
Ⅰ．諸　言

　文部科学省は、2011年にスポーツ基本法を策定し、
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要　約

　本研究は、女子大学生を対象に会場でのスポーツ観戦状況と会場でのスポーツ観戦阻害要因との関係

を捉えることを目的とした。

　そのため、会場でのスポーツ観戦阻害要因尺度の作成を試みた。その結果、「無関心」「環境的制限」「人

的欠如」「メディアの影響」から成る16項目４因子構造となり、信頼性も確認された。

　次に会場でのスポーツ観戦状況をもとに対象者を「無関心者」、「潜在観戦者」、「観戦者」の３つに分

類し、比較した。「阻害要因」は、無関心者は潜在観戦者、観戦者より有意に高値であった。下位尺度では、

「環境的制限」には有意差がなく、女子大学生には距離や時間が阻害要因にならないことが明らかとなった。

「無関心」では、無関心者の値が潜在観戦者、観戦者より有意に高く、会場での観戦を考えてない者は、

会場での観戦に関心を持たないことが明らかとなった。「人的欠如」および「メディアの影響」において

も有意差が確認された。
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それに基づき「スポーツ参画人口の拡大」を目指し、
2017年に第２期「スポーツ基本計画（文部科学省、
2017a）」を策定している。その中でスポーツ参画には、
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スポーツを「する」のみならず、スポーツの観戦な
どのスポーツを「みる」、そして指導者やスポーツボ
ランティアといったスポーツを「ささえる」形がある
としている。また、2017年に改定された小学校学習
指導要領解説体育編（文部科学省、2017b）におい
ても、生涯スポーツに向けて、スポーツを「する」「み
る」「ささえる」「しる」といった観点から授業実践
することが示されており、生涯にわたってスポーツ
に親しむために、多様な形でスポーツと関わること
が重要と考えられる。
　我が国においては、2007年にフットサルのプロリー
グが開幕し、2016年からはバスケットボールのプロ
リーグであるＢリーグが開幕するなど、「みる」対象
が拡充しつつある。また、レジャー白書（公益財団
法人日本生産性本部、2018）には、すべての余暇活
動を含めた参加人口の上位40種目が示され、2017
年度ではスポーツ観戦（会場）が32位にランクイン
している。実際、ＪリーグのJ１に所属するサッカー
クラブの１試合あたりの平均入場者数は、年間試合
数が現行の306試合になった初年度の1998年（1999
年から2004年までは240試合）の11,982人から2018
年の19,064人へと増加している（J.LEAGUE Date 
Site、2019）。 ま た、B.LEAGUE HP（B.LEAGUE 
HP、2019）をもとにB１リーグに所属するチーム全
体の１試合あたりの平均入場者数を算出すると、
2,754人（2016−2017） か ら3,078人（2018−2019）
となっており、スポーツを観戦する人口は増加傾向
にあると思われる。
　しかし、「スポーツライフ・データ（笹川スポーツ
財団、2018）」によると、過去１年間の会場でのスポー
ツ観戦率は、男性は36.6％、女性の観戦率は27.1％
であり、観戦経験者は過去１年間に複数回会場でス
ポーツを観戦していることが明らかとなっている。
会場でのスポーツ観戦者は、何度も会場に足を運ぶ
リピーターが多く、それが観客動員数を押し上げて
いると思われ、さらに女性の会場でのスポーツ観戦
率は高くない状況にあることが伺える。女性のスポー
ツ観戦について捉えた調査（日本総研、2018）によ

ると、女性が１年間に実施したスポーツ観戦方法は、
会場での観戦率が21.3％（一人、友人、家族からの
複数選択）、テレビ・インターネットでの観戦率が
57.7％（一人、友人、家族からの複数選択）、非観
戦率が51.4％となっており、会場に足を運びスポー
ツを観戦する女性が多くないことが分かる。したがっ
て、会場でのスポーツ観戦人口の更なる拡大に向け
ては、新規観戦者、特に、女性の新規観戦者を増加
させる必要があると考えられる。そのために、会場
での観戦をしていない女性を含めて女性が会場での
スポーツ観戦をしない要因（阻害要因）を明らかに
することは重要と考えられる。
　これまでにスポーツ観戦に関する研究として、会
場に足を運んだ観戦者を対象に、チーム・ロイヤリ
ティがスタジアム観戦意図や観戦回数に及ぼす影響
を捉えたもの（Wakefield･Sloan、1995；藤本ほか、
1996）、ボール競技ごとに観戦者の特性を捉えたも
の（高田ほか、2008）、来場した観戦者の観戦動機
を検討したもの（井上・竹内、2013）、会場でのスポー
ツ観戦における顧客感動・満足について報告したも
の（押見・原田、2013）などが挙げられる。これらは、
会場に訪れている観戦者の観戦動機や顧客満足を
捉えるうえで重要な知見となっている。一方で、会
場での観戦をしていない者を対象者に含んだ研究
は、飯島（2011）や霜島・木村（2012）の研究はあ
るものの知見の蓄積は十分といえず、特に、会場で
の観戦率が低い女性のみを対象にしたものは少な
い。観戦未実施者の女性を含めて女性の会場での
スポーツ観戦状況をもとに会場でのスポーツ観戦を
阻害する要因について捉えることは、新規観戦者の
開拓において重要であり、「みるスポーツ」から関わ
る生涯スポーツの実現に寄与すると考えられる。
　女性のスポーツ観戦について、木佐貫（1996）は、
サッカー観戦を対象に女性は観戦を通じて、サッカー
の全般を知りたいという学習動機が男性より強いと
している。さらに、男性はチームを応援する傾向に
あり、一方女性は選手を鑑賞するために会場に足を
運ぶ傾向があることを明らかにしている。藤本ほか
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（2005）は、会場に訪れた12歳以下の子どもを持つ
母親を対象として、未子年齢が低いほど、会場の整
備状況や内容に不備を感じていることや、未子年齢
によって、社会心理的阻害要因が異なることを明ら
かにしている。また、仲澤ほか（2000）、霜島・木村

（2012）においては属性に「学生」を設定して属性
別に観戦者の観戦動機や阻害要因を捉えている。さ
らに仲澤ほか（2000）の調査では、Ｊリーグの試合
に来場した女性のうち学生（19歳から22歳）が占め
る割合が22.8％、専業主婦が21.5％となっており、
女子学生観戦者の占める割合は少なくなく、彼女ら
の阻害要因を捉えることは、女性観戦人口の拡大に
寄与すると考えられる。
　そこで、本研究では女子大学生を対象に、会場で
のスポーツ観戦状況と会場でのスポーツ観戦阻害要
因との関係を捉えることを目的とした。

Ⅱ．予備調査

　会場でのスポーツ観戦阻害要因を捉えるための尺
度を作成した。

１．研究方法
１）対象および調査時期
　東京都内の私立大学に在籍する女子大学生151名
を対象とし、回答に欠損がみられなった141名（20.3
±0.13歳）を分析対象とした。2018年7月に実施した。

２）調査方法
　質問紙を用いたアンケート調査を実施した。

３）質問項目
　基本属性として、性別、年齢を設定した。会場で
のスポーツ観戦阻害要因として、藤本ほか（2005）、
霜島・木村（2012）、飯島（2011）、木佐貴・江刺（1996）、
松井ほか（2016）、仲澤ほか（2000）、中原ほか（2017）
を参考に体育学を専門とする大学教員１名と女子大
学生数名と協議を行い、５件法（「５：非常に思う」
〜「１：全く思わない」）から成る17項目を設定した。

具体的には、「好きな選手がいない」、「スポーツ観
戦するお金がもったいない」などであった。また、
2016年に動画配信が始まったDAZNなどのメディア
での観戦が会場でのスポーツ観戦に影響及ぼす可能
性があると考え「テレビでの観戦で満足する」、「イ
ンターネット配信での観戦で満足する」という項目
を設定した。

２．結果
　作成した17項目について、探索的因子分析（主
因子法・プロマックス回転）を実施した。項目選択
基準として、①因子負荷量0.40以上、②２因子以上
に重複して高い負荷量（0.40以上）とした。その結果、

「会場が衛生的でない」が十分に因子負荷量を示さ
なかったため、除外し、因子のスクリープロットの
形状、固有値を1.00以上、解釈の可能性から４因子
構造が妥当であると考え、因子数を決定した。
　その結果は、表１のようであった。第１因子は「好
きな選手がいない」、「スポーツ観戦はつまらない」、

「スポーツ観戦に興味が無い」、「スポーツ観戦以外
のことにお金を使いたい」、「好きなチームがいない」、

「スポーツ観戦するお金がもったいない」の６項目か
らなり、「無関心」と命名した。第２因子は、「会場
が遠い」、「スポーツ観戦する十分な時間が無い」、「ス
ケジュールが合わない」、「アクセスが悪い」、「スポー
ツ観戦すると疲れる」、「天候に合わせるのが難しい」
の６項目からなり、「環境的制限」と命名した。第３
因子は、「スポーツ観戦に誘ってくれる人がいない」、

「一緒にスポーツ観戦する人がいない」の２項目から
なり、「人的欠如」と命名した。第４因子は、「テレ
ビでの観戦で満足する」、「ネット配信での観戦に満
足する」の２項目からなり、「メディアの影響」と命
名した。
　第１因子の「好きな選手がいない」と「好きなチー
ムがいない」の間に意味的な重複の可能性が考えら
れたが、木佐貫（1996）が男性はチームの応援が観
戦動機に、女性は選手を鑑賞することが観戦動機に
なると報告していることから、チームと選手は観戦
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（2018）は、尺度の信頼性の検討において、信頼性
の低さから再検討する必要とする目安を0.50未満と
している。したがって、作成した尺度の信頼性は適
切な値にあると判断した。

Ⅲ．本調査

　会場でのスポーツ観戦状況と会場でのスポーツ観
戦阻害要因との関係を捉える。

１．研究方法
１）対象および調査時期
　東京都内の私立大学に在籍する女子大学生296名
を対象とし、回答に欠損が見られなかった256名

（20.6±0.24歳）を分析対象とした。2018年11月に
実施した。

２）調査方法
　質問紙を用いたアンケート調査を実施した。

３）質問項目
　基本属性と予備調査にて作成して会場でのスポー
ツ観戦阻害要因尺度に加えて、会場でのスポーツ観
戦状況を捉えるために、飯島（2011）、飯島ほか（2012）
が作成したスポーツ観戦行動変容ステージを用いた。
　具体的には、前熟考期「私は現在、スポーツ観戦
をしていない。これから先（１年以内）も観戦する
つもりはない」、熟考期「私は現在、スポーツ観戦を
していない。しかし、将来（１年以内）に観戦しよ
うとは思っている」、準備期「私は現在、スポーツ観
戦をしている。しかし、定期的な観戦ではない」、実
行期「私は現在、スポーツ観戦をしている。しかし、
始めてからまだ間もない（１年以内）」、維持期「私
は現在、スポーツ観戦をしている。また、長期（１
年以上）にわたって観戦している」の５つの段階と
なっている。
　飯島（2011）、飯島ほか（2012）においては、各リー
グのリーグシーズン期間の比較や各リーグの年間観
戦回数をもとに、３か月に１回の観戦を定期的な観

表１�　予備調査の会場でのスポーツ観戦阻害要因
尺度因子結果（主因子法、プロマックス回転）

項目
因子負荷量

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
第１因子．無関心（α=.88）
好きな選手がいない 0.76 -0.19 0.20 -0.03
スポーツ観戦はつまらない 0.75 -0.05 -0.11 0.12
スポーツ観戦に興味が無い 0.74 -0.13 0.20 0.08
スポーツ観戦以外のことにお金
を使いたい 0.72 0.16 -0.16 0.05

好きなチームがいない 0.68 -0.11 0.32 0.00
スポーツ観戦するお金がもった
いない 0.68 0.33 -0.20 -0.04

第２因子．環境的制限（α=.80）
会場が遠い 0.03 0.69 0.05 -0.07
スポーツ観戦する十分な時間が
無い -0.14 0.60 0.21 0.09

スケジュールが合わない -0.08 0.60 -0.03 0.17
アクセスが悪い -0.01 0.54 0.36 -0.15
スポーツ観戦すると疲れる 0.32 0.50 -0.08 -0.05
天候に合わせるのが難しい -0.10 0.42 0.38 0.09
第３因子．人的欠如（α=.74）
スポーツ観戦に誘ってくれる人
がいない -0.05 0.16 0.74 0.09

一緒にスポーツ観戦する人がい
ない 0.28 0.17 0.48 -0.14

第４因子．メディアの影響（α=.64）
テレビでの観戦で満足する 0.10 0.01 -0.04 0.78
ネット配信での観戦に満足する 0.11 0.09 0.17 0.50

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ — 0.28 0.43 0.39
Ⅱ — 0.39 0.25
Ⅲ — 0.19
Ⅳ —

動機として異なる要素である考え、双方ともに採用
した。また、第２因子の「スポーツ観戦すると疲れる」
は、観戦会場までの移動自体に疲労感を抱くことも
含まれると考え、採用した。
　Cronbachのα係数は、０〜１に間の値をとり、１
に近いほど信頼性が高いことを示す。一般に0.70以
上あれば信頼性の高い尺度と判断される（松尾・中
村、2010）。結果としては、第１要因「無関心」が0.88、
第２要因「環境的制限」が0.80、第３要因「人的欠如」
が0.74、第４因子「メディアの影響」が0.64を示した。

「メディアの影響」が基準に達していないが、小塩
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戦としており、本研究においても同様に定義した。
質問紙において「３か月に１回以上の観戦を定期的
な観戦とする」と明記し、回答者に共通の理解を図
るよう努めた。

４）会場でのスポーツ観戦阻害要因尺度の確認
　因子構造を確認するために、予備調査で作成した
会場でのスポーツ観戦阻害要因尺度について探索的
因子分析（主因子法・プロマックス回転）を実施した。
項目選択基準として、①因子負荷量0.40以上、②２
因子以上に重複して高い負荷量（0.40以上）とした。

５）会場でのスポーツ観戦状況の分類
　本研究においては会場でのスポーツ観戦状況を飯
島（2011）、飯島ほか（2012）を参考に５つの段階
から以下の３つの段階に分類した。
　前熟考期「私は現在、スポーツ観戦をしていない。
これから先（１年以内）も観戦するつもりはない」
を「無関心者（163名）」とした。
　熟考期「私は現在、スポーツ観戦をしていない。
しかし、将来（１年以内）に観戦しようとは思って
いる」を「潜在観戦者（44名）」とした。
　準備期「私は現在、スポーツ観戦をしている。し
かし、定期的な観戦ではない」、実行期「私は現在、
スポーツ観戦をしている。しかし、始めてからまだ
間もない（１年以内）」、維持期「私は現在、スポー
ツ観戦をしている。また、長期（１年以上）にわたっ
て観戦している」を「観戦者（49名）」とした。

６）分析方法
　会場でのスポーツ観戦状況を独立変数、会場での
スポーツ観戦阻害要因尺度得点および下位尺度得点
を従属変数として、対応なしの一要因分散分析を実
施、有意差が認められた場合には、多重比較検定

（Bonferroni法）を行った。

２．結果
　探索的因子分析を行った結果、表２のようになっ

た。予備調査と同様に４因子構造となり、同様に第
１因子は「無関心」、第２因子は「環境的制限」、第
３因子「人的欠如」、第４因子は「メディアの影響」
と命名した。
　Cronbachのα係数は第１因子「無関心」が0.87、
第２因子「環境的制限」が0.80、第３因子「人的欠如」
が0.76、第４因子「メディアの影響」が0.65を示した。

「メディアの影響」は基準の0.70を下回ったが、小
塩（2018）が指摘する再考を必要とする値0.50を上
回っていることから、分析に用いても問題ないと判
断した。

表２�　本調査の会場でのスポーツ観戦阻害要因尺
度因子結果（主因子法、プロマックス回転）

項目
因子負荷量

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
第1因子．無関心（α=.87）
好きな選手がいない 0.85 -0.01 0.08 -0.06
スポーツ観戦はつまらない 0.81 -0.16 0.01 0.10
スポーツ観戦に興味が無い 0.76 0.05 -0.06 -0.05
スポーツ観戦以外のことにお金
を使いたい 0.67 -0.17 0.23 0.04

好きなチームがいない 0.59 0.13 -0.10 0.12
スポーツ観戦するお金がもった
いない 0.54 0.34 -0.19 0.11

第２因子．環境的制限（α=.80）
会場が遠い 0.02 0.74 -0.03 -0.05
スポーツ観戦する十分な時間が
無い -0.07 0.68 0.22 0.05

スケジュールが合わない 0.04 0.61 0.14 0.01
アクセスが悪い -0.06 0.61 -0.02 0.09
スポーツ観戦すると疲れる 0.20 0.58 0.00 -0.25
天候に合わせるのが難しい -0.18 0.51 -0.10 0.11
第３因子．人的欠如（α=.76）
スポーツ観戦に誘ってくれる人
がいない 0.15 -0.02 0.76 -0.05

一緒にスポーツ観戦する人がい
ない -0.11 0.08 0.74 0.08

第４因子．メディアの影響（α=.65）
テレビでの観戦で満足する 0.03 0.05 0.08 0.74
ネット配信での観戦に満足する 0.17 -0.04 -0.02 0.54

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ − 0.40 0.53 0.50
Ⅱ − 0.37 0.48
Ⅲ − 0.45
Ⅳ −
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　表３は、会場でのスポーツ観戦状況別にみた会場
でのスポーツ観戦阻害要因尺度得点および下位尺度
得点を示している。分散分析の結果、「阻害要因」
および「環境的制限」を除く下位尺度で有意差が認
められた。多重比較の結果、「阻害要因」では、無
関心者＞潜在観戦者、観戦者となり、「無関心」では、
無関心者＞潜在観戦者、観戦者および、観戦者＞
潜在観戦者となり、「人的欠如」では、無関心者＞
潜在観戦者、観戦者となり、「メディアの影響」では、
無関心者＞潜在観戦者となった。

Ⅳ．考　察

　本研究は、女子大学生を対象に会場でのスポーツ
観戦状況と会場でのスポーツ観戦阻害要因と関係を
捉えることを目的とした。
　そのため、会場でのスポーツ観戦阻害要因尺度の
作成を試みた。その結果、16項目４因子構造となり、
因子名は「無関心」、「環境的制限」、「人的欠如」、「メ
ディアの影響」となった。各因子のCronbachのα
係数は、再考の基準値である0.50（小塩、2018）を
上回っていたことから、会場でのスポーツ観戦阻害
尺度は信頼性を有していると考えられる。
　次に、会場でのスポーツ観戦状況と会場でのス
ポーツ観戦阻害要因についての関係を捉えるため
に、対象者を観戦状況によって、「無関心者」、「潜
在観戦者」、「観戦者」に分類し、得点を比較した。「阻
害要因」においては、無関心者は潜在観戦者、観戦
者に対して有意に高い値となった。飯島（2011）は

幅広い年齢を対象として調査しており、スポーツ観
戦行動変容ステージが下位の者とステージが上位の
者との間には阻害要因の得点に有意な差があること
を明らかにしている。本研究では、会場での観戦に
関心を持たない者は、観戦をしようと意図する者お
よび観戦している者より有意に高値を示し、本研究
も類似の結果であった。また、潜在観戦者と観戦者
の間に有意差が認められなかったことから、女子大
学生は観戦をしたいと意図した時点で、会場でのス
ポーツ観戦へのハードルが下がっている可能性が考
えられる。
　会場でのスポーツ観戦状況と下位尺度得点につい
ては、「環境的制限」以外に有意差がみられた。「無
関心」では、無関心者が潜在観戦者、観戦者に対し
て有意に高い値となっており、会場で観戦しようと
考えていない者は、やはり会場での観戦に興味を
持っていないことが改めて明らかとなった。一方、
観戦者が潜在観戦者より高値を示す結果となった。
近年では、「カープ女子」をはじめ女性ファンが注目
され、女性ファン獲得のために、女性入場者を対象
にピンクのレプリカユニフォームを無料配布するソ
フトバンクホークスの「タカガールデー」のように、
試合に来場した女性観戦者を対象としたイベントが
開催されている。会場で観戦する女子大学生は、試
合を観る以外に、会場にて開催されるイベントなど
観戦ではないことを目的として来場しているのかも
しれない。また、隅野・原田（2003）は、観戦者の
気分は応援しているチームや選手の勝敗から影響を

表３　会場でのスポーツ観戦状況にみた阻害要因および下位尺度得点
スポーツ観戦行動の変容ステージ

無関心者
（n=163）

潜在観戦者
（n=44）

観戦者
（n=49） 多重比較

M SD M SD M SD F値 η2
阻害要因 55.87 9.15 45.02 10.23 49.41 12.58 23.44 *** .16 無関心者＞潜在観戦者、観戦者

無関心 22.32 4.94 15.57 4.70 18.27 5.49 36.86 *** .23 無関心者＞潜在観戦者、観戦者
観戦者＞潜在観戦者

環境的制限 19.12 4.50 17.91 4.12 19.04 5.31 1.23 .01
人的欠如 6.94 1.97 5.48 2.17 5.59 2.16 14.12 *** .10 無関心者＞潜在観戦者、観戦者
メディアの影響 3.47 1.04 2.75 1.12 3.08 1.41 7.87 *** .06 無関心者＞潜在観戦者

***：p＜.001
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受けるとしており、贔屓のチームや選手の勝敗や順
位が観戦者の回答に影響を及ぼした可能性も考えら
れる。「環境的制限」の結果より、女子大学生にお
いては会場でのスポーツ観戦状況に関わらず、会場
までの距離やアクセスの悪さ、時間的制限は阻害要
因にはなり得ないといえる。特に、時間的制限にお
いて女子大学生は、仕事や子育てなどがなく、比較
的自由に時間を自分のために使えることがその背景
として考えらえる。一方で、藤本ほか（2005）は、
子どもの存在や会場の不備が12歳以下の子どもを
持つ母親には阻害要因になるとしており、霜島・木
村（2012）は、テニス観戦の阻害要因として、スケ
ジュールや会場までの距離が要因となることを報告
している。「人的欠如」の結果は、会場でのスポー
ツ観戦に無関心な女子大学生の周りには、同様に無
関心な者が多いことを示唆している。「メディアの影
響」では、無関心者が潜在観戦者より有意に高い値
を示した。無関心者は、メディアでの観戦に満足し
ていることが伺え、潜在観戦者は、メディアでの観
戦には満足していないために、観戦することを意図
しているのではないだろうか。無関心者と観戦者に
有意差がないことから、観戦者もメディアでの観戦
を満足していると思われる。しかし、例えば「メディ
アで試合を観れれば満足」と「メディアは試合を俯
瞰して観れるから満足」など、無関心者と観戦者で
は満足の内容が異なっていることが予想され、無関
心者と観戦者との満足の内容についての検討が求め
られる。
　以上のことより、会場でのスポーツ観戦状況と会
場でのスポーツ観戦阻害要因には関係があるといえ
る。また、「無関心者」の得点が「環境的制限」以
外で高かったことから、新規の女子大学生観戦者獲
得に向けては、会場までの距離や時間以外の阻害要
因からアプローチをしていく必要があると思われる。

Ⅴ．まとめと今後の課題

　本研究は、女子大学生を対象に会場でのスポーツ
観戦状況と会場でのスポーツ観戦阻害要因との関係

を捉えるために、まず会場でのスポーツ観戦阻害要
因尺度を作成した。その結果、16項目４因子構造と
なり、信頼性も確認された。
　会場でのスポーツ観戦状況をもとに対象者を「無
関心者」、「潜在観戦者」、「観戦者」の３つに分類し、
会場でのスポーツ観戦阻害要因尺度得点および下位
尺度得点を比較した。その結果、「阻害要因」は、
無関心者は潜在観戦者、観戦者に対して有意に高い
値となった。下位尺度においては、「環境的制限」
には有意差が認められなく、女子大学生には会場ま
での距離や時間的制限が阻害要因になり得ないこと
が明らかとなった。残りの下位尺度においては、有
意差が認められ、会場でのスポーツ観戦状況と「無
関心」、「人的欠如」、「メディアの影響」には関係が
あることが明らかとなった。
　しかし、一方で対象とした女子大学生は同一大学
に所属する学生で属性の偏りがある。容易に会場で
スポーツ観戦できる環境とそうでない環境によって、
阻害要因に差異が生じることは否定できず、本研究
ではそれを考慮できていない点が研究の限界といえ
よう。また、今回は会場でのスポーツ観戦促進要因
については検討できていない。双方の要因の関連が
予想できることから、今後促進要因についても検討
していく必要があろう。
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