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１．子どものスポーツ 

　子ども達の生活にとってスポーツは欠かせない。
子ども達は、保育園や幼稚園時代には、鬼ごっこ、
木登り、お散歩、探検ごっこ、水遊び、ボール遊び、
かけっこなどの遊びを通して身体を動かす。その後
年齢が上がるにしたがって、遊びとしての側面から
習い事としての「スポーツ」へと移行していく。幼
児のスポーツは、民間のスポーツ教室からスタート
することが一般的で、水泳教室、サッカー教室、ダ
ンス教室、空手教室、体操教室などに通うことが多
い。または、これらの民間スポーツ教室が幼稚園や
保育園で開かれているものに参加することもよくあ
る。リクルートライフスタイル（2013）によると、幼

児の習い事で最も多いものは水泳であり、その他に
もスポーツに関するものとしては、体操（４位）・サッ
カー（６位）・バレエ（８位）・ダンス（９位）などが
上位に挙がっている。
　小学校に上がると、前述のスポーツ教室に加え、
サッカー、野球、バレーボール、バスケットボール
などの集団球技への参加者が増える。これらチーム
スポーツの多くは地域の小学校区域にてボランティ
ア主体に運営されている地域スポーツである。いず
れにせよ、幼児期や学童期の子どもたちのスポーツ
への参加率は約70％と高く（ベネッセ教育総合研究
所，2014）、スポーツは多くの子どもにとって、身近
な存在となっている。
　中学生以降になると、競技レベルの高い生徒はク
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ラブチームへ所属するが、大多数の生徒は学校の部
活動で活動することとなる。スポーツ庁の「平成28
年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（2016）
によると、中学生の部活動への加入率は男子では運
動部78.2％、文化部8.2％、女子では運動部57.7％、
文化部32.5％であった。つまり約９割の中学生がな
んらかの部活動に入っており、その中でも男女とも
に運動部への加入率が高く、特に男子にその傾向が
顕著であった。高校に進学すると、部活動への加入
者数は中学と比較して減少する。2014年の国立青少
年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する実
態調査」によると、高校生の運動部加入率は50.6%

（文化部加入率は27.3％）で、中学よりは減少して
いる。そして、高校生でスポーツを行う者は、中学
よりも学校の部活動が中心となり、特に強豪校の場
合、部活動はより競技の専門性が高くなる。例えば
野球の競技レベルが高かった選手が、中学時代はク
ラブチームに所属していたが、高校になると、クラ
ブチームではなく甲子園を目指す部活動の高校野球
へと移ってくるのである。
　以上のように、子ども達は幼少期から青年期まで
すべての成長段階において、スポーツに関わる機会
が身近にある。年代や競技レベルにより子どもたち
のニーズは変わってくるが、子どもたちがスポーツ
を行う場は、主に学校における部活動、民間のスポー
ツクラブ、ボランティア主体の地域スポーツ（総合
型地域スポーツクラブも含む）の３つに集約するこ
とができるだろう。
　さて、これら３つの場でのスポーツは、どのよう
な組織管轄、または法律の下、運営されているので
あろうか。はじめに部活動についてだが、部活動は、
課外活動として学校教育の中で位置づけられており

（『中学校学習指導要領』第１章　総則　第42（13））、
その中で多くの子ども達が活動を行っている。学習
指導要領は、学校教育法に基づき施行されている学
校教育施行令の中の学校教育法施行規則の規定を
根拠としている。さらにいうなれば、学校教育基本
法は、日本国憲法（第26条第２項）のもと、教育基

本法が制定されており、それを受けて学校教育法が
学校の教育の具体的なあり方を定めている。
　部活動に関する学習指導要領の文言は、「生徒の
自主的、自発的な参加により行われる部活動につい
ては、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学修
意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するもの
であり、学校教育の一環として、教育課程との関連
が図られるよう留意すること。その際、地域や学校
の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や
社会教育関係団体等の各種団体との連携など運営
上の工夫を行うようにすること」と明記されている

（中澤，2017）。
　次に小学生の運動の受け皿となっている地域ス
ポーツでは、その運営形態は主にボランティア主体
のスポーツ少年団や総合型地域スポーツ（以下、総
合型クラブ）、そして民間のスポーツクラブなどがあ
る。前者のスポーツ少年団や総合型クラブは、日本
体育協会の活動として位置づけられている。日本ス
ポーツ少年団は、昭和37年６月に日本体育協会創立
50周年の記念事業として創設された。一方、総合型
クラブは、平成24年に文部科学省が策定した「スポー
ツ基本計画」に基づき、実施されている。総合型ク
ラブの実施体制は、日本体育協会と各都道府県の体
育協会が連携している。日本体育協会の中には地域
スポーツ育成専門委員会が設置されており、総合型
クラブに係る活動方針が制定されている。
　最後に民間のスポーツクラブであるが、現在子ど
もを対象としたスポーツクラブは多く存在している。
民間のスポーツクラブの数は明確ではないが、従来
から盛んであった水泳やバレーボールに加え、サッ
カー、野球、バスケットボール、陸上などの競技も
参入してきている。これらの運営方法は、企業によっ
て異なっている。すべて専任の指導員を雇う場合も
あるし、学生などのアルバイト指導員が大半を占め
る場合もある。
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２ ．子どものスポーツにおけるスポーツ・ハ
ラスメント

　子ども達はスポーツを通して、多くのことを学
んでいく。スポーツは、健全な身体作り・体力の
向上に貢献するが（谷口，2004）、それに加え、家
庭以外の人間関係を持つことによる社会性の向上

（Coatsworth & Conroy，2009）や、自己効力感の
向上（荒井，2004；Findlay & Coplan，2008）、負
の感情の低減（荒井，2004）など多くの肯定的効果
が示されている。一方で、スポーツでは常に暴力と
しての「体罰」の問題がつきまとう。
　子どものスポーツにまつわる暴力は、指導者によ
る暴力、先輩後輩を含む選手による暴力、保護者に
よる暴力、そして卒業生や保護者集団というベンチ
サイドからの暴力が考えられる。これらすべての暴
力を包括する言葉はなかなか見当たらない。通常指
導者から選手への暴力は、「体罰」や「不適切な指
導」と表現される。また選手同士の暴力は「いじめ」、
保護者から子への暴力は「虐待」と表現されるで
あろう。しかし卒業生や保護者集団から選手への罵
声などの言語的暴力を示す言葉はほとんど見当たら
ず、藤後（2011）は、これらを18歳以上の大人の不
適切な対応という意味で、マルトリートメントとして
表現した。子どものスポーツにおける暴力は、大人
から子どもという方向性のみではなく、選手から指
導者への暴力、応援席（ベンチサイド）や保護者か
ら指導者への暴力も想定される。選手から指導者へ
の暴力は「反抗」、応援席や保護者から指導者への
暴力は言語的暴力であれば「クレーム」などとして
表現されるだろう。
　これら対象者間の暴力は、互いに関連している可
能性が高い。例えば、指導者がミスに厳しく、ミス
した子どもたちに罵声を浴びさせているとしたら、
それを見た保護者や選手もチームの方針として、指
導者の暴力を正しいものとして容認したり、モデリ
ングしたりということが生じうる。なぜなら、指導
者の言動がさまざま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るからである（e.g.，
Horn，2008）。一方で、発言権の強い卒業生や保護
者達が、「もっと厳しく子どもに指導してください」

「昔は、叩くのが当たり前。最近の指導は、甘すぎる」
「優しい指導をするから負けるんだ」などと、不適
切な指導を指導者に求める場合もありうる。つまり、
スポーツにまつわる暴力においては加害者のみが原
因とは限らず、様々な立場の人の思惑や態度が連動
し合うのである。
　スポーツに関わる主な暴力の概念をまとめたもの
が表１であり、以下それぞれについて概観する。は
じめに、運動部の指導者の「不適切な指導」や「体
罰」について見ていく。学校教育法第11条が禁ずる
体罰行為を「運動部活動での指導のガイドライン」

（文部科学省，2013）では禁止している。体罰とは、
「身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害
を内容とするもの（殴る、蹴る等）、児童生徒に肉体
的苦痛を与えるようなもの」（文部科学省，2013）な
ど、主に身体的な暴力を指す。一方「不適切な指
導」とは、「人格を否定するような暴言」、「大きな声
や威圧的な態度等の高圧的な指導」、「不必要な身体
接触」、「無視やいやがらせ」など児童・生徒を深く
傷つける行為を指す（神奈川県教育委員会，2013）。
これらの定義は、子どものスポーツ現場の中で加害
者が指導者である場合に起こりうる暴力を網羅して
いると思われるが、子ども間、親子間、応援席から
の暴力は含まれていない。
　次に子ども同士の暴力である「いじめ」だが、文
部科学省では平成18年度より「当該児童生徒が、
一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻
撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じている
もの」と定義している（文部科学省初等中等教育局
児童生徒課国立教育政策研究所生徒指導・進路指
導研究センター，2012）。もちろん子ども同士の「い
じめ」であるために、大人からの暴力は含まれないが、
ここで重要なのは、「いじめられた被害者が精神的
な苦痛を感じている」という視点であろう。つまり、
加害者が誰であれ、被害者が「苦痛を感じている」
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場合にそれは暴力としてみなすことができるのであ
る。
　続いて、虐待およびマルトリートメントの定義で
ある。この二者はほぼ同義であると一般的にとらえ
られているが、虐待が加害者として養育者を想定し
たものであるのに対し、マルトリートメントは子ども
に関わる18歳以上のすべての大人を加害者として想
定している。定義にもあるように、指導者や教師か
らの不適切な対応もマルトリートメントに含まれるの
である。子どものスポーツ現場で起こりうる暴力は、
指導者、保護者集団、本人の親など大人のみを加害
者として想定した場合、マルトリートメントの定義と
合致する（藤後，2011）。しかし、さらに子ども同士
の暴力や、保護者から指導者など大人間の暴力も想
定すると、マルトリートメントの概念の範疇を超え
てしまう。そこで、これら大人、子どもなど立場は
関係なく、対人関係の中で営まれる暴力やいやがら
せという視点から「ハラスメント」の語が妥当なの
ではないかと考えた。
　一般的にハラスメントの種類としては、セクシュ
アル・ハラスメント、パワーハラスメント、モラルハ
ラスメント、アカデミック・ハラスメント、レイシャ
ルハラスメントなどがあり、加害・被害が存在する
対人関係の中であれば成り立つ。その中でも、子
どものスポーツの場面で行われるハラスメントはス
ポーツ・ハラスメントと表現できるだろう。
　スポーツ・ハラスメントは、権威を持つものが力
を持つという意味で、類似する概念としてはパワー
ハラスメントが当てはまる。パワーハラスメント
は、主に職業場面で取り扱われており、厚生労働省

（2012a）の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する
円卓会議ワーキング・グループ報告」によれば、「同
じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環
境を悪化させる行為をいう」。これは、上司から部下
に限定されるものではなく、先輩・後輩間や同僚間、
さらには部下から上司など様々な優位性を背景に行

われるものであり、加害・被害の立場が流動的で
ある点からも子どものスポーツの場にも応用できる
と思われる。職場のパワーハラスメントの行為類型
は、厚生労働省（2012b）の「こころの耳」のサイ
トによると以下の６つに分類される。（１）身体的な
攻撃（暴行・傷害）、（２）精神的な攻撃（脅迫・暴
言等）、（３）人間関係からの切り離し（隔離・仲間
外れ・無視）、（４）過大な要求（業務上明らかに不
要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害）、

（５）過小な要求（業務上の合理性なく、能力や経
験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事
を与えないこと）、（６）個の侵害（私的なことに過
度に立ち入ること）であり、この分類は子どものス
ポーツにおいても当てはまる。子どものスポーツに
おいては、これらのパワーハラスメントの側面ととも
に、セクシュアル・ハラスメントも問題になっている。
例えば、選手がマッサージとして指導者から全身を
触られたり、合宿中のお風呂に指導者と一緒に入る
ことを強制されたりということが強豪校の部活でな
されていた（西日本新聞朝刊，2016）。また「裸にな
る覚悟で頑張れ」と言って、柔道部の女子部員を全
裸にしたという記事も見られる（朝日新聞デジタル，
2017）。このようにセクシュアル・ハラスメントはス
ポーツ業界では発生しやすく、これは日本のみでな
くアメリカでも同様である（Stirling，2013）。ゆえに
子どものスポーツにおけるスポーツ・ハラスメントを
検討する際は、パワーハラスメントにセクシュアル・
ハラスメントの視点を加えることが妥当であろう。
　日本では、セクシュアル・ハラスメントはパワー
ハラスメント同様、労働現場において問題視されて
きた。職場でのセクシュアル・ハラスメントの定義
は、「職場において、労働者の意に反する性的な言
動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、
降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的
な言動が行われることで職場の環境が不快なものと
なったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じる
こと」を指す（厚生労働省，2015）。
　労働現場におけるパワーハラスメントとセクシュ
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アル・ハラスメントの定義を参考に子どものスポー
ツにおけるスポーツ・ハラスメントの定義を検討す
ると次の表１の通りとなる。
　簡潔に表現するならば、子どものスポーツにおけ
るスポーツ・ハラスメントとは、子どものスポーツの
場における嫌がらせである。そして具体的な定義と

しては、「子どものスポーツにおいて、役割上の地位
や競技レベル、人間関係、経済的状況などすべてを
含むスポーツの場における優位性を背景に、適正な
範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は子
どものスポーツ環境を悪化させる行為をいう。なお、
この中には性的な言動による苦痛も含まれるものと

根　　拠 概　　念 内　　　　　容
学校教育法第11条 体罰 身体に対する侵害や肉体的苦痛を加える行為を行わないこと，生徒の「人間

性や人格の尊厳を損ねたり否定」する発言や行為，言葉や態度による「脅し」。
「威圧・威嚇的」な発言や行為，「身体や容姿」に関わる発言，生徒の「人格
を侮辱したり否定したりする」ような発言を絶対行わないこと，生徒に対す
る「言葉の効果と影響を十分に理解し，厳しい言葉等を発した後には生徒へ
のフォローアップ」を心がけるようとしている。

神奈川県教育委員会
（2013）

不適切な指導 「人格を否定するような暴言」，「大きな声や威圧的な態度等の高圧的な指導」，
「不必要な身体接触」，「無視やいやがらせ」など，児童・生徒を深く傷つけ
る行為を指す。

文科省（平成18年度） いじめ 「いじめ」とは，「当該児童生徒が，一定の人間関係のある者から，心理的，
物理的な攻撃を受けたことにより，精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
なお，起こった場所は学校の内外を問わない。（注１）「いじめられた児童生
徒の立場に立って」とは，いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視する
ことである。（注２）「一定の人間関係のある者」とは，学校の内外を問わず，
例えば，同じ学校・学級や部活動の者，当該児童生徒が関わっている仲間や
集団（グループ）など，当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。（注
３）「攻撃」とは，「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわ
るものではないが，心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。（注
４）「物理的な攻撃」とは，身体的な攻撃のほか，金品をたかられたり，隠
されたりすることなどを意味する。（注５）けんか等を除く。

児童虐待防止法 虐待 （児童虐待の定義）　第二条　この法律において，「児童虐待」とは，保護者（親
権を行う者，未成年後見人その他の者で，児童を現に監護するものをいう。
以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）
について行う次に掲げる行為をいう。　一　児童の身体に外傷が生じ，又は
生じるおそれのある暴行を加えること。二　児童にわいせつな行為をするこ
と又は児童をしてわいせつな行為をさせること。　三　児童の心身の正常な
発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置，保護者以外の同居人によ
る前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての
監護を著しく怠ること。　四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な
対応，児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届
出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体
に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準
ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと。（児童に対する虐待の禁止）　第三条　何人も，
児童に対し，虐待をしてはならない。

CDC　アメリカの感
染症対策総合研究所
https://www.cdc.gov/
ViolencePrevention/
childmaltreatment/
index.html

マルトリートメ
ント

18歳未満の子どもに対して，親，養育者，その他日常で関わる大人（例：
聖職者，先生，コーチなど）による不適切な関わり。その具体的内容は，身
体的虐待，性的虐待，心理的虐待，ネグレクトを指す。

大辞泉 ハラスメント いやがらせ　いじめ
藤後・大橋・井梅 ス ポ ー ツ・ ハ ラ

スメント
スポーツの場における嫌がらせであり，具体的には「スポーツの場において，
役割上の地位や競技レベル，人間関係，経済的状況などすべてを含むスポー
ツの場における優位性を背景に，適正な範囲を超えて，精神的・身体的苦痛
を与える又はスポーツ環境を悪化させる行為をいう。なお，この中には性的
な言動による苦痛も含まれるものとする。」と定義する。

表１　スポーツにまつわる暴力の概念
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する」としたい。
　子どものスポーツにおけるスポーツ・ハラスメント
という概念は、前述した子どものスポーツ環境の３
つの場（部活動、民間のスポーツクラブ、ボランティ
ア主体の地域スポーツ）のすべてに対応できる。そ
して、このスポーツ・ハラスメントの法的根拠とし
ては学校教育法のみでなく、日本国憲法第11条「国
民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこと
のできない永久の権利として、現在及び将来の国民
に与へられる。」や第13条「すべて国民は、個人と
して尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
などが妥当であろう。
　スポーツ・ハラスメントとはまさに基本的人権を
脅かすものであり、スポーツ基本法の基本理念２条
１項「スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活
を営むことが人々の権利である」ことに反すること
となる。その中でもスポーツ・ハラスメントと最も関
連する暴力、体罰、セクハラに関しては、指導者が
体罰を行った場合、刑法、民法、学校教育法第11条、

児童虐待防止法第３条などが関係してくる。
　またもし、身体的暴力などが生じた場合には、刑
法第204条「傷害罪」、第208条「暴行罪」、第222条「脅
迫罪」、第223条「強要罪」が該当する。そして性
的暴力が発生した場合、刑法第176条「強制わいせ
つ罪」、第177条「強姦罪」、民法第209条「損害賠
償罪」等が挙げられよう。そして精神的苦痛等が生
じた場合は、第230条「名誉毀損」、第231条「侮辱」
などが法的根拠として当てはまるであろう。

３ ．子どものスポーツにおけるスポーツ・ハ
ラスメント測定尺度

　子どものスポーツにおけるスポーツ・ハラスメント
という概念は新しく、実証研究が少ない。適切な測
定について考えるために、まずはハラスメントに関
連する実証研究において、どのような尺度が用いら
れているのかを概観する。ハラスメントは数多くの
種類があるが、実証研究で扱われているものはそれ
ほど多くない。ここでは、デートバイオレンス・ハラ
スメント尺度、職場ハラスメント尺度、セクシュアル・
ハラスメント尺度、そして筆者らが作成したスポー
ツ・ハラスメント尺度を紹介する（表２）。これら

名　　称 筆　　者 対　象　者 概　　　要
デートバイオレンス
ハラスメント尺度

越智・喜入・甲斐・
佐山・長沼（2015）

18歳〜39歳未婚男女600名
（M=28.78；SD=5.70）

６つの下位尺度身体的暴力（５項目），間接的
暴力（５項目），支配・管理（５項目），性的暴
力（５項目），経済的暴力（５項目），つきまとい・
ストーキング（５項目）５件法にて測定

看護師の職場ハラス
メント被害

川村・實金・山口・
中嶋（2014）

23歳〜72歳　
男性６人，女性225人

（M＝44.4；SD=10.2）

２つの下位尺度　仕事関連ハラスメント（21項
目），個人関連ハラスメント（21項目）
３件法（０点ない，１点ある，２点とてもある）

介護職員のハラスメ
ント

谷口・高木・原野・
廣 川・ 高 橋・ 福 岡

（2012）

1642名（ 分 析 対 象897名 ）
男性30.1歳（SD=7.8），
女性37.1歳（SD=12.7）

日本語版NAQ　個人的ないじめ（６項目），仕
事上のいじめ（３項目），性的ハラスメント（３
項目）５件法（全くない，時たま，月１回，週
１回，毎日）

日本語版セクシュア
ル・ハラスメント可
能性尺度

田中（2000） 193名大学生　男性20.4歳
（18〜30歳）

シナリオ提示後セクシャルハラスメント評定尺
度を提示　２つの下位尺度
強引な行為（12項目），軽率な行為（７項目）
５件法（きわめてささいな１点〜非常に深刻な
５点）

親認知のスポーツ・
ハラスメント尺度

藤 後・ 井 梅・ 大 橋
（2017）

父親300名（M=46歳，31〜
68歳，SD=5.24），
母親600名（M=44.37歳，30
〜58歳，SD=4.98）

３つの下位尺度  応援席ハラスメント（６項目），
仲間ハラスメント（６項目），コーチハラスメ
ント（６項目）６件法（１点：全くあてはまら
ない〜６点：非常にあてはまる）

表２　ハラスメント尺度の構成
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のハラスメントを測定する尺度を概観すると、その
内容は、ほぼ被害者に尋ねるものとなっており、ハ
ラスメントの加害者に尋ねる尺度は殆ど見当たらな
かった。これは、被害者が精神的苦痛を受けたとき
にハラスメントとみなすという定義と一致している。
ハラスメント被害については、対象者が自ら回答し
ているものと、藤後・大橋・井梅（2017a）のように
対象が子どもであるために親が認知したハラスメン
トというように周囲の大人に尋ねているものに分け
られた。また、内容も被害内容を尋ねるものと、被
害の頻度を尋ねるものに分類された。以下具体的に
見ていく。
　デートバイオレント・ハラスメント尺度（越智ら，
2015）は、６つの下位尺度に分かれており、ほぼデー
トバイオレンス・ハラスメントの定義に沿って分類
されている。看護師対象のハラスメント（川村・實・
山口・中嶋，2014）と介護職対象のハラスメント（谷
口・高木・原野・廣川・高橋・福岡，2012）は、ど
ちらも職場ハラスメントに関するもので、その内容
は仕事関連と個人関連の２つの下位尺度から構成さ
れている。藤後・大橋・井梅（2017a）の親認知の
スポーツ・ハラスメント尺度は、ハラスメントの内容
で下位尺度が分類されておらず、応援席、仲間、指
導者という加害者別で下位尺度が構成されている。
　ハラスメント経験を尺度を用いて測定する際の大
きな問題点は、ハラスメント経験者が少ない場合、

「経験なし」「あてはまらない」などが多くなる、す
なわちフロア効果が示されることである。この問題
を考慮し、すべての人が回答できるよう工夫された
ものが、田中（2000）のハラスメント可能性尺度で
ある。これは、場面想定法を活用し、セクシュアル・
ハラスメント被害に関する10の場面に対して、どの
ような態度をとるかを測定している。スポーツ場面
において同じように場面想定法を用いた研究として
は、大橋・藤後・井梅（2016）が挙げられる。これ
は、ハラスメント発生の条件を検討するために、バ
スケットボールの試合中に子どものチームメイトがミ
スした場面を取り上げ、子ども同士の親しさ、保護

者同士の親しさ、子どもの競技力を操作したうえで
ハラスメント加害の態度を測定した。その結果、子
ども同士が親密であれば、ミスへの寛容度が高まり、
子ども同士が親密でなければ、競技力の高い子への
態度が冷たいという結果が示された。
　以上、ハラスメントに関する尺度を概観したが、
今後子どものスポーツにおけるスポーツ・ハラスメ
ント尺度を検討するにあたり、対象者についての問
題点が挙げられる。藤後・大橋・井梅（2017a）の
スポーツ・ハラスメント尺度は、選手本人ではなく、
選手の保護者を対象とした。その理由は、まだ小学
生である当事者にスポーツ・ハラスメントの内容を
聞くのは倫理的に難しいこと、また応援席ハラスメ
ントの実態を明らかにするために、応援席の状況を
把握できる人が必要であったため、保護者を対象
とした。しかしながら、いじめの定義にみるように、
ハラスメントとはあくまでも本人が苦痛を感じたか
どうかが焦点となる。つまり、応援席で暴言が発せ
られていたとしても、当の子どもたちがそれに気づ
かなかったら、その行為はハラスメントではなく「陰
口」となろう。ゆえに、今後は選手を対象としたスポー
ツ・ハラスメント尺度の開発が必要となる。

４ ．子どものスポーツにおけるスポーツ・ハ
ラスメント防止に向けて

　スポーツ・ハラスメントは、子どもを中心とした被
害者に様々なネガティブな影響を与えることとなる。
運動部の体罰を研究した阿江（2014）は、体罰の影
響として行動の委縮、意見が言えない、該当スポー
ツを見ることができない、指示を待つ消極的な態度
が形成されることなどを指摘した。このようにスポー
ツ・ハラスメントは相手に大きなダメージを与えると
考えられるが、多くの指導者は暴力の影響を理解し
ておらず、特に言語的な暴力による影響の理解は乏
しい（Stirling，2013）。ゆえに、言語的暴力を含む
スポーツ・ハラスメントの概念およびその影響を広
く啓発していくことが求められる。
　そのためには、スポーツ・ハラスメントが発生し
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てから対応するのではなく、子どもへのスポーツ・
ハラスメントが発生しないための予防的介入が不可
欠である。部活動における体罰事件がいくつも明る
みに出る中、体罰防止とうい視点からのスポーツ・
ハラスメント防止に向けての取り組みは、様々な団
体で取り組まれつつある。
　たとえば文部科学省は、平成25年８月９日に初等
中等教育局長とスポーツ・青少年局長の両名の名前
で、「体罰根絶に向けた取組の徹底について（通知）」
を発表した。体罰未然防止の中で、「（３）部活動指
導における体罰の防止のための取組　中学校及び高
等学校では『部活動』において最も多くの体罰が報
告されていること等に鑑み、部活動における体罰の
防止について特に留意する必要があること。教育委
員会及び学校は、平成25年５月27日に取りまとめら
れ『運動部活動の在り方に関する調査研究報告書』
に掲げる『運動部活動での指導のガイドライン』の
趣旨、内容を理解の上、運動部活動の指導者（顧問
の教員、外部指導者）による体罰等の根絶及び適切
かつ効果的な指導に向けた取組を実施すること」と
明記している。
　また神奈川県は、体罰防止ガイドライン（2013）
を定め、その中の第５章で「部活動における指導」
を取り上げ、体罰が起きる要因、望ましい部活動の
在り方をいくつもの事例を引用しながら述べている。
そして、最後に「３　神奈川らしい部活動のあり方」
についてとして、「（１）部活動を通じた人づくり、（２）
本当の意味の「自ら考え、行動できる生徒」とは、（３）
適切な目標設定、（４）生徒の状況把握、（５）ニー
ズとシーズ、（６）複数顧問による運営・指導、（7）
外部指導者との緊密な連携、（８）生徒とともに学ぶ、

（９）体罰で生徒の技能向上は望めない」と指導者
の在り方を述べている。
　他にもスポーツ庁の審議会（2017）では、運動部
活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検
討会議が開かれている。この検討会議の中で、中学
体育連盟は、文部科学省・スポーツ庁委託事業とし
て開催した研修内容を報告している。講義内容の一

部として「１）青年心理の理解と自己コントロール」、
「２）アンガーマネージメント〜指導者及び選手の心
理〜」など、子どもへのスポーツ・ハラスメント防
止に関連する内容が紹介されている。このように指
導者向けの研修プログラムは充実しつつあるが、あ
くまでも子どものスポーツにかかわる指導者が全員
必須で受講するのではなく、希望者のみが受講と
なっているという点に限界がある。
　各競技団体においても、スポーツ・ハラスメント
防止は意識されつつある。例えば、日本ミニバス
ケットボール連盟では暴力根絶の啓発パンフレット

（2015）、日本サッカー協会（2017）では暴力等根絶
相談窓口運用規則などが作成されている。その他の
ジュニアスポーツ関係のサイトにも、指導者の暴力・
暴言禁止について言及されており、注意喚起や指導
マニュアルが掲載されていた。
　上記のように、体罰防止への呼びかけはあるもの
の、体罰ではなく、スポーツ場面において、どのよ
うに子どもと関わることが望ましいかという視点に
立つ教育プログラムは日本ではあまり見当たらない。
一方、欧米では、様々な教育プログラムが開発さ
れており、その中でも、Positive Coaching Alliance 

（PCA）が有名である（トンプソン，2016）。PCAと
は1998年にアメリカのスタンフォード大学で設立さ
れ、「勝つこと」と「人間的成長を促すこと」の両方
を目指す「ダブル・ゴール」コーチ法が考案された。
すでに北米約1700の学校やジュニアのプログラムに
導入され、参加者は700万人を超えているという大
きなムーブメントとなっている。
　一方で、指導者からのスポーツ・ハラスメントで
はなく、選手同士のハラスメント防止に向けての教
育プログラムは、あまり見当たらない。しかし、ス
ポーツに特化してはいないものの、いじめ防止プロ
グラムが以前から学校現場で実施されているのでそ
の内容が参考になろう。久保（2014）は、ノルウェー
のThe Olweus Bullying Prevention Program（ オ
ルヴェスいじめ防止プログラム）、イギリスのThe 
Sheffield Anti-Bullying Project（シェフィールド
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いじめ防止プロジェクト）、オーストラリアのThe 
P.E.A.C.E Pack（ピース・パック）の海外の主要な
３つのいじめ防止プログラムを紹介している。日本
では、2013年６月に「いじめ防止対策推進法」が公
布され、国・行政・学校それぞれがいじめ防止のた
めに責任が明示され、各学校で積極的ないじめ対
策がとられつつある。新潟県教育委員会では、オー
ストラリアのThe P.E.A.C.E Pack（ピース・パック）
をもとに「いじめ防止学習プログラム」（2012）を作
成している。これらをスポーツ・ハラスメント防止プ
ログラムとして応用することは可能であろう。
　次に保護者向けのスポーツ・ハラスメント防止プ
ログラムについてであるが、デンマークやノルウェー
では「親の10か条」として、保護者に対して子ども
への関わり方の指針を明示している（小野，1998）。
その内容は、試合や練習への応援参加の推進、自
分の子どもだけではなくすべての子どもへの応援依
頼、調子の悪い時こその勇気づけ、チームリーダー
の尊重、レフリーの尊重、子どもの尊重、節度ある
用具の準備、クラブの仕事の尊重、選手起用の尊
重、子どもと自身との線引きなどが述べられている。
このように「望ましい保護者の姿」を積極的に啓発
していく必要があろう（藤後・川田・井梅・大橋，
2017）。日本ではまだ保護者向けの教育プログラム
はあまり多くないが、サッカー界では、啓発活動を
中心に保護者への働きかけも増えている。財団法人
日本サッカー協会（2006）は、「目指せベストサポー
ター」というハンドブックを作成し、周囲の大人に
よる子どもへの関わり方を啓発している。
　子どものスポーツにおけるスポーツ・ハラスメント
防止のためには、指導者のみへの働きかけにとどま
らず、選手への介入、保護者やベンチへの介入とい
う３つの方向からのアプローチが求められる。藤後・
大橋・井梅（2017b）は、今までの研究成果に基づ
き指導者、保護者を対象とした「Player's First」と
いうスポーツ・ハラスメント防止の動画教材を作成
した。また、森田療法を取り入れたメンタルトレー
ニングワークシートとして指導者、保護者、子ども

向けの３種類を開発した（藤後，2017）。これは指導者、
保護者（またはベンチ）、選手それぞれがスポーツ・
ハラスメントの加害者になりうる危険性を考慮した
ものである。ワークシートの内容は、スポーツ・ハ
ラスメントの引き金となる不安やストレスとの付き合
い方を学ぶようになっており、バスケットボールチー
ムへの心理サポートとして活用し、一定の成果を挙
げている（藤後・浅井・勝田・川田・藤後・大浦・
関谷・谷中・徳永，2016）。

５．まとめ

　本論文では、子どものより良いスポーツ環境の構
築を目指し、スポーツ・ハラスメントを取り上げ、そ
の概念の検討、尺度の検討、そしてスポーツ・ハ
ラスメント防止のための教育プログラムについて概
観した。今後は、作成された尺度を効果測定として
使用し、スポーツ・ハラスメントの規定因および因
果モデルを検討する必要があるだろう。例えば子ど
もへのスポーツ・ハラスメントの規定要因としては、
勝利至上主義が挙げられる。スポーツにおいて勝利
は強調されることが多い。発育上良いことではない
が、競技レベルの高いチームでは対外試合で勝ちた
いがために、過度な練習を課す傾向がある（岡野，
2011）。勝つためには厳しい指導が必要であるとい
う信念を指導者のみならず選手や保護者も持ってお
り、体罰経験者が指導者からの体罰を肯定的に捉え
るがゆえに体罰はなくならないと指摘されている（長
谷川，2016）。
　上記以外にもスポーツ・ハラスメントの規定因は、
パーソナリティ要因、環境要因など多面的な要因が
考えられる。多面的な要因を含めた因果関係モデル
を構築、検証し、子どもへのスポーツ・ハラスメン
ト防止のための教育プログラムの開発が求められる。
そして作成した教育プログラムを指導者、選手、保
護者の３側面に実施することで、子どものよりよい
スポーツ環境の構築が可能となるであろう。
　今後は、スポーツ・ハラスメントのモデル検証、
教育プログラムの開発、そして開発された教育プロ
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グラムの評価などが課題として考えられる。
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