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Abstract
The purpose of this study was to investigate how homophobia is constructed in school physical education. 

Semi-structured interviews were conducted for 9 students who majored in physical education at A University of 

Education, and 5 students, three “sexual majority women” (cis-gendered, heterosexual) and two “sexual majority 

men” (cis-gendered, heterosexual), were selected for the analysis. The contents of interviews were about 

experiences what they had seen or heard discriminating words and actions in respect to sexuality.

The result showed that heterosexism is accepted by getting information through media and school life, and 

that the consciousness is strengthened through “joke about sexuality” in school life in general. It was assumed 

that the “joke about sexuality” performed by male athletes inside of school-based extracurricular sports clubs 

is a tool to feel their “status as 'men'” and to “bond” with other than the targeted person. In addition, it was 

considered that the coaches actively use “joke about sexuality” with the clear intention of “helping to smooth 

communication” and “constructing normative masculinity”. Furthermore, it was shown that misogyny is also 

constructed in school-based extracurricular sports clubs by prohibiting romantic love only for female athletes.

It was concluded that homophobia and misogyny are artfully created in school-based extracurricular sports 

clubs, and that homosociality is constructed including coaches in some cases. In this culture, students and athletes 

are expected that they learn the essentiality of homophobia in sports instruction and become teachers who convey 

it to the next generation through the mechanism of “occupational socialization into physical education teachers”. 

In the future research, it will be necessary to investigate in more detail how homophobia and misogyny appear in 

the two relationships between athletes each other, and, athletes and coaches.
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1．問題の所在
2006 年にジョグジャカルタ原則が採択され，万人が法のもとに平等であり，性的指向や性自認に

より差別されることなく，あらゆる面で人権が保障されるべきであると国際法上宣言された．2014
年にはオリンピック憲章にも性的指向によって権利及び自由の享受が制限されることがあってはなら
ないと明記された．スポーツ界を含め，基本的人権として多様なセクシュアリティを認めていくこと
は世界的な趨勢である．日本でも，2015 年に渋谷区と世田谷区が同性カップルに対してパートナー
シップ証明書を発行することを決定するなど，性的マイノリティへの注目は近年急速に高まってい
る．

学校現場においても，文部科学省（2010；2014；2015；2016）によって性的マイノリティの児童生
徒に関する状況調査が行われ，当該生徒への対応に関する通知が出されると共に，議論が進められて
いる．他方で，日本の学校における「LGBT 生徒」に対するいじめの深刻さを報告した調査（Human 
Rights Watch（以下，「HRW」），2016）1）や，教員が同性愛や性同一性障害について教える必要性を
感じていても，自身が出身養成機関で学んでおらず，教えることが困難な現状を明らかにした調査

（日高，2015）などから，学校が性的マイノリティの児童生徒にとって生きづらい環境であることが
浮き彫りになっている．ジェンダーと教育研究では，学校には性別二分法とそれに基づくセクシズム
を伝達する「かくれたカリキュラム」が存在し（木村，1999），そうした「かくれたカリキュラム」
は「社会と同様，異性愛が唯一の自然なセクシュアル・オリエンテーションであることを前提とする

『ヘテロノーマティビティ』」を基本とするため，学校は「セクシュアル・マイノリティのアイデン
ティティ構築が困難な場になっている」（宮崎，2013, p.25）と，学校が異性愛主義を再生産する場で
あることも指摘されている．

一方，近代スポーツには，男性主導による近代的な産業社会システムの反映が色濃いとの指摘がな
されている（伊藤，2001）．男性性イメージの研究で知られるモッセ（1996=2005）は，「男性の身体
を鍛えることは，健康や衛生，あるいは力と運動技能の獲得ということにとどまらない意義」（p.73）
を持つと述べる．つまり，近代における体育とスポーツは，「男らしい美と性格を形成し，ステレオ
タイプを捏造」（同上書，p.73）する機能を維持し続けたと捉えられる．特にイギリスのパブリック
スクールで発展してきたスポーツに付与された理想は，「ヴィクトリアンの男性紳士の道徳以上のも
のではなかった」ことに加え，「それは女性を公的な場（例えばオリンピック）でのスポーツから排
除することを含んでいた」（多木，1995, p.155）．つまり，スポーツには発生当初からジェンダーが組
み込まれており，そこでは同性愛が異質，異常なものとして排除されてきたとされる（飯田，2004）．

体育・スポーツにおける重要なジェンダー問題の一つである，ホモフォビアに関する実証研究は英
語圏で蓄積がされてきている．例えば，体育を専門とする学生のホモフォビアが，それ以外の専門の
学生よりも強いことを明らかにした研究（O'Brien et al., 2013）や，学校の課外活動に着目し，特に
コア・スポーツ（アメリカンフットボール，野球，バスケットボール，サッカーなど）に参加してい
る男性のホモフォビアが強いことを指摘した研究（Osborn & Wagner, 2007）などの量的研究があげ
られる．さらに，若い男性を対象としたインタビュー調査によって，男らしさの獲得において同性愛
は排除すべきものであると捉えられており，その重要な要素としてスポーツが位置づけられているこ
とを明らかにした研究（Frank, 1993）なども行われている．日本における同様の研究は，近年着手
され始めたところであり，特に男性の体育・スポーツ領域において性的マイノリティが不可視化さ
れ，ホモフォビア及びトランスフォビアが強いことを明らかにした研究（藤山ほか，2014；三上・井
谷，2018）が行われている．体育・スポーツ領域において，特に男性のホモフォビアが強いというこ
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とは国内外で一貫してみられる調査結果である．
以上のことより，異性愛主義を基盤とする学校の中でも特に学校体育に関わる場においてホモフォ

ビアは強固になると言えるが，日本ではこれまで量的な研究によってその指摘がなされてきた．しか
し，量的研究のみならず，「『そこにある』世界（実験室のような特別に作られた研究状況ではなく）
にアプローチし，『内側から』社会現象を理解し，記述し，時には説明することを意図する」（フリッ
ク，2007=2016, p.ii）質的研究によって，学校体育でホモフォビアが強く表れる理由に迫ることがで
きるだろう．そこで本研究では，学校体育におけるホモフォビアがいかに形成されるのかについて，教
員養成課程に在籍する保健体育専攻の学生を対象としたインタビューを通して検討することを目的とし
た．

沢田（2001）は，体育やスポーツに関する価値観などを経験してきた結果，体育科教員養成への
道を選択し，職業としての体育教師に一体化していく継続的な過程を「体育教師への職業的社会化」

（p.207）と呼ぶ．その中でも教員養成課程は，体育教師への「職業的同一化の準備を通して職業を選
択する」（p.207）時期である．本研究の対象者である教員養成課程の保健体育を専攻する学生は，体
育やスポーツが内包するホモフォビアをおそらく何らかの形で経験してきた上で，「体育教師への職
業的社会化」に自ら参入した存在である．つまり，対象者たちは将来的に体育教師としてホモフォビ
ア文化を再生産する可能性をもつ．以上を踏まえ，本研究では教員養成課程に在籍する保健体育専攻
の学生を対象として，学校体育におけるホモフォビアを検討する．

2．研究方法
（1）インタビュー調査の対象者と実施時期 

2018 年 6 月に A 教員養成大学の保健体育専攻の学生を対象に行った質問紙調査2）において，記述
自由のアドレス記入欄を設けインタビューへの協力者を募った．質問紙調査終了後，記入のあったア
ドレスに対しインタビュー依頼のメール文を送信した．その中で，メールへの返信があり，承諾を得
ることができた 9 名に対し，2018 年 8 月から 10 月にかけてインタビュー調査を行った．そのうち語
りから十分なデータを得られた性的マジョリティ女性 3 名，性的マジョリティ男性 2 名3）の計 5 名を
分析対象とし，残りの 4 名は分析の対象から除いた．4 名の語りから十分なデータを得られなかった
理由として，被調査者にとってインタビューへの回答がセクシュアリティに関わる加害・被害の経験
を語ることにつながりかねず気軽に答えにくかったこと，あるいはセクシュアリティに関わる差別的
な言動がスポーツ活動の場では日常的で意識されにくいものだったことなどが推測される．

（2）インタビューの構成と方法
半構造化インタビューの形式をとり，セクシュアリティに関する経験について， ①上述の質問紙調

査の回答内容の確認，②「ゲイ」「ホモ」「レズ」などのことばを差別的に発言する人を見たり聞いた
りした経験，③「ゲイ」「ホモ」「レズ」などのことばを差別的に発言した経験，④体育・スポーツに
関わるところで「ゲイ」「ホモ」「レズ」などのことばを差別的に発言する人を見たり聞いたりした経
験，⑤昔と現在で性的マイノリティに対する意識に変化があった場合の理由，などの項目から聞き取
りを行った．

調査項目の設定は，筆者のこれまでの調査を踏まえて行っている．三上・井谷（2018）において
「大学在学中に，『同性愛』に対して差別的な発言をしたりひやかすような態度をとる人を見たり聞い
たりした経験はありますか」という質問に対し，「ある」と回答した人の割合は 18.5% であったが，
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その具体的内容を問う自由記述に「ゲイ」「ホモ」「レズ」ということばが頻出していた．このことを
踏まえ，前述の質問紙調査で「『ゲイ』『ホモ』『レズ』などのことばを差別的に発言する人を見たり
聞いたりした経験はありますか」という質問を設けたところ，61.8% の人が「ある」と回答した．こ
れら 2 つの調査から得られた数値を比較することに意味はないが，「ゲイ」「ホモ」「レズ」という具
体的なことばを用いて聞き取りを行うことによって，より幅広い経験についての語りが得られる可能
性が示唆された．そのため，セクシュアリティに関する経験について「『ゲイ』『ホモ』『レズ』など
のことば」を用いた差別的な言動に着目して聞き取りを行った．

（3）倫理上の配慮
インタビューは研究協力の承諾が得られた対象者に限り，インフォームドコンセントによる相互理

解を入念に行った上で，同意書の提出を依頼した．また，個人情報の取り扱いやデータの保管方法な
ど慎重に配慮することを対象者に約束し遂行している．

3．結果及び考察
（1）対象者について

対象者の性自認とセクシュアリティ，専門スポーツ，インタビューで語られたエピソード内容が生
じた場面を表 1 にまとめた．W を除く 4 名が学校体育における経験を語った．

表 1　対象者の概要

対象者 性自認とセクシュアリティ 専門スポーツ インタビューで語られた 
エピソード内容が生じた場面

V 性的マジョリティ男性 陸上競技 ・中学校の部活動，学校生活
・大学の体育会活動

W 性的マジョリティ女性 陸上競技 ・バイト先の塾
・中学校の学校生活

X 性的マジョリティ女性 陸上競技
・中学校の学校生活
・高校の部活動
・大学の体育会活動

Y 性的マジョリティ男性 陸上競技 ・高校の部活動（他校との合同合宿）
・高校の体育祭

Z 性的マジョリティ女性 ハンドボール ・高校の部活動，学校生活

（2）性的マイノリティに関する意識
本節では，対象者が性的マイノリティに関する呼称や，その存在をどのように認識していたのかを

確認する．以下，対象者の語りを引用する際には，意味が変わらない範囲で読みやすいように文章を
修正し，補足が必要な際には（　）で示している．

まず，性的マイノリティに関する呼称をどのように受け取っていたのかについて対象者は以下のよ
うに答えた．

（中学生の時に，「ゲイ」「ホモ」「レズ」ということばを）周りは言ってました．あんま正直僕分
かってなくて．／「ぼけ」とか「あほ」とか，そういうことばに近いニュアンスなんだろうなと
いう解釈だったので．（V ／性的マジョリティ男性）
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（下ネタが始まったのは，）小学校の時ぐらいやと思います．／小，中のクラスとかで．よく，
「レズ」とか「ホモ」とか，いろいろことばは，みんな言うじゃないですか．／中学校の時とか，
「また遊んではるわ」みたいな感じで．（X ／性的マジョリティ女性）

（「レズ」ということばを使い始めたのは）小学校高学年ですね．（「ホモ」「レズ」ということば
は）みんな知ってる感じでした．／「レズ」は何かもうすぐ使います．ほんまにそういう（差別
的な）意味じゃないですけど，逆に褒めことばみたいな感じです．（「仲が良すぎる」の）超えた
バージョンみたいな．（Z ／性的マジョリティ女性）

対象者は，「ゲイ」「ホモ」「レズ」を，周囲の生徒がよく言っていることばとして認識していた．
その中でも V は，その明確な意味が不明なまま，「ぼけ」「あほ」などと同義に捉えていた．一方で，
Z は「レズ」を「褒めことば」と説明しており，V とは解釈が大きく異なるが，いずれの場合も「ノ
リ」や「すぐ使う」ような，日常的に用いることばとして受け取られており，それは「また遊んでは
るわ」という X も同様である．

次に，性的マイノリティに関する意識に与える，テレビの影響について語られた．

（男性の）お笑い芸人とかが，明らかに違和感のある女装をして出てきて，「めちゃきもいねん」
とか，そういうことばを浴びせられて，それで笑いを取ってるイメージが，すごい強いです．

（X ／性的マジョリティ女性）

中学校ぐらいには，「ゲイ」とかっていうことばは知ってました．それは，テレビやと思うんで
すけど．（中略）最初に学ぶセクシュアル・マイノリティに対しての印象が「これって，何かい
じられるようなことなんや」みたいな．（Y ／性的マジョリティ男性）

『イケメンパラダイス』（注：テレビドラマ）みたいなやつで，あるんですよ．女の子なんですけ
ど，男子校に入ることになりました，みたいな．だから男の制服で入ったけど，生田斗真（注：
俳優）がその人のこと好きになったから，「ホモ」っていう表現があったんですよ．その時私，

「ホモ」ってことば知らなかったから，「ホモ」って何みたいな．（「ホモ」の意味については，）
友達に聞きました．（Z ／性的マジョリティ女性）

X は男性のお笑い芸人が「違和感のある女装」をして「笑い」の対象となっていたことを語り，Y
は性的マイノリティとは「いじられるようなこと」であるという印象を受けているが，いずれも否定
的な解釈である．また，Z はテレビで聞いた「ホモ」ということばの意味について友達から教えても
らうことで知識を身につけている．

このような経験を通して，対象者は性的マイノリティを以下のように認識していた．

小，中の自分って考えた時に，基本的に女の子が好きというか，男の子って好きやなっていう
感覚があるっていうか，まぁ当然で．（中略）ほんまにそういう同性愛，男性の同性愛だったら
多分自分とは異質なものっていう風に，まぁ違和感というか，多分否定的な考え方はしてたん
じゃないかな．嫌やな，漠然的に．なんか自分がされたらとか云々じゃなくて，ぼんやりもう
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嫌，「違うし何か嫌やな」みたいな感覚はあったんじゃないかなとは思いますけどね．（V ／性的
マジョリティ男性）

（性的マイノリティは）何か違うなっていうか，変やなっていうのは思ってたと思います．中学
の時は，多分．（中略）自分の感じが普通やと思ってるから，（性的マイノリティは）普通じゃな
いというか．しかも，周りの友達も自分と一緒って考えたら，何か違うなっていう風に思ってま
したね，絶対．（W ／性的マジョリティ女性）

（女性を好きになることが）当たり前やとして，どっかで育ってきてる自分がいたので．その
（同性愛の）世界を知らなかったっていうか，あるんやろうけど，もっとすごい遠い所の，め
ちゃめちゃ少数な話やと思ってたんで．（Y ／性的マジョリティ男性）

V，W，Y はこれまで，異性愛が「当然」「普通」「当たり前」であると認識していた．そして，Y
を含め 5 名中 3 名は同性愛などの性的マイノリティという存在は極めて少数派であると思っていたこ
とを語った．

稲葉（2010）は，「日本の学校教育での子どもの性の教育における基本的枠組みは，強制異性愛と
性情報からの隔離」（p.261）だとする．「強制異性愛」とは，「異性愛のほかの性的指向を認めないこ
とによって制度として成立，維持される」ものであり，そうした仕組みによって「日本の同性愛の子
どもたちは，公的カリキュラムの教育構想から除外され，不可視の存在であることを強いられてき
た」（p.262）と指摘する．そして，「同性愛者の不可視化」は「同性愛者のイメージを強制異性愛に
基づくメディアからの情報を中心に形成することを助長」し，メディアの発信する偏った同性愛者の
イメージは，「同性愛嫌悪の増長，強制異性愛の強化，ついには同性愛者を抑圧するという負のスパ
イラルを日常生活で発生させる」（p.263）と述べている．稲葉の指摘どおり，対象者たちが，学校生
活やメディアを通して「強制異性愛」に基づく価値観を内面化し，それを改善する機会を得るどころ
か，むしろ強化するような環境で過ごしてきたと考えることができる．

（3）「セクシュアリティ・ジョーク」への注目
本節では，「セクシュアリティ・ジョーク」に注目して，異性愛主義に基づく価値観が，学校生活

の中でいかに強化されていくのかを検討する．鈴木（2012）は「『いじめチックなこと』（『悪ふざ
け』や『いじり』など）」は，それが「いじめ」であるかどうかの判断が難しく，判断する人の立場
によっても解釈が異なることを指摘している．そのため，「『いじめ』の根本的な解決，そして解明を
目指すためには，『いじめ』と認識されるかされないかは関係なく，行為それ自体を対象として検証
すべき」（p.64）であると主張する．鈴木の主張を参考として，本稿では「セクシュアリティ・ジョー
ク」を「セクシュアリティに関するからかい，冗談，いじりなどの行為」と定義するが，HRW

（2016）の調査や本稿の事例に見られるように，それらは往々にして深刻ないじめや差別に発展しう
るものである．

①学校生活全般における「セクシュアリティ・ジョーク」
本項では，学校生活全般における「セクシュアリティ・ジョーク」について検討する．まず，V，

W の語りから，生徒同士の「セクシュアリティ・ジョーク」について見ていく．
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超一部なんですけどヤンチャなというか．こう活発なグループっていうのが男の子の中であっ
て．（中略）そのグループの中で，（ゲイだと思われるような）ある出来事がきっかけでいじられ
てる子がいて，学校で永遠にいじられ続けてるような感じで．本人がいないところで授業中に
も．（V ／性的マジョリティ男性）

弱々しいっていうか，男らしくないって言ったらあれですけど．強い，男らしい男の子同士がわ
あわあしてるのは何も言わんけど，それとは対称的な，あんまり女子とも喋らん，いわゆるみん
なが言う「インキャ」みたいな男の子らが結構仲良くしてるのが見られたら，そういうことに対
してふざけて言う人もいる．／何かハーフっぽい男の子がいて，めっちゃ身長もでかいし，太っ
てるっていうか，ごついんですけど，なよなよしてたんです．ちょっと女の子っぽいっていう
か．でもその子はそんな 1 軍じゃないというか，こっちの下のほうなんで．／男の子ら，女の子
らが，下の男の子らに言う．言ってる側は，1 軍．クラスで上のほうにいる．ヤンキーみたいな
やつらとかいたんで，結構．（W ／性的マジョリティ女性）

W は，「1 軍」に属する「ヤンキー」の生徒たちが，「下のほう」に属する「男らしくない」男子生
徒に対して「セクシュアリティ・ジョーク」を行う様子を語った．鈴木（2012）は「同学年の児童や
生徒の間で共有されている『地位の差』」を「スクールカースト」（p.6）と呼び，「上位のグループか
ら下位のグループへの関わりが繰り返しある場合に，『地位の差』は顕在化する」（p.141）と述べる．
つまり，W が「1 軍」と呼ぶ生徒たちは「セクシュアリティ・ジョーク」を通して，「スクールカー
スト」を顕在化させていると考えられる．

しかし，「スクールカースト」を顕在化させるために，なぜ「セクシュアリティ・ジョーク」が用
いられるのだろうか．W は上位の生徒を「ヤンキー」，下位の生徒を「インキャ」と呼び，V も「ヤ
ンチャ」な生徒たちが「セクシュアリティ・ジョーク」を行っていたと述べる．知念（2018）は，

「ヤンチャな子」を対象としたエスノグラフィーを行い，彼らが「インキャラ」ということばを自ら
に適用する場合には「親密性」を確認する機能を，男子の「インキャラ」に対する攻撃として用いら
れる場合には侮辱・攻撃・批判といった実際上の意図を実現する機能を有するとしている．そのよう
な行為を通して，「〈ヤンチャな子ら〉は日常的に，自分を集団の内部に位置づけたり，外部の者を措
定し，集団の境界を構築」（p.130）するのである．さらに知念は，「ヤンチャな子ら」がわざとらし
い「内股ぎみの走り方」を集団内での冗談として行い，その行為を「インキャラ」と指し示したこと
から，「男子を貶める言葉には女性性や同性愛が象徴的にほのめかされていることが多いが，〈イン
キャラ〉もその例外ではない」（p.126）とも指摘する．V や W が「ヤンチャ」「ヤンキー」と呼ぶ生
徒たちは，侮辱や批判といった意図を含みこんだ「セクシュアリティ・ジョーク」を通して攻撃対象
の生徒の男性性を貶めることによって，彼らを外部に位置づけ，「スクールカースト」という名の境
界線を顕在化させていると考えられるだろう．

学校生活全般における「セクシュアリティ・ジョーク」について，対象者からは生徒同士のやりと
りを中心に語られたが，HRW（2016）の調査では，29% の生徒・学生が「学校の先生が LGBT に対
する暴言，否定的な言葉，もしくは冗談を言うのを聞いたことがある」と回答している．小宮（2012）
は，ゲイの青少年へのグループインタビューを通して，彼らが遭遇した教師の差別発言を聞き取り，

「学校の保健の授業」で「同性愛者がいるけど，それはなんか，まともじゃない」（p.95）という発
言や，「障害者の人には，優しく接するとか助けるっていうのがあったとしても同性愛者，ゲイとか
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は笑われる存在っていったらアレだけど，笑いネタとして使われる」（p.97）という発言が見られた
ことから，「教師の知識の乏しさ・人権意識の欠落」（p.97）によって差別発言が生じることを指摘し
ている．一方，三輪（2016）は三重県内の教職員に対する質問紙調査の結果から，「私自身，『ゲイ』
や『レズ』という言葉を軽はずみに発言し，おもしろがっていたときもありましたが，そのことが
LGBT に関わる人たちを傷つけていたのだと反省しています」（p.124）という教員の自由記述を紹介
している．これらのことから，学校生活においては，教員による「セクシュアリティ・ジョーク」が
確かに存在し，それらは「知識の乏しさ・人権意識の欠落」などによって引き起こされることが理解
できる．一方で，教員が正しい知識を得ることによって，それが反省すべき行為として捉えられる可
能性が示唆される．

②運動部活動における「セクシュアリティ・ジョーク」
本項では，運動部活動（以下，「部活動」）における「セクシュアリティ・ジョーク」に注目する．

それは前項で示したものと共通性があるものの，とりわけ男子の結束や，男らしさの形成のために用
いられるという，独特な部分が見られる．

対象者は部活動における「セクシュアリティ・ジョーク」について以下のように語った．

（中学校の部活動指導者が，練習後の男子更衣室で，）男同士で仲良くしてる場面とか見たら，
「おい，お前らゲイか，付き合ってんのか」みたいな，とかは正直あったのは，結構多かったで
すね．（中略）先生も女子は絶対この場にいないってことが分かってて．男子同士のノリという
か，多分先生の中にあるというか．男子でしかできないノリというか．（V ／性的マジョリティ
男性）

よく（大学の）部活で男子とか，何か言ってますけど．下ネタで楽しそうにしゃべってはるな．
（中略）ちょっと小声でこう，何か喋るみたいな．私ら（女子）にはちゃんと聞こえへんように，
ちょっと小声で．多分，そういう下ネタの話をして，めちゃ笑ってるっていう印象が強いです．

（X ／性的マジョリティ女性）

V，X はともに，部活動における「セクシュアリティ・ジョーク」を，女子がいないところで行わ
れる「男同士のノリ」として捉えている．それではまず，指導者による「セクシュアリティ・ジョー
ク」の具体的な内容とその機能について，V の語りから確認する．

（中学校の指導者が）「お前ら 1 日何回しこってんのや？」みたいな．「まぁ週 2 回とか」「結構毎
日します」とか言ってて，「1 日 2，3 回してんちゃうか？」みたいな．ほんまに先生こんなん言
うんや，とか．そういうくだりはあって，多分それの一環で「お前ら付き合ってんのか？」みた
いな．／基本的にめちゃめちゃ厳しい人というか，笑ってることの方が少ない人で．ほんまに
ずっと眉間にシワがよってるような人だったんで，そういう一面があると逆に安心するという
か．（V ／性的マジョリティ男性）

「めちゃめちゃ厳しい」V の指導者は，選手との絆を促進するための「潤滑油」として「セクシュ
アリティ・ジョーク」を利用している．Curry（1991）は，大学生男子アスリートのロッカールーム



― 29 ―― 28 ―

運動部活動におけるホモソーシャリティの形成

において，コーチがあるアスリートのガールフレンドをからかいの対象とすることで，アスリートと
の社会的距離を縮める様子を観察し，「ロッカールームでは女性に対する否定的な見方が一般的であ
り，アスリートとコーチの絆を促進するのに役立つ」（p.131）と述べる．Curry の例はコーチのミソ
ジニスティックな発言に注目しており，V の指導者のホモフォビックな発言とは異なるように思われ
る．しかし，Fair（2011）は，高校レスリングチームにおけるエスノグラフィーを通して，「『女々し
い』と『ホモ』は象徴的に同義語であり，両方が受動的で挿入される『他者』を表し，規範的な男ら
しさを定義している」（p.501）と主張する．つまり，ミソジニスティックな発言とホモフォビックな
発言は，規範的な男らしさの形成においては「象徴的に同義語」である．

V は，指導者の「セクシュアリティ・ジョーク」について，さらに以下のように語った．

（指導者が）ミーティングの中で，「お前ら知ってんのか？ゲイとかトランスジェンダーとか違い
わかってんのか？」みたいな．注意喚起というか，そういう感覚やったんやと思いますけど．／
正しい知識が多分その先生にあったんですよ．先生でも正しい知識持ってても，そういうノリに
なったらそういういじり，「あ，するんや．してもいいんや」じゃないけど．（V ／性的マジョリ
ティ男性）

V の指導者は，「正しい知識」を有していながらも，絆を促進する「潤滑油」としての「セクシュ
アリティ・ジョーク」を行っているが，Fair（2011）はこのような「セクシュアリティ・ジョーク」
ではなく，コーチがホモフォビック／ミソジニスティックな発言を用いて，選手たちに規範的な男ら
しさを身につけさせる様子を描き出した．すなわち，部活動における指導者の「セクシュアリティ・
ジョーク」は，先述したような教員の「知識の乏しさ・人権意識の欠落」によって引き起こされるも
のとは異なっている．つまり，知識を得ることで反省すべき行動として捉えられるようなものではな
く，それはむしろ「潤滑油」や「規範的な男らしさの形成」という明確な意図をもって積極的に行わ
れると考えられる．

部活動指導者が行う「セクシュアリティ・ジョーク」は，他の教員によって引き起こされるものと
は明らかに異なっており，部活動において指導を受ける選手たちに影響を与える．この点について，
Y の語りから検討する．

高校の（陸上競技）選抜合宿っていうのがあるんですけど，いろんな高校から各種目のその年の
記録上位 5 人ぐらいが集まってくる感じで．その中でおんぶして往復するリレーの時に，めちゃ
めちゃ声が高い男の子がおって．その子がその高校では，本当かどうか分かんないですけど，ゲ
イとしていじられてて．／部屋もその子と一緒やったんですけど，何か喋るたびにその声の真似
して．最初は声が高いこといじってるだけかなと思ったんですけど，もうシンプルに「お前ゲイ
や」みたいなこと言い始めて．これいじりじゃないな，いじめちゃうみたいな感じで．（Y ／性
的マジョリティ男性）

Y からは，「めちゃめちゃ声が高い」ことを理由に「ゲイ」と見なされている選手への攻撃的
な「セクシュアリティ・ジョーク」が語られた．このような部活動集団の「内部」における「セク
シュアリティ・ジョーク」は，「ヤンチャ」「ヤンキー」の生徒たちが攻撃対象を集団の「外部」に
位置づけたり，集団内の冗談によって「親密性」を確認するようなものとは明らかに異なっている．
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Messner（2002）は，「男性グループの 1 人または複数のメンバー」のうち「弱さを丸出しにする男
子や男性」を「象徴的に『女』，『女々しいやつ』，『ホモ』」として標的にすることを通して，「グルー
プのメンバーが結束し，『男』としての彼らの地位が十分に保証されていることを実感する」（p.35）
のだと主張する．つまり，部活動集団の「内部」で行われる選手同士の「セクシュアリティ・ジョー
ク」は，学校生活全般における「スクールカースト」の顕在化と同様に，「『男』としての地位」を確
認するためにも行われるが，それだけでなく，標的とされる選手以外の「男」たちが「結束」するた
めの方法として用いられるのである．

セジウィック（1985 ＝ 2001）は，同性間の社会的な絆をホモソーシャル，同性愛的な絆をホモセ
クシュアルとして区別し，女性の場合には両者が途切れのない連続体を形成しているのに対し，男性
の場合はそれらがホモフォビアによって断絶され，ホモソーシャリティはミソジニーによって維持さ
れることを指摘した．V の指導者の「おまえらゲイか」という発言や，Y の語りにおける声の高い男
子への攻撃は，ホモフォビアを顕在化させ，自分たちのホモソーシャルな絆をホモセクシュアルから
切り離す行為であると捉えられる．

ここまで，部活動における「男同士のノリ」としての「セクシュアリティ・ジョーク」を検討し，
それが偶発的に起こるのではなく必然性を伴って生じることを確認したが，それは女子の間でも発生
する．しかし，その表れ方には大きな違いがある．

同期のハンド部の子らに対して，「レズやん」，「レズちゃう」みたいな感じで言ってたかもしれ
ないです．それを「言ったらあかんことばやで」とか思わずに，同意する感じで，「めちゃめ
ちゃ仲いいよな」，「一線越えてんちゃう」みたいな感じのことをよく言ってました．でも，本
人らも別に嫌がってたりとかなかったし，単なるいじりとして言ってました．笑いながら，「付
き合ってないし」，「違うし」みたいな．ノリです．完全に．／（特に仲の良い 2 人が，）毎日電
話しとるんですよ．「昨日，電話してな」みたいな，その話の初めで，「もう待った」みたいな．

「できてるやん」，そんな感じです．よくチューするんですよ，ほっぺに．それ見て，「もうえ
えって，やめとけって」みたいな感じです．（Z ／性的マジョリティ女性）

Z から語られた「セクシュアリティ・ジョーク」には，男子の場合に生じている「潤滑油」や「結
束」という機能が見られない．Z は女子同士の「セクシュアリティ・ジョーク」について，以下のよ
うに語る．

腕組んで歩いたりとかは，（中略）女の子ってあるあるなんですけど，そんな感じです．特別
「やばいやん」とか思ってなかったです．（Z ／性的マジョリティ女性）

Z によると，女子同士の親密さは「あるある」で，「やばい」ことではないという．セジウィック
（1985 ＝ 2001）が指摘したように，女性のホモソーシャルとホモセクシュアルとは途切れのない連続
体をなしているため，男性に比べて女性同士の親密さが大きな問題にならないことは一般的な傾向で
あり，それは部活動においても見られる．それゆえ，女子の「セクシュアリティ・ジョーク」は男子
に比べて緩やかに行われていると考えられる．
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（4）運動部活動における「恋愛指導」
前節では，学校生活全般と部活動を対比し，部活動においては「セクシュアリティ・ジョーク」を

通したホモフォビアの顕在化によって，ホモソーシャリティが形成される様子を確認した．それで
は，ホモソーシャルな絆のもう一つの重要な要素であるミソジニーは，部活動においてどのように表
れるのだろうか．本節では，V，X，Y から語られた，女／男で異なる「恋愛指導」に焦点を当て，
部活動におけるミソジニーを検討する．

基本的には部活としては恋愛禁止やっていう風にしてはったんですけど，（中略）特に女の子は
恋愛しちゃだめっていう．（中略）一応暗黙の了解というか，男子はまぁいいわみたいな．（V ／
性的マジョリティ男性）

（高校の時の部活動での決まりとして，恋愛は）男子は多分，他の部活（の人との恋愛）やった
らオッケーでした．女子は，駄目でしたね．（X ／性的マジョリティ女性）

V，X はともに，女子は恋愛を禁止されていた一方で，男子は許可されていたことを語った．それ
はどのような理由によるものなのだろうか．V，X と同様に，女子に対する恋愛の禁止について述べ
た Y の語りも含めて確認する．

なんか女の子は一応，その指導論的には，恋愛したら弱くなると．競技成績が悪くなるっていう
のがあって，（V ／性的マジョリティ男性）

女性ホルモンの問題というか．恋愛したら，太りやすくなるみたいな，めちゃ言われてたんで．
（中略）あと，自分らで勝手に思ってたのは，やっぱり付き合ったりしたら，そっちに気持ちが
いきやすいから，陸上に対しての真剣度合いが 100% 注がれるわけじゃなくなるっていうのが，
多分大きいと思います．（X ／性的マジョリティ女性）

（高校の部活動の指導者が，）「おまえ，女のままやったら勝てるわけないんやから，自分が女
やって思うのやめろ」みたいな感じがありましたね．「強くなりたいんやったら，彼氏とか作っ
て遊んでる場合じゃないし，もっと体をごつくして，陸上のためにすべてをささげなさい」みた
いな感じがありました．（Y ／性的マジョリティ男性）

X からは，「女性ホルモンの問題」で「太りやすい」ことを根拠に，女子のみ恋愛を禁止されてい
たことに加え，選手たち自身が，女子は恋愛に「気持ちがいきやすい」と思っていたことが語られ
た．一方で，3 名の語りに共通することは，「競技成績」，「100%」の「真剣度合い」，「陸上のために
すべてをささげなさい」というような，部活動最優先の勝利至上主義である．熊安（2004）は，女
性のみが課される恋愛の禁止とは，「てっとり早く競技成績を出すために，外界との関係をシャット
アウトし，女性競技者をコーチやスポーツ組織内の人間関係のなかに閉じ込めて管理する」もので
あり，「勝利至上主義の価値観が支配的であるところでは，内部の人権問題などは後回しにされる」

（p.158）と指摘する．部活動においては勝利至上主義の価値観が支配的であり，それを理由に女子の
恋愛が禁止されるという人権問題が発生していると考えられる．さらに V からは，指導者が女子の
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恋愛を禁止しながらも，より堅固に管理するために恋愛感情を利用する様子が語られた．

先生の指導論的には，「みんな先生を好きになってくれ」と．女子は特に（先生が）男性やから，
ほんまに恋するぐらいの勢いでいいから先生のことを好いてくれと．そしたら自分の指導が通り
やすいって言ったら変ですけど，女子でも強い選手が生まれる．男子は恋愛感情は抱かんでもい
いから，一目置くような存在に，先生を置いてくれと．もちろんその立場になれるように自分も
行動するしっていう．（V ／性的マジョリティ男性）

V の指導者は，女子の恋愛を禁止しながらも，「強い選手が生まれる」ことを理由として，男性で
ある自分への恋愛感情を求めている．熊安（2004）は女性のみに課される恋愛の禁止について，「依
存させることによって利益を得ようとする搾取」（p.158）であるとも指摘しているが，V の指導者は，
勝利至上主義の価値観の中で，恋愛の禁止によって部活動に「依存」させるだけでなく，恋愛感情の
利用によって指導者個人に対しても「依存」させることで，より女子選手を管理しやすい状況を作り
出そうとしていると考えられる．

一方で，この指導者は，男子に対しては恋愛を許可し，「一目置くような存在」として認めてもら
えるように努めるとしている．上野（2010）は「ホモソーシャルな男が自分の性的主体性を確認する
ためのしかけが，女を性的客体とすること」であり，「女を性的客体とすることを互いに承認しあう
ことによって，性的主体間の相互承認と連帯が成立する」と述べ，「女を自分たちと同等の性的主体
とはけっして認めない，この女性の客体化・他者化，もっとあからさまに言えば女性蔑視を，ミソジ
ニーと言う」（p.29）と説明する．V の指導者は男子の性的主体性を認めると同時に，自分が男子に
認められるように努めるとする一方で，女子には恋愛を禁止し，彼女たちを同等の性的主体とはけっ
して認めていない．これは部活動で表出する明らかなミソジニーの形態であると言えるだろう．

4．結論
本稿では，学校体育における強固なホモフォビアがいかに形成されるのかをインタビュー分析を通

して検討した．その結果，異性愛主義は学校体育でのエピソードが語られる以前から受容されてお
り，その意識は学校生活全般における「セクシュアリティ・ジョーク」を通して強化されていること
が示された．部活動集団の「内部」において，男子生徒同士で行われる「セクシュアリティ・ジョー
ク」は攻撃対象以外の生徒・選手が自らの「『男』としての地位」を確認し，「結束」するための方法
として捉えられた．またそれが部活動の指導者によって行われる場合には，「潤滑油」や「規範的な
男らしさの形成」という明確な意図をもって積極的に利用される様子もうかがえた．さらに，女子の
み恋愛を禁止することによって，女性を性的客体とするミソジニーが部活動内でも作り出されている
ことが明らかになった．これらのことから，部活動においては巧妙にホモフォビアとミソジニーが生
み出され，時には指導者も含めたホモソーシャリティが形成される様子が理解できた．

さらに本研究では，ホモソーシャリティを作り出し維持するためのホモフォビアとミソジニーが，
部活動の文脈ではより優れた記録や高度なチームワークの達成のために活用され，選手たちは内心の
不服従を抱えることがありながらも，その文化になじみ従うことで体育教師への社会化の道を選択す
ることが明らかになった．このような「体育教師への職業的社会化」のメカニズムによって，学生・
選手はスポーツ指導におけるホモフォビアの不可欠性を学び，それを次の世代に伝達する教師の立場
になっていくことが予想される．
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最後に，選手たちが単に社会化されるだけの存在ではなく，抵抗の主体でもあることを，Y と X
の語りから示す．

（高校の陸上競技選抜合宿でのおんぶ走の時に，）ペアをその（ゲイとしていじられている）子と
組むんが嫌やみたいな風潮があるのを見てて．この感じを持ち込むのやめてほしいなっていうの
を，すごい不快に感じたのを覚えてます．／僕の高校から行ってるの 1 人で，その集団でうまく
やっていかなっていうのはあったんで．ここで「やめろや」みたいな，変な感じになると思っ
て，行動には移せなかったですけど．おんぶ走のペアは「ああ，じゃあやろう」みたいな，僕か
ら言って普通にやりましたね．（Y ／性的マジョリティ男性）

（恋愛禁止の高校の部活動で，）みんなばれへんかったらいいやろう精神やったんで，自分も恋愛
してたので．みんなで，隠すのに必死でした．（X ／性的マジョリティ女性）

Y は，集団の中で自分がうまくやっていかねばならないというプレッシャーを抱えながらも，「ゲ
イ」としていじられている選手への「セクシュアリティ・ジョーク」が練習に持ち込まれることを不
快に思い，「おんぶ走」のペアを自分から申し出ている．また，X は，恋愛を禁止されながらも，指
導者に隠しながら恋愛をしていたことを語った．これらのことから，選手たちが単にホモソーシャリ
ティの形成に加担し，指導者に対してただ従順に「体育教師への職業的社会化」を遂げるような存在
ではなく，その支配的な環境や雰囲気に疑問や抵抗を感じながら，時には行動する主体であると言え
るだろう．

本研究は回顧的なインタビューに基づいており，対象者の記憶が修正されている可能性が否定でき
ない．また，「セクシュアリティ・ジョーク」の中でもホモフォビアに関する内容の聞き取りに限定
したため，選手同士の相互作用から生じるミソジニーについては十分に検討ができなかった．さら
に，学校体育におけるホモフォビアについての検討を試みたものの，対象者からは部活動に関する内
容が多く語られ，学校体育全般におけるホモフォビアについては検討ができなかった．加えて，協力
者を募る際の方法により，その専門スポーツにも偏りが出てしまった．このように本研究は多くの限
界を抱えている．しかし，分析を通して「選手同士」と「指導者」という 2 つの人間関係が重要な検
討対象として浮上した．今後はそれぞれの関係性においてホモフォビアとミソジニーがいかに表出す
るのかを，より詳細に調査する必要がある．また本研究では「セクシュアリティ・ジョーク」を「体
育教師への職業的社会化」に参入する性的マジョリティの視点から検討したが，同じ現象を性的マイ
ノリティの視点から検討すれば，異なる知見を得られるだろう．「セクシュアリティ・ジョーク」と
いう現象を多角的に検討することも今後の課題としたい．

注
1） 14 の都道府県において 2015 年 8 月から 12 月に行われた，18 歳未満の性的マイノリティ 13 名，

子ども時代の経験を語った 18 歳以上の性的マイノリティ 37 名，及び学校教職員や政府関係者な
ど 50 名以上を対象とした調査である．日本の学校でのセクシュアリティに基づくいじめや差別の
現状とその対応の実態について明らかにした（HRW, 2016）．

2） 本稿でその内容には触れないが，A 教員養成大学において保健体育を専攻する学生の性的マイノ
リティに関する意識について行った調査である．
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3） 前述の質問紙調査の際に，対象者に「1 戸籍上の性，2 性自認，3 性的指向」の回答を求め，「1 
女性，2 女性，3 男性」であれば「性的マジョリティ女性」，「1 男性，2 男性，3 女性」であれば

「性的マジョリティ男性」であると定義した .
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