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1. はじめに 

大リーグやＮＢＡ、日本のプロ野球などの試合

では、味方同士で手をかざして触れ合ったり、抱

き合ったりする光景をよく目にする。一見パフォ

ーマンスを演じているようにも見えるが、この行

為はコミュニケーションの役割を持っているのだ

ろうか。外国人に比べて日本人のそれは、コミュ

ニケーションの手段にまで至っていないように見

える。 

本研究では、競技中の非言語的身体接触の接触

タイプの分類と日常場面の身体接触との比較、期

待されている効果について調査し、競技場面での

非言語的身体接触がプレーヤーの気分に及ぼす影

響について、コミュニケーションの手段に着目し

ながら、検討することを目的として行なわれた。 
 
1-1 日常場面の身体接触 

身体接触は日常場面で行なわれており、言葉を用

いない、非言語コミュニケーションとして位置付

けられている。モリス１）は『マンウォッチング』

の中で、日常で見られる接触のタイプを分類し、

それぞれの示すサインを表した。それらのタイプ

の中で、「抱きかかえ」や「手や腕やひざをつかむ

こと」は、相手の動きを妨げることになる。「キス」

や「愛撫」は性的な意味を含むものである。以上

のように、日常で行われる接触のタイプと、競技

中に行われる接触のタイプは、異なっている。 

1-2 競技中の身体接触 

本研究では非言語的身体接触という新しい名称

を用い、日常場面と競技場面の違いについて調査

することにした。 

また、競技中に味方同士で非言語的身体接触が

行われる競技の条件として、「a.団体競技である b.

競技中、接触する二人以上がお互いに同じ場所に

動く事ができる c.競技中、接触できるだけの時間

的な間合いが存在する」が考えられる。 

この条件を満たすものとして、団体球技種目全般

が当てはまる。それぞれの試合人数や制限時間、

コートの広さ、時間的間合い、競技の服装や、用

具の有無などの様々な要因によって、接触の程度

は様々である。 

 

２．質問用紙調査 

第二章及び三章では、質問用紙を用いて調査を行

なった。調査対象、及び調査方法は以下のとおり

である。 

2-1 調査対象 

茨城県内のバスケットボール部に所属する高

校生男女 202 名(男 107 名女 95 名)と、運動部所

属経験のある I 大学学生男女 125 名(男 60 名女 65

名)の、計 327 名とした。(なお、それぞれの調査

対象者の運動種目の内訳は、ボールゲーム 272 名 

ラケットスポーツ 16 名 個人種目 13 名 武道種

目 20 名 演技種目 6名である。) 

2-2 調査方法 

(1)非言語的身体接触の分類 

 予備考察から接触タイプを 10 タイプに分類し、

質問用紙調査と先行研究によってそれぞれの接触

タイプの考察を行った。分類した 10 タイプと質問

内容は以下の通りである。 
〈１〉手をたたく 〈２〉片手ハイタッチ 〈３〉両手ハ

イタッチ 〈４〉拳をぶつける 〈５〉尻をたたく 〈６〉

肩をたたく 〈７〉肩を組む 〈８〉頭をさわる 〈９〉

抱き合う  〈10〉胸をぶつける 

まず、接触している写真の二人がどのようなこと

を感じているのかを吹き出しに記述してもらい、

非言語的身体接触がどのような場面で行われてい

るのかを考察する。記述された内容をカテゴリ化

し、二人の吹き出し内容の組み合わせによって割

合を算出した。 

次に、競技中の非言語的身体接触の頻度の割合を

「よく行う」「行ったことがある」「行ったことが

ない」から回答してもらった。に調べ、日常場面

の身体接触についての先行研究と比較する。さら

に男女差、高校生と大学生の差の比較を行った。 

(2)非言語的身体接触の期待される効果 

渡部２）の作成した質問項目と、新たに作成した質

問項目を用いて身体接触はどのような効果が期待

されているのか調査した。得られた評定平均につ

いて、男女差と高校生と大学生、競技歴、及びバ

スケットボールと他競技の比較を行った。新たに

作成した質問項目では、「あなたから仲間に対して

身体接触を行う」時(接触)と「仲間からの身体接

触に応じる」時(被接触)の期待される効果を同じ

質問項目を用い、評定平均を比較した。なお、回

答はすべて 5件法とした。 

 

2. 結果と考察 
3-1 非言語的身体接触の分類の考察 
接触タイプのふき出しで多かった組み合わせを表

１に示す。 

 全体的に「賞賛」や「成功」を示した人数の割

合が高かった。接触タイプの中で、お尻をたたく、

肩をたたく、肩を組む、頭をさわるでは、「励まし」

表１  各接触タイプのふき出し項目の組み合わせ 

接触タイプ 割合が高かった組み合わせ（左から多い順） 

手をたたく 賞賛-応対（22.2%） 励まし-応対（8.5%） 成功-成功（8.2%） 

片手ハイタッチ 賞賛-賞賛（15.5%） 賞賛-応対（13.1%） 成功-成功（11.5% 

両手ハイタッチ 成功-成功（24.6%） 賞賛-賞賛（10.6%） 賞賛-応対（6.4%） 

拳を合わせる 賞賛-応対（11.8%） 賞賛-賞賛（11.5%） 成功-成功（7.9%） 

お尻をたたく 励まし-失敗（17.0%） 励まし-応対（15.5%） 励まし-謝る（12.8%） 

肩をたたく 励まし-応対（16.1%） 励まし-失敗（10.6%） 励まし-謝る（5.4%） 

肩を組む 励まし-応対（10.6%） 賞賛-応対（6.4%） 作戦-応対（5.7%） 

頭をさわる 賞賛-応対（17.6%） 励まし-失敗（8.8%） 励まし-応対（8.8%） 

抱き合う 成功-成功（20.7%） 賞賛-賞賛（12.8%） 勝利-勝利（7%） 

胸をぶつける 成功-成功（20.1%） 掛け声-掛け声（12.5%） 賞賛-賞賛（6.4%） 



を示した人数の割合が高かった。これらは仲間が

接触行動に応じなくても行うことができる接触タ

イプであり、これらのタイプが仲間を励ますとき

に行われていることがわかる。 

次に､各接触タイプの頻度の割合を図 1 に示した。 

 
図１それぞれの接触タイプの頻度の割合 

手をたたくが最も「よく行う」と答えた人数の割

合が高く(７6％)、胸をぶつけるが最も低い(5％)。 

男女差について、片手ハイタッチ、両手ハイタッ

チ、肩をたたく、頭をさわるにおいて女子の「よ

く行う」と答えた割合の方が有意に高かった。全

体的に男子より女子の方が競技中によく行う、と

いう結果が得られた。女子に比べ、男子は周りに

見られているという照れがあるのではないか、と

考えられる。 

 

3-2 非言語的身体接触の期待される効果の考察 

(1)接触と被接触の期待される効果の差について 

同じ質問内容８項目で評定平均に差が見られたも

のを表２に示す。 
表 2 接触と被接触の比較 評定平均と標準偏差 T 検定による分析 

全体的に自分から味方に対して接触するより、仲

間からの接触行動に応じほうが、チーム一丸とな

って戦っていることを感じるという点での評定平

均が有意に高かった。仲間から自分への接触のほ

うに効果を感じているといえる。 

(2)非言語的身体接触に期待される効果 

各質問項目の評定平均を表３に示す。 

ａ)各項目について 

作戦を立てたり、確認したりする手段としての

効果、肉体的疲労感を軽減する手段としての期待

より、チーム一丸となって試合をしていることを

感じる手段や、チームでも個人でもゲームを楽し

む手段としての効果が期待されているという結果

が得られた。 

ｂ)男女差について 

 全体的に男子よりも女子の方が非言語的身体接

触に対する期待が高い、という結果であった。 

ｃ)高校生と大学生の差について 

高校生と大学生では、ゲームを楽しめることの期

待に関しては、大学生の方が高い。集中力の持続

や、作戦の確認において、高校生の方が高い、と

いう結果が得られた。 

ｄ)競技歴について 

「7．ゲームを楽しめる」「11．勝利意欲を高める」

については、競技歴 6 年以上群が有意に高い結果

であったが、３～６年未満群よりも０～３年未満

群の方が 21 項目中 18 項目について評定平均が上

回っており、今回の調査ではバスケットボール競

技について、競技歴と接触に期待する効果との相

関関係は得られなかった。 

 

 

4 おわりに 

本研究で得られた調査結果の概要を以下に示す。 

①それぞれの接触タイプについて、競技中の接触

行動の場合との関連はみられない。 

②日常と競技場面では接触タイプの形態や目的、

頻度に違いが見られた。 

③接触をする側よりも接触される側の方が期待さ

れる効果が高い。 

④非言語的身体接触に期待される効果は、個人と

してよりも、チームとしての期待の方がなされて

いる。 

⑤男子よりも女子の方が非言語的身体接触の効果

に対する期待が大きい。 
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   表３ 非言語的身体接触のもたらす効

質問項目 N 
接触 

平均(SD) 

被接触 

平均(SD)

有意

確率

２．チームの一員であることを確認す

る 
317 3.61(1.10)  4.01(0.97) ***

３．チームとしての一体感を感じる 319 4.25(0.88)  4.32(0.85) ** 

４．仲間の存在を感じる 314 4.21(0.87)  4.33(0.79) ** 

７．自分の必要性をアピールする 318 2.92(1.00)  3.21(1.06) *** 

８．自分の役割を確認できる 318 3.19(1.04)  3.49(1.03) ***

   ***p<.01   **p<.05 *p<.1

(個人として)  N 評定平均 標準偏差

１１．勝利意欲を高める 324 4.27  0.84 

１２．自分の実力が発揮できる 321 3.67  0.94 

１３．意思が伝えやすくなる 322 3.94  0.93 

１４．仲間の頑張りを感じる 322 4.28  0.89 

１５．ゲームを楽しめる 323 4.29  0.85 

１６．集中力が持続する 322 3.84  1.00 

１７.作戦が立てやすくなる 321 3.25  1.00 

１８．精神的疲労感が軽減される 322 4.11  0.90 

１９．肉体的疲労感が軽減される 322 3.50  1.08 

２０．成功感を感じることができる 320 4.34  0.87 

２１．作戦が確認できる 320 3.24  1.06 

 (チームとして) N 評定平均 標準偏差

１．安心感 322 4.07  0.93  

２．チーム間の信頼感 320 4.23  0.87  

３．チームとしての一体感 322 4.43  0.81  

４．リズムを作る 323 4.03  0.99  

５．作戦が確認できる 321 3.29  1.12  

６．チームの実力が発揮できる 321 3.66  1.01  

７．ゲームを楽しめる 322 4.33  0.81  

８．集中力が持続する 320 3.78  0.98  

９．勝利意欲を高める 322 4.42  0.83  

１０．苦しい場面を立て直せる 322 4.44  0.78  


