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問題意識

学校の運動部活動における体罰に関しては、大石・
阿江・若山・本村（2014）で指摘したように、大学運
動部の部員にはいまだに体罰を容認する意識を持つ
者が36％もいた。体罰を受けた理由のうち最も多かっ
たのは「言われたことができない」というものであり、
圧倒的多数を占めていた。他には、「試合に負けた」
「皆の代表として」などがあった。また、全国大会や
県大会などへの出場回数の多い学生のほうが、体
罰経験者の割合が多かった。さらに、体罰は絶対悪
とみる者は61％、仕方ないとみる者は34％、必要で
あるとする者は5％であり、体罰を必要ないし仕方ない
（必要悪）とみなす学生が約4割もいた。
このように、大石・阿江・若山・本村（2014）のデー
タからは、真剣に青春をかけて運動部活動に打ち
込む学生が体罰を「自分が未熟だから、しかたがな
い」と捉えてしまう傾向があるという阿江（2000）や庄形
（2011）の分析が裏付けられた。そして、体罰は絶
対よくないというのはあくまで理想論であって、強くな
るためにはときに必要なものと捉えやすい傾向が見て

取れた。
本研究では、大石・阿江・若山・本村（2014）と
共通の調査データの未発表部分である、運動部員
が感じている体罰の効果に関する意識や、体罰を行
う指導者の人物イメージ、運動部員の指導者に対す
る信頼感、ならびに運動部活動におけるストレッサー
についての分析を行う。

方　法

調査対象者・実施時期
大石・阿江・若山・本村（2014）と共通のデータで

ある。2013年7月～2013年10月に、本学の1～4
年生に第1著者（大石）および第2著者（阿江）が担
当する授業科目の授業時間内に質問紙を配布し回収
した。調査結果公表可とする調査対象者のデータの
みを分析した（大学1年生297名、2年生230名、3
年生197名、4年生107名）。

質問紙の内容
大石・阿江・若山・本村（2014）と共通する調査で

スポーツ指導者の暴力についての調査  その2：
体罰の効果や指導者の人物像および運動部員のストレスについて
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ある。本稿では以下の8以降を中心に結果を報告す
る。

1． フェイスシート：学年、結果公表の可否。
2． 校種別（小学校・中学校・高校・大学）および
学外でのスポーツ経験。

3． 競技成績と大会への参加経験：県大会やブロッ
ク大会および日本選手権や全国大会について。

4． 校種別および学外でのスポーツ指導者からの
体罰経験と回数：“あり”の場合は種目、暴力の
期間、指導者の性別、指導者の立場、暴力の
理由、暴力の具体的な種類や内容。

5． 体罰が最もひどかった時期と内容
6． スポーツ指導に暴力を用いることの是非。
7． 自分が指導者になったら暴力を用いるか。
8． 中学校・高校の運動部で守られるべき生徒の
権利（言葉で傷つけられないこと、先生や先輩
に自由に意見が言えること、都合が悪ければ練
習を休むこと、性的な嫌がらせを受けないこと、
下手でも試合を楽しめること、公平に指導を受け
ること、その他）

9． 運動部活動・スポーツにおける体罰の効果：
オリジナルの16項目を作成した。阿江（2000）、
庄形（2011）による体罰に対する部員の考え方に
基づいて作成した。運動部員たち自身による体
罰の捉え方は以下の6点にまとめられる。①運
動部活動は真剣勝負であり、生半可な気持ち
で部活動に取り組んでいるわけではない。②体
罰があるような厳しい環境で部活動を続けたこと
によって人間的に強くなり、成長できた。③体罰
がある厳しい環境を共有する仲間とは絆が深く
なり、チームの結束が強まった。④指導者は練
習中は厳しいが熱心に指導してくれ世話になっ
た。指導者を尊敬している。⑤体罰には指導効
果があり、体罰がないと頑張れないし試合に勝
てない。⑥プレーで失敗したり、いわれたことが
できないなど、自分たちに落ち度がある。
回答に際しては、体罰を受けたもしくは目撃し

た経験のある回答者には、その経験を思い浮か
べて回答してもらい、思い浮かべた指導者の種

別（小学校・中学校・高校・大学・学外クラブ）
を尋ねた。また、そのような経験のない回答者に
は、「運動部活動やスポーツ場面での体罰に関
する一般的なイメージ」を思い浮かべて回答して
もらった。

10. 体罰をするスポーツ指導者に対する考え方：
オリジナルの26項目を作成した。項目作成の根
拠として、児童虐待に関する研究において指摘
される、虐待を行う親（以下、虐待親）の特徴
に関する高玉（1993）の研究を参考にした。運
動部活動において、立場の強い監督（指導者）
が立場の弱い部員を殴るという構図を、家庭内
において立場が強い親が立場の弱い子を殴る
という構図に置き換えて考えることが可能でない
かと予測されるためである。また、虐待をされて
育った子どもが親になった時自分の子どもを虐待
してしまう「虐待の連鎖」が指摘されている。岩
井（2011）によれば、日本社会では未だに親によ
る体罰を容認する意識が残っているという。岩
井（2011）は、JGSS（日本版総合的社会調査）
2008年データでは、学校による体罰が否定され
る昨今にあっても、親によるしつけの手段として
の体罰を6割以上の回答者が肯定しているとい
う結果に対して、その理由に関するさらなる分析
を行っている。その結果、子ども時代に親から殴
られたり暴行を受けた経験がある回答者ほど体
罰を肯定することが示されている。特にこの傾向
は20～34歳の若年層で強く、男性において強く、
保守的な政党や性別役割分業を支持する価値
観を持つ回答者において強く、性悪説的な人間
観をもつ回答者において強いことがわかった。す
なわち体罰を肯定する人の人物像は、自分自身
が殴られ、暴力による問題解決という方法がある
ことを知り、腕力が強い男性のほうが女性よりも
立場が強いという価値観を持ち、人間に対する
不信感を持つ人、ということになる。また、女性
においては思春期に父親に見放されたという思
いが強い人ほど、親からの体罰を容認する傾向
があるという。
運動部において体罰を行う指導者の人物像
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について、この岩井（2011）の分析をあてはめ
て推測すると、自分が体罰を受けて競技生活を
送った場合に、指導者になった時に体罰を行う
可能性が高くなるのではないかと考えられる。そ
の意味でも、体罰と児童虐待には類似点が存在
する可能性がある。高玉（1993）によれば、虐
待親には虐待をしている自覚がなく、衝動的で、
自分の問題に洞察を欠き、劣等感が強く、情緒
が不安定であるなどの特徴が挙げられる。また、
感情的・精神的に未熟な母親がストレスにさら
されると虐待に走るという流れも指摘している。
運動部指導者でも、勝利至上主義に駆り立てら
れ、ストレスが強くなると体罰につながる可能性
がありうる。高玉（1993）の指摘は、岩井（2011）
の指摘と合致する部分が大きいといえる。
項目への回答に際しては、体罰を受けたもしく

は目撃した経験のある回答者には、その経験を
思い浮かべて回答してもらった。思い浮かべた
指導者の種別（小学校・中学校・高校・大学・
学外クラブ）。また、そのような経験のない回答
者には、項目が具体的な人物を想定しないと回
答しづらい内容であるため、回答しないこととし
た。

11. STT（Students’ Trust in Teachers）尺度（中
井・庄司，2008）：第一因子「安心感」（11項目）、
第二因子「不信」（10項目）、第三因子「役割遂
行評価」（10項目）からなる計31項目（4件法によ
る評定）で、教師に対する信頼感を測定する尺
度である。本研究ではこれを、運動部・スポー
ツ指導者に対する信頼感を測定する尺度として
使用した。
回答に際しては、体罰を受けたもしくは目撃し

た経験のある調査対象者にはその経験を思い
浮かべて回答してもらった。そのような経験のな
い調査対象者には、「自分が最もお世話になっ
た指導者」を思い浮かべて回答してもらった。そ
の際、思い浮かべた指導者の校種（小学校・
中学校・高校・大学・学外クラブ）を尋ね、次
いでその指導者が体罰を行っていたか否かを尋
ねる方法をとった。

12. 高校運動部員用ストレッサー尺度（渋倉・小泉，
1999）

この尺度は、高校の運動部で部員が経験するであ
ろうストレッサーを40項目で測定する尺度である。項
目は下位尺度として、指導者ストレス、練習時間スト
レス、競技力ストレス、仲間ストレス、怪我病気スト
レスに分かれている。各項目について、その出来事
を経験したことがあるか（経験度）、ある場合にはどの
くらい嫌だったか（嫌悪度）の双方を4件法で尋ねる。
回答に際しては、体罰を受けたもしくは目撃した経験
のある人は、その時期を思い浮かべて回答し、その
時期（指導者の種別）を回答してもらった。そうでない
人は「自分が最もお世話になった指導者のもとで部活
動をしていた時期」を思い浮かべて回答してもらうこと
とした。

結果および考察

1．体罰の効果に関する分析
体罰の効果に関する項目に対し、因子分析（主成
分解・バリマックス回転）を行ったところ、2因子が
抽出された（表1）。各因子に負荷の高い項目の内容
に基づき、第一因子は「鍛錬効果」、第二因子は「競
技力向上」と名付けられた（表1）。「鍛錬効果」に分
類された項目は、“体罰に耐えたことで人間的に成長
できた” “体罰に耐えたのも今となっては仲間とのよい
思い出” “体罰があったからこそ必死で練習した” “体
罰によって自分は精神的に強くなった”などの10項目
であり、因子負荷量は.833～ .650であった。「競技
力向上」に分類された項目は、“競技の世界は厳しい
ので体罰は必要” “体罰もないような練習では試合に
勝てない” “ある程度の体罰がないと上達しない”など
の6項目である。因子負荷量は.782～ .513であった。
負荷量が .650に満たなかったのは“先生は指導熱心
だから体罰をするのだと思う”という1項目のみであっ
たが、負荷量が .50以上であったため、削除するほ
どではないと判断し、この項目も採用した。
これらの各因子に属する項目の得点を合計し項目
数で除し、「鍛錬効果得点」と「競技力向上得点」を
作成した。これらの得点に対して、校種等（小・中・
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高・大・学外・体罰なし）による一元配置分散分析を
行った（表2）。以下、統計的に有意差がみられた
部分を解釈してゆく。
体罰の「鍛錬効果」得点については、主効果が
有意であり（F（5,684）=28.784, p<.001）、多重比較
（LSD法）の結果、小学校で体罰を受けた調査対
象者のほうが大学で体罰を受けた対象者よりも有意
に高く認識していた。また、中学校で体罰を受けた
対象者は、大学群、学外群、体罰経験なし群よりも
鍛錬効果を有意に高く認識していた。高校群は、大
学群、学外群、経験なし群よりも有意に高い認識を
持っていた（表2）。
体罰の「競技力向上」得点については、主効果が
有意であり（F（5,708）=15.324, p<.001）、小学校群
は大学群6.240, p<.001）、経験なし群よりも有意に高
く、中学群や大学群、経験なし群よりも有意に高く、
高校群は大学群、経験なし群、学外指導者群よりも
有意に高く認識していた（表2）。
全体としては、体罰に鍛錬効果や競技力向上効果

があるという認識は、小・中・高・学外では高く、大

学では明らかに低い。体罰をする指導者に出会った
経験がない人も、体罰の効果は低いとみている。体
罰の被害者（目撃者含む）自身が、小中高という、い

主成分
1鍛錬効果 2競技力向上

Q1-2-14  体罰に耐えたのも今となっては仲間との思い出になっている .833 .313

Q1-2-9  体罰に耐えたことで人間的に成長できた .802 .376

Q1-2-10  体罰に耐えることでチームは強くなった .793 .403

Q1-2-11  体罰があったからこそ必死で練習した .788 .312

Q1-2-15  周囲からの期待を背負って競技しているので体罰に耐えられる .780 .361

Q1-2-8  体罰によって自分は精神的に強くなった .779 .388

Q1-2-13  体罰から自分だけ逃げるわけにはいかない .754 .182

Q1-2-12  体罰に耐えることで仲間との絆が強まる .738 .304

Q1-2-7  今では体罰をした先生に感謝している .682 .455

Q1-2-16  先生は周囲からの期待を背負っているので体罰をするのだと思う .650 .308

Q1-2-4  勝負の世界は厳しいので体罰は必要である .412 .782

Q1-2-3  体罰もないような練習では試合に勝てない .371 .780

Q1-2-5  ある程度の体罰がないと上達しない .396 .778

Q1-2-1  プレイで失敗したら体罰を受けてもしかたがない .329 .758

Q1-2-2  選手が弱いから体罰を受けるのだと思う .142 .654

Q1-2-6  先生は指導熱心だから体罰をするのだと思う .508 .513

表1．体罰の効果に関する主成分分析結果

表2．体罰の効果に関する平均値

平均 （SD） 度数
鍛錬効果 小学校 2.30 （.83） 37

中学校 2.39 （.78） 114

高校 2.43 （.83） 177

大学 1.43 （.68） 7

学外指導者 2.01 （.70） 20

体罰指導者いない 1.70 （.74） 335

合計 2.04 （.85） 690

競技力向上 小学校 2.04 （.68） 38

中学校 1.97 （.66） 116

高校 2.04 （.66） 183

大学 1.50 （.79） 7

学外指導者 1.84 （.66） 20

体罰指導者いない 1.60 （.61） 350

合計 1.80 （.67） 714
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わゆる「学校教育における部活動」での体罰に、鍛
錬効果や競技力向上効果を見出しがちな傾向があ
ると解釈できる。しかし学外クラブ等の指導者に対し
ても、同様の傾向はみられた。大学は7名と人数が
少ないが、大学生にまでなって体罰を受けても、受
けた側は鍛錬効果や競技力向上効果は見出さないと
いうことがいえる。また、体罰を受けなかった（目撃も
しなかった）回答者は、体罰の鍛錬効果、競技力向
上効果ともに低くみていることがわかった。

2．体罰を行う指導者のイメージに関する分析
体罰を行う指導者のイメージに関する項目に対し

て、因子分析（最尤法・プロマックス回転）を行い、
3因子が抽出された（表3）。各因子に高い負荷量を
持つ項目の内容から、第一因子は「精神的未熟」、
第二因子は「考慮あり」、第三因子は「タフネス」と
命名された。
上記因子ごとに、属する項目の平均値を算出し各
得点とした（表4）。この得点について、体罰をした指
導者の校種による一元配置分散分析（1：小・2：中・

表3．体罰指導者イメージに関するパターン行列

因子
1精神的未熟 2考慮あり 3タフネス

Q2-2-9  先生は疑り深い .752 .246 ‒.027

Q2-2-19  先生は劣等感が強い .742 .138 .022

Q2-2-25  先生は精神的にバランスを欠いている .733 -.005 .068

Q2-2-8  先生は自分の責任を問われないかおそれている .731 .368 -.299

Q2-2-20  先生は孤独感を感じている .716 .098 -.034

Q2-2-16  先生は人間ができていない .705 -.138 -.004

Q2-2-18  先生は自分の悪いところをわかっていない .655 -.257 .187

Q2-2-4  先生は何が問題なのかよくわかっていない .596 ‒.120 .014

Q2-2-11  先生には依存的なところがある .549 .059 .168

Q2-2-14  先生は自分が体罰を行っている自覚がない .492 ‒.300 .344

Q2-2-13  先生には神経質なところがある .453 ‒.066 .344

Q2-2-2  先生はカッとなって体罰をする .402 ‒.168 .153

Q2-2-3  先生は人格的に立派な人である ‒.113 .757 .028

Q2-2-1  先生は体罰はよくないと分かっている .148 .739 ‒.228

Q2-2-5  先生は自分の抱えている問題を自覚している .203 .675 ‒.052

Q2-2-17  先生は状況をきちんと把握している ‒.032 .636 .197

Q2-2-7  先生はみんなに支えられている .003 .621 .083

Q2-2-15  先生はいろいろ考えて体罰を行っている .038 .609 .137

Q2-2-10  先生は精神的に安定している ‒.105 .515 .268

Q2-2-22  先生は人間を信頼している ‒.093 .497 .392

Q2-2-26  先生は細かいことを気にしない .174 .232 .163

Q2-2-24  先生には心が強い ‒.111 .398 .540

Q2-2-12  先生は精神的に健康である ‒.043 .320 .512

Q2-2-21  先生は批判をおそれない .039 .127 .444

Q2-2-23  先生は感情的である .196 ‒.046 .434

Q2-2-6  先生は自分に自信がある .193 .041 .417
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3：高・4：大・5：学外クラブ）を行った。「精神的未
熟」得点については、主効果は有意でなく、多重比
較（LSD法）でも有意差はなかった。　
「考慮あり」得点については、主効果が有意であり

（F（4,303）=, p<.10）、多重比較（LSD法）では小

学校群より高校群が有意に高く、中学校群より高校
群が有意に高く、また学外クラブ群よりも高校群が有
意に高いという結果が得られた。高校の運動部指導
者に対して、選手側が「先生には何か考えがあって
体罰をしている」と考えているという結果が得られた。
「タフネス」得点については、主効果、多重比較

（LSD法）において有意差はみられなかった。

3．STT尺度（教師への信頼感）に関する分析
「安心」「不信」「役割遂行」に属する項目の平均
値を各得点とし、校種×体罰の有無による2要因分散
分析を行った（表5）。
「安心」得点について：校種×体罰有無の交互作
用が有意であった（F（1,4）=4.794, p<.01）。
校種の主効果も有意で（F（1,4）=4.351, p<.01）、
体罰の主効果も有意であった（F（1,4）=5.358, 
p<.05）。体罰経験がないほうが、指導者への安心
感は高かったといえる。　　
校種の単純主効果は体罰あり群のみ有意であり

（（F（1,4）=6.054, p<.001）、体罰の単純主効果
は、小学校群（F（1,4）=3.104, p<.10）、中学校群（F
（1,4）=12.865, p<.001）、学外指導者群（F（1,4）
=25.799,  p<.001）で有意であった。校種についてい
えば、高校や大学の指導者への安心感が高かった
といえる。 
「不信」得点について：校種×体罰有無の交互作

平均 （SD） 度数
精神的未熟 小学校 2.28 （.63） 24

中学校 2.24 （.62） 107

高校 2.22 （.61） 163

大学 2.40 （.62） 6

学外指導者 2.06 （.52） 17

合計 2.22 （.61） 317

考慮あり 小学校 2.52 （.77） 24

中学校 2.66 （.68） 105

高校 2.84 （.62） 165

大学 2.69 （.67） 6

学外指導者 2.51 （.75） 18

合計 2.73 （.67） 318

タフネス 小学校 2.83 （.58） 24

中学校 2.87 （.62） 107

高校 2.91 （.55） 166

大学 2.80 （.44） 6

学外指導者 2.83 （.67） 18

合計 2.88 （.58） 321

表4．体罰指導者のイメージに関する平均値

安心感 不信 役割遂行
平均値 （SD） 度数 平均値 （SD） 度数 平均値 （SD） 度数

小学校 体罰あり 2.47 （.96） 7 2.20 （.68） 7 3.06 （.60） 7

体罰なし 3.07 （.67） 9 1.61 （.53） 9 3.40 （.43） 8

中学校 体罰あり 2.66 （.84） 29 2.20 （.71） 28 3.20 （.62） 29

体罰なし 3.18 （.57） 87 1.86 （.63） 85 3.45 （.46） 87

高校 体罰あり 2.95 （.92） 47 2.49 （.76） 47 3.33 （.51） 48

体罰なし 3.11 （.62） 183 1.97 （.61） 181 3.47 （.47） 186

大学 体罰あり 3.36 1 1.30 1 3.50 1

体罰なし 2.80 （.57） 12 1.89 （.58） 12 3.33 （.49） 12

学外指導者 体罰あり 1.88 （.70） 11 2.71 （.95） 11 2.59 （.74） 11

体罰なし 3.10 （.69） 28 1.80 （.55） 28 3.40 （.43） 28

表5．STT尺度の各下位尺度毎の平均値（SD）
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用は有意ではなく、校種の主効果（F（1,4）=2.379, 
p<.05）、体罰の主効果（F（1,4）=4.790, p<.05）の
み有意であった。体罰経験があるほうが、指導者へ
の不信感が強かった。校種では高校および学外の
指導者に対する不信感が強かったといえる。
「役割遂行」得点について：校種×体罰有無の交
互作用が有意であった（F（1,4）=3.178, p<.05）。種
の主効果（F（1,4）=4.068, p<.01）、体罰の主効果（F
（1,4）=5.035, p<.05）も有意であった。校種の単純
主効果は体罰あり群のみ有意であり（F（1,4）=5.244, 
p<.001）、体罰の単純主効果は中学校群（F（1,4）
=5.828, p<.05）、高校群（F（1,4）=3.086, p<.10）、
学外指導者群（F（1,4）=21.087, p<.001）で有意で
あった。体罰経験がないほうが、指導者の役割遂
行能力を高く評価していたといえる。大学だけは逆の
結果となっているが、大学は度数が10名に満たない
ので、サンプルの代表性が低い可能性があるといえ
る。校種に関しては、中学および高校の指導者に対
する評価が高かったといえる。

4．高校運動部員用ストレッサー尺度に関する分析
「指導者ストレス」「練習時間ストレス」「競技力スト
レス」「仲間ストレス」「怪我病気ストレス」の各得点
を算出し、校種×体罰の有無による2要因分散分析
を行った（表6）。
「指導者ストレス」得点について：校種×体罰の有

無の交互作用は有意でなかった。校種の主効果は
有意であり（F（1,4）=2.025, p<.10）、体罰の主効果
も有意であった（F（1,4）=22.446, p<.001）。体罰経
験があるほうが、ないよりも指導者ストレスが高かっ
たといえる。また指導者ストレスは、高校、大学、学
外を思い浮かべた回答者において高かった。　
「練習時間ストレス」得点について：校種×体罰の
有無の交互作用は有意でなかった。校種の主効果
は有意ではなく、体罰の主効果のみ有意であった（F
（1,4）=9.597, p<.01）。体罰経験があるほうが、な
いよりも練習時間ストレスが高かったといえる。中学
校、高校、大学、学外を思い浮かべた回答者、は
小学校を思い浮かべた回答者と比較して練習時間ス
トレスが高かった。　
「競技力ストレス」得点について：校種×体罰の有
無の交互作用は有意でなかった。校種の主効果の
みが有意であり（F（1,4）=3.786, p<.01）、体罰の主
効果は有意ではなかった。体罰経験の有無は、競
技力ストレスとは関連がなかったといえる。競技力ス
トレスは、高校、大学、学外を思い浮かべた回答
者において特に高かった。
「仲間ストレス」得点について：校種×体罰の有無
の交互作用は有意でなかった。校種の主効果のみ
が有意であり（F（1,4）=3.090, p<.05）、体罰の主効
果は有意ではなかった。体罰経験の有無は、仲間ス
トレスとは関連がなかったといえる。仲間ストレスは、

指導者ストレス 練習時間ストレス 競技力ストレス 仲間ストレス 怪我病気ストレス
平均値（SD） 度数 平均値（SD） 度数 平均値（SD） 度数 平均値（SD） 度数 平均値（SD） 度数

小学校 体罰あり 246.78 (294.40) 9 160.75 (88.94) 8 285.33 (225.24) 9 62.00 (116.99) 9 48.00 (46.13) 9

体罰なし 98.50 (72.08) 12 67.67 (65.65) 12 271.33 (195.15) 12 41.50 (34.50) 12 50.82 (72.01) 11

中学校 体罰あり 256.36 (264.84) 28 186.63 (118.12) 27 294.82 (210.40) 28 86.65 (82.91) 26 52.71 (55.25) 28

体罰なし 126.76 (162.79) 78 115.24 (98.11) 80 349.15 (224.80) 79 95.38 (103.74) 81 62.92 (61.63) 84

高校 体罰あり 298.22 (236.01) 60 170.86 (108.92) 64 445.36 (201.48) 59 116.69 (97.49) 64 82.66 (53.20) 65

体罰なし 161.36 (183.10) 208 124.04 (103.98) 215 377.78 (210.65) 211 87.24 (82.54) 216 77.32 (68.60) 217

大学 体罰あり 451.00 (560.80) 3 236.33 (190.57) 3 343.67 (183.73) 3 168.67 (220.30) 3 77.00 (103.76) 3

体罰なし 220.77 (264.26) 13 185.83 (154.23) 12 354.62 (247.83) 13 166.38 (136.05) 13 82.38 (85.59) 13

学外 体罰あり 388.67 (293.23) 9 198.89 (123.11) 9 383.89 (153.76) 9 106.63 (90.33) 8 74.78 (59.69) 9

体罰なし 158.84 (144.98) 19 157.16 (96.00) 19 367.00 (196.53) 18 58.94 (57.25) 17 77.26 (67.91) 19

表6．高校運動部員用ストレッサー尺度の各下位尺度毎の平均値（SD）
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高校、大学、学外を思い浮かべた回答者において
特に高かった。
「怪我病気ストレス」得点について：校種×体罰の
有無の交互作用は有意でなかった。校種の主効果
のみが有意であり（F（1,4）=2.418, p<.05）、体罰の
主効果は有意ではなかった。体罰経験の有無は、
怪我病気ストレスとは関連がなかったといえる。怪我
病気ストレスは、高校、大学、学外を思い浮かべた
回答者において特に高かった。

5．運動部活動で守られるべき部員の権利について
運動部員の守られるべき権利について複数回答で
選択した結果は、表7の通りであった。最も多く選択
されたのは、“公平に指導を受けること”（23.5％）であ
り、次いで“性的な嫌がらせを受けないこと”（21.1%）
であった。しかし、“下手でも試合を楽しめること”を
選択したのは14.1％に留まることから、部員が求めて
いるのは、実力主義に則った上での、人間の尊厳と
いう意味での、差別されない人間的な扱いであると考
えられる。“言葉で傷つけられないこと”、“部内で先
生や先輩に自由に意見を言えること”はともに17%台
であった。中学校・高校の運動部は勝利を目指して
弛まぬ努力を要する活動をしているが、やはり人間の
基本的な尊厳や個人の人間性の重視は重要なことで
あろう。少なかったのは、“都合が悪ければ練習を
休むこと”であり、わずか6.0％であった。運動部は
集団で活動をしており、団体競技であれば欠席者が
いると練習に直接的な影響が及び、個人競技であっ

ても欠席することが他の部員に与える影響を考慮する
のであろう。
わが国の社会のおける組織のあり方を考えるという
観点から、日本の雇用・労働状況をみると、労働者
は企業間の生存競争のため長時間労働を強いられ
る状況にある。西谷（2011）によれば、我が国も国
際的に推進されているディーセント・ワーク（働きがい
のある労働）という考え方を目指すべきであるが、それ
が諸外国と比べて非常に実現されていないと指摘し
ている。運動部活動は労働ではないが、厳しい競争
にさらされ成果を出さなければならない状況で日々 活
動する、という点は共通かもしれない。運動部活動に
おいても、各部員が尊厳をもって、差別されず、公
平に処遇されるディーセントなあり方を目指すことがで
きれば理想的なのであろう。
　

まとめ

本研究の調査結果からは以下のことがいえる。

1． 体罰に鍛錬効果や競技力向上効果があるという
認識は、小・中・高・学外では高く、大学では低い。
体罰経験がない人も、体罰の効果は低いとみて
いる。体罰経験（目撃）者自身がいわゆる「学校
教育（中高）の運動部」での体罰に、鍛錬効果
や競技力向上効果を見出しがちである。しかし
学外クラブ等の指導者に対しても、同様の傾向
はみられた。

2． 体罰を行う指導者の人物像については、指導者
を精神的に未熟とみる傾向は、校種における差
はみられなかった。先生には深い考えがあって
体罰をしていると考える傾向は、高校の運動部
指導者に関して最も顕著であった。指導者のタ
フネスについては、校種による差はみられなかっ
た。　

3． 指導者への信頼感については、体罰経験があ
る場合はない場合と比較して、指導者への安心
感は低く、不信感は高く、役割遂行能力への評
価は低いという結果が得られた。また、中学校、
高校の指導者は他の校種と比較して、安心感

度数 パーセント
1.言葉で傷つけないこと 399 17.1%

2.部内で先生や先輩に自由に意見
　を言えること 412 17.7%

3.都合が悪ければ練習を休むこと 140 6.0%

4.性的な嫌がらせを受けないこと 491 21.1%

5.下手でも試合を楽しめること 329 14.1%

6.公平に指導を受けること 548 23.5%

7.その他 11 .5%

2330 100.0%

表7．中学・高校運動部で守られるべき生徒の権利（複数回答可）
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は高く、不信感は低く、役割遂行能力への評価
は高い傾向があった。

4． 運動部員のストレスとの関連性では、体罰があ
るほうが指導者ストレスが高く、練習時間スト
レスが高かった。競技力ストレス、仲間ストレ
ス、怪我病気ストレスは体罰の有無とは関連が
なかった。校種では、高校、大学、学外にお
いてはいずれのストレスも高かったことが示され
た。

5． 中学校・高校の運動部員が考える、部員の守
られるべき権利については、差別されないこと、
公平に扱われることが希望されていたが、下手
でも試合を楽しめること、練習が休めることは希
望する度合いが低かった。
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