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Abstract

　　While community sport clubs in Japan play an important role in providing children with 

opportunities to exercise, the aggressive behaviors of parents of club members is a widespread 

problem. To investigate the relational parameters which contribute to the display of such behaviours, 

we conducted an online survey among mothers whose child was participating in a community-based 

junior sport club ( N = 500 ). The survey used a hypothetical situation in which a team member makes 

a mistake. Variables such as the degree of closeness between the respondents and the mother of the 

target child and the athletic skill level of the target child were manipulated. Our findings revealed that 

the respondents tended to have more negative thoughts toward an average child than a child with 

superior skills. They also tended to display more aggression toward a girl with superior skills than 

towards an average girl when they were not close to the girl’s mother. The study also found that 

mothers  in sports clubs where parents’ aggressive behaviors were common tended to display more 

aggression, which implies the existence of pluralistic ignorance.
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問　題

　放課後や休日に学校活動とは別に地域の子どもた
ちを集めて運営されるスポーツ集団を、地域スポー
ツと呼ぶ（永井, 2004）。商業的なスポーツ教室とは

異なり、小学校の校庭や体育館を借りて行われるこ
とが多く、基本的にボランティア運営であるため月
謝は安い。その代わりに、試合や練習の際の送迎、
怪我対応、施設や道具の管理等の運営面で保護者
の負担が必須であるところに特徴がある（Smoll & 
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Smith, 2002杉山訳2008; 藤後・川田・井梅・大橋, 
2017）。運営面に留まらず、子どもたちを技術的に
導く指導者役をもその保護者たちが務めるケースも
頻繁に見られる（大橋・藤後・井梅・川田, 2016）。
これらの特徴により、保護者同士の連帯感が生まれ
やすい、子の成長が分かりやすいなどの長所が指摘
されている（e.g., Dorsch, Donough & Smith, 2015; 
Na, 2015）反面、軋轢も報告されている。例えば、
地域スポーツに子を参加させている母親対象に行わ
れたインタビューにおいて、練習や試合の際にミス
をしてしまった自分の子に対して応援席から野次が
飛んでいるのを聞くのが辛く、また、母親として申
し訳なく感じたという経験が挙げられている（藤後・
三好・井梅・大橋・川田, 2016）。また、地域スポー
ツに関わる保護者を対象に行われたオンライン調査
では、全体の約10％が他の保護者に起因するトラ
ブルを傷つき体験として挙げていた（大橋・井梅・
藤後, 2015）。これが過度になると、チームへの気遣
いから子に厳しく当たってしまう等否定的な子育て
につながるため（藤後・井梅・大橋, 2017a）、注意
が必要である。
応援席の保護者の影響
　指導者の言動が様々な方法で選手である子ども
たちに影響し、チームの雰囲気を作っていくことは、
これまでにスポーツ心理学の中で繰り返し論じられ
てきた（e.g., Horn, 2008; Smoll & Smith, 1989）。こ
れに加え、保護者の期待や価値観もまた子のスポー
ツへの参加や継続に影響を及ぼすことが示されてい
る（Holt, Tamminen, Black, Mandigo, & Fox, 2009; 
Hoyle & Leff, 1997; 渋倉，2013）。そのため、コーチ
による体罰や仲間によるいじめ、保護者自身の過度
なしごきは研究として取り上げられてきた。
　一方、子どもたちのスポーツを観察していると、
保護者たちが自分の子以外のチームの子どもたち
に攻撃的な態度をとっている場面に遭遇することが
ある。例えば、試合や練習中のミスに際し当人に聞
こえる声で文句を言ったり、下手な子を試合に出す
ことに否定的な感想を零したり、応援や差し入れの

際に一部の子を無視したりする等である（藤後他，
2016）。子どもがこのようなチームの保護者集団が行
う攻撃的な言動によって居心地の悪さを感じたとし
たら、これは「応援席ハラスメント」と呼ぶことが
できるが（藤後・大橋・井梅, 2017）、ほとんど研究
として取り上げられてこなかった。指導者ほどでは
ないが、保護者集団の言動もまた応援席の雰囲気を
作り上げ、子どもたちの士気に影響すると考えられ
る。そのため、子どものスポーツ環境を考える上で
応援席からの保護者集団による攻撃行動もまた研究
に値すると考えた。
　そこで、本研究では、どのような条件で保護者集
団による攻撃行動が起こりやすいのかを検討するこ
ととした。なお、保護者には父親と母親がいるが、
本研究では、育児の主な担い手であり（戸田, 2009）
かつ本人の適性や希望にかかわらずチーム運営への
貢献を求められる傾向がある母親に焦点を当てた。
攻撃行動の生起に影響する要因
　他の者に害をなそうとして起こした行動一般を指
す攻撃行動は、内的な経験である怒り感情があれば
必ず起こるわけではなく、複雑な要素が絡んでいる
と考えられている（Anderson & Bushman, 2002）。
研究対象としての攻撃は、例えば事故で怪我をさせ
てしまった場合のように意図しない場合は含まれず、

「たとえ未遂に終わったとしても（実際には害を与え
なかったとしても）、傷つけられたくないと思ってい
る相手を傷つけようと意図して行われた行動は攻撃
に相当する」（湯川，2010，p.161）。
　Anderson & Bushman（2002）は、入力・経路・
結果の三段階に分けて攻撃行動を理解している。入
力過程として、特性や価値などの個人要因と攻撃的
手がかりや苦痛などの状況的要因が挙げられてい
る。それらは認知や感情状態などに影響し、さらに、
その結果をどのように表出するかについては、即時
的な評価が使われることもあるし、認知資源が十分
な場合や重要な問題の場合は再評価がなされるとい
うように状況による差があるという。つまり、表出さ
れた行動は衝動的行為と熟慮的行為に分けて論じら
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れている。応援席の保護者の攻撃行動は、多くの場
合スポーツ観戦の興奮の中で起こる（大渕，2011）
衝動的行動だと考えられる。
地域スポーツにおける母親の攻撃行動に影響する要
因
　本研究では、インタビュー（藤後他，2016）にお
いて否定的な体験として複数の者が挙げていた試合
観戦中の問題行動を取り上げた。憤懣（frustration）
は、攻撃モデルでは入力段階において目標達成を阻
害されるなどして起こるとされ、攻撃行動生起の一
因として挙げられている（Anderson & Bushman, 
2002）。チームの子どものミスは勝利という目標達成
を阻害する行動に当たるため、憤懣を感じ、衝動的
に攻撃行動をとってしまうのであろう。
　このタイプの攻撃行動が起こりやすくなる条件と
して、以下の三点を予測した。まず、親しい人や自
分が好意を持った人については同情の気持ちが強く
なり攻撃行動は抑制される傾向があるため（大渕, 
2011；山本,1995）、親しい保護者の子へのハラスメ
ントは起こりにくいと予測される。そのため、親しい
母親の子よりも疎遠な母親の子に対して攻撃行動は
起こりやすいと予測した（仮説１）。ただし、小学校
低学年までの友人関係では付き添いや送迎のためそ
の保護者同士も親しくなるケースが多いが、高学年
以上になると子一人で遊びに出掛けるようになるた
め、徐々に親子で親しい相手は異なってくる。回答
者は母親であるため、子同士の親しさはあまり影響
するように思えなかったが、自分が同一化している
子の親しい相手に対しても判断が甘くなる可能性は
ある。そこで、母親同士の親しさに加え、子同士の
親しさも要因に加えた。
　スポーツの世界では強者の論理が通りやすいと言
われている（永井, 2004）。例えば、地域スポーツに
子を参加させた経験がある保護者900名を対象に行
われた調査によれば、非レギュラーの子はレギュラー
の子の倍の叱責・罵倒を指導者から受けている（大
橋他, 2015）。チームの規範はリーダーである指導者
による部分が大きく（e.g., Horn, 2008）、保護者もま

たその影響を受けるだろう。その結果、攻撃行動は
競技レベルが高い子よりも、高くない子に対してよ
り起こりやすいと予測した（仮説２）。
　人には自分の意見や信念を曲げても多数派に従う
傾向がある（同調；本間，2011）。同調が起こる原因
として、集団の他のメンバーたちに好かれたいと考
える動機と正しくありたいと考える動機が挙げられ
る（Deutsch &  Gerard，1955）。攻撃行動が多いチー
ムにいると、嫌だと感じつつも異なる行動をして他
の保護者からの無言の罰を受けたくないから同調が
起こるだろう。また、周囲の保護者の言動を観察す
るうちに保護者はこう振る舞うべきだという認識が
でき、同調してしまう可能性もある。そのため、保
護者による攻撃行動が多いチームにいる母親ほど自
らも攻撃行動をとると予測した（仮説３）。
本研究の概要
　以上の仮説を検討するために、本研究は、子ども
のスポーツの中でも保護者の関与がより求められる
小学生対象の地域スポーツ場面を取り上げ、場面想
定法を用いて検討した。その際、集団で応援しやす
いチーム競技を題材とし、独立変数として上述の保
護者同士の親しさ、子同士の親しさ、被害児の競技
レベルを操作した。また、自分の子とそのチームを
反映させてシナリオを読むと考えたため、子の競技
レベル・チームの競技レベルも測定し、分析に加えた。
なお、地域スポーツに関わった経験がないと想像が
困難であると考え、対象を地域スポーツに子を参加
させた経験がある母親に限定した。

予備調査

　本調査実施の前に、そもそも保護者による攻撃行
動がどのくらい起きているのかを検討した。そのた
めに、地域スポーツに関わった経験がある父親287
名及び母親586名対象の調査において、保護者によ
る攻撃の被害経験と加害経験についてそれぞれ尋ね
た（回答者属性等の詳細は大橋他（2015）を参照）。
この調査では、インタビュー等で出てきた保護者関
係の問題を文章化し、それぞれに自分があてはまる
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程度を６件法で尋ねていた。
　その結果、加害経験があると回答した者はごくわ
ずかであった。Table1に挙げた３種類の行動につ
いて、「とてもそう思う」または「そう思う」と回答
した者は３％以下であった。また、周囲の保護者に
よる攻撃行動を容認する傾向も少なく、「応援席の
親達が、チームの子にダメだしをしていても見て見
ぬふりをする」に対しては8.0％、「チームの親達が
他人の陰口を言っていても、止めたりはしない」に
対しては8.8％が、「とてもそう思う」または「そう思
う」と回答していた。一方、同じ内容で被害経験を
尋ねた場合経験率は約３倍に増えた（Table1）。加
害経験と被害経験のずれに関して、たまたまこの調
査の回答者の中に被害者が多かったと解釈するのは
無理があろう。解釈としては、まず、一人の加害者
が複数の保護者に被害を与えている可能性がある。
つぎに、加害者は無意識のうちに攻撃を行っている
ためこの質問方法ではうまく回答が拾えなかった可
能性もある。この予備調査においては普段の様子を
広く尋ねたため、加害者の無意識的言動は抽出しに
くかったと考えられる。さらに、社会的に望ましく
自己呈示する動機が働きやすい内容かつ質問方法で
あったため、行っていることを自覚していても調査
で肯定しにくかった可能性もある。
　そこで、本調査においては、場面想定法を用いて
具体的な状況での行動を尋ねることとした。この際、
攻撃的な行動だけではなく、攻撃行動とは異なるが、
攻撃行動につながる攻撃意図（大渕，2011）も測定

した。

方　法

回答者
　調査会社に委託し、小学校時代に地域スポーツを
１年以上経験した子（小学校４年生～高校生）を持
つ全国の母親500名（M=44.80歳、SD=4.92）を対
象とした、オンライン調査を実施した。地域スポー
ツの種類は、集団球技である野球・サッカー・バ
スケットボール・バレーボール・ラグビーに限定した。
調査手続き
　当該会社の調査モニタ−として登録している者の
中からテーマをオンライン調査上で説明した上で、
匿名にて協力を募った。回答開始前に調査データを
統計的に処理し発表する可能性と途中で回答をやめ
る権利を有していることについて説明し、了解した
者が協力した。彼女らは協力の見返りにポイントを
獲得した。
　なお、オンライン調査会社のモニタ−の多くが教
示や質問文をきちんと読まずに回答しており（三浦・
小林, 2015）、質問文を読み飛ばす回答者は真剣に
答えている回答者と結果が異なっており、結果の信
頼性をも破損することが示されている（e.g., Miura 
& Kobayashi, 2016）。そのため、質問文を読んだか
どうか識別できるような質問を質問群中に２つ設け、
両者に適切な回答をした者のみ回答者に含めた（こ
の質問により回答者から除外された者の数について
は、調査会社からデータをいただけなかったために

Table1　保護者による攻撃行動の加害経験と被害経験

項目

加害経験 被害経験

「とてもそう
思う」の数

「そう思う」
の数

全体からの
割合（%）

「とてもそう
思う」の数

「そう思う」
の数

全体から
の割合（%）

試合中、味方チームの子どもが失敗す
ると、ため息や舌打ちが出る

2 13 （1.7） 17 36 （5.9）

試合中、子ども達がミスをすると「何
やっているんだ」等とその場で怒鳴る

4 9 （1.4） 20 28 （5.3）

試合後に、子ども達にダメ出しをする 6 15 （2.3） 15 33 （5.3）
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不明である）。
質問項目
　まず、年齢、子の性別、子の所属チームの種目を
尋ねた。地域スポーツに参加した子が複数いる場合
には、最もチームのことが印象に残っている子につ
いて回答するように依頼した。その後、チームや地
域スポーツ経験についていくつか質問をした後、シ
ナリオを提示してその関連の質問を行った。
シナリオ内容と独立変数の操作
　シナリオにはバスケットボールの重要な試合で自
分の子のチームメイトAがミスをした場面を描き（付
録参照）、自分が応援席にいたとしたらどのように
反応するかを予想させた。バスケットボールを選ん
だ理由は、小学生の地域スポーツにおいて男児にお
いても女児においても盛んな種目であるからである。
刺激人物たちは男児とも女児ともとれるように、性
別について曖昧に表現した。描写する際、１）母親
同士の親しさ（高低）　２）子同士の親しさ（高低）
　３）刺激人物の競技レベル（高並）をそれぞれ研
究対象者間要因で操作した。各セルの人数は80か
ら85名であった。
従属変数：ミスへの反応
　攻撃行動及び攻撃意図を測定するために、Table2

に示した各項目が自分にあてはまる程度を、「あては
まる（５）」「少しあてはまる（４）」「どちらともいえ
ない（３）」「あまりあてはまらない（２）」「全くあて
はまらない（１）」の５件法で尋ねた。項目内容は、
意図的な攻撃行動、意図しない攻撃行動、感情的
反応を取り混ぜて検討し、地域スポーツの経験があ
る保護者3名が相談の上決定した。なお、対比させ
るために一項目のみ前向きな行動を行うという項目

「『がんばれ』『取り返していこう』などと叫ぶ」につ
いて当てはまる程度を尋ねていた。
関連変数：想定性別
　最後に、登場した子どもたちの性別について尋ね
た。具体的には、「二人の子どもたちは男児だと思っ
て読みましたか、それとも女児だと思って読みまし
たか。」と尋ね、「男児」、「女児」、「どちらとも言えない」
から選択させた。これは性別によりスポーツに関す
る期待の高さが異なることが示されているからであ
る（Blom & Drane, 2008）。
チームや地域スポーツ経験についての質問
　チームの競技レベル（以下「チームレベル」と記載）
指導者を対象とした先行研究（大橋他, 2016）同様、
全国大会出場レベル（６）からそれ以下（１）まで
の６件法で尋ねた。

Table2　ミスへの反応に関する質問項目に関する因子分析の結果
内　容 否定的思考 消極的攻撃 積極的攻撃 共通性

「Aをひっこめたらよいのに」と思う .861 -.022 .060 .791

「子どもはAにパスを出すべきではなかった」と思う .796 .063 .019 .704

「Aはバスケが上手ではない」と思う .755 -.027 -.119 .459

「Aはチームのお荷物だ」と思う .772 -.024 .160 .755

「コーチ（監督）の采配が悪い」と思う .866 .038 -.074 .703

こぶしをにぎりしめる .066 .505 .103 .375

思わずため息が出る .067 .589 -.031 .362

手で顔を覆う -.064 .899 -102 .662

手を額に当てる -.009 .653 .159 .576

「なにやってんだ」「ばか」などと野次る .103 .011 .704 .607

舌打ちをする -.089 .028 .996 .923

因子間相関 否定的思考 .458 .621

消極的攻撃 .634
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子の競技レベル（以下「子レベル」と記載）
　保護者対象の先行研究（大橋他, 2015）同様、ス
タメン /レギュラー（１）、準レギュラー（２）、
補欠（３）、それ以下（４）の４件法で尋ねた。こ
れは厳密にはカテゴリカル変数であるが、分析の際
には連続変数とみなした。
所属チームにおける保護者による攻撃行動の程度　
　子の所属チームにおける保護者集団による攻撃行
動の程度を、「親が認知するスポーツ・ハラスメント
尺度（藤後・大橋他, 2017）」中の応援席ハラスメン
トを測る６項目を改変して測定した。改変した理由
は、藤後・大橋他（2017）では自分の子が保護者集
団による攻撃行動の被害に遭った程度を尋ねている
が、本研究ではチーム全体として保護者集団による
攻撃行動がどの程度見られるかが知りたいためであ
る。そこで、例えば、「チームの親たちからうちの子
は無視されたことがある」を「チームの一部の子ど
もたちを無視する親がいる」のように改変した。また、
既に子が地域スポーツを卒業したケースも含まれる
ため、語尾は現在形と過去形を併記した。子の所属
チームに当てはまる程度を６件法で尋ねた。

結　果

回答者のチームや地域スポーツ経験
　回答者の子は男児が多く（388名、77％）、競技種
目はサッカー（200名）、野球（148名）、バスケットボー
ル（93名）、バレーボール（55名）、ラグビー（４名）
の順に多かった。チームレベルは、地区大会中位未
満が最も多く、子レベルは、スタメン/レギュラーが
過半数を占めていた。
指標の作成
　刺激人物Aに対する言動に関する質問項目につ
いて因子分析（主因子法プロマックス回転、説明率
62.9%）を行ったところ、３因子に分かれた（Table2）。
第一因子は、ミスをした刺激人物をひっこめたほう
がよい、パスを出すべきではなかった等批判的考え
と関連が深いため、「否定的思考」と名付けた（競
技レベル並条件α=.87、競技レベル高条件α=.94）。

第二因子は、手で顔を覆う、手を額に当てる等刺激
人物に対する否定的感情の無意識的な表出と解釈で
きるため、「消極的攻撃」と名付けた（α=77，.79）。
第三因子は、野次や舌打ちという他の人にも分かる
積極的な否定的行動と関連深いため、「積極的攻撃」
と名付けた（α=79，.91）。積極的攻撃と消極的攻
撃は攻撃行動に当たるが、否定的思考は頭の中で考
えているだけであるから攻撃行動には該当しない。
各因子に関連のある項目の平均値を用いて、以下分
析を行った。
　所属チームでの保護者の攻撃行動の程度を測定
する６項目は内部相関が十分に高かった（α＝.91）。
そこで、その平均値を以降の分析では用いることと
した。全体平均はあまり高くはなかったが（M=2.45）、
個人差が見られ（SD=1.20）、平均が４を超える者が
一割を超えていた（56名、11.2%）。
条件の差の検討（分散分析）
　一要因の分散分析によればミスへの反応の種類
の効果は有意であり（F（2,998）=150.243, p<.0001）、
Turkey法の多重比較によれば平均値の差は全
て有意であった。つまり、消極的攻撃（M=2.19, 
SD=0.98）、否定的思考（M=2.05, SD=0.93）、積極
的攻撃（M=1.52, SD =0.82）の順で起こりやすいこ
とが示された。なお、肯定的な行動である「『がん
ばれ』『取り返していこう』などと叫ぶ」については、
平均値は高かった（M=4.11, SD =1.32）。
保護者による攻撃行動の予測（共分散分析）
　母親の親しさ・子の親しさ・競技レベルを独立変
数とし、所属チームにおける保護者による攻撃行動
の程度を共変量とする共分散分析を行った。予備的
分析において、子のチームの競技レベルと子の競技
レベルは共変量に入れても有意にならなかったため、
分析に加えなかった４）。なお、予備的分析において
パターンが異なったため、想定された刺激人物たち
の性別毎に実施した（男児を想定335名、女児を想
定108名）５）。性別について「どちらとも言えない」
と答えた者（n=57）は、人数が少なかったため分析
から除外した。その結果、所属チームにおける保護
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者による攻撃行動の程度が多くの場合正の有意な影
響を及ぼしていたため、作図の際には調整平均を用
いた。
　まず、否定的思考については、女児では競技レ
ベルの主効果のみが有意であり（F（1, 99） = 5.164, 
p<.05）、上手な子に対しては否定的思考が少ないこ
とが示された。一方、男児では母親同士の親しさと
競技レベルの交互作用効果が有意であった（F（1, 326）

=4.708, p<.05；Figure 1）。単純主効果の検定によれ
ば、母親同士が親しい場合には競技レベルの効果が
有意だが（F（1, 326）=19.310, p<.05）、母親同士が疎遠
な場合には競技レベルの効果は有意ではなかった（F

（1, 326）=2.028, n.s.）。つまり、女児同様上手な子に対
しては否定的思考が抑制されるが、その傾向は母親
同士が親しい場合に限定された。所属チームにおけ
る保護者による攻撃行動の程度は男児を想定した場
合のみで有意だった（男児F（1,326）=26.868, p <.001;
女児F（1,99） =1.605, n.s.）。

　積極的攻撃については、女児を想定した場合、親
同士の親しさと競技レベルの交互作用効果が有意で
あった（F（1,99）= 5.499, p<.05；Figure 2）。単純主
効果の検定によれば、親同士が疎遠な場合は競技レ
ベルの効果は有意だが（F（1, 99）= 4.883, p<.05）、親
しい場合は有意ではなかった（F（1,99） =1.146, n.s.）。
競技レベルが高く疎遠な母親の子の場合に、積極的
な否定的行動が出やすいことが示された。一方、男
児（M=1.55, SD=.85）を想定した場合、主効果・交
互作用効果が全て有意ではなかった。女児を想定し
た場合、所属チームにおける保護者による攻撃行動
の程度が有意ではなかったが（F（1,99）= 2.290, n.s.）、
男児を想定した場合は正の有意な効果を持っていた

（F（1,326）= 12.331, p < .001）。最後に、消極的攻撃に
関しては、所属チームにおける保護者による攻撃行
動が多いほど、消極的攻撃は多いという共変量と
の関係のみが男児女児共に有意であった（F（1,326）= 
10.590, p < .001; F（1,99）=7.244, p < .01）。　

考　察

　スポーツを取りまく問題として指導者による体罰
や仲間によるいじめは取り上げられてきたが、保護
者自身による攻撃行動の研究はあまり多くはなく、
ましてや応援席の保護者集団による攻撃行動に至っ
てはほとんど取り上げられてこなかった。本研究は、
シナリオ法を用いて地域スポーツにおける保護者集
団による攻撃行動の存在を示し、かつこれが起こり

Figure1　想定された性別ごとの否定的思考：母親の親しさと競技レベルによる差

Figure2　積極的攻撃（女児）における
母親の親しさと競技レベルによる差
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やすい条件を検討した。
保護者集団による攻撃行動の量
　全体として、表立った攻撃行動は少ないが消極
的な攻撃行動がすこし見られた。また、子のチーム
メイトのミスに対し攻撃的思考を有していることも
明らかになった。つまり、母親たちは心の中ではミ
スをした子のチームメイトに対し攻撃的な気持ちに
なっても、その子や自分の子を含めたチームメイト
の心情を考慮して表面には出さない努力をしている
のであろう。
保護者集団による攻撃行動の起こりやすい条件
　仮説ごとに結果をまとめておきたい。まず、疎遠
な母親の子に対して攻撃的になりやすいと予測して
いた。しかし、予測通りの結果を得たのは競技レベ
ルが高い女児のみであった。競技レベルが低い子の
失敗は、非難しても改善の可能性が低いため、励ま
しの意味を持ちえずただの悪口だとみなされてしま
う。そのため、行いにくいのではないか。なお、子
ども同士の親しさの影響は見られなかった。
　つぎに、競技レベルが低い子に対して攻撃行動が
より起こりやすいと予測していた。否定的思考に関
しては、疎遠な母親の息子を除き、予測通り、並み
の子に対して競技レベルが高い子よりも多かったが、
あくまでも心の中で考えている内容の話である。表
面に表れる攻撃的言動については、意図を含みにく
い消極的攻撃には競技レベルの差は見られず、意図
を含む積極的攻撃においては、母親同士が疎遠な女
児の場合という限定つきだが、競技レベルが高い子
の方がそうではない子よりも野次や舌打ちの対象に
なっており、仮説とは逆のパターンが見られた。そ
のため、仮説２は支持されなかった。
　ミスに際し回答者は刺激人物の競技レベルによら
ず批判的な気持ちになるが、それを表に出す程度に
疎遠な女児限定で差が見られた。これは、競技レベ
ルが高い子に対してはミスのないプレーを期待して
いるために、ミスをしてしまった場合により落胆し、
批判を表に出すことでこの子の奮起を期待している
のではないか。

　いずれにせよ男児に対しては母親の親しさや刺激
人物の競技レベルの影響が小さかったが、これは調
査対象が母親であったためである可能性が高い。実
は、スポーツをやっていた自分の子とシナリオの刺
激人物たちが同性であると回答者たちが想定すると
考えていたが、そうでもなかった。75%が自分のス
ポーツをしていた子と同性を想定したが、男児の母
親が刺激人物たちは女児だと考えたケース（5.6%）
や女児の母親が刺激人物たちを男児だと考えたケー
ス（8.0%）、性別が判断できないと考えるケース

（11.4%）もあった。女性である母親は、女児同士の
トラブルにより感情移入し興奮が高まったのではな
いだろうか。母親同士のトラブルを扱った研究にお
いて、若い頃の友人関係におけるトラブル経験が現
在のママ友トラブルの際に想起されて影響すること
が示されている（藤後・井梅・大橋，2017b）。また、
保護者が応援席から積極的攻撃を行ってしまう理由
として、奮起を狙う以外に、スケーブゴートを作る
ことで、チームの敗北の責任をその子に押し付けよ
うとしているとも考えられる。こちらも働いていると
すれば、競技レベルが高く、そのためにチーム内の
緊張感が高いチームや、指導者が専制的で意見しに
くいチームで特に見られると予想される。
　最後に、積極的攻撃において女児を想定した場
合を除き、保護者集団による攻撃行動が多いチーム
に属する母親ほど自らも攻撃的言動をとる傾向が見
られた。ここには多元的無知（Prentice & Miller, 
1996）、すなわち「集団の多くの成員が、自らは集団
規範を受け入れていないにもかかわらず、他の成員
のほとんどがその規範を受け入れていると信じてい
る状況（神，2009）」が働いているように感じられる。
つまり、失敗場面で落胆・失望の表現をしていれば
その人が内心どのように考えているかはともかくこ
のような場面では落胆・失望するものだという情報
を周囲の保護者たちに伝えることになる。その結果、
多くが内心では望ましくないと感じている応援のや
り方（藤後他，2016）がチームで再生産されてしま
うのではないだろうか。
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　その原因は、多数派が意見を表明しないために
本来なら集団を代表するはずの意見が抹殺されてし
まっているである。そのため本心を率直に表明する
ことがこのような多元的無知状態を脱する最適な方
策であり、例えば味方のミスの折に落胆・失望を表
現するのではなく、「取り返そう」「切り替えていこう」
のような前向きな言葉で信頼や励ましを表現するこ
とで、チームの良い雰囲気を作り上げる手伝いを保
護者はできると思われる。
　意図を含む積極的な攻撃行動が、競技レベルが
高い女児に限定されるが、母親同士が疎遠な場合に
より多かった。子どもを介しての保護者間の関係は
難しいと指摘されてはいるが（中山・池田、2014）、
子のチームメイトの保護者たちと交流を持つことが
大切であろう。さらに、否定的な声かけは奮起の材
料となることもある一方、やる気を下げることも多
いため、前向きな声かけを心がけるべきであろう。
本研究の限界とまとめ
　本研究の限界として、いくつか挙げられる。ま
ず、男児の母親よりも女児の母親が極端に少なかっ
た点である。そのため刺激人物を女児だと想定した
回答者の割合が小さかった。元来地域スポーツに参
加する割合は男児の方が高いため（日本体育協会，
2016）、サンプルに偏りがあったとは考えにくい。し
かしながら、女児を想定した場合と男児を想定した
場合とでは回答パターンが異なっていたため、子の
性別に関して回答者を均等に割り付けるべきであっ
た。同様に子どもがバスケットボールをしている回
答者もあまり多くはなく（19％）、子どもが集団球技
経験者であるという共通性はあるものの、状況を想
像しにくかった可能性が残る。
　つぎに、保護者集団による攻撃行動の平均値が
低かった。しかしながら、これはあまりそのような
現象が起こっていないからであるとは断定できない。
なぜなら、匿名の調査で望ましい自分を見せる必要
性は少ないとは言え、自己記入式であったため社会
的望ましさが影響した可能性は否定できないからで
ある。

　最後に生態学的妥当性の問題である。そもそも場
面想定法を用いた時の回答は実際の行動とは異なる
傾向があるというシナリオ法の限界が指摘されてい
る（沼崎・工藤，2003）。これに加え、応援席から
の攻撃行動は一種の興奮状態の中で起こっている面
があろう（藤後・三好他，2016）。
　しかしながら、本研究は、攻撃行動の量というよ
りは、どのような条件で起こりやすいかに関して検
討したものである。この点については、意義あるデー
タを提供できたと考えられる。
　定期的なスポーツ参加には、1980年代に比べて
低い状態が続いている青少年の体力（文部科学省, 
2014）を向上させることができるし、健全な筋肉や
骨格・運動能力の発達、体力や持久力の発達（谷
口, 2004）、社会性の向上（Coatsworth & Conroy, 
2009）、 問 題 行 動 の 低 減（Donaldson & Ronan, 
2006）等が期待できる。そのため、保護者が負担を
楽しみ快く地域スポーツをサポートできる環境につ
いてさらなる検討が必要であると考えられる。
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付　録

使用したシナリオ
「あなたの子ども（小学5年生）はミニバスのチームに
入っています。今日は対外試合の日で，あなたは応援
に行きました。ある場面で，あなたの子はちょうどよい
位置にいた味方のAにパスを送りましたが，Aはシュー
トを外しました。Aは，小学校入学以来の仲良し１で，
あなたも相手の親と親しく話します２。また，Aはかな
りバスケットボールが上手で，チームの柱となる存在３

です。」　

下線部１　子ども同士の親しさの操作：低条件では「単
なるチームメイト」と記した。下線部２　母親同士の
親しさの操作：低条件では「相手の親とほとんど話し
たことがありません」と記した。下線部３　対象人物
の競技レベルの操作：並条件では「あまりバスケット
ボールが上手ではなく、チームでは目立たない存在」
と記した。

４）事前の分析として相関係数を算出した際にレギュラー選
抜基準のいずれとも有意な相関が認められなかった「地
域スポーツでは楽しむことが重要だ」については、共変量
に加えなかった．

５）各セルに偏りが生じていないかどうかを確認するため
に、分析対象者を分母とし、男児を想定した回答者を分
子とする男児率を条件ごとに算出した。その結果、母親
の親しさが高い条件内で、競技レベルが並み条件では
77.4％、競技レベルが高い条件では71.7％であった。母親
同士の親しさが低い条件内で、競技レベルが並み条件で
は72.2％、競技レベルが高い条件では81.7％となり、大き
な差は見られなかった。

（おおはし　めぐみ・とうご　えつこ・いうめ　ゆみこ）
【受理日　2017年10月25日】
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