妻 Ｂ型妻 ＡＢ型妻 
a．いやでもたいてい付き合う 21.8 26.9  24.7 30.9  
b．しぶるが結局付き合う 35.4 36.5  33.1 31.8  
c．夫の方が遠慮する 10.2 6.9  9.6 4.1  
d．きっぱり断る。 15.2 13.5  13.5 12.7  
e．その時々で態度が
違う 

 17.4 16.2  17.3 20.8  

 
〈表Ⅳ－⑨〉 
a．妻が大満足（上位
6組） 

 b．妻はまあ満足（上
位6組） 

 d．妻が不満（上位6
組） 

（妻‐夫）   （妻‐夫）   （妻‐夫）  

新婚1～2年目、性生活の回数は？

（妻の血液型ー夫の血液型）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ａ-Ｏ AB-Ｂ Ａ-Ａ Ｂ-Ｂ Ｏ-Ｂ Ａ-Ｂ AB-Ｏ Ｂ-Ｏ Ｏ-Ｏ Ｏ-AB Ｏ-Ａ Ｂ-Ａ Ａ-AB AB-AB AB-Ａ Ｂ-AB

週3回以上

週2回以下
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AB-Ｏ 18.0   AB-AB 54.7   AB-Ｂ 13.8  
Ｏ-Ｏ 16.3   Ｂ-AB 55.5   Ａ-AB 13.5  
Ｏ-Ｂ 15.7   Ｏ-Ｏ 52.8   AB-Ａ 9.8  
Ｏ-AB 15.6   Ｏ-AB 52.6   Ｏ-Ｂ 9.0  
AB-Ｂ 13.6   Ｂ-Ｂ 51.3   Ｂ-Ａ 8.8  
AB-AB 13.6   Ａ-Ａ 50.6   Ｏ-Ａ 8.7  
（下位4組）    （下位4組） 
Ａ-AB 10.4      Ｏ-Ｏ 2.5  
Ａ-Ｏ 9.7      Ｂ-Ｂ 2.3  
AB-Ａ 8.7      Ｂ-AB 1.8  
Ｂ-AB 5.4      AB-AB 0.0  

 
 
※その他、アンケート結果に関する資料は、著書及び別紙参照。 
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  ［主なアンケート調査記録］ 
 
気質と体質のアンケート 

・ 調査日：1973年 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：約 4600名／設問数：57問 
・ 対象：全国ランダム抽出、年齢：成人男女 2500人、中学生と高校 3年生 2100人男女 

 
愛情学アンケート 

・ 調査日：1974年 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：5904名／設問数：50問 
・ 対象：全国ランダム抽出、年齢：24、25歳を中心に 16 歳から 70代までの男女の正規分
布 

 
ホステスさんアンケート 

・ 調査日：1974年 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数 474名／設問数： 
・ 対象：都内のバー、キャバレーに勤めるホステス、20歳～40歳女性 

 
陸上選手アンケート 

・ 調査日：1976年  
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：327名／設問数：約 20問 
・ 対象：一流陸上選手選手 

 
バレーボール選手アンケート 

・ 調査日：1982年 「月刊バレーボール」 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：220名／設問数：39問 
・ 対象：全日本バレーボール選手 

 
しつけ学アンケート 

・ 調査日：1984年 「主婦と生活」ママさんアンケート 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：3800名／設問数：27問 
・ 対象：全国ランダム抽出、20代～40代主婦 
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夫婦の愛情調査 
・ 調査日：1986年 「主婦と生活」夫婦の愛情調査 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：4800名／設問数：67問 
・ 対象：全国ランダム抽出、20代～40代主婦（女性） 

 
恋愛アンケート 

・ 調査日：1984年 「ｖｉｖｉ」 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：440名／設問数：16問 
・ 対象：全国ランダム抽出、20代女性 

 
体質アンケート 

・ 調査日：1998年 
・ 記名式アンケート調査 
・ 回答数：479名／設問数：43問 
・ 対象：全国ランダム抽出、20代を中心にして 10～60代までの正規分布 

 
 
 
※その他、各雑誌の特集企画におけるアンケート調査。 
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