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女子サッカー選手の性別役割意識等についての一考察 

－日ノ本・星稜調査の結果を用いて－ 

 

 

中谷昌弘*1（姫路日ノ本短期大学）・小松崎保*2（金沢星稜大学）・ 

杉山学*3（新潟経営大学）・河村和徳*4（東北大学） 

 

 

1. 問題意識 

 2011年の FIFA女子ワールドカップ（FIFA Women’s World Cup、以下、女子W杯）に

おいて日本の女子代表チーム（以下、なでしこジャパン）が優勝したことは1、日本女子サ

ッカー界において大きなメルクマールとなった。この優勝によってなでしこジャパンは国

民栄誉賞を受賞2、女子サッカーに大きなスポットが当たった。そしてそれは、社会ブーム

化した。その効果は、女子W 杯後の日本女子サッカーリーグ（以下、なでしこリーグ）の

観客の急増としてすぐ表れ3、またオフィシャル・スポンサーに複数の企業が名乗り出るな

ど、その絶大な波及効果があった。インターハイにおける女子サッカーの競技開催環境が

整ったのも、この優勝があったためと思われる。 

 ところで、Coleman（1990）は、マクロ的な社会変動を把握するにあたっては、人々の

意識といったミクロレベルの変化に注目することが重要であると主張している。我々は、

マクロレベルのみの変化で社会変動を解釈しがちであるが、それでは不十分だというので

ある。たとえば、Coleman は、社会環境の変化と革命の間のマクロ-ミクロ関係を、図 1の

ような形で表現している。たとえば独裁政権による弾圧が厳しくなる（社会的環境の変化）

と、人々の意識レベルでの現体制を維持するか否かで葛藤が生ずる。そしてその葛藤の結

果、社会を変えようという多くの国民が同意すると革命が生じる。彼の立場に拠れば、国

民の意思決定の集合が革命なのである。 
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1 『朝日新聞』2011年 7月 19日。 

2 『朝日新聞』2011年 8月 19日。 

3 『朝日新聞』2011年 7月 25日。 
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出典：Coleman(1990) Figure 1.3を一部修正 

図 1 Colemanが想定する社会変動のマクロ－ミクロ関係 

 

 Coleman の主張を日本女子サッカー界に応用すると、図 2 のように描けるだろう。女子

Ｗ杯の優勝、そしてそれに付随するなでしこリーグの活性化が、人々の女子スポーツに対

する見方を変え、それが社会全体における女子スポーツの環境改善につながる、となる。 

ただし、この考え方はきわめて楽観的である。実際、女子Ｗ杯優勝の効果はそろそろ切

れかかっており、なでしこの観客動員も容易ではないというのが、女子サッカー関係者の

共通認識である。 

 

 

図 2 女子サッカー環境変化におけるマクロ－ミクロ関係 

 

 今回の女子Ｗ杯優勝は、それまでの地道な努力が実を結んだものと言える。それは評価

されるべきである。ただし、今回の優勝をそれまでの種まきのアウトプットとすれば、ア

ウトカムという女子スポーツ環境の改善に十分利用することができたかと言えば疑問であ
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る。一過性のブーム4で終わってしまったのか、検証する必要がある。 

 Coleman の議論に従えば、スポーツ界の環境変化は、関係者の地道な努力だけでは不十

分である。スポーツ界がたとえ血がにじむような努力をしたとしても、社会を巻き込めな

ければ、スポーツ選手に対してフレンドリーな環境を整えることができないと考えられる

からである。よりスポーツ選手に対して優しい環境を整えるには、スポーツ界が社会を巻

き込まなければならない。スポーツ界が独善的に「我々はよいことを行っている」と考え

ていたら、社会的広がりを欠くことになる（杉山・河村 2015）。一過性のブームに終わら

せないためには、仕掛けが必要なのである。 

 ただ、そのためには、我々は個人レベルの意識の変化を追わなければならない。しかし、

我々は、一般の人々における女子スポーツに対する意識についての検証を、十分に行って

きたと言えるだろうか。研究者レベルでは行われてきたかもしれないが、指導者レベルで

認識されるほどの成果は乏しく、女子選手本人たちの意識については尚更ではないか。我々

を含めたサッカー指導者たちは、男子選手と違うことは何となく理解しながらも、それに

対する配慮はかなり無頓着ではなかったか。競技力向上の立ち位置が強すぎ、社会全体の

環境改善というところまで手が回っていなかったのかもしれない5。 

 「女子サッカーの環境がなかなか整わないのは、社会的に性別役割分担意識があるから」

と主張することは容易である。しかし、指導する女子選手自体がそうした意識を持ってい

るのであれば、その主張は虚しいものになるし、彼女たちのキャリア形成に対する指導を

する上でも望ましくない。まず、身近なところから把握を始めていく必要がある6（図 2 中

の※印）。 

 そこで、本稿は、女子サッカー選手たちのそういった意識を把握するため、高校・短大

に所属する選手（日ノ本学園高校・姫路日ノ本短大、星稜高校（石川県））に対してアンケ

ートを実施し、その結果を検討する。サンプルの代表性を考えると、本稿はパイロット・

スタディの域に留まるが、今後、対象者の範囲を広げながら継続的に調査していけば、社

会を動かす鍵が見えてくるだろう。短期的には彼女たちの進路指導、中長期的には意識の

変化を把握する資料として利用できるという意味で、今回の研究は有意義であると我々は

考える。 

 

                                                   
4 たとえば、女子W杯優勝直後の野田朱美日テレ・ベレーザ監督（当時、現日本サッカー協会女子委員長）

に対するインタビュー記事からも、社会を動かす難しさが読み取れる。『朝日新聞』2011年 7月 20日（東

京版）。 

5 女性とスポーツに関する先行研究としては、たとえば、石田（2005）などがある。 

6 本稿は、スポーツという枠に留まるが、女性の社会での活躍を議論する上でもプラスになると思う。 
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2. 使用するデータ 

 本稿で使用するデータ（以下、日ノ本・星稜データ）は、2014 年 11 月、日ノ本学園高

校・姫路日ノ本短大・星稜高校の女子選手に対してアンケートを配布し（悉皆調査・集合

調査）、そこで得られたものである。有効回答数は 86 である。調査にあたっては、中谷が

日ノ本学園・姫路日ノ本短大を、小松崎が星稜高校を担当し、調査票の作成監修・入力等

は主に河村・杉山の分担とした。 

 ところで、性別役割分担意識を測定する設問は数多くあるため、数多くの設問項目を並

べ、選手たちに質問することも不可能ではない。しかしながら、調査慣れしていない彼女

たちに負荷をかけるような設問は望ましいといえず、また何らかの対比ができないとアン

ケート結果の紹介に本稿が終始することになる。幸運にも、現在の安倍晋三内閣は、成長

戦略の 1つとして「女性の活用」を掲げており、その一環もあってか、内閣府は、2014年

8 月、「女性の活躍推進に関する世論調査7（以下、内閣府調査）」を行っている。そこで、

この世論調査の設問を一部利用し、調査を実施した。 

 

 

3. 集計結果の考察：内閣府調査の結果にも配慮して 

3.1 「男性は外、女性は内」という意見に対して 

図 3 は、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という問に対する内閣府調査の結果を、

女性のみに限定して図示したものである。この意見におおむね半数の者が反対しているこ

とがわかる。内閣府の分析によると8、この問いに対する性差は若干あり、男性の方が数ポ

イント肯定的ではあり、時系列的には賛成派は逓減傾向にあると言う。社会はゆっくりで

はあるが、「男性は外、女性は内」という分担意識は失われつつある。この意識の逓減は重

要である。「女性は内」と位置づけられてしまうと、結婚後もスポーツを続けようとする際

の障害になりうるからである。たとえ夫が許容としても、舅・姑が「女性は内」という意

識が強ければ、週末にサッカーという訳にはいかない。そのように考えれば、10 代の女子

サッカー選手は、①時代的な趨勢から、また②自らの希望から、この役割分担意識に対す

る回答で反対すると予想できる。 

                                                   
7 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-joseikatsuyaku/index.html（2014年 12月 20日訪問） 

なお、内閣府は 1997年以降、ほぼ定期的に「男女共同参画社会に関する世論調査」を行ってきている。

そのため、今回の内閣府の世論調査はその延長線上にある調査と言える。名称に「女性の活躍推進」が使

われているのは、内閣の方針が強く反映された結果と思われる。 

8 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-joseikatsuyaku/zh/z01.html（2014年 12月 20日訪問） 
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 彼女たちの回答結果を図示したのが、図 4 である。図 4 は、さきほどの予想通りの結果

となっている。賛成する者（賛成＋どちらかといえば賛成）の比率は 16.3％にとどまり、

反対の者（反対＋どちらかといえば反対）の比率は 65.1％になる。わからないと答えた者

が多いのは、対象者が未成年であるためであろう。 

 

賛成

11.2%

どちらかといえ

ば賛成
32.0%

どちらかといえ

ば反対
34.2%

反対

17.4%

わからない

5.1%

 

図 3 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という問に対する回答 

（内閣府調査、女性のみの回答） 

 

賛成

2.3%
どちらかと

いえば賛成
14.0%

どちらかといえ

ば反対
37.2%

反対

27.9%

わからない

16.3%

未回答

2.3%

 

図 4 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という問に対する回答 

 

3.2 賛否への理由 



6 

 

 それでは彼女たちが、なぜ「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という意見に賛成す

るのか、または反対するのか、それについて見ることにしたい。なお、この問は、該当す

るもの全てに○をつける多重回答となっているので、回答率は、賛成（もしくは反対）と回

答した者の内の比率である。また、この設問も前出の内閣府調査の問に準拠しているので

対比が可能となっている。そのため、グラフを作成するにあたっては、内閣府調査の回答

との比較ができるようにした。 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

日ノ本・星稜 内閣府調査

 

図 5 賛成の理由 

 

 図 5 は、賛成の理由を聞いたものである。日ノ本・星稜調査では、賛成するもっとも多

い理由が「自分の両親とも役割分担をしている」という選択肢で、回答率は約 40％であっ

た。そして、「子どもの成長にとってよいから」「伝統的なあり方だから」が続く。内閣府

調査の方は「子どもの成長にとってよい」がもっとも多く、「共働きは妻がたいへんだから」

が 2番目に多い回答であった。 

 反対の理由を図示したものが、図 6 である。日ノ本・星稜調査において、反対の理由で

もっとも多かったのが「自らの両親が共働きだから」であるが回答者の 20％強にすぎず、

「役割を押しつけるべきではない」「多くの収入が得られる」「男女平等に反する」といっ

た選択肢と回答率はそれほど変わりはない。内閣府調査では「役割を押しつけるべきでは

ない」が多く、次に多かったのは、日ノ本・星稜調査では回答率が低い「個人や社会にと

ってよい」であった。 
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図 6 反対の理由 

 

 この結果から注目すべき点は、調査対象の 10代の女子サッカー選手は両親の姿勢が役割

意識の賛否を判断する有力な材料になっている点である。全体的には以前のような役割分

担には否定的ではあるものの、その判断のとっかかりを母親に求めているのである。社会

的な経験が乏しいこともあるが、女性に対する権利等の教育が少ないことも、母親をロー

ルモデルとしてみる傾向を生み出しているのかもしれない。 

 

3.3 ライフプラン意識 

青島（2007）などが指摘するように、女性のキャリアデザインは長期的視点が大事である。

ただ、古くから、日本の女性労働力率をグラフ化すると、M 字型を顕著に描くことが指摘

されている。「子どもが生まれたら一旦仕事を辞め、子どもが大きくなったら働きに出る」

というライフプラン意識が、女性労働力率のM字型をつくる最大の要因と思われる。 

もちろん日本国政府は手をこまねいていた訳ではなく、育児休業法を成立させるなど、女

性の社会進出環境を整えてきた。そうしたこともあって、徐々に M 字のボトムはあがりつ

つあるが、欧米ほど改善された訳ではない9。待機児童所の不足など働きづらい環境は残っ

ており、また女性の社会進出を阻むような意識も残っている。先ほどの見た図 3のように、

                                                   
9 http://www.bosei-navi.go.jp/colum/colum21.html（2014年 12月 22日訪問） 
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「女性は内」と思う者は少なくない10。 

それでは、今の 10代の女子サッカー選手は、一般
・ ・

の
・

女性が仕事を持つことに対してどう

思っているのであろう。先ほどの回答結果では「男性は外、女性は内」という見方に反対

が多かったことから、彼女たちは子どもが生まれたら一旦仕事を辞め、子どもが大きくな

ったら働きに出るという意識についても反対で、どちらかと言えば、子どもが生まれても

ずっと働き続けるべきという意見が多い、と予想できる。それでは、実際はどうなのか。 

 

結婚するまで

5.8%
子どもができる

まで
14.0%

子どもができて

もずっと
26.7%

子どもができた

ら辞め成長した

ら仕事を再び持

つ

32.6%

その他

5.8%

わからない

9.3%

無回答

5.8%

 

 

図 7 女性が仕事を持つことに対する考え方 

 

それについての回答を図示したものが、図 7 である。この図は、筆者らの予想を裏切る

結果であった。彼女たちが選んだ中でもっとも多かった選択肢は、一般の女性は「子ども

ができたら仕事を辞め、成長後に再度仕事を持つ」という選択肢で、32.6％であった。一方、

「子どもができてもずっと働き続けるべき」という割合は 26.7％に留まった。「結婚するま

で」と「子どもができるまで」を合わせると 20％弱であることも併せて考えると、彼女た

ちのキャリア観は意外に多様である11。 

 「男性は外、女性は内」という見方に反対する意見は多いが、女性が仕事を持つことに

                                                   
10 中野（2014）が指摘するように、「育休世代」の活用がうまくいっていないという現実もある。 

11 その他の回答の中には、「持つことも持たないこともそれぞれ良いと思う」「自分が出来るはんいならな

んでもいい（原文ママ）」という、個人の自由に任せれば良いという意見もあった。 
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対する考え方が多様という結果を、我々はどう解釈すればよいのであろう。前者は自らの

母親の投影であり、後者はキャリア教育や社会での実体験によって形成されると考えてみ

たらどうだろうか。今回の結果は、限定的なデータによる検討結果なので、今後もう少し

対象を広げて考えてみる必要がある。 

 

3.4 競技継続に対する意識 

それではアンケートに答えた彼女たちは、サッカーをいつまで継続したいと思っている

だろうか。指導する側とすれば、サッカーファミリーを増やす観点から、できる限りサッ

カーを続けてもらいたい。しかし、表 1 をみる限り、彼女たちはより現実的な判断をして

いるようである。 

 

表１ サッカーをいつまで続けたいかという問に対する回答 

 

回答数 回答率 累積回答率

就職したらやめる 12 14.0% 14.0%

就職しても結婚するまでは続ける 17 19.8% 33.7%

子どもができるまで続ける 5 5.8% 39.5%

体が続く限り 16 18.6% 58.1%

その他 5 5.8% 64.0%

わからない 28 32.6% 96.5%

未回答 3 3.5% 100.0%

計 86 100.0%
 

 

競技歴が浅い選手、短大生などを中心に、「就職したらサッカーを辞める」という回答が

14.0％あった。また「結婚まで続けたい」という者は 19.8％と、「体が続く限り続けたい」

という者の比率（18.6％）よりも多かった。ただし、「わからない」という回答がもっとも

多く、32.6％であった。自分の選手としての将来性に期待して「わからない」と答えたと者

もいる一方、まだ社会をイメージできないから「わからない」という者もいるようである12。 

 なお、回答者の中には、なでしこリーガーを目指したいという生徒がいるが（有効回答

                                                   
12 進路を意識する 3年生、短大生では「わからない」は少ないようである。ただし、サンプル数が乏しく、

統計学的にそうとは言い切れないため、曖昧な表現をせざるをえない。 
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の中の 28.6％）、そうした彼女らの中でも「体が続く限り」サッカーをしたいという者は半

数に満たなかった。 

 

 

4. 考察 

 ここまでの結果をまとめると、次の通りになる。 

 日本全体として「男性は外、女性は内」という性別役割的な発想は逓減傾向にあり、全

国的には半数を切っている。10 代でスポーツをしている今回の調査対象者では、全国傾向

に以上にそうした発想に対して反対の立場を採っている。ただ、その理由を聞くと、内閣

府調査では自らの経験を踏まえた理由をあげる者が多いのに対し、日ノ本・星稜調査では

両親、とりわけ母親の姿が投影しているように見受けられた。 

またスポーツを続けている彼女たちではあるが、ライフプランなどの見方は意外にステ

レオタイプの者が多かった。子どもができても仕事を続けるべきとする回答は四分の一程

度にとどまり、子どもができたら仕事を辞め、子どもが成長したら再度仕事に就くという

選択肢を選ぶ者が相対的に多かった。サッカーをいつまで続けるかという点では、わから

ないという回答が相対的にもっとも多数であり、体が続く限りという者は二割にも満たな

かった。 

 調査対象者が限定的あり、十分なサンプルもないため、議論は限定的にならざるを得な

いが、次の点は指摘することができるかと思う。 

第一に、男性と女性の間の不平等は望ましくないという意識は教育だけではなく、母親

を見て 10代の彼女たちは認識している点は押さえておく必要がある。母親がロールモデル

ということは、スポーツを生涯的に行う母親やスポーツに理解がある母親を増やせば、女

子選手のスポーツ環境の改善に役立つと考えられる。そのように考えると、今回の女子代

表の躍進で増えたサッカーに対して肯定的な思考を持つ 10代の女子選手たちを、理解のあ

る母親にしていくかも大事な指導であることに気づく。一気に環境は変えられなくても、

世代を意識して環境を整えていく努力が、サッカー協会側や指導者側にはある13。 

第二は、「男性は外、女性は内」という意見には否定的でも、女性が働くことに対する意

識や自らがどこまで競技したいかという発想は意外に多様という点である。これは、「男女

平等」と簡単に言うが、平等の概念をどこに置くかという点で難しいという議論とオーバ

ーラップする。たとえば、黒岩（2006）や浅倉（2007）を読むと、「男性の働き方に女性を

                                                   
13 フランスでは、男性（父親）の役割変化を促す策を政治が積極的に行っていると言う（柴田 2007）。た

だ、我が国においてそこまでやる必要があるかは議論があろう。 
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合わせることで達成される平等」と「仕事と生活を調査させた働き方を男女共通とする平

等」があり、どちらが望ましいのか、悩ましいという議論である。サッカーを続けるとい

う環境は男子の環境に揃える方向で整えられてきたが、女性のスポーツ環境を良くしよう

というベクトルあわせは不十分だったと言えるかもしれない。アメリカでは、1990 年代か

ら実生活の様々な問題からジェンダーについて総合的に判断させることによって、子ども

の内面的なジェンダー観を更新させるような取り組みがなされていると言う（谷口 2005）。

そういった取り組みを高校、短大、大学の期間に行うことも今後必要なのかもしれない。 

 

 

5. おわりに 

 最後に次の部分を指摘しておきたい。 

サッカーは、躍動する「選手」、それを応援する「サポーター・観客」、そしてチーム運

営を支える「スタッフ（指導者・審判を含む）」によって成り立っている。言い換えれば、

「play」「watch」「manage」のバランスによってスポーツ環境は維持されているのである。

しかしながら、近年の日本サッカーは「リーグ戦文化」の旗印で環境整備を進めた結果、

子どもたちの play偏重が著しく、また指導者のプロ化が進んだ結果、選手としては限界が

あるが、将来 manage 面で活躍できそうな子どもたちへの指導が疎かになっているかの様

にみえる。審判等へのリスペクトが欠ける選手が、競技志向が強すぎる選手の中に見受け

られるのは、そうした流れと無縁ではないだろう。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

星稜高校

日ノ本学園高校

審判資格を是非とりたい チームが必要ならとってもよい

とる気はない わからない

 

 

図 8 審判資格取得希望の違い 
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 事実、競技志向の強い日ノ本学園高校の選手の方が、星稜高校の選手に比べ、審判資格

をとりたいという志向は弱い（図 8）。トップ＝トップの選手としてやり続けるのが不可能

であっても、審判の世界でトップを目指すことはできる。また審判資格をとることで、審

判の気持ちを理解し、また運営の一端を垣間見ることができる。女子の試合の審判は女子

であることが良く、できることなら多少でもトップ＝トップを経験した者が笛を吹く方が

望ましい14。競技志向が高い選手は審判をとろうとしない風潮が進むことは、絶対に回避し

ないといけない。この図は、我々指導者側の課題を示している。 

日本で住みやすさを考えるとき、量的な側面が重視される傾向がある（佐々木 2014）。

事実、「日本一住みやすい街」を算出する指標は、①閑静、②生活利便性、③子育て安心度、

④同世代比率、⑤教育、⑥健康、⑦過密性となっている。橋本（1992）は、生活大国の実

現を、「個人の尊重（ゆとりと生きがい、安全と安心）」「ストックの重視（美しく質の高い

生活空間）」「生活者・消費者の重視（新しいライフスタイル）」という側面からみる重要性

を早くから指摘しているが、生活の質に関する指標（Quality of Life Index）の重みはまだ

まだ小さい。女性がスポーツしやすい環境をつくるは、生活の質の向上につながる大事な

要素であるはずである。トップ＝トップの強化を進める一方で、社会の社会の質を高める

観点での活動を我々は考えていかなければならない。 

 今回は、極めて限られたサンプルでの検討であるため、繰り返すが、議論には限界があ

る。今後は調査の対象を広げるなどし、より深い検討を行っていきたいと思う。そして短

大・大学で何を教え、学ばせるかについて発信していきたいと思う。 
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