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要　旨

　本研究では、子どものスポーツ場面での保護者の関わりについて、保護者のハラスメント行動に着目し、

その内容と要因を明らかにすることを目的とする。具体的には、小学時にチームスポーツの経験のある子

どもをもつ保護者900名（男性300名、女性600名）を対象にオンライン調査を実施し、ハラスメント行

動に関する質問への回答を求めた。また、ハラスメントに関連する要因として、保護者の性格傾向、チー

ムの強さ、子どもの競技レベル等を尋ねた。分析の結果、スポーツ・ハラスメントについては２つの因子

（「競技内容攻撃」「関係性攻撃」）が抽出された。男女別にハラスメントの要因を検討したところ、男性で

は自己中心性や過剰希求の影響が見られ、女性では自己中心性、攻撃衝動傾向、見捨てられ不安、子ど

もの競技レベルの高さなどの影響が見られた。また、男女共に子どもへの同一化の高さがハラスメント行

動に影響していることが分かった。

キーワード：スポーツ・ハラスメント、保護者、対象関係

1．問題と目的

　現在、多くの小学生が学外でのスポーツ活動を行
う場として、スポーツの習い事や地域でのスポーツ
チームに所属している。小学生のスポーツ活動では、
保護者もともに応援やボランティア等で参加するこ
とも多く、必然的に保護者の活動への関わりも多く
なるが、そこにはスポーツならではの様々な問題も

ある。本研究では、子どものスポーツ活動に一緒に
参加する保護者を対象に、チームスポーツへの保護
者の関わり方について、「スポーツ・ハラスメント」

（藤後・川田・井梅・大橋, 2017）の観点から検討し、
ハラスメントが起こりうる要因を探っていくこととす
る。
　小学生親子の習い事事情について、昨今、子ども
たちが放課後、自由に身体を動かして走り回ったり、
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ボール遊びをしたりできる場が減少する中で、スポー
ツの習い事は子どもたちに運動の機会を作る場とし
て人気である。Benesseの調査（鈴木, 2009）では、
学年によって多少差はあるものの、小学生の概ね７
割前後がスポーツの習い事に参加していることが分
かっている。また、98％の母親が「子どもにとって
運動やスポーツは必要だ」と考えているといった調
査結果もある（佐藤, 2009）。現在の子どもたちの運
動能力や体力が低下していることはたびたび指摘さ
れており、毎年度文部科学省が行っている調査によ
れば、子どもの運動能力や体力は1980年代に比べ
て低い状態が続いている（スポーツ庁, 2015）。その
ような状況の中、スポーツの習い事は、子どもたち
に運動する機会を提供する場として、ますます需要
が高まっていると言えるであろう。
　2015年には、「スポーツを通じて国民が生涯にわ
たり心身共に健康で文化的な生活を営むことができ
る社会の実現を目指すこと」を目標に掲げたスポー
ツ庁が新設された。スポーツの振興は、競技スポー
ツとして技術を競ったり、トップアスリートを養成す
ることが目的であるだけでなく、生涯にわたってス
ポーツに親しむことによって、私たちが心身ともに
健康な生活を送るうえで大変重要である。ジュニア
期のスポーツ活動は、生涯スポーツの入り口の段階
と言うことができよう。つまり、ジュニア期にスポー
ツ活動に参加し、定期的に運動をする習慣を身につ
けることは重要であり、また、その体験が挫折やバー
ンアウトではなく、楽しい経験であることが望ましい。
　ところで、小学生のスポーツ活動には、保護者の
サポートが欠かせない。学校における体育の授業を
除いて、習い事という形で子どもにスポーツをさせ
るためには、保護者の習わせる意志が必要であるし、
継続のための金銭的な負担や、送迎なども必要であ
る場合も多い。近隣の小学校のグラウンド等を借り
て行われている野球やサッカー等のいわゆる地域ス
ポーツと言われるチームでは、金銭的な負担は少な
いが、保護者は交代で当番等を行うなど、様々な形
で関わることになる。

　このように、ジュニア期のスポーツ活動には保護
者の関わりが欠かせず、保護者がどのように子ども
のスポーツ活動に関わるかによって、子どもが楽し
くスポーツ活動を継続できるか、あるいはそのスポー
ツが嫌になったり、継続のモチベーションを下げて
しまうといったことも起こりうると言える。
　また、保護者にとっても、子どものスポーツ活動
を通してストレスが生じる場合もある。井梅・藤後

（2014）では、４歳から小学６年生までの子どもをも
つ母親300名に、子どもの学校（あるいは幼稚園・
保育所）場面、およびスポーツの習い事場面での保
護者同士のつきあいでのトラブルについて調査して
おり、自由記述でその内容を聞いたところ、いずれ
の場面でも母親同士のトラブルの内容が得られた。
その中でも特にスポーツの習い事場面でのトラブル
では、「当番に関するトラブル」や「子どもの能力的
な部分でのトラブル」といった比較的共通する内容
が挙がっていた。保護者にとって、子どもと共にス
ポーツ活動に参加することは、地域コミュニティへ
の参加機会となるといった良い側面もあるが（赤堀・
山口, 2000；Dorsch, Donough & Smith, 2015）、一
方でストレス源となるリスクもあるのである。特に
チームスポーツでは、１人の子どものミスがチーム
の失点につながったり、レギュラー争いが生じたり、
複雑な感情が交差しやすい。スポーツは勝敗がはっ
きりすることから応援している側も熱くなりやすく、
勝利することへのこだわりが強くなると、こうした傾
向はますます加速するであろう。
　藤後・川田・井梅・大橋（2017）は、スポーツ場
面で見られる指導者による叱責や暴言（体罰含む）、
選手間でおこる攻撃行動や仲間外れ等のいじめ、応
援席の親集団によるバッシングなどを「スポーツ・
ハラスメント」とし、いずれも子どものスポーツへ
のモチベーションを下げるものとしてその予防シス
テムの必要性を論じている。
　本研究では、保護者（親集団）によるハラスメン
ト行動に焦点をあて、子どものスポーツ場面でどの
ようなハラスメント行動が見られるのかを明らかに
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し、その要因を探っていく。スポーツ・ハラスメント
は様々な要因が絡まり起こると考えられる。本研究
では、ハラスメントをしてしまう人の個人要因（性
格傾向）、所属するチームの要因（チームの競技レ
ベル）、子ども要因（子どもの競技レベル）を想定し
検討を行う。ハラスメントをしてしまう人の性格傾
向について具体的には、攻撃衝動的傾向の高さや他
者への同調性の程度、自尊心、我が子への同一化の
程度、さらには、対人行動を測定する尺度として、
対象関係（object relations）を用いる。
　対象関係とは、精神分析的治療理論において用い
られる、個人の内にイメージされる自己と他者との
関係性の取り方に関する表象のことを指す。私たち
が他者と関わる際、心の内にある他者像（対象表象）
と照らして、実際の目の前の相手を“このような人”
と推測したり、自らの関わり方を調整したりしている
と考えられる。それゆえ、この対象表象の持ち方が、
警戒的な関わりをする人や、容易に他者と親しくな
る人、あるいは依存的になる人など、様々なパター
ンとなって現れる。井梅・平井・青木・馬場（2006）
では、対象関係を自己記入式の質問紙により評価す
ることを目的として、尺度を作成している。対象関
係尺度は５つの下位尺度から構成され、「親和不全」
では、自ら壁を作り、他者と深くつきあうこと恐れる
傾向を、「希薄な対人関係」では、身近な人との相
互理解やサポートの授受など、信頼のおける交流が
困難な傾向を、「自己中心的な他者操作」では、自
己中心的な心性が根底にあり、自分のために他者が
動いてくれることを当然と考える傾向を、「一体性の
過剰希求」では、自分にとって身近な人との同一視
の傾向を、「見捨てられ不安」では、親しい人から
拒絶の恐れや相手の反応への過敏さを測定してい
る。
　最後に、子どもの保護者同士の関係性について
の研究は「ママ友関係」とも言われるように母親に
焦点を当てる場合も多いが、スポーツ活動は父親の
関与も大きいことから、父母ともに調査の対象とし、
保護者の性別の違いによる関わりの違いがあるのか

についても明らかにしたい。

２．方法

（１）調査対象者
　インターネット調査会社に委託し、オンライン調
査を実施した。小学校４年生から高校生の子どもを
持つ父親300名（平均年齢46.9歳、31歳から68歳、
SD=5.24）、および母親600名（平均年齢44.4歳、29
歳から58歳、SD=5.00）にアンケートへの回答を依
頼した。また、条件として、子どもがチームスポー
ツに所属している、あるいは過去にしていたことが
ある人に限定するため、小学校高学年（４～６年）
時に学校の活動以外にサッカー、野球、バスケット
ボール（ミニバスケ含む）、バレーボールなどのチー
ムスポーツに所属していたか否かを尋ね、「はい」と
回答した人のみ次の質問に進む形式で行った。なお、
過去に所属していた回答者にはその当時を思い出し
て回答してもらうよう教示した。
（２）予備調査
　調査項目の作成にあたって、子どものスポーツ場
面で起こりうる保護者の行動や言動の実際を把握す
るため、都内在住で子どもを地域のスポーツクラブ
に参加させている母親６名から（子どもが参加して
いる種目はサッカー２名、野球１名、バスケットボー
ル3名）、インタビュー形式にて、「お子さんの参加
するスポーツのクラブにあなた自身が関わる中で、
①問題と思われる（他の）保護者の行動や言動、②
親子の関わりで問題だと感じること」について自由
に挙げてもらった。この予備調査の内容を参考に、
下記の調査項目 a ） ハラスメント行動に関する尺度、
および f ）スポーツ同一化尺度の項目を作成した。
（３）調査項目
a）ハラスメント行動に関する尺度
　子どものスポーツ場面で生起する保護者のハラ
スメント行動を捉える尺度を作成した。予備調査で
得られた子どものスポーツ場面で見られた保護者の
問題行動や言動を参考に、「試合中に、子どもたち
にダメ出しをしたことがある」等の項目を作成した。
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さらに、磯部・菱沼（2007）の関係性攻撃の項目を
参考に、保護者間の関係性の中で生じうるハラスメ
ント行動を追加し、併せて全13項目とした。
b）対象関係尺度
　井梅・平井・青木ほか（2006）によって作成され
た尺度を用いた。「親和不全」、「希薄な対人関係」、「自
己中心的な他者操作」、「一体性の過剰希求」、「見捨
てられ不安」の５因子全29項目からなる。
c）攻撃衝動傾向尺度
　谷本（2010）による自他攻撃性尺度のうち、他罰
的行動に関する項目を使用した。「挑発されるとすぐ
に頭に血が上る」「やられたらやり返す」など、攻撃
性や衝動性の高さを測定する８項目を使用した。
d）友人への同調性尺度
　石本・久川・齊藤ほか（2009）による尺度を用いた。

「できるだけ皆と同じように行動したい」など９項目
からなる。
e）自尊心尺度
　Rosenbergの自尊心尺度（全10項目）を使用した。
日本語訳は豊田・松本（2004）のものを用いた。
f）スポーツ同一化尺度
　予備調査の内容から、ジュニアスポーツの問題点
として、活動への保護者の関与の高さが関連してい
ると考えられた。そこで、予備調査で得られた問題
と感じられる親子の様子を参考に、これを保護者の
子どもへの同一化傾向と捉え、質問項目を作成した。

「子どもが活躍すると、自分が褒められた気がする」
などポジティブな側面と、「子どものプレーがうまく
いかないと、自分が失敗したように感じる」などネ
ガティブな側面の両面から尋ねた。９項目からなる。

（１）から（６）までの尺度について、全て「とても
そう思う（６点）」から「全くそう思わない（１点）」
までの6件法にて回答を求めた。
g）フェイス項目
　回答者の年齢、性別、就労状況、チームスポーツ
に所属していた子どもの性別、その子どもが所属し
ていたスポーツの種類（サッカー、野球、バスケッ
トボール、バレーボール、その他から選択）につい

て尋ねた。さらに、子どもの所属するチームの競技
レベルと子どもの競技レベルについて尋ねた。チー
ムレベルについては、「県（都・道・府）大会出場
レベル以上（１点）」、「地区大会上位レベル（２点）」、

「地区大会中位レベル（３点）」、「それ以下（４点）」
の4つのうち、最もあてはまるものを、個人の競技レ
ベルについては、「レギュラー／スタメン（１点）」、「準
レギュラー（２点）」、「補欠（３点）」、「それ以下（４
点）」の４つのうち、最もあてはまるレベルの選択を
求めた。
（４）倫理的配慮
　本研究の実施にあたり、インターネット調査会社
の調査モニターとして登録している者の中から、テー
マを説明したうえで匿名にて協力を募り、協力して
も構わないと考える人のみが回答を行った。彼らは
モニター登録の段階で調査データを統計的に処理
し発表する可能性について説明を受け了解したうえ
で、途中で回答をやめる権利を有していた。また、
本研究は、筆者らの所属大学の研究倫理審査委員
会において承認を受けた。

３．結果

（１）調査対象者の属性
　調査に回答した900名（男性300名、女性600名）
のうち、回答に不備のあった者（すべての項目で同
じ評定値を選んでいるなど）を除外し、最終的に分
析に用いたのは、男性287名、女性586名の計873
名であった。年齢、就労状況、および子どもの性別
について、男女別の人数を表１に示す。男性の平均
年齢は46.98±5.25歳（31歳から68歳）、女性の平
均年齢は44.37±4.98歳（30歳から58歳）であり、
男女ともに40歳代が最も多い。次に就労状況につい
て、男性では96.2%がフルタイム勤務で圧倒的に多
く、一方女性は、専業主婦が39.9%と最も多く、次
いでパートタイム勤務31.9%、フルタイム勤務27.0%
となっている。チームスポーツに所属している子ど
もの性別については、保護者の性別での違いはほ
ぼ認められず、父母合わせて男子が73.3％、女子が
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表１　調査対象者の属性
項目 男性 女性 合計

年齢 N （％） N （％） N （％）

　 30−39歳 20 （7.0） 99 （16.9） 119 （13.6）

　 40−49歳 181 （63.1） 396 （67.6） 577 （66.1）

　 50−59歳 83 （28.9） 91 （15.5） 174 （19.9）

　 60−68歳 3 （1.0） 0 （0.0） 3 （0.3）

就労状況

　 フルタイム勤務 276 （96.2） 158 （27.0） 434 （49.7）

　 パートタイム勤務 6 （2.1） 187 （31.9） 193 （22.1）

　 専業主婦／主夫 3 （1.0） 234 （39.9） 237 （27.1）

　 その他 2 （0.7） 7 （1.2） 9 （1.0）

子どもの性別

　 男子 211 （73.5） 429 （73.2） 640 （73.3）

　 女子 76 （26.5） 157 （26.8） 233 （26.7）

合　計 287 （100.0） 586 （100.0） 873 （100.0）

26.7％であった。
　また、子どもが所属しているスポーツの種類につ
いて尋ねた結果について、子どもの性別ごとにス
ポーツの種類を分類した結果を表２に示す。男子で
は、サッカーが最も多く41.3%を占めており、野球の
33.3%がこれに続く。一方女子では、バスケットボー
ルが31.3%と最も多く、次いでバレーボールが20.6%
であった。チームの競技レベルについては、県（都・
道・府）大会出場レベル以上が18.0%、地区大会上
位レベルが32.1％、地区大会中位レベルが22.3%、
それ以下が27.6％であった。子どもの競技レベルに
ついては、スタメン／レギュラーが最も多く57.3%、

準レギュラーが26.0%、補欠10.1%、それ以下6.6%
であった。
（２）尺度の検討　
a）ハラスメント行動に関する尺度
　ハラスメント行動に関する質問13項目について、
フロア効果の見られた３項目を除外し、10項目にて
因子分析を行った。固有値の変化（4.99、1.57、0.80、
0.64…）と解釈可能性から、２因子が適当と判断し
た。そこで２因子を仮定して主因子法・プロマック
ス回転による因子分析を行った。両方の因子に負荷
の高かった１項目を除外し、再度主因子法・プロマッ
クス回転による因子分析を行った。なお、回転前の

表２　子どもの性別とスポーツの種類
スポーツの種類 男子 女子 合計

N （％） N （％） N （％）

サッカー 264 （41.3） 13 （5.6） 277 （31.7）

野球 213 （33.3） 6 （2.6） 219 （25.1）

バスケットボール 38 （5.9） 73 （31.3） 111 （12.7）

バレーボール 5 （0.8） 48 （20.6） 53 （6.1）

その他 120 （18.8） 93 （39.9） 213 （24.4）

合計 640 （100.0） 233 （100.0） 873 （100.0）
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２因子で９項目の全分散を説明する割合は57.64%で
あった（表３）。
　第１因子は、「試合中、子ども達がミスをすると「何
やっているんだ」などとその場で怒鳴ってしまうこ
とがある」など、子どもの競技内容や技術に関する
ダメ出しや叱責といった項目であったので、「競技内
容攻撃」と命名した。第２因子は、「あまり好きでな
い親と話をする場合、当たり障りのない話ですませ
る」など、直接競技とは関係のない関係性攻撃と捉
えられる項目だったので、「関係性攻撃」と命名した。
クロンバックのα係数を算出したところ、第１因子は
α＝.88、第2因子はα＝.79となり、それぞれの因子
の内的整合性が確認された。
b）スポーツ同一化尺度
　スポーツ場面での子どもへの同一化傾向９項目に

ついて因子分析を行った結果、第１因子で全分散を
説明する割合は58.83%であったことから、１因子で
使用することとした。因子負荷は全項目にて0.6を超
えており、９項目全てを因子項目として採用した（表
４）。α＝.91であった。

c）その他の尺度の検討
　ハラスメント行動尺度とスポーツ同一化尺度以外
の尺度については、すでに尺度の検討がなされたも
のを使用したため、α係数を算出することにより各
尺度のまとまりのみ検討した。
　はじめに対象関係尺度について、井梅・平井・青
木ほか（2006）をもとに５下位尺度それぞれのまと
まりを検討した結果、「親和不全」α=.88、「希薄な
対人関係」α=.86、「自己中心的な他者操作」α=.88、

表3　ハラスメント行動に関する尺度の因子分析結果
項目 Ⅰ Ⅱ

試合中、子ども達がミスをすると「何やっているんだ」などとその場で怒鳴ってしまうことがある。 .954 -.187

試合後に、子どもたちにダメ出しをしたことがある。 .806 -.090

試合中、味方チームの子どもが失敗すると、ため息や舌打ちをしてしまうことがある。 .749 .026

チームに迷惑をかける子どもがいると、その子のことについて他人に話す。 .683 .207

チームに迷惑をかける子どもがいると人前で厳しく注意する。 .661 .078

あまり好きでない親と話をする場合、当たり障りのない話ですませる。 -.242 .763

皆で遊びに行くときに、あまり好きでない親子を自分からは誘わない。 -.020 .727

気に入らない人の不満について、その人がいないところで他人に話す。 .227 .661

コーチの不満について、コーチがいないところで他人に話す。 .172 .605
因子間相関 .532

表４　スポーツ同一化尺度の因子分析結果
項目 Ⅰ

子どもが失敗して怒られると、自分も怒られている気がする。 .810

子どもがチームで認められると、自分も認められた気がする。 .810

子どものプレーがうまくいかないと、自分が失敗したように感じる。 .789

子どもが試合で活躍すると、保護者間での自分の立場もあがる気がする。 .762

子どもが活躍すると、自分が褒められた気がする。 .751

子どもが試合でミスをすると、周りの人に申し訳ない気持ちになる。 .680

子どもの気持ちが沈んでいると、一緒になって落ち込む。 .677

子どもがうまくプレーできないと、イライラする。 .667

子どもの活躍の度合により保護者間での立場が上下するように感じる。 .635
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「一体性の過剰希求」α=.89、「見捨てられ不安」α
=.90と十分に高いα値が得られたことから、この５
因子をそのまま用いることとした。次に、攻撃衝動
傾向尺度８項目についてα係数を算出したところ、
α=.90であり、そのまま全てを使用することとした。
友人への同調性尺度については、石本・久川・齋藤
ほか（2009）の９項目のうち、「友人の考えよりも自
分の考えに従って行動する」について他の尺度との
相関が低かったことから除外し、８項目を使用する
こととした（α=.90）。なお、削除前のα係数は.86
であった。自尊心尺度について、10項目でのα係数
を算出したところα=.83であり、全ての項目を使用
することとした。全ての尺度について、項目平均値
を各尺度得点として以下の分析で用いることとする。
各尺度のα係数、尺度得点および標準偏差を表５に
まとめる。
（３）各尺度の性差
　各尺度得点の性差を検討した結果を表５に示す。
ハラスメント行動に関する尺度では、女性よりも男
性の方が「競技内容攻撃」の得点が有意に高かった（t 

（871） = 4.91, p < .01）。また、対象関係尺度の「希

薄な対人関係」「自己中心的な他者操作」「一体性の
過剰希求」の３つの下位尺度で有意な差が見られた

（それぞれ順にt （871） = 4.92，p < .01，t （871） = 
5.91，p < .01，t （871） = 4.42，p < .01）。いずれの
尺度も女性よりも男性の方がその得点が高いことが
示された。さらに、スポーツ同一化尺度について有
意差が見られ、男性よりも女性の方で得点が有意に
高かった（t （871） = 3.34，p < .01）。
（４）ハラスメント行動に影響をおよぼす様々な要因
の検討

　ハラスメント行動に関する２因子を目的変数、対
象関係、攻撃衝動傾向、同調性、自尊心、スポーツ
同一化の各尺度得点、および、チームレベル、子ど
もの競技レベルを説明変数とし、重回帰分析（強制
投入法）を行った。多重共線性について確認したと
ころ男性データでVIF値が５を超える値が見られた
ことから、変数間の関連の強い「親和不全」を分析
から除外した。再度重回帰分析を行った結果、モデ
ルは有意であった（全体F （10, 862） = 21.369，p < 
.0001；男性F （10, 276） = 11.956，p < .0001；女性F 

（10, 575） = 19.747，p < .0001、表６）。

表５　各変数のα係数、平均、標準偏差とt検定結果

α
男性（n=287） 女性（n=586）

t 値
平均値 SD 平均値 SD

ハラスメント行動に関する尺度

　競技内容攻撃 .88 2.27 0.98 1.92 0.94 4.91 **

　関係性攻撃 .79 2.71 1.06 2.82 1.11 1.44

対象関係尺度

　親和不全 .88 2.97 0.82 3.00 0.97 0.53

　希薄対人 .86 3.32 0.84 3.01 0.94 4.92 **

　自己中 .88 2.86 0.77 2.52 0.85 5.91 **

　過剰希求 .89 2.74 0.81 2.47 0.88 4.42 **

　見捨不安 .90 2.91 0.78 3.00 0.92 1.44

攻撃衝動傾向 .90 3.16 0.82 3.14 0.92 0.38

同調性 .90 3.03 0.77 3.14 0.88 1.95

自尊心 .83 3.63 0.62 3.68 0.73 1.11

スポーツ同一化 .91 3.02 0.96 3.26 1.03 3.34 **
**p<.01
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　分析の結果から、「競技内容攻撃」に影響を与え
ているものは、男性では対象関係尺度の「自己中心
的な他者操作」と「一体性の過剰希求」、および「ス
ポーツ同一化」であった。一方、女性では対象関係
尺度の「希薄な対人関係」と「自己中心的な他者操
作」、および「スポーツ同一化」で正の影響が見られ、

「子どもの競技レベル」については負の影響が見ら
れた。なお、「子どもの競技レベル」は、スタメン／
レギュラーレベルを１点とし、点数があがるほど弱
いレベルとしていることから、子どもの競技レベル
が高い人ほど攻撃行動をしていることとなる。
　次に、「関係性攻撃」について重回帰分析を行っ
た結果、モデルは有意であった（全体F （10, 862） 
= 32.479，p < .0001；男性F （10, 276） = 9.258，p < 
.0001；女性F （10, 575） = 24.844，p < .0001，表６）。
男性では、対象関係尺度の「自己中心的な他者操作」、

「スポーツ同一化」、「チームレベル」で正の影響が
見られた。「チームレベル」についても子どもの競技
レベルと同様、点数が上がるほど弱いレベルとして
いることから、弱いチームの人ほど攻撃行動をして
いることとなる。一方女性では「見捨てられ不安」、「攻

撃衝動傾向」、「スポーツ同一化」で正の影響が見ら
れ、「子どもの競技レベル」で負の影響が見られた。

４．考察

　本研究では、子どもがチームスポーツに所属して
いる保護者を対象に、スポーツ場面での保護者とし
ての関わりにおいてどのようなハラスメント行動が
生じ得るのか、また、ハラスメント行動へとつなが
るパーソナリティやその他の要因について検討した。
（１）ハラスメント行動の特徴と性差
　はじめに、スポーツ場面にて見られる保護者の攻
撃行動をスポーツ・ハラスメント行動とし、ハラス
メント行動に関する13項目について因子分析を行っ
た。その結果、「競技内容攻撃」と「関係性攻撃」
の２つの因子が見出された。
　「競技内容攻撃」は、子どもの試合中、あるいは
試合後に子どものプレーでの失敗や競技技術の足
りなさ等に攻撃的な声かけをしてしまう内容である。
指導者の部員に対するネガティブな働きかけが部員
間の関係性の悪さや部の雰囲気に影響することが分
かっている（藤後・大橋・井梅，2014）。保護者に

表6　男女別の重回帰分析結果
競技内容攻撃 関係性攻撃

男性 女性 全体 男性 女性 全体

対象関係

　希薄対人 .03 .17 ** .14 ** .04 -.05 -.03

　自己中 .22 ** .32 ** .28 ** .20 * .10 .12 *

　過剰希求 .37 ** .11 .21 ** -.01 -.07 -.06

　見捨不安 -.07 -.08 -.09 .14 .12 * .13 *

攻撃衝動傾向 -.12 .09 .03 .09 .28 ** .23 **

同調性 -.06 -.09 -.08 -.09 -.03 -.03

自尊心 -.01 .07 .04 .01 .03 .02

スポーツ同一化 .27 ** .19 ** .21 ** .26 ** .26 ** .26 **

チームレベル .07 -.01 .01 .11 * .00 .04

子レベル .03 -.15 ** -.09 ** .00 -.08 * -.05

調整済R2 .28 ** .24 ** .25 ** .22 ** .29 ** .27 **
*p<.05　**p<.01
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よるこれらの声かけは、指導者によるネガティブな
働きかけと同様、子どものスポーツへのモチベーショ
ンや、同じチームでプレーする子ども同士の関係へ
の影響も懸念される内容である。また、これらは主
に応援席から子どもたちに投げかけられると考えら
れるが、応援席には攻撃される子どもの保護者も同
じ場にいることも十分に考えられ、我が子が叱責さ
れるのをそばで聞かされることにもなり、その影響
も懸念される（藤後他, 2017）。
　一方、「関係性攻撃」については、人間関係にお
ける攻撃行動から構成されており、遊びに行く際に
誘わない、本人のいないところで不満を話すなど、
仲間関係を操作することによる他者への攻撃行動に
関する項目が１つの因子としてまとまった。
　また、それぞれの因子の尺度得点を算出し、その
性差を検討したところ、「競技内容攻撃」において
男女差が見られ、男性の方がその得点が高いことが
分かった。競技内容攻撃は、子どもの試合中に興
奮して思わず発せられる攻撃的声かけと考えられる
が、このような行動はやはり父親の方に出やすいの
であろう。種目による違いはあるが、父親の方が母
親よりも子どもが行っているスポーツの競技経験が
ある場合も多いことから（石山・久崎, 2012）、父親
の方が子どもたちのプレーの内容や勝敗について関
心が向きやすく、熱くなる傾向が強いのかもしれな
い。あるいは、攻撃行動に関するこれまでの研究（eg. 
磯部・菱沼, 2007；中田・濱口，2011）では、女性
よりも男性の方が直接的攻撃を行う傾向が強いこと
が分かっており、「競技内容攻撃」が直接的な攻撃
性と考えると、男性の方に高くなったことは攻撃行
動に関する先行研究と一致する結果とも言えよう。
（２）ハラスメント行動に影響を及ぼす様々な要因
　スポーツ場面にて保護者のハラスメント行動が起
こる要因を明らかにするため、重回帰分析を行い、
男女それぞれの傾向を分析した。
　はじめに、男性の「競技内容攻撃」について、対
象関係の「自己中心的な他者操作」と「一体性の過
剰希求」、および「スポーツ同一化」尺度の得点が

高い人ほど、スポーツの応援場面で子どもたちのミ
スや味方チームの足を引っ張るプレーをしている子
どもへの攻撃的声かけをしてしまうことが示された。
この3つの傾向が高い人の特徴を考えると、対象関
係の側面からは自分本位で我が子など身近な他者は
自分と同じ考えをもっていて当然と思っている傾向
が強いことが推測される。そして、スポーツ同一化
尺度の得点が高いことから、実際のスポーツ場面で、
我が子の失敗にイライラしたり、自分が失敗したよ
うな気持ちになったり、子どもへの心理的距離が近
く、それ故、攻撃的声かけとなってしまうのだろう。
　一方、女性では、対象関係の「自己中心的な他者
操作」と「希薄な対人関係」、および「スポーツ同一化」
尺度の得点が高く、子どもの競技レベルが高い保護
者ほど、子どもたちへの攻撃的声かけをしているこ
とが示された。すわなち、自分本位で身近な人への
信頼感が乏しく、スポーツ場面での子どもとの心理
的距離の近いといった特性が関係していることが推
測される。さらに女性では、子どもの競技レベルが
高い保護者ほど、攻撃性が強まることが分かった。
チーム内で我が子が活躍している保護者ほど応援に
も熱が入りやすく、攻撃的声かけも増えるのであろ
う。
　次に、「関係性攻撃」への影響を検討した結果、
男性では、競技内容攻撃と同様、自己中心的な傾向
と子どもへのスポーツにおける同一化の高さが攻撃
性に影響を与えていることが明らかになった。さら
に、弱いチームの保護者ほど、関係性攻撃が起こっ
ていることがデータから示された。男性の場合、強
いチームの方が父親同士の関係性を良好に保とうと
する傾向が見られるのであろうか。これについては
推測の域をでないため、今後の検討が必要と考えら
れる。
　一方女性では、「見捨てられ不安」、「攻撃衝動傾
向」、「スポーツ同一化」尺度の得点が高いほど、さ
らに、「子どもの競技レベル」が高いほど「関係性
攻撃」が高まることを示していた。このことから、
関係性攻撃が起こる要因として、女性の場合、見捨
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てられる不安の高さ、すなわち相手の反応への過敏
さや周囲から取り残されることに対する恐れといっ
た心性が関与していると考えられる。一方で、「同
調性」の影響は見られなかったことから、周囲の人
への明確な同調行動は関係性攻撃に関連しないもの
の、根底には他者への不安感、不信感があることが
示唆される。さらに、「攻撃衝動傾向」の影響が最
も強いことから、生来的な他者への攻撃性や衝動性
の高さがあり、なおかつ子どもへのスポーツ場面に
おける同一化傾向が強く、その子どもがチーム内で
スタメン／レギュラーといった中心的なメンバーで
あることも、関係性攻撃へとつながる要因になるの
であろう。
（３）本研究の限界と今後の課題
　本研究では、子どもの地域でのチームスポーツ活
動に焦点をあて、そこで見られる保護者のハラスメ
ント行動について検討した。ここでは本研究の限界
と今後の課題を述べる。１つめに、今回の調査では、
保護者のハラスメント行動というネガティブな行動
傾向を尋ねていることから、回答者が社会的望まし
さから回答の方向を歪めている可能性も否定できな
いことがあげられる。ハラスメント行動尺度につい
て、今回の調査では、競技内容攻撃については男性
の方が高く、関係性攻撃については性差が見られな
いという結果であったが、女性の場合、男性よりも
さらに、社会的望ましさのバイアスが強く影響して
いる可能性も否定できず、質問項目の立て方につい
ては今後、工夫が必要と考えられる。２つめに、今
回の調査では、保護者のハラスメント行動に影響を
与える要因について、個人のパーソナリティ要因を
中心に、チームや子どもの競技レベルを加味して検
討したが、スポーツ・ハラスメントが起こる背景には、
その他にも現在のその人の社会的状況や子どもや配
偶者との関係、あるいはそのチームの風土など様々
な要因が関係していると考えられる。チームスポー
ツにおけるハラスメント行動を明らかにし、その予
防を考えるためには、今後、他の要因の検討もして
いくことが必要である。なお、今回の調査ではスポー

ツの種類、子どもの性別については検討しているが、
スポーツの種類や子の性別によるハラスメント行動
の違いは見られなかった。
　最後に、本研究の社会的意義について言及する。
本研究では、子どものスポーツ場面での保護者のハ
ラスメント行動について検討したが、その意義は以
下の２点があげられる。１つめに、子どもがスポー
ツを続けていくにあたって、楽しく、スポーツ本来
の意義を享受できるよう、ハラスメントの発生を予
防することは重要であろう。本研究では、探索的に
ではあるが、スポーツ場面における保護者のハラス
メント行動を２つの因子に分け、その要因を検討す
ることができた。今後はさらに検討を重ねながら、
保護者向けの教育プログラムの作成など予防的な視
点に立った検討を行っていきたいと考えている。
　２つめに、本研究ではハラスメントを行ってしま
う人のパーソナリティが検討され、その臨床像をあ
る程度把握することができた。昨今、地域における
子育て支援の必要性が高まる中、臨床心理学的地域
援助（山本，2001）の観点から、個人のパーソナ
リティに即した心の支援や環境調整が必要である。
加害的な行動特性を持つ人への予防プログラムや啓
発活動をしていくことにより、保護者間トラブルの
被害者、加害者双方の心の問題の発生予防に役立
つと考えられる。
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