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要約 

本研究では、大学生218名を対象に幼稚園/保育園・小学校・中学校・高校時代のスポーツにおける過

去のポジティブ体験およびネガティブ体験の実態を明らかにし、これらがスポーツ・ハラスメント容認

志向にどのように影響を及ぼすかを検討した。その結果、スポーツにおけるポジティブ体験およびネガ

ティブ体験は、ともに中学校の部活場面が最も多かった。またスポーツにおけるポジティブ体験は、ハ

ラスメント容認志向の「容認」へ、ネガティブ体験は、「切り捨て」に影響を与えていることが明らかに

なった。 
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1．問題 

 2012年12月の大阪桜宮高校におけるバスケットボール部員の自殺問題を受け、運動部のハラスメン

トが社会的問題になっている。ハラスメントとは、精神的苦痛や肉体的苦痛を相手に与えることであり、

体罰やいじめなどが含まれる。本研究ではスポーツ場面で行われるハラスメントをスポーツ・ハラスメ

ントとし、その定義を「スポーツに関わる者の間で生じるスポーツに関連した嫌がらせ」とする。  

文部科学省では、2013 年にスポーツの審議会を立ち上げ、「スポーツ指導者の資質能力向上のための

有識者会議（タスクフォース）報告書」を作成し、啓蒙活動を開始した。しかしながら、2013年には桜

宮高校と同種目のバスケットボール部で、全国強豪校の前橋育英高校の顧問が体罰問題で処分を受け、

続く翌年 2014 年 7 月には同バスケットボール部にて部員が下級生の鎖骨を骨折させる事件が起こるな

ど、未だ運動部においてスポーツ・ハラスメントが横行している実態が明らかになった。このように指

導者による体罰や部員間のいじめが後を絶たない中、日本中学校体育連盟は、2014年度からの試みとし

て、中学の運動部顧問を対象に、選手とのコミュニケーションの取り方、アンガ－マネージメントなど

を含む3日間の研修を開始した。従来の運動部の研修は、主に技術面に焦点をあてたものであったこと

を考えると、この試みはスポーツ・ハラスメント防止に向けた前進であり、今後の発展が期待される。 

さて、文部科学省が 2001 年に行った「運動部活動の実態に関する調査結果」によると、部活動にお
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ける生徒の対人的な悩みは、生徒同士の人間関係、指導者の問題が上位に挙がり、その中にはいじめや

行き過ぎた指導などスポーツ・ハラスメントに関連する内容が含まれていた。このスポーツ・ハラスメ

ントは、いじめと同様に4層構造で成り立っていると考えられ、それらは被害者、加害者、観衆者、傍

観者に分類される（藤後，2011）。その中でもスポーツ・ハラスメントの特徴は、加害者としてコーチ

や指導者や他の部員（同級生、先輩、後輩含む）のみならず、部員の親達も想定されることである。学

校場面におけるいじめは、親の目の離れたところで起こるので親が加害者や傍観者になることは想定し

がたい。しかし部活動におけるスポーツ・ハラスメントは、練習試合や公式戦に応援に来ている親達が、

選手のプレーに暴言を吐いたり、監督やコーチの体罰を目の当たりにしながらも容認したり、擁護した

りということが起こりうる。つまり、スポーツ・ハラスメントは、選手の親をも巻き込んだ構造として

理解する必要がある。このようにスポーツ・ハラスメントでは、加害者や傍観者の立場が多様に想定さ

れることや、そもそもスポーツだから少々のしごきはしょうがないというスポーツ・ハラスメントを容

認する風土が形成、維持されていること（近藤，2014）が大きな問題として挙げられる。 

またスポーツ・ハラスメントを暴力という視点からとらえた際、パワーハラスメント、モラルハラス

メント、ドメスティックバイオレンスや虐待の問題と類似している点が多い。例えば、ドメスティック

バイオレンスは、ジェンダーの問題とからみ「男性は強くて当たり前」「女性には手をあげても許される」

というような暴力容認的考えが強かった。同様に虐待に関しても「こどもに厳しく罰を与えることはし

つけとして許される」というような価値観が永年に渡り受け継がれてきた。これらの問題の背景には男

性と女性、大人と子どもという力の格差が認められ、強いものが弱いものに対して教育という文脈から

暴力を用いることに対して容認する風土があったと考えられる（高畠，2013）。加え、虐待の世代間連

鎖の視点では、暴力が繰り返される理由として、モデリングを通して刷り込まれた経験、被虐者自身の

経験の正当化、子育てにまつわるストレス、自尊心の低さや被害的認知の問題など多くの要因が絡み、

虐待が繰り返されるという(會田・大河原，2014)。スポーツ・ハラスメントも同様に、スポーツ・ハラ

スメントを容認する志向性、スポーツにおける加害者自身の傷つき体験の正当化、そして加害者自身の

ストレスが関連するのではないかと考えられる。 

以上より、本研究では、スポーツ・ハラスメント容認志向とスポーツ体験の内容を取り上げ、スポー

ツを通した自身の経験が、スポーツ・ハラスメント容認志向と関連するという仮説をたて検証すること

とした。スポーツ経験に関する先行研究を概観すると、スポーツを通したポジティブな体験は多くの研

究でその成果が示されている（岡田，2009；青木・杉森・下川・熊谷 ，2011）。しかしながらスポーツ

を通したネガティブな体験は、あまり実態が明らかにされていない。 

そこで本研究では、大学生を対象とし、幼稚園/保育園・小学校・中学校・高校時代のスポーツにおけ

るネガティブ体験の時期や内容について明らかにすることとする。そして、これらスポーツ場面におけ

るポジティブ体験およびネガティブ体験の両体験がどのようにスポーツ・ハラスメント容認志向と関連

しているのかを検討し、併せてスポーツ・ハラスメント防止への示唆を得ることとする。 
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2．方法 

(1)対象者 

東京都内の心理学系の大学生2年生219名（男子77名、女子142名） 

(2)調査時期 

2012年7月 

(3)質問紙の構成 

属性：性別、スポーツ経験の有無 

過去のスポーツのポジティブ体験およびネガティブ体験の有無とその内容：ポジティブ体験およびネ

ガティブ体験それぞれ１項目について「1．全くなかった」から「6．非常にあった」までの6件法で尋

ねた。また、体験の時期および体験内容も併せて尋ねた。 

スポーツ・ハラスメント容認志向：予備調査から得られたスポーツに対するしごきや体罰を容認する

7項目について「1．全くあてはまらない」から「6．非常にあてはまる」の6件法で尋ねた。 

スポーツ経験の「嫌な体験」：コーチや先生、先輩、同級生、後輩、他の部員の親の 5 項目について

「嫌な体験」が「1．全くなかった」から「6．非常にあった」までの6件法で尋ねた。次に、スポーツ

経験の「嫌な体験」で「4．どちらかというとあった」から「6．非常にあった」までに該当したものに

対しては、具体的な内容を把握するために、コーチとの関係でのネガティブ体験（13 項目）、他の部員

や生徒との関係でのネガティブ体験（12項目）、他の部員の親との関係でのネガティブ体験（13項目）、

コーチや先生との関係でのネガティブ体験（8 項目）への回答を求めた。それぞれの項目について「1．

全くあてはまらない」から「6．常にあてはまる」の6件法で尋ねた。 

 

3．結果 

１）スポーツのポジティブ体験とネガティブ体験の現状 

幼稚園/保育園・小学校・中学校・高校で経験するスポーツ場面においてポジティブ体験が「ある」と

回答した人は、219名であり、その時期は、幼稚園/保育園2.3%(5件)、小学校21.9％（48件）、中学校

40.2％（88件）、高校35.6%（78件）であった。スポーツのポジティブ体験は中学時代が最も多く、続

いて高校、小学校であった。スポーツのポジティブな体験は表 1 に示す通り、仲間、自分自身、先生、

スポーツそのものの楽しさに分けることができた。仲間による楽しさは、交流や一体感、共感、信頼な

どが挙げられた。自分自身に関しては、試合で勝ったことや自分が活躍したことなど上達や勝利に関す

るものや、それに向かうプロセスとして研究や工夫したこと、厳しい練習に耐えることができたことな

どが挙げられた。先生に関しては、褒められた、丁寧に教えてくれたなど承認や指導方法に関する記述

が示された。 

次に、スポーツのネガティブ体験についてだが、ネガティブ体験を「ある」と回答した人は、156 名

であり、その時期は、幼稚園/保育園3.8%（6件）、小学校23.1％（36件）、中学校50.0%（78件）、高
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校 23.1％（36 件）であった。スポーツのネガティブ体験は、中学時代が最も多く、続いて小学校と高

校が同率であった。スポーツのポジティブ体験およびネガティブ体験ともに中学校の部活が最も多く、

続いて体育、習い事となった。ネガティブ体験は表2に示す通り、ポジティブ体験と比較して多岐にわ

たっており、その内容は自分自身について、コーチや顧問について、対人関係、仲間との関係、相手チ

ームとの関係などが示された。自分自身については、実力不足や怪我、コーチや顧問については、強い

選手優先、厳しすぎる練習、体罰・暴言・関係性攻撃、仲間との関係は、関係性攻撃、連絡を伝えられ

ない、失敗に対する攻撃、無関心が挙げられた。 

 

表１ スポーツのポジティブ体験の自由記述例 

カテゴリー 具体的なエピソード 

仲間 交流 ・友達と遊べた/他の学校の人とも練習できた 

  一体感・共感・信頼 

・協力して勝った/みんなで練習して励まし合ったこと/みんなで悔しさを 

 分かち合えた 

・下手なのに周囲がやさしかった 

自分自身 勝利・賞 ・試合に勝った/優勝した/賞をもらった 

  活躍 ・自分が活躍した/スタメンになった 

  上達・達成感 ・上達を実感できた/試合で成果が出た/厳しい練習に耐えれた 

  研究 ・どうしたらうまくなるか研究することができた 

先生 褒められる・認められる ・褒められた/認められた 

  指導方法 ・先生が丁寧に教えてくれた 

  その他 ・先生が若くてかっこよかった 

スポーツそのものの楽しさ ・そのスポーツが楽しかった 

 

表２ スポーツのネガティブ体験の自由記述例 

カテゴリー 具体的なエピソード 

実力不足 ・人一倍練習したのにうまくなれなかった/試合でミスした/試合で負けた 
自身について 

怪我 ・失敗してけがをした 

強い選手優先 ・強い選手や強い部が優先されて、他の子はほっとかれた 

厳しすぎる練習 ・ハードな練習で体を壊した 

コーチや顧問につ

いて 体罰・暴言・ 

関係性攻撃 

・負けると監督が怒って、3 時間以上走らされた/言葉でひどいことを言われた 

・日常的に怒鳴られた/できない子に「のろま」など罵声をとばしていた 

・失敗すると怒鳴られた/失敗すると「生きている価値がない」と言われた 

・ミスするとたたかれた 

・試合中相手を怪我させて謝ったが、顧問からボールを投げつけられた 

・きょうだいと比較された/相談しても対応してくれなかった 

対人関係 周囲の大人との関係 ・部活をやめさえてくれなかった 

  先輩との関係 
・先輩から怒られた/先輩の嫉妬/弱いくせにいびってきた 

・いつも文句言われた 

  後輩との関係 ・後輩が言うことを聞かなかった 

関係性攻撃 

・まじめに練習しているのに、仲間外れにされた/悪口を言われた 

・上手な人からへたくそと言われた/できないとはぶかれた 

・部内でいじめられた/失敗すると笑われた 

・実力があって、先生から特別扱いされているのではぶかれた 

連絡を伝えられない 
・嫌がらせをされた 

・部活の連絡網から外された 

失敗に対する攻撃 
・試合でミスすると、嫌な顔で「ちゃんととってよ」と嫌味を言われた/負けるとすべ

て私のせいにされた/試合中、わざと強いボールを投げられた 

 

仲間との関係 

無関心 ・後輩をまとめるのに苦労していたのに、他人事のような顔をされた 

相手チームとの関係 
・相手チームの子から舌打ちをされた 

・相手チームからプレーに関していいがかりを言われた 

 

 



東京未来大学研究紀要 2015 vol.8 

－ 97 － 

表2よりスポーツのネガティブ体験の概要が示されたので、より具体的にコーチや指導者、先輩、他

の部員、後輩、他の部員の親との関係の中で、どの程度ネガティブ体験を経験したことがあるかを明ら

かにすることとした。各対象者との関係で、「嫌な体験」が、「4.どちらかと言えばある」～「6.非常に

ある」を合算した件数と割合を男女別に算出した結果、表3に示す通り、コーチや顧問との関係の中で

のネガティブ体験は、男子39.2％(21件)、女子27.5％（36件）、先輩との関係の中でのネガティブ体験

は、男子29.4%（20件）、女子31.7%（39件）、他の部員との関係の中でのネガティブ体験は、男子32.4%

（22件）、女子34.2%（41件）、後輩との関係の中でのネガティブ体験は、男子13.4%（9件）、女子10.0％

（12件）、他の部員の親との関係の中でのネガティブ体験は、男子6.0％（4件）、女子4.2%（5件）で

あった。男女ともに他の部員との関係の中でのネガティブ体験が最も多く、続いて、先輩との関係の中

でのネガティブ体験、コーチや顧問との関係の中でのネガティブ体験となった。 

次に、コーチとの関係の中でのネガティブ体験、仲間・先輩・後輩との関係の中でのネガティブ体験、

部員の親との関係の中でのネガティブ体験を経験したことがある者のみ（表 3 の「4:どちらかというと

あてはまる」～6：「非常にあてはまる」に該当したもの）、より詳細にその内容を検討するために、対

象者別に設定されたネガティブ体験項目について、それぞれ6件法で尋ねた。各項目の平均値と標準偏

差を男女別に算出し、上位3つを取り上げ男女別に表4にまとめた。その結果、男子では、コーチとの

関係の中でのネガティブな体験は、「失敗すると必要以上に怒鳴られた」「ためいきや舌打ちをされた」

「『ばか』など人格を否定するような言葉で怒鳴られた」という言葉によるネガティブな体験が上位にあ

がった。同様に女子では「ためいきや舌打ちをされた」「失敗すると必要以上に怒鳴られた」「『ばか』な

ど人格を否定するような言葉で怒鳴られた」が上位にあがった。コーチは男子の方がより、直接的な言

葉による攻撃が多く、女子ではためいきなど非言語的行動による攻撃が多いことが示された。  

部員との関係によるネガティブ体験は、男子では「ためいきや舌打ちをされた」「『センスがない』な

ど能力を否定するような言葉を言われた」「みんなの前で悪口を言われた」が上位に挙がり、女子では「ひ

そひそ話をされた」「話しかけても無視された」「他の人だけに話しかけて私の存在を無視した」が示さ

れた。男子の場合は、相手に分かりやすい形で言葉によるハラスメントを行い、女子では、関係性攻撃

を中心としたハラスメントが示された。最後に部員の親との関係でのネガティブ体験は、男子では「『ば

か』など人格を否定するような言葉で怒鳴られた」など直接的な攻撃が挙がり、女子では「ひそひそ話

をされた」「他の人だけに話しかけて私の存在を無視した」など関係性攻撃の項目が上位に示された。部

員の親達の女子に対するハラスメントは、女子が仲間との関係の中で体験したネガティブな攻撃と類似

していることや、男子と比較しても女子の得点が高い傾向であったことなどが特徴として示された。 
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表３ 対象別「嫌な体験」の該当人数と割合 

     

1 全くあ

てはま

らない

２あまり

あては

まらな

い 

３どちらか

というとあ

てはまら

ない 

４どちら

かという

とあては

まる 

５少し

あては

まる 

６非常

にあて

はまる 

「4 どちらかとい

うとあてはま

る」～「6 非常に

あてはまる」の

合算 

男子 人 18 18 15 4 8 9 21

(N=77) (%) (25.0) (25.0) (20.8) (5.6) (11.1) (12.5) (39.2)

女子 人 43 31 21 11 16 9 36
1.コーチや顧問との関係の中で、嫌な体験をしたことがありますか？

(N=141) (%) (32.8) (23.7) (16.0) (8.4) (12.2) (6.9) (27.5)

男子 人 19 16 13 3 7 10 20

(N=77) (%) (27.9) (23.5) (19.1) (4.4) (10.3) (14.7) (29.4)

女子 人 43 26 15 11 18 10 39
2.先輩との関係の中で、嫌な体験をしたことがありますか？ 

(N=141) (%) (35.0) (21.1) (12.2) (8.9) (14.6) (8.1) (31.7)

男子 人 20 13 13 8 7 7 22

(N=77) (%) (29.4) (19.1) (19.1) (11.8) (10.3) (10.3) (32.4)

女子 人 42 23 14 13 16 12 41
3 他の部員との関係の中で、嫌な体験をしたことがありますか？ 

(N=141) (%) (35.0) (19.2) (11.7) (10.8) (13.3) (10.0) (34.2)

男子 人 27 17 14 4 4 1 9

(N=77) (%) (40.3) (25.4) (20.9) (6.0) (6.0) (1.5) (13.4)

女子 人 64 31 14 7 2 3 12
4.後輩との関係の中で、嫌な体験をしたことがありますか？ 

(N=141) (%) (52.5) (25.8) (11.7) (5.8) (1.7) (2.5) (10.0)

男子 人 36 13 14 0 3 1 4

(N=77) (%) (53.7) (19.4) (20.9) (0.0) (4.5) (1.5) (6.0)

女子 人 73 28 14 1 3 1 5
5.他の部員の親との関係の中で、嫌な体験をしたことがありますか？

(N=141) (%) (60.8) (23.3) (11.7) (0.8) (2.5) (0.8) (4.2)

 

表４ コーチ、部員、選手の親からのネガティブ体験の上位項目 

    男子 M SD 女子 M SD 
1位 失敗すると必要以上に怒られた。 3.25 (1.85) ためいきや舌打ちをされた。 3.87 (1.89)
2位 ためいきや舌打ちをされた。 2.92 (1.91) 失敗すると必要以上に怒鳴られた。 3.51 (1.64)

コーチ 

（男子N=24 
女子N=39） 

3位 「ばか」など人格を否定するような言葉で怒鳴られた。 2.79 (1.77) 「ばか」など人格を否定するような言葉で怒鳴ら

れた。 

3.13 (1.88)

1位 ためいきや舌打ちをされた。 3.91 (1.51) ひそひそ話をされた 4.29 (1.91)
2位 「センスがない」など能力を否定するような言葉を言わ

れた。 

3.64 (1.76) 話しかけても無視された。 3.60 (1.97)
部員 

先輩・同級生・ 

後輩含む 

（男子N=33  
女子N=52) 

3位 みんなの前で悪口を言われた。 3.39 (1.75) 他の人だけに話しかけて私の存在を無視した。 3.54 (1.85)

部員の親 1位 「ばか」など人格を否定するような言葉で怒鳴られた。 2.09 (1.22) ひそひそ話をされた 2.78 (2.11)
（男子N-=11 2位 ひそひそ話をされた 1.91 (1.22) 他の人だけに話しかけて私の存在を無視した。 2.67 (1.80)
女子N=9) 3位 他の人だけに話しかけて私の存在を無視した。 1.73 (1.01) 話しかけても無視された。 2.67 (1.73)

 

２）スポーツ・ハラスメント容認志向 

 スポーツ・ハラスメント容認志向に関する 7 項目について「4.どちらかというとあてはまる」～「6．

非常にあてはまる」までを合算した人数および割合を算出した。その結果、「スポーツなので少々のしご

きはしょうがない」154人（72.6％）、「失敗するのは、本人の努力不足だと思う」95人（44，6％）、「下

手な人は、チームの足を引っ張っていると思う」64人（30.6％）、「チームについていけない人は、チー

ムをやめたらいいと思う」18 人(8.5％)、「うまくならないときは、たたかれても厳しく指導してもらう

べきだ」36人（17.0％）、「コーチや先生の言うことは、まちがっても従うべきだ」19人（8.9％）、「先

輩から嫌なことをされても後輩は我慢すべきだ」38人(18.1％)であった。 

スポーツ・ハラスメント容認志向に関する各項目得点の性差を明らかにするために、性別を独立変数
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とした t検定を行い、その結果を表５に示した。性差が見られた項目は、「失敗するのは、本人の努力不

足だと思う」であり、男性が女性より有意に得点が高かった。また「うまくならないときは、たたかれ

ても厳しく指導してもらうべきだ」、「コーチや先生の言うことは、まちがっても従うべきだ」について

は、男性のほうが女性よりも得点が高い傾向が示された。 

 

表５ スポーツ・ハラスメント容認志向の各項目の男女別平均値と標準偏差 

  N M (SD) t値  

男子 74 4.22 (1.45) 0.32  
スポーツなので、少々のしごきはしょうがない。 

女子 138 4.15 (1.24)  

男子 74 3.70 (1.57) 2.67 **
失敗するのは、本人の努力不足だと思う。 

女子 139 3.15 (1.15)  

男子 74 3.00 (1.46) 1.38  
下手な人は、チームの足を引っ張っていると思う。 

女子 135 2.73 (1.20)  

男子 72 2.07 (1.21) 1.20  
チームについていけない人は、チームをやめたらいいと思う。 

女子 139 1.88 (1.02)  

男子 74 2.69 (1.41) 1.88 † 
うまくならないときは、たたかれても厳しく指導してもらうべきだ。 

女子 138 2.33 (1.10)  

男子 74 2.19 (1.29) 1.66 † 
コーチや先生の言うことは、まちがっていても従うべきだ。 

女子 139 1.91 (0.95)    

男子 73 2.34 (1.28) 0.76  
先輩から嫌なことをされても後輩は我慢すべきだ。 

女子 137 2.20 (1.24)  
†p＜.10, p **＜.01   

 

次に、スポーツ・ハラスメント容認志向の7項目について主因子法・バリマックス回転による因子分

析を行った。表6に示す通り、固有値の減衰状況と解釈可能性により2因子構造と判断し、第一因子を

「容認」、第二因子を「切り捨て」と命名した。スポーツ・ハラスメント容認志向の下位尺度得点は、容

認得点では、男子3.02（SD＝0.93）、女子2.76(SD＝0.76)、切り捨て得点では、男子2.53（SD＝1.20）、

女子 2.30（SD＝0.94）であった。性差による下位尺度得点に差があるかを検討するために被験者間と

して、性別要因、被験者内として下位尺度の種類要因を取り上げ、混合計画の分散分析を行った。その

結果、下位尺度の種類の主効果（F（1,200）=28.98, p＜.01）と性別の主効果（F（1,200）=4.69, p＜.05）

が示された。スポーツ・ハラスメント容認志向は、男子の得点が高く、下位尺度の種類では容認得点が

切り捨て得点より高かった。 

 

表６ スポーツ・ハラスメント容認志向の因子分析の結果（N =207） 

  容認 切り捨て

スポーツなので、少々のしごきはしょうがない。 .66 .02

先輩から嫌なことをされても後輩は我慢すべきだ。 .58 .02

うまくならないときは、たたかれても厳しく指導してもらうべきだ。 .53 .24

コーチや先生の言うことは、まちがっていても従うべきだ。 .52 .24

失敗するのは、本人の努力不足だと思う。 .52 .24

チームについていけない人は、チームをやめたらいいと思う。 .04 .84

下手な人は、チームの足を引っ張っていると思う。 .24 .59
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 続いて、スポーツ・ハラスメント容認志向に過去のスポーツのポジティブ体験とネガティブ体験およ

び対象者別ネガティブ体験がどのように影響を与えているのかを明らかにするために、ポジティブ体験

1 項目（ポジティブ体験の程度）、ネガティブ体験 1 項目（ネガティブ体験の程度）、コーチや顧問、先

輩、同級生、後輩、他の部員の親のとの「嫌な体験」の各１項目（「嫌な体験」の程度）の合計 7 項目

の得点を独立変数、スポーツ・ハラスメント容認志向の各下位尺度得点（容認得点、切り捨て得点）を

従属変数とする強制投入法による重回帰分析を行った。その結果、容認の説明率は 9.0％であり、ポジ

ティブ体験からのパスが有意であった。切り捨ての説明率は 5.0％であり、ネガティブ体験からのパス

が有意であった。つまり、スポーツのポジティブ体験があるほど容認志向が高まり、スポーツのネガテ

ィブ体験があるほど切り捨て志向が高まることが示された。 

 

.26** R2 =0.09
ポジティブ体験 容認

.27** R2 =0.05
ネガティブ体験 切り捨て

 

 図１ スポーツ・ハラスメント容認志向因果関係モデル 

 

４．考察 

 本研究では、大学生を対象にスポーツ場面における過去のポジティブ体験およびネガティブ体験の実

態を明らかにし、これらの経験がスポーツ・ハラスメント容認志向に関してどのように影響を及ぼすか

を検討した。 

 はじめに、過去のスポーツ場面におけるポジティブな内容であるが、主に仲間、自分自身、コーチの

内容に分類され、その内容は仲間との一体感や達成感、自分自身の技術向上や試合に勝てたことなどが

主な内容として挙がった。このことから岡田（2009）の先行研究の通り、部活動が学校への心理社会的

適応とポジティブな関係であることが確認できたといえよう。  

一方ネガティブ体験の対象者は、他の部員との関係、先輩との関係、コーチや顧問との関係の中で生

じ、どの対象との関係においても約3割前後の生徒がネガティブ体験を経験していた。またネガティブ

体験の内容は、ポジティブ体験と比較すると多岐にわたっており、特にコーチや顧問、仲間についての

ものが最も多かった。本研究では、スポーツ・ハラスメントの加害者として部員の親も想定していたが、

部員の親との関係でのネガティブ体験の得点は低くかった。コーチや顧問との関係の中でのネガティブ

体験では、部活動でミスをした場合、怒鳴られたり、無視されたり、うまい子だけ特別扱いされたりし

たことに傷ついたという内容が主なものであった。「無視する」、「失敗を怒鳴る」という行為は心理的暴

力にあたるが、無視などは外部からは把握しにくいという問題がある。体罰や身体的な暴力が禁止され
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る中で、目に見える形でのスポーツ・ハラスメントから関係性攻撃を中心とした心理的スポーツ・ハラ

スメントとして広がる可能性も高く（藤後，2011）、今後は心理的スポーツ・ハラスメントの早期発見

や予防に向けての介入も求められてくる。 

また仲間との関係でのネガティブ体験では、「馬鹿にする」、「笑われる」など関係性攻撃を中心とし

た記述が示された。コーチや顧問が作り出す部の雰囲気と生徒達の雰囲気は類似することが多く（田村，

2014）、コーチや顧問がハラスメント行動を示すと、生徒も同様な態度をとりやすくなるのである。部

員との人間関係や技術指導力に優れた顧問が生徒の部活および学校適応感を高めるという大重・渡辺

（2010）の先行研究からも明らかなように、スポーツ・ハラスメント防止のためには、顧問が率先して

サポーティブにかつ人間関係を調整するように動くことが求められるのである。 

次に、スポーツ・ハラスメント容認志向に関する実態であるが、スポーツ・ハラスメント容認志向に

関する7項目について4（どちらかというとあてはまる）以上を示した者の割合の結果から、スポーツ・

ハラスメントを容認する者がある程度の割合で存在することが明らかとなり、これは梅津（2003）と同

様の結果となった。特に「スポーツなので少々のしごきはしょうがない」72.6％、「下手な人は、チーム

の足を引っ張っていると思う」30.6％などが高い数字となった。さらに、「チームについていけない人は、

チームをやめたらいいと思う」8.5％、「うまくならないときは、たたかれても厳しく指導してもらうべ

きだ」17.0％となり、チームが求める競技レベルに達していない選手やパフォーマンスの改善が見られ

ない選手に対する厳しい意見が確認された。本研究の対象者は、大学生であり、今後地域の指導者とし

てまたは親として子ども達のスポーツ現場に携わることがあるであろう。本研究からは調査対象者全体

の72.6％の生徒が「スポーツなので少々のしごきはしょうがない」と答えていることから、もし目の前

でコーチや顧問たちが子ども達にスポーツ・ハラスメント行為をしていたとしても容認する可能性が高

いことが考えられる。学校現場のいじめと同様にスポーツ・ハラスメントは、加害者のみでなく周囲の

容認によって成り立っており、スポーツ・ハラスメントの容認的考えをいかに変容させるかは大きな課

題であろう。 

最後に、スポーツ・ハラスメント容認志向と自身のスポーツ経験との関連を検討した結果、スポーツ・

ハラスメント「容認」に対しては、ネガティブ体験ではなくて、ポジティブ体験が影響を及ぼしていた。

つまり、厳しさと同時に楽しさを経験した生徒が、スポーツ・ハラスメントを肯定的に捉えている傾向

が明らかになった。振り返ってみると、つらいこともあるけど、楽しいこともあったと過去の経験を肯

定的にとらえることで、ネガティブ体験そのものも意味のあるものとしてとらえることができる。これ

は、過去のネガティブな経験を通して成長する（山田，1999）という視点からも妥当なことである。し

かしスポーツを通して傷ついた自分を正当化するために、過去のネガティブ体験を理想化してとらえて

いる可能性もぬぐえない。また一方で、スポーツ・ハラスメント容認志向の「切り捨て」には、ネガテ

ィブ体験が影響していたことも注目すべきである。スポーツ・ハラスメントと類似した構造である虐待

では、虐待児や暴力加害者が見捨てられ体験を根底として、他者に対して回避的になったり、コントロ
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ールできない感情を生じさせてしまうことが報告されており（西澤，2009;中村，2011）、「切り捨て」

の背景にはこのようなネガティブ体験による見捨てられ感情の存在が考えられるのかもしれない。 

 以上の結果より、今後、スポーツ・ハラスメントの根絶を目指すためには、まずはスポーツ・ハラス

メント容認志向に対して早期の適切な介入が求められる。具体的には、部活や授業などの教育現場にお

ける啓蒙活動の実施である。またスポーツのネガティブ体験を強く経験している人には、その傷つきを

癒し自分自身の体験を受け入れるという作業や機会の保障が必要となる。そのことにより不必要に他者

を攻撃したり、自己の経験を正当化するという不適切な態度が減少するのではないかと思われるため、

今後スポーツカウンセリングやスポーツメンタルトレーニングなど心理職との更なる連携が期待される。 
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