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Abstract: The purpose of this study was to identify issues related to the treatment of sex/gender in studies on 
the effectiveness of athletic club activities, conducted by comparing individuals belonging and not belonging to 
athletic clubs, through a critical review of gender and sexuality perspective.

The materials for this review, “studies on the effectiveness of athletic club activities”, were collected according 
to Imashuku et al. (2019). The present study was conducted with reference to previous work that had pointed out 
existing problems related to gender perspective. In addition, to clarify the perspective of this study, transition of 
the gender concept was summarized, along with a discussion of sexual diversity.

The gender of the respondents in 149 articles was collected. Among them, 12 articles did not report the gender 
of the respondents (8.1%), 12 articles reported all-female samples (8.1%), 25 articles reported all-male samples 
(16.8%), 91 articles reported both female and male samples (61.1%), and 9 articles included “neither,” “blank,” or 
“no-answer” in addition to female and male samples in the analyses (6.0%).

An asymmetric nature between the all-male samples and all-female samples was evident. Articles with all 
female samples stated the reasons for setting the participants, unlike those with all male participants. In articles 
that included both female and male participants in the analysis, it became clear that there were problems with 
analytical methods that ignored gender differences or assumed sex differences. In addition, there were problems 
with interpretation that left gender differences unaddressed or considered them in terms of sex-related traits. The 
present study also reviewed how sexual diversity can be masked due to research design, exclusion of “no-answer,” 
and non-consideration of minorities. Finally, using one article as the object to be considered, a concrete example 
of the significance of introducing a gender perspective was included.

Through this review, it is argued that there is a need to re-examine “studies on the effectiveness of athletic club 
activities” from a gender perspective, and also for social construction of gender and sexual diversity in research 
design, analysis and discussion.
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Ⅰ　問題の所在

1.	 「運動部活動の効果研究」に対する批判的検
討の必要性
本研究は，運動部活動に様々な社会的意義を与

えてきた実証研究をジェンダー・セクシュアリテ

ィの視点から批判的にレビューすることを通じ

て，これらの研究群において「性」に基づく権力

関係が等閑視されている状況を明らかにするもの

である．

2020年 7月，ヒューマン・ライツ・ウォッチ

（2020）は子どものスポーツ活動，特に中学校・

高等学校の運動部活動に潜む暴力の実態を報告す

る文書を発行した．そこには凄惨な身体的・精神

的・性的暴力の数々が記されており，子どもたち
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が安心して活動できる環境をつくるための早急な

対応の必要性が再認識された．しかし，暴力や勝

利至上主義などの運動部活動に付随する様々な問

題（以下「運動部活動問題」と略す）に関する議

論は今に始まったことではない．例えば勝利至上

主義などの問題は 1900年代初頭にはすでに発生

していたことが指摘されているように，「運動部

活動問題」は歴史的に繰り返されてきた（神谷 , 

2015）．

なぜ「運動部活動問題」は繰り返されるのか．

その理由として神谷（2015）は，運動部活動固有

の教育的意義が十分に議論されてこなかったこと

をあげている．神谷（2015）によると，運動部活

動の意義は「道徳教育」「体力づくり」「競争」な

どの言説によって語られてきた．しかし，これら

の言説は他の教育活動で代替可能であったり，エ

リート養成を職務としない教師が担う必然性がな

かったりと，運動部活動を学校で実施する根拠を

示すものではない．それどころか，こうした言

説は「運動部活動問題」を「隠蔽したり，正当

化したりする役割」（p.313）を果たしてきた．し

たがって，繰り返される「運動部活動問題」から

抜け出るためには，「これまでとは異なる言葉」

（p.263）で運動部活動を語る必要があるのだとい

う．この主張を踏まえて本稿では，運動部活動固

有の意義に関する議論を遠ざけ，「運動部活動問

題」を正当化する働きをする運動部活動の教育的

意義に関する言説を「正当化言説」と呼ぶ．

一方，教育心理学，スポーツ心理学，発育発達

学などの分野では，運動部活動の教育的意義を実

証的に明らかにしようとする研究が意欲的に蓄積

されてきた．今宿ほか（2019）は運動部活動が生

徒の身体や心，社会関係に及ぼす影響を「運動部

活動の効果」と呼び，「運動部活動の効果」を検

討した実証研究（以下「運動部活動の効果研究」

と略す）に関する論文 111編を，その問題意識の

記述に着目してレビューすることで，対象とされ

てきた「効果」を「学校適応」「心理社会的発達」

「身体の発育発達」など 11類型にまとめている．

「運動部活動の効果研究」の多くは，運動部員と

非運動部員を比較して前者のポジティブな特徴を

明らかにすることで運動部活動に多種多様な意義

を見出そうとするものである．今宿ほか（2019）

は，こうした研究の意義とは「様々な課題を解決

する運動部活動の可能性を実証的に裏付けるこ

と」（p.12）にあると述べ，理論的な研究で指摘

されている効果についても実証研究の俎上に載せ

る必要があると主張している．このことから，運

動部活動の意義を語る上で実証研究は重要な位置

を占めていることがわかる．

しかし，これまで検討されてきた「効果」には

「正当化言説」が多く含まれていることは重要だ

ろう．つまり，「運動部活動問題」を隠蔽してき

た「正当化言説」が，運動部活動の教育的意義と

して語られてきた背景には，それを言説にとどめ

ず「実証的」に明らかにしようとする多くの「運

動部活動の効果研究」があると思われる．さらに，

保守系の政治家を中心として語られてきた「正当

化言説」は実際に教育政策へと反映されてきた

のであり（神谷，2015），そうした政策上の関心

に影響を受けながら「運動部活動の効果研究」は

行われてきた（今宿ほか，2019）．しかし，政策

決定過程における女性の割合は，戦後一貫して

低い状況が続いている（内閣府男女共同参画局，

2021）ことを踏まえると，「正当化言説」には男

性の視点が強く反映されていると推測できる．し

たがって，「運動部活動の効果研究」をジェンダ

ー・セクシュアリティの視点から批判的に検討

し，それらの研究における課題を明らかにするこ

とは，運動部活動固有の意義を議論するために必

要なプロセスだと考えられる．

2.	 運動部活動研究におけるジェンダー・セクシ
ュアリティ視点の必要性

しかし，「運動部活動の効果研究」をジェンダ

ー・セクシュアリティの視点で検討することが必

要なのは，「正当化言説」が男性の視点を強く反

映しているからというだけではない．このような

視点からレビューを行う意義をより明確にするた

めに，運動部活動について論じたスポーツとジェ

ンダーに関わる先行研究をまとめる．

「運動部活動問題」を批判的に論じた中村
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（1995）は「スポーツを知るということは近代と

いう時代と社会を知るということであり，『部活

問題』を解決するということは近代を克服する

理念と方法を追求することでなければならない」

（p.104）と述べている．これは運動部活動の主た

る内容が近代スポーツであることを端的に表現し

ているが，スポーツとジェンダー研究の視座に立

つと，この指摘は極めて重要である．主に 19世

紀のイギリス，エリート男性を中心として近代

化されたスポーツは「男らしさ」を育成するた

めの教育的手段として活用され，その制度全般

が男性に有利に働くよう設計されてきた（岡田，

2010）．先行研究においては，そのようなスポー

ツを実践する運動部活動への参加による影響が，

生徒たちの性のあり方によって異なることが明ら

かにされている．

日本の高校男子ラグビー部で参与観察を行った

Light （2008）は，選手たちが運動部活動を通じて

自身の社会経済的地位と絡み合った形で男性性を

獲得していく様子を描いた．また，中学生を対象

に質問紙調査を行った羽田野（2001）は，「運動

部に所属すること」が男性にとっては男性性を形

成する方向性と合致する一方で，女性にとっては

「女性であること」との不適応につながることを

指摘した．これらの研究は，運動部活動への参加

が生徒のジェンダー形成に影響を与えること，そ

れが男女でまったく異なる方向に働くことを示し

ている．

男女間の関係性に着目した研究も行われてい

る．羽田野（2004）は，中学校の柔道部を対象に

参与観察を行い，男女が一緒に活動をする場合で

も両者が対等に競い合う状況が巧妙に避けられる

ことによって，身体的な男性優位という神話が維

持されることを指摘している．また，高校野球に

着目した Blackwood （2010）は，女性が選手とし

て参加することが妨げられながらマネージャーと

して関与する状況が維持されることで，社会全体

における性別による領域の分断が標準化，強化さ

れると述べる．ジェンダー研究が指摘してきたよ

うに，「男は仕事，女は家庭」という性別による

領域の分断には，仕事が家庭よりも重要であり，

有償労働は無償労働よりも価値があるとする上下

関係が含まれている．つまり，運動部活動には男

女間の権力関係を維持，強化する側面が内在して

いることが理解できる．

2010年以降は性的マイノリティの存在を視野

に入れた研究も行われてきた．運動部活動に限定

した研究は少ないが，広く体育・スポーツ領域を

検討対象とした調査では，特に男性の同性愛嫌悪

やトランスジェンダーに対する嫌悪が強固である

ことが指摘されている（藤山ほか，2014）．また，大

学生へのインタビュー調査を行った三上（2020）

は，特に男性の運動部集団において，顧問や仲間

同士によるセクシュアリティに関するからかい，

冗談，いじりなどの行為が行われることで同性愛

嫌悪が顕在化することを指摘している．これらの

研究は，特に男性スポーツ集団において同性愛嫌

悪が強固であり，運動部活動での経験が異性愛者

と非異性愛者で異なることを示唆している．

また，サッカーやレスリングの女子チームに所

属する，出生時に女性と判定された選手たちを対

象にインタビュー調査を行った井谷（2021）は，

スポーツという文脈では「女子選手の『男らしい

見た目』や，『男に興味がない』ということ」が

「性的な倒錯を示唆しない」（pp.170-171）ことを

指摘する．それはスポーツと男性性の強固な結び

つきによるものであり，特にジェンダー問題に衝

突することの多い非シスジェンダー注 1）の選手に

とって，「スポーツに求められる『男っぽさ』は，

周囲の詮索と避
マ マ

難の目から自分を守るカモフラー

ジュ」（p.220）として機能する．つまり，女子ス

ポーツに参加する選手たちは「女らしい」とは見

なされない服装や髪型で堂々と存在できるのであ

る．この研究は，スポーツを通じて得られる経験

が非シスジェンダーという性のあり方と密接に

関係することを示している．これらの研究成果か

ら，運動部活動を検討する上でジェンダー・セク

シュアリティ視点は不可欠であるといえる．

3.	 運動部活動研究におけるジェンダー・セクシ
ュアリティ視点の不在

では，運動部活動研究においてジェンダーやセ
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クシュアリティは主要なテーマとされてきたのだ

ろうか．中澤（2014）は運動部活動研究に関す

る包括的なレビューを行い，その動向を「教育

学領域」「体育・スポーツ科学領域」など 7領域

に分けて整理している．しかし，その中でジェン

ダー研究に触れられているのは国外の研究者によ

る「日本研究（Japanese studies）領域」と，注で

「他のテーマ」（p.82）とされている羽田野（2004）

だけである．また河村（2017）は，「部活」「教育」

「中学校」をキーワードに検索した 1980―2015年

までの学会論文 168本と，それらの参考文献など

を参照しながら研究動向をまとめているが，ジェ

ンダー・セクシュアリティ研究には一切触れてい

ない．これら 2本の論文から，運動部活動研究で

はジェンダーやセクシュアリティは主要なテーマ

とされてこなかったと考えられる．

また，今宿ほか（2019）による「運動部活動の

効果研究」のレビューでは，対象論文中での「性」

の取り扱いについては触れられていない．それは

今宿ほか（2019）の関心が，どのような「運動部

活動の効果」が検討対象とされてきたのかを明ら

かにする点にあるためだが，そのなかで見出され

た性差などに一切言及されていないために，そこ

でレビューされた「効果」が性のあり方に関係な

く生じるものであるかのように読める．

このような状況を踏まえて，本稿では「運動部

活動の効果研究」において「性」がどのように扱

われてきたのかをジェンダー・セクシュアリティ

の視点から批判的に検討する．II章では対象論文

の収集方法を示したのち，既存の研究に内在する

問題点をジェンダーの視点から指摘した先行研究

の紹介を通じて，本研究におけるレビューの手順

を提示する．それとともに，ジェンダー概念の変

遷と性の多様性に関する議論をまとめることで，

レビューを行う上での前提を明確にする．III章

では，ジェンダー視点によるレビューと，セクシ

ュアリティ視点によるレビューの結果について，

それぞれ報告する．その上で，「運動部活動の効

果研究」にジェンダー視点を導入する意義を事例

的に示す．IV章では結論として，本研究から導き

出された知見をまとめる．本研究の目的は，「運動

部活動の効果研究」をジェンダー・セクシュアリ

ティの視点から批判的にレビューすることによっ

て，「運動部活動の効果研究」における「性」の取

り扱いに関する課題を明らかにすることである．

Ⅱ　論文収集の方法とレビューの手続き

1.	 対象論文の収集方法
論文の収集方法は今宿ほか（2019）に依拠す

る．今宿ほか（2019）の論文は，日本の体育・ス

ポーツ科学を担う代表的な学会である日本体育学

会が発行する『体育学研究』に掲載されており，

「運動部活動の効果研究」を収集する上で適切で

あると判断した．また，文献収集の手順が明確で

あるため，本稿が対象とする論文の範囲を明らか

にすることができる．

収集方法は以下の通りである．まず，「CiNii 

Articles－日本の論文をさがす」で「部活動」ま

たは「運動部」をキーワードとして検索を行い，

学術雑誌と大学・研究所の紀要に掲載されている

ものを抽出する．そのうち，①実証研究である，

②何らかの従属変数を設定し，運動部活動所属者

と対照群を比較した研究である，③国内の中学

校・高等学校の生徒を調査対象とした研究（ただ

し，中学校・高等学校の運動部活動所属経験を考

慮した分析を行っている場合は，大学生や成人を

調査対象とした研究も含む）である，という基準

に合致するものを選定する．さらに，それらの論

文の参考文献のなかで上記の基準を満たす論文を

分析対象に追加する．なお，運動部と文化部や，

運動部と地域や民間のスポーツクラブを包括して

分析している研究は対象外とした（今宿ほか，

2019，pp.2-3）．2020年 7月にこの作業を行い，

1957年から 2020年の間に発行された 149本の論

文を収集した注 2）．

2.	 レビューの手順
次に，本研究におけるレビューの手順を示す

ために，1960―79年に主要な社会学雑誌（British 

Journal of Sociology, Sociological Review, Sociology）

に掲載された教育に関する論文 184本のレビュー
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を通じて，イギリスの教育社会学における女性の

位置を検証した Acker （1981）注 3）の論考を紹介す

る．Acker （1981）は，初めに各論文における対

象者の性別を確認し，性別を明記した論文が 143

本，そのうち男女を対象としたものが 58%，男

性のみを対象としたものが 37%，女性のみを対

象としたものが 5%だったと報告した上で，対象

論文を「見えない女性 invisible women」と「見え

る女性 visible women」という視点から検討して

いる．

まず，「見えない女性」では，女性が不可視化

される 3つのパターンが示されている．1つ目

は「職業とエリート教育に関する男性研究 Men’s 

work and elite schooling」である．このパターンは

パブリック・スクールなどの男性のみの集団を対

象とすることで，ほとんど常に女性を排除する

が，男性のみを対象とする理由はほとんど示され

ない．

2つ目は「男子と変数の統制 Controlling boys 

and variables」である．「男子の統制」における「統

制」は非行青年や反学校文化などの研究テーマを

意味するが，その対象者はほとんどが男性であ

る．一方，「変数の統制」とは，例えば教育成果

について階級が異なる 2つのグループを比較検討

する際に，階級以外の剰余変数を「統制」するこ

とを意味する．大抵の場合，対象者の性別を同一

にするということは，対象をすべて男性にするこ

とを意味している．

3つ目は「『彼』は『彼女』を包含する He 

embraces she」というものである．対象論文中で

あからさまな女性差別的記述がされることはない

ものの，女性を不可視化する表現が多く使用され

ている．例えば，「彼と彼女」という代わりに「彼」

を用いたり，「男性」という単語を「人間」の意

味で用いる慣習は，女性が文字通り不在である

か，議論に関係しないと思われるほど乱用されて

いる．また，不可避的に男性を意味する「パブリ

ックスクール」という言葉の使用や，対象者が男

性のみであっても「若者」や「青年」という言葉

で結果を論じるなど，男性を「非性的なカテゴリ

ー」と暗黙のうちに結びつける傾向も見られると

いう．

「見える女性」についても 3つのパターンが示

されているが，両性を対象に含んでいても男女が

同等に扱われているわけではない．1つ目のパタ

ーンは「性差 Sex differences」である．対象論文

においてごく一部のデータだけが性別に示される

ことがあるが，それは分析した変数に性差がなか

ったためなのか，それ以上の分析を行わなかった

ためなのかが不明である．また，性別のクロス分

析が行われても，「出現する性差を解釈する試み

はほとんどなされない」（p.85）．さらに，ほとん

どの研究関心は他の独立変数と教育成果との関係

であるため，従属変数と独立変数の関連が男女で

異なると考えられることによって，「性別はそれ

自体で主要な独立変数ではなく，統制が必要な変

数の 1つ」（p.85）とされてしまう．

2つ目は「奇妙な女性 The odd women」である．

男性の結果が仮説を裏付ける一方で，女性の結果

が仮説と一致せず分析結果の説明ができない場

合，性差を検討する研究者は「理論を修正する」

のではなく「サンプルから女性を除く」（p.86）

ことを選択する．対象論文の中には，「女子生徒

の結果について『奇怪だ bizarre』と極言する」

（p.86）ものもあったという．

最後は「女性への焦点化 Focus on women」で

ある．対象者が女性のみの論文は 7本とごく少数

だったが，そのうち「女性としての女性に焦点を

当てているものはたった一つ」（p.86）であった．

残りの 6本のうち 1本は「看護師の訓練計画にお

ける特定の入学方式の効果に関する研究」（p.86）

であり，残り 5本はすべて母親への調査だった．

しかし，研究者の関心は母親ではなく，その子ど

もたちに寄せられていたという．

以上のように，Acker （1981）はイギリスの教

育社会学研究において暗黙に，または慣習的に女

性が「見えない」状態に置かれていることを指摘

した．さらに，女性が「見える」場合でも，確認

された性差が解釈されなかったり，女性が仮説と

は異なる特徴を示す「奇妙な」存在として捉えら

れている状況を明らかにしたのである．

ここまでの Acker （1981）の検討を踏まえて III
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章で行うレビューの手順を示す．まず，対象論文

における対象者の性別を確認し全体的傾向を把握

する．次に，男性のみを分析対象とする論文に注

目してその問題点を明らかにし，それを女性のみ

を対象とする論文の特徴と比較することで，「運

動部活動の効果研究」の課題を検討する．続けて，

男女ともに分析対象に含む研究について，分析手

法に関わる問題点と分析の結果見出された性差の

解釈に関わる問題点に分けて論じる．さらに，本

稿独自の試みとして，全論文を対象に性の多様性

がいかに不可視化されているのかを検討する．以

上を行った上で，対象論文のうち 1本を事例的に

取り上げ，「運動部活動の効果研究」にジェンダ

ー視点を導入する意義を検討する．

3.	 レビューの前提
3.1	 ジェンダーの視点：ジェンダー概念の変遷か
ら
次に，本研究におけるレビューの前提となるジ

ェンダー概念の変遷と性の多様性に関する議論に

ついてまとめる．この作業を通じて，本研究にお

けるジェンダー・セクシュアリティの視点に基づ

いたレビューとはどのようなものであるかを明確

にしておきたい．

まず，ジェンダー概念の変遷を舘（1998）に依

拠してまとめる．1960年代の第二波フェミニズ

ムの興隆以降，生物学的な意味での性別を表す

「セックス」に対して，文化的・社会的な意味で

の性別を表す「ジェンダー」という概念が生み出

され，「性差」を捉える思考方式は変容した．つ

まり，男女間に見られる差異を生物学的要因に還

元するのではなく，「性別はつくられるもの，社

会構築されるもの」（p.87）と捉える視点がもた

らされたのである．しかし，セックスと区別して

ジェンダーを捉え，後者の社会構築性を明らかに

する研究が進められる中で，次第に「セックスは

所与のものであり，セックスは変えられないが，

ジェンダーは変えられる」（p.87）という理解が

流布し始めていく．このような理解に対し 1980

年代以降，セックスとジェンダーを区分し，セッ

クスを安定したものと見ることに対する批判が行

われてきた．つまり，「『生物学的決定論』を打破

するものとして成立したジェンダー概念が，『生

物学的基盤論』を提示する概念に移行したにすぎ

ない」（p.88）という批判が行われ，セックスと

いうカテゴリーの社会構築性が議論の俎上に載せ

られたのである．バトラー（1999）は「セックス

の不変性に疑問を投げかけるとすれば，おそら

く，『セックス』と呼ばれるこの構築物こそ，ジ

ェンダーと同様に，社会的に構築されたものであ

る．実際おそらくセックスは，つねにすでにジェ

ンダーなのだ．そしてその結果として，セックス

とジェンダーの区別は，結局，区別などではない

ということになる」（pp.28-29）と述べている．

本研究の対象論文には，心理的，社会的な側面

だけでなく身体的側面に焦点を当てているものも

多い．それらをすべて同じ基準で検討することに

違和感を抱かれる場合があるかもしれないが，ジ

ェンダー概念の変遷を踏まえて，本稿では身体的

な性別についても社会的に構築されるものと捉え

る．以上より，本稿で行うジェンダー視点による

レビューとは，分析手法や性差の解釈の中で，性

の社会構築性が考慮されているか否かを検討する

ことである．

3.2	 セクシュアリティの視点：性の多様性に関す
る議論から

次に，性の多様性に関する議論について見てい

く．先述のように，スポーツや運動部活動への参

加による影響は女性 -男性だけではなく，シスジ

ェンダー -非シスジェンダー，異性愛 -非異性愛

といった性のあり方によって異なることが示唆さ

れてきた．こうした研究においては，性を多面的

に捉えることの必要性が認識されている．

性の多様性がまず意味するのは，性を構成する

要素の複数性である．渡辺（2017）は人間の性を

「性別自認」（女性 -男性 -どちらでもない・わか

らない・決めたくないなど），「身体の性別」（女

性型 -男性型），「性指向」（なし -両方・性別問

わず -女性 -男性）という 3つの次元で捉え，そ

れらの組み合わせを樹形図で表すことで 24のカ

テゴリーを示している．つまり，性を構成する要
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素が複数であると同時に，その組み合わせも多様

なのである．しかし，渡辺（2017）が述べるよう

に人間の性は 3要素の組み合わせで説明できるほ

ど単純なものではない．例えば橋本（1998）は，

①性染色体の構成，②性腺の構成，③内性器形態，

④外性器形態，⑤誕生したとき医者が決定する

性，⑥戸籍の性，⑦二次性徴，⑧性自認，⑨性的

指向という 9つの要素によって人間の性を説明し

ている．しかし，どれだけ要素を増やしても，そ

れが人間の性を構成するすべてではないことを常

に意識する必要がある（渡辺，2017）．

性が多様であるということは，性が流動的かつ

連続していることも意味している．渡辺（2017）

は，先述の樹形図の問題点の 1つとして「揺れや

あいまいさ」（p.99）が表現しきれないことをあ

げている．つまり，自身の性のあり方を明確に認

識しておらず迷っている状態にある可能性や，性

自認や性的指向が変容する可能性が不可視化され

てしまうのである．

また，性を構成する要素の連続性も重要であ

る．特に性別確認検査などによって男女の境界を

明確にしようとしてきた競技スポーツは，逆説的

に身体的な性を厳密に二分できないことを明らか

にしてきた．井谷（2020）によれば，国際大会

で女子選手に対する性別確認検査が導入された

1966年当時，性別は外性器と二次性徴の特徴で

判断可能と考えられており，視認検査が行われて

いた．しかし，身体の「外側」だけでは判断が難

しいケースがあり，1968年からは性染色体が判

断基準に組み込まれた．だが，一般的には XX型

の染色体が典型的な女性身体に，XY型の染色体

が典型的な男性身体に分化し発達すると考えられ

ているものの，2つ目の X染色体がなかったり，

XY型であったりしても典型的な女性身体に育つ

場合があり，この検査によっても身体的な性を明

確に二分することはできなかった．2000年代以

降は，テストステロン値が「男性並み」に高い女

子選手を排除するための「高アンドロゲン症規定」

によって，性別の問題はホルモンの問題にすり替

えられている．しかし，「男性ホルモン」とされ

るテストステロンは女性の体内でも分泌され，そ

の分泌量も多様である．ホルモン値ひとつで男女

の境界を定めることの妥当性については現在も議

論が続けられている．

まとめると，本稿で用いる「性の多様性」とい

う言葉は，性を構成する要素の複数性と，その流

動性，連続性を意味している．このような視点か

ら，本研究では「運動部活動の効果研究」におい

て性の多様性がいかに不可視化されているのかを

検討する．

Ⅲ　結果および考察

1.	 対象者の性別
まず，各論文における対象者の性別を確認した

ところ，性別が不明な論文（以下「不明」と略す）

が 12本（8.1%），女性のみを対象とした論文（以

下「女性のみ」と略す）が 12本（8.1%），男性

のみを対象とした論文（以下「男性のみ」と略す）

が 25本（16.8%），女性と男性を対象とした論文

（以下「両性」と略す）が 91本（61.1%），女性

と男性に加えて「どちらでもない」や無記入・無

回答を分析に含めている論文（以下「両性 +他」

と略す）が 9本（6.0%）であった．

表 1に，各論文の対象者の性別を年代別に示し

た．なお，1950年代，2020年代の論文はそれぞ

れ 1本のみであったため，1950―60年代，2010

―20年代とまとめて表記した．1950―80年代は

「男性のみ」と「両性」がほぼ同数，1990年代は「女

性のみ」と「両性」が同数で他のカテゴリーより

も多くなっている．2000年代以降は，「両性」が

一層多くなるとともに，「両性＋他」及び「不明」

が少しずつ増えている点に特徴がある．こうした

全体的な傾向を確認した上で，次節からは各論文

における具体的な記述に着目して検討を進める．

2.	 男性のみ，女性のみを対象とする研究
2.1	 男性のみを対象とする研究
本節では，「男性のみ」における問題点につい

て，変数の統制，カテゴリー上の除外，非性的な

カテゴリーによる一般化という 3つの観点から論

じる．その上で，「女性のみ」に見られる特徴を
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「男性のみ」と比較することで，その非対称性を

明らかにする．

まず，「男性のみ」25本のうち，対象者に女性

を含めていない理由を明示しているものは中村

（1967）と八木（1971）の 2本であった．いずれ

も被験者には女性が含まれているが，対象人数が

少ないという理由で，分析や考察からは除外され

ている．運動が体格・体力の発育発達に及ぼす影

響を検討した八木（1971）は，詳細な分析を行う

前に「性別にみると各項目とも大きな差異がみら

れる」（p.26）ことに触れた上で女性を分析から

除いており，この形での除外は Acker （1981）の

いう「変数の統制」に該当すると考えられる． 

残り 23本のうち，女性を含まない集団を調査

対象とすることで，カテゴリー上女性を除外する

ものが 5本あった．そのうち 4本は男子校を対

象とするもので，遠藤（1965），鈴川ほか（2008，

2009），高見（1996）が該当する注 4）．残りの 1本

は Jリーグ・ジュニアユースクラブを対象とする

霜島ほか（2018）である．一般的に Jリーグ・ジ

ュニアユースクラブというカテゴリーに含まれる

のは男性のみであり，これは対象集団の設定に

よりあらかじめ女性を排除しているものと考え

られる．また「不明」のうち松尾（2001），立木

（2014）も Jリーグ傘下のユースクラブを対象と

している．いずれも記述内容から想定される対象

者の性別は男性であり，女性は対象に含まれてい

ないか，含まれていてもごく少数であると推測さ

れる．

「男性のみ」において，「男性としての男性」を

対象としたものはなかった．すなわち，性別に関

わらない一般的な問題設定がなされた上で，男性

のみが対象とされているのである．また，ほとん

どの論文では「運動部員」や「運動選手」，比較

対象としての「一般生徒」や「非運動部員」とい

った「非性的なカテゴリー」によって「結果」や「ま

とめ」の記述がなされており，男性のみを対象と

することの限界にはほとんど触れられていない注

5）．こうした論文構成は男性のみから得られた知

見が一般的に汎用可能であるという誤解を招きか

ねないため，対象者が限定されていることの限界

が明示される必要があるだろう．

2.2	 女性のみを対象とする研究
次に「女性のみ」について，その問題設定の記

述に着目すると「男性のみ」とはまったく異なる

傾向が見られる．それは女性を対象とする理由が

明記されている点にあり，その記述は大きく 2パ

ターンに分けられた．1つ目は女性を二次的な検

討対象とするもので，1980年代までの 3本の論

文が該当する．具体的には，「先に高校男子生徒

のための『基礎的運動能力組テストの作成と基礎

的運動能力指数』と題する論文を発表してきた．

…今回は，女子生徒について男子同様に組テスト

及び指数の作成を試みることにした」（中村ほか，

1972，p.81）というように，男性について検討し

た内容を女性についても検討する，というもので

ある．

2つ目は 1990年代以降に見られる「女性とし

ての女性」に焦点を当てた論文である．例えば田

村・高村（1999）は「スポーツ活動によって発現

する月経周期異常は，女子スポーツ選手の健康管

理の面から，…特に，将来子どもを産み育てる母

性の実現のうえからも重要な問題である」（p.255）

対象者の性別 1950-60's 1970's 1980's 1990's 2000's 2010-20's 合計

不明 2 0 0 1 4 5 12

女性のみ 1 1 1 6 0 3 12

男性のみ 4 6 4 3 5 3 25

両性 4 6 5 6 38 32 91

両性＋他 0 0 0 0 4 5 9

合計 11 13 10 16 51 48 149

表 1　各論文における対象者の性別（年代別）
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というように月経が起こる存在，子どもを産み育

てる存在として女性を捉えることで，対象設定の

理由を明示している．また，骨量や骨密度に焦

点を当てた論文（秋坂ほか，1997；林ほか，2011

など）においても，閉経と骨密度・骨量の低下の

関連に触れられることで，女性を対象とする理由

が明確にされている．

このような「女性のみ」の特徴は，先に検討し

た「男性のみ」とは正反対である．つまり，男性

のみを対象とする理由を明記することは暗黙のう

ちに免除されるが，女性の場合には理由を示さね

ばならないという非対称性が確認できるのであ

る．この非対称性は，「男性のみ」から生み出さ

れた知見が一般化されることを，一層強化するも

のであると考えられる．

3.	 男女ともに対象に含む研究
3.1	 分析手法への着目
次に，「両性」「両性＋他」について，その中で

「性差」がいかに扱われているのかを検討してい

く．まずは，各論文の分析手法に焦点を当てて，

その問題点を検討する．分析手法の記述に着目す

ると，各論文は「性差の無視」「性差の前提」「性

差の考慮」という 3パターンに分類することがで

きる．その分類基準と件数については表 2にまと

めた．

「性差の無視」とは根拠や理由を示さずに男女

をまとめて分析するものである．しかし，運動部

活動は生徒のジェンダー形成に影響し，男女間の

権力関係を維持，強化する側面があるという先行

研究の知見を踏まえると，「性差の無視」には運

動部活動への参加による影響が生徒の性別によっ

て異なることを見落としているという問題があ

る．しかしながら，「性差の無視」では対象者の

内訳を説明する以外には性別に言及されることは

なく，性別を考慮した分析をしていないことの限

界に触れられることもほとんどない注 6）．

また，「性差の無視」の割合は時代の経過とと

もに高まっているが，これは表 1で示した「不

明」の増加と関連していると考えられる．つまり，

2000年代以降の「不明」の増加は「対象者の性

別は示さなくても良い」という考えを，「性差の

無視」の増加は「男女はまとめて分析しても問題

ない」という考えを反映したものと捉えることが

でき，近年では性という変数自体が重要ではない

とみなされている状況があると推測される．

2つ目のパターンは「性差の前提」である．こ

れは男女が根本的に異なる存在であることを前提

とするものであり，男女を別々に分析する論文

（以下「男女別分析」と略す）と，男女を比較し

て分析する論文（以下「男女比較分析」と略す）

に分けることができる．

まず「男女別分析」における記述例から確認し

よう．笹山ほか（2014）は，「中学生を対象に部

類型 分類基準
件数

1950-90’s 2000’s 2010-20’s 合計

性差の無視
分析における性の取
り扱い方について，
その理由を明示して
いない．

性別を区別せずに分析
している．

3 6 15 24
14.3% 14.3% 40.5% 24.0%

性差の
前提

男女別分析
男女を別々に分析して
いる．

11(4) 6(5) 5(3) 22
52.4% 14.3% 13.5% 22.0%

男女比較分析
男女を比較して分析し
ている．

1 10 0 11
4.8% 23.8% 0.0% 11.0%

性差の考慮
分析前に，先行研究などで指摘されている性
差に言及している．

1(1) 7(1) 6 14
4.80% 16.70% 16.2% 14.0%

複数該当 複数のパターンに該当している．
5 13(3) 11 29

23.8% 30.9% 29.7% 29.0%
合計 21 42 37 100

† ( )内の数値は身体を検討対象とした論文の本数を示す．

表 2　分析手法に着目した対象論文の類型
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活動の所属別による学業成績を検討することに加

え，運動習慣と学業成績との関連を検討すること

を目的」としているが，分析方法の段になると

根拠を示さないままに「分析はすべて性別で行

った」（p.283）と宣言する．笹山ほか（2014）は

「新体力テスト」の結果を分析に含んでいるのだ

が，表 2に（ ）で示しているように，体力や体

格，骨密度など身体を検討対象に含む論文（星川

ほか，1990；中谷ほか，2005；大石，2010；田中，

1982；米山・根来，2006など）についてはその

多くが「男女別分析」に分類された．これは，比

較検討するまでもなく，性別によって身体はまっ

たく異なるのだという前提があることを示唆して

いる．

また，年代別に見ると，1950―90年代の「両性」

「両性＋他」21本のうち「男女別分析」は 11本，

そのうち身体を検討対象とする論文が 4本である

のに対し，2000―20年代の 79本のうち「男女別

分析」は 11本，そのうち身体を検討対象とする

論文は 8本であった．つまり，身体以外を対象と

する場合にも多く行われていた「男女別分析」が，

近年では身体を対象とする場合に集中していると

考えられる．換言すると，男女をまったく異なる

存在として扱う傾向は少なくなっているが，身体

に関しては男女二分法が根強いと考えられる注7）． 

次に，「男女比較分析」の具体的な記述例とし

て，竹村ほか（2007）は「学業の目標志向性およ

び適応（無気力感・授業満足感）に関して，部活

群と非部活群との間で差が見られるかどうかを検

討するため，…部活の有無（部活群／非部活群）

と性（男子／女子）を独立変数とする二元配置分

散分析」（p.5）を行うと説明しているが，性が分

析に組み込まれる理由は不明である．このような

分析方法はそのほかの論文（青木，2003，2004；

今野ほか，2007；小野・庄司，2015など）にお

いても散見され，主要な関心事に加えて性別は分

析に組み込むことになっている，あるいはそのよ

うに扱っても問題がないと考えられている状況が

うかがえる．

3つ目の「性差の考慮」は，先行研究などで確

認されている性差を考慮した分析を行っているも

のである．例えば岡田（2009）や長谷川（2005b）

は，運動部には男性が，文化部には女性が多いと

いう偏りを除いた上で分析を実施するために，パ

ス解析によるモデル作成や重回帰分析において性

別を独立変数に加えている．しかし，いずれに

おいても「性別はそれ自体で主要な独立変数で

はなく，統制が必要な変数の 1つ」（Acker, 1981, 

p.85）とされている．

3.2	 性差の解釈への注目
ここまで，主に分析手法に関する問題点につい

て見てきたが，ここからは分析によって見出され

た性差の解釈に関する記述に焦点を移して検討し

ていく．性差の解釈に関する記述に着目すると，

各論文は「性差の放置」「性別特性論的解釈」「ジ

ェンダー視点」という 3パターンに分類すること

ができる．その分類基準と件数については表 3に

まとめた．

1つ目のパターンは，見出された性差について

考察を行わない「性差の放置」である．具体的に

は，分析から見出された性差が考察されないも

の，分析結果の記述にとどまっているものが含ま

れている．例えば「性差の考慮」に該当する岡田

（2009）や長谷川（2005b）は性別を統制変数とし

て扱っているため，確認された性差については考

察をしていない．分析結果の読み取りにとどまっ

ている例としては，青木（2003），松村・日下部

（2014），渋倉・小泉（2000），田中ほか（2002），

和氣ほか（2007）などがあげられる．いずれの論

文においても，性差が見出されたことに触れられ

てはいるが，結果の記述にとどまっている．こう

した「性差の放置」によって，「男女には差がある」

という事実だけが生み出されてしまう．

2つ目のパターンは，見出された性差を性別特

性として解釈する「性別特性論的解釈」である．

例えば，高校生を対象に調査を行った青木（2004）

は，「不安・不眠」と「社会的活動障害」という

観測変数において女性が男性よりも精神的健康

状態が悪いことを示したと報告し，「有意な性差

については，女性特有（依存性や融合的同調性）

やこの時期に早熟を迎える女子の内向的傾向に
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よる感情の大きな振幅（感受性の増大），あるい

は症状認知の違い等に起因すると考えられよう」

（p.396）と述べている．また，今野ほか（2007）

は中学生を対象に調査を行い，女性よりも男性の

孤独感が強かったと報告し，「女子は常に一人で

いるというよりは集団，あるいは小グループを形

成し，それらに属しやすい傾向」があるため，「所

属感が育まれ，女子は男子より孤独感を低減させ

ている可能性が考えられる」（p.6）としている．

このように，見出された性差は性別による特性を

反映したものとして解釈される．

体力や運動能力といった身体に着目した研究に

おいても，「性別特性論的解釈」が見られた．例

えば田中（1982）は，女性は男性よりも中学期の

運動によって体力が延びやすいという結果が得ら

れたことについて，「中学期が女子では既に体力

の発育停止期に当たっており，男子では発育途

上期である」（p.142）ことを理由としてあげてい

る．また，12―13歳の中学生を対象とした米山・

根来（2006）は，女性の場合は体重と初経，男性

の場合は身長が骨密度との関連が高かったことに

触れ，この結果は 12―13歳という時期が「一般

的に男子では身長の急成長期，女子ではその時期

をすでに過ぎ体重増加期および初経発来期に当た

っていること」（p.788）によるものとしている．

こうした身体に関する性差はしばしば自明視され

るが，これらの研究が明らかにしているように，

体力や骨密度は運動部所属とも関連する．同時

に，運動部所属率が男女で差が大きいことも多く

の研究で言及されている．このような点を踏まえ

れば，発育時期が男女で異なることを生得的要因

や一般的傾向によってのみ説明することはできな

いのではないだろうか．身体的な性差は自明視さ

れやすいからこそ，単純に性を二元化するような

記述ではなく，様々な側面を考慮に入れた考察が

求められる．

3つ目のパターンである「ジェンダー視点」は，

分析の結果見出された性差について，社会的な要

因を介在させて考察しているものである．例えば

藤原ほか（2005）は，高校生を対象とした質問紙

調査によって，学習指導要領の「態度」に関わる

意識について，男性では「運動部群」と「非運動

部群」の差が確認されなかったのに対し，女性で

は「運動部群」の意識が有意に高いという結果を

得ている．この結果については「それまでの生徒

の生育過程において，男子は身体活動場面が多

くあり，女子は男子に比較して少ない」（pp.196-

197）ため，女子にとっては学校体育の役割が大き

いのではないかと考察されている．これに近いも

のとしては，体力・運動能力の結果を検討した中

谷ほか（2005）や，運動時間と学業成績との関連

を検討した笹山ほか（2014）などがあげられる．

いずれも，性差は現実に観察される運動部所属率

や運動経験の差によって考察され，性別特性によ

類型 分類基準
件数

1950-90’s 2000’s 2010-20’s 合計

性差の放置
明らかになった性差について考察をしていない
（結果の記述にとどまっている場合も含む）．

9(2) 17(3) 10(1) 36
42.9% 40.5% 27.0% 36.0%

性別特性論的解釈
明らかになった性差を，性別特性として解釈し
ている．

4(2) 10(3) 7(1) 21
19.0% 23.8% 18.9% 21.0%

ジェンダー視点
明らかになった性差を，男女の経験や権力の差
によって考察している．

1 4(2) 3(1) 8
4.8% 9.5% 8.1% 8.0%

言及なし
性差についての言及がない（性差分析を行って
いない場合も含む）．

6(1) 9(1) 15 30
28.6% 21.4% 40.5% 30.0%

性差なし 分析によって性差がないことが示されている．
1 2 2 5

4.8% 4.8% 5.4% 5.0%
合計 21 42 37 100

† ( )内の数値は身体を検討対象とした論文の本数を示す．

表 3　分析結果の解釈に関する記述に着目した対象論文の類型
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る解釈が避けられている．

また，男女間に存在する権力関係にもとづいて

考察している論文が 1本確認された．松岡・押澤

（2001）は中学生の自尊感情を規定する要因を検

討し，女性は男性よりも自尊感情が低いという結

果を得ている．この点について松岡・押澤（2001）

は家族，学校，社会という 3つの側面に潜む性差

別の状況をそれぞれ記述し，いずれの面において

も女性は男性よりも低い位置に押しとどめられて

きたという現実が，自尊感情の差として現れたの

だろうとしている．これは明らかにジェンダー視

点からの考察であるといえるだろう．

しかしながら，「ジェンダー視点」においても，

競技スポーツと男性性との強固な結びつきなどを

視野に入れて考察しているものは見られなかっ

た．今後は，競技スポーツを主たる内容とするた

めに生じる運動部内部の権力関係などにも目を向

けた分析が求められる．

4.	 性の多様性の不可視化
ここまで，「運動部活動の効果研究」における

問題点をジェンダー視点から明らかにしてきた．

しかし，運動部活動を分析する際には性の多様性

を念頭におくことも必要である．本節では，対象

論文における性の多様性の不可視化について，調

査設計による不可視化，無回答の除外，マイノリ

ティゆえの不可視化という観点から検討する．

まず，「女性のみ」「男性のみ」の場合，対象者

の性別については研究方法の段で「女性（男性）

を対象とした」と説明されるものがほとんどであ

り，調査実施前に被調査者の性別が指定されてい

ると考えられる．つまり，性別は調査項目に含ま

れておらず，おそらく被調査者は自身の性につい

て伝える場が設定されないままに調査に参加して

いるものと思われる．また，「両性」の場合，「方

法」もしくは「結果」に関する記述のなかで対象

者の性別に言及されることが多いが，たいていは

「女性」「男性」の実数や割合が示されている．こ

れは，調査において選択可能な性別が「女性」「男

性」のみであったことを示唆している．そうだと

すると，自身の性について回答する基準（戸籍上

の性別か，自認する性別か，など）は被調査者に

委ねられると考えられるが，いかなる基準で回答

しても，それは調査者の想定する「女性」「男性」

の枠組みに回収されてしまう．つまり，人間の性

は「女性」「男性」に二分できるという想定に基

づいた調査設計によって，性の多様性が不可視化

されるのである．

だが，すべての回答が「女性」「男性」の枠組

みに回収されるということだけが問題なのではな

い．なぜならこのような調査設計は，「女性」「男

性」のどちらかを選ぶことができるという前提に

基づいているからだ．しかし，被調査者が自身の

性に違和感を抱いていたり，どちらにも該当しな

いと自認していたり，あるいはどの基準で回答を

すればよいのか判断できないといった場合，性別

については回答しない・できないことが想定され

る．しかしながら，多くの論文で示されていた有

効回答の基準は，すべての項目に回答しており，

欠損値のないことであった．この基準は，二択で

示された性別に回答しない・できない人は分析か

ら除外されていることを意味するが，これは回答

しない・できない被調査者の問題ではなく，調査

設計上の不備といえるだろう．性別を選択する際

の基準を明記したり，選択の幅を広げたり，性を

多面的に捉えるための項目設定によって，対象者

の実情に応じたデータ収集が必要である．また，

先に「不明」や「性差の無視」が増加しており，

性という変数自体の重要性が認識されていない可

能性を指摘したが，運動部活動を検討対象にする

以上，性に関する項目は設定され，考察されるべ

きである．遠藤（2018）が指摘するように，性別

を「なんとなく」「とりあえず」で尋ねる状況が

改善され，なぜ問うのかが明確にされる必要があ

る．

一方で，本研究では「両性＋他」が 9本確認さ

れた．例えば，長谷川（2005a，2005b，2013）の

調査における有効回答者数は 1754名であるが，

対象者のうち性別が明らかな対象者は 1751名で

あり，性別がわからない人が 3名含まれている．

同様のことは，石田・亀山（2006），浪越ほか

（2003）などにも当てはまる．また，葛西・石川
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（2014）は選択肢として「どちらでもない」を設

定することで性的マイノリティに対する配慮をし

ていることが読み取れる．しかし，9本のうち 5

本は「女性」「男性」からなる性別を独立変数と

して設定した分析を行っており，4本は「性差の

無視」に該当する．前者では，性別を変数として

設定した時点で無記入・無回答や「どちらでもな

い」と回答した人は分析から除外されてしまう．

後者では，性別による経験の差を考慮していない

ため，無記入・無回答や「どちらでもない」とい

う人の経験は全体のなかに埋もれてしまう．この

ように，性的マイノリティはマイノリティである

がゆえに，その経験が不可視化されてしまうので

ある．統計的手法を用いて性的マイノリティの経

験を明らかにする先駆的な調査研究（虹色ダイバ

ーシティ , 2020など）が行われているため，それ

らを参考として性に関する項目設定の方法を検討

していく必要があるだろう．

5.	 ジェンダー視点を導入する意義
ここまでのレビューを通じて，「運動部活動の

効果研究」において，性の社会構築性や性の多様

性が考慮されていない状況を指摘してきた．前節

で述べたように，性の多様性を念頭に置いた研究

は，性的マイノリティの経験を可視化するために

必要であると考えられる．それでは，男女を分析

に含む研究において，ジェンダー視点を導入する

ことにはどのような意義があるのだろうか．こ

の点について，「正当化言説」としてしばしば語

られる「学校適応」について調査を行った岡田

（2009）を具体例として検討する．この論文は「学

校適応」を多面的に捉え，部活動への積極性を考

慮した分析を行うことで貴重なデータを提示して

いるがゆえに，ジェンダー視点を導入しなければ

勿体ない事例であるためここで取り上げる注 8） ．

岡田（2009）は中学生を対象に質問紙調査を行

い，部活動所属と学校への心理的・社会的適応と

の関連を検討している．対象者は，運動部積極

群 -文化部積極群 -運動部消極群 -文化部消極群

-無所属群という 5群に分類されている．また，

心理的適応は「順応感」（安定した学校生活を過

ごせているかの意識）と「享受感」（学校生活を

楽しく過ごせているかの意識）から捉えられてお

り，社会的適応は「反社会的傾向」（周囲に対し

て被害を与えないこと）と「孤立傾向」（周囲と

の関係を築き孤立しないこと）から捉えられてい

る．

本稿のレビューでは，岡田（2009）は分析手法

の面で「性差の考慮」，性差の解釈の面で「性差

の放置」に該当する．岡田（2009，pp.424-426）

は心理的・社会的適応を従属変数，学校生活にお

ける友人，クラス，教師などとの関係のよさを示

す変数を主要な独立変数として，それらの変数間

の関係を所属別に検討するための多母集団同時分

析を行っている．このとき性別は独立変数に加え

られており，性別が有意に影響している群が確認

できる．しかし，性別は統制変数という扱いであ

るために，性差は考察されないまま放置されてい

る．

しかし，この性差は，多母集団同時分析の前に

行われている二要因分散分析の結果からなされた

主張をそのまま受け入れられないことを示唆して

いる．岡田（2009）は，所属（5群）×性別（男

女）の二要因分散分析を行い，「運動部積極群，

文化部積極群は全体的に学校への心理的適応がよ

いこと」，「部活動に積極的であるかどうかにかか

わらず，運動部に所属している生徒は反社会的傾

向が強いこと」（p.424）を主な結果として示して

いる．しかし，多母集団同時分析の結果からは，

文化部積極群では男子よりも女子の「享受感」が

有意に高いこと，運動部積極群では女子よりも男

子の「反社会的傾向」が有意に高いことが読み取

れる（p.425）．すなわち，群によって性別の影響

が異なるのである．以下では，この性差の解釈を

通じて，「運動部活動の効果研究」にジェンダー

視点を導入する意義を検討したい注 9）．

まず「享受感」については，運動部活動と男性

性の強固な結びつきから考察できる．中村（2003，

p.138）は，男子生徒集団においては「スポーツ

マン」などの男性性を表出できる生徒は中心に，

スポーツが苦手な生徒は周辺に位置づけられると

述べる．また，スクールカースト研究においては，
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特に男子生徒にとって運動部で高い成績を得るこ

とがクラスや学年の中で高い「地位」につくため

に重要であり，「地位」の高い生徒ほど学校生活

が楽しいと感じていることが指摘されている（鈴

木，2012）．つまり，男子の場合，部活動に積極

的であれば「享受感」が高まるという傾向は運動

部だけに当てはまり，積極的であっても文化部は

周辺に位置づけられる．その一方で，女子の場合

には運動部か文化部かに関わらず積極性と「享受

感」が結びつくために，文化部積極群では性差が

確認されると解釈できる．

次に，運動部積極群における「反社会的傾向」

の性差について考察する．中村（2003）は，教師

がしばしば「指示に従わず，教師に対しても反抗

したりする挑戦的な特性」を「野心的な男性性」

と捉え，「首尾よく，そつなく何でもできて，落

ち着いていて，教師に対しても協力的という特

性」を「従順な女性性」（p.137）と捉える傾向が

あると指摘する．つまり，岡田（2009）が検討対

象とした「反社会的傾向」は男性性と食い違うも

のではないが，女性性とは整合しない．したがっ

て，運動部活動により強く関与している男子が教

室空間においても別の形で男性性を発揮してお

り，「従順な女性性」を求められる女子にはそう

した傾向が見られないために，運動部積極群では

性差が確認されたと解釈できる．以上より，ジェ

ンダー視点による解釈からは，運動部活動によっ

て担保される男性性が男子生徒にとっては学校生

活でも肯定的に働き，そこから男子生徒間の権力

関係が生まれる状況が浮かび上がる．

これは解釈の 1つの可能性にすぎないが，運動

部活動による学校適応感の高まりは，ジェンダー

の権力関係のなかで低い「地位」へと位置づけら

れ，周辺化される生徒の存在と不可分の可能性が

あると考えられる．これはジェンダー視点を持つ

ことで初めて可能になる考察である．逆に言え

ば，ジェンダー視点を持たなければ，そうした子

どもたちの中にある権力関係を等閑視し，「運動

部活動の効果」を無批判に受け入れてしまうこと

になりかねない．「運動部活動の効果」を考察す

る際の視野を広げ，権力関係に絡まれながら学校

生活を送る生徒の実態に迫ることができる点に，

ジェンダー視点を導入する意義があるといえる．

Ⅳ　結　論

本稿で行った，「運動部活動の効果研究」にお

ける「性」の扱われ方に着目したレビューの結果

を表 4にまとめた．まず，問題設定の記述に見ら

れる「女性のみ」と「男性のみ」の非対称性は，

運動部活動があくまでも男性主流の領域であると

いう考えに基づいている．また，「男性のみ」に

おいて，男性だけを対象とすることの限界が明示

されないことは，その知見が一般的に汎用可能で

あることを暗に意味しており，運動部活動に参加

する多くの女性の存在を無視している．男性のみ

を対象とする理由や，その限界に言及される必要

がある． 

男女を分析に含む研究では，現実にある性差が

無視される，あるいは逆に無批判に前提とされる

ような分析手法の問題が確認された．また，分析

から見出された性差についても，それが解釈され

ずに放置されたり，性別特性論的に解釈されたり

する状況も確認され，男女が本質的に異なる存在

であるという理解が再生産されている状況が懸念

される． 

さらに，調査設計における男女二分法の自明

視，性別欄に回答しない・できない人の分析から

の除外，マイノリティであるがゆえの経験の埋没

によって性の多様性が不可視化されていることが

明らかとなった．加えて，セクシュアリティ視

点のレビューからは，性の多様性の不可視化の

背後には，二元的なセックスが「自然」と認識さ

れている状況があることが理解できる．バトラ

ー（1999）は次のように述べる．「セックスの内

的安定性やその二元的な枠組みを打ち立てるのに

もっとも効果的な方法が，じつは，セックスの二

元体を言説以前の領域においやることだというこ

とである．セックスを前 -言説的なものとして生

産することは，ジェンダーと呼ばれる文化構築さ

れた装置が行う結果なのだと理解すべきである」

（p.29）．この指摘を踏まえれば，男女という二元
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的カテゴリーを所与のものとする「運動部活動の

効果研究」は，セックスを言説以前のものとして

構築する装置でもあるといえるだろう．

最後に，岡田（2009）が示す結果の再解釈を通

じて，「運動部活動の効果研究」にジェンダー視

点を導入する意義を事例的に検討した．そこで再

解釈を試みたように，「運動部活動の効果研究」

をジェンダー視点から批判的に検討することは，

まずは無視されがちな女性の経験に光を当て，男

性の経験については表面的な分析を見直すことに

なると考えられる．さらに，運動部内の権力関係

だけではなく，それが部活動を超えた学校生活へ

と拡張される様相に目を向けることにもつながる

だろう．それはまた「運動部活動問題」を覆い隠

す「正当化言説」の正当性を揺るがし，運動部活

動固有の意義に関する議論を喚起するものでもあ

る．これまで蓄積されてきた個々の「運動部活動

の効果研究」をジェンダー視点で見直すこと，さ

らにジェンダー・セクシュアリティの視点を持っ

た研究が行われることによって，「運動部活動問

題」の解決に向けた議論を展開することができる

のではないだろうか．

付記
この論文は，科学研究費補助金特別研究員奨励

費 21J12683の助成を受けたものです．

注

注 1）出生時に割り当てられた性別と性自認が一致して
いる人のことをシスジェンダーと呼ぶ．井谷（2021）
の調査における 2名の「非シスジェンダー」は，FtM

トランスセクシュアル男性（身体的な特徴をもとに割
り当てられた性別が女性で，性自認が男性）と，自身
に当てはまる性別カテゴリーがないと感じている人で
ある．
注 2）本研究では，今宿ほか（2019）が対象外とした論
文を含んでいる場合や，対象とした論文を除外してい
る場合がある．例えば，鈴川ほか（2008，2009）は「効
果」が測定された背景が不明瞭であるために今宿ほか
（2019）では対象外とされているが，本研究では対象
に含んでいる．また上野（2013）は今宿ほか（2019）
の対象に含まれているが，本研究では運動部員と非運
動部員を比較したものではないと判断し，対象から除
外した．
注 3）この論文には，河上による和訳（アッカー，

1998）があるが，本稿では原文の英語を筆者自身の解
釈によって和訳して引用した．なお，必要と判断した
場合には和訳の後ろに原文を付した．また，本稿での
和訳に際しては河上訳を参考としているところがあ
る．
注４）遠藤（1965）は対象者の性別を明記していないが，
調査対象の「福島高等学校」は平成 15年まで男子校
であったことから，遠藤（1965）の対象者は男性のみ
であると考えられる．
注 5）対象者が男性のみであることの限界に触れている
のは高見（1996）だけであった．高見（1996）は，「本
研究から得られる結果の汎用性には限界があり，学校
の取り組み方，性別，学力，地域性などの影響は追試
を必要とする」（p.60）と注記している．
注 6）対象者の性別を考慮していないことの限界に触れ
ているのは白松（1995）だけであった．白松（1995）
は「男子と女子では，学校内での会話内容，関心事及
び部活動の重要性などが異なるであろう．今後，再検
討する必要がある」（p.91）と述べている． 
注 7）1960―90年代の「両性」「両性＋他」の本数と，
それに占める身体を対象とする論文の詳細な内訳は，
60年代が 3本中 1本，70年代が 5本中 1本，80年代
が 2本中 1本，90年代が 1本中 1本であった．特に

視点 ジェンダー セクシュアリティ
対象論文 「男性のみ」 「女性のみ」 「両性」「両性＋他」 全論文

確認されたパターン

・変数の統制
・カテゴリー上の除外
・非性的なカテゴリー
による一般化

・二次的な検討対象
・「女性としての女性」
への焦点化

〈分析手法〉
・性差の無視
・性差の前提
・性差の考慮
〈性差の解釈〉
・性差の放置
・性別特性論的解釈
・ジェンダー視点

・調査設計による不可
視化

・無回答の除外
・マイノリティゆえの
不可視化・「男性のみ」と「女性のみ」の問題設定におけ

る非対称性

表 4　レビュー結果のまとめ
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80―90年代の本数が少なく，「男女別分析」が身体に
集中するように転換した具体的な時期を明らかにする
ことはできなかった．
注 8）岡田（2009）を検討対象としたのは，データや分
析手順の記述が明瞭で，再解釈が可能なためでもある．
また，J-STAGE上での検索の結果，被引用文献が 14
件と比較的多いことも理由としてあげられる（https://
www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/57/4/57_4_419/_article/-
char/ja，参照日 2021年 12月 29日）．

注 9）本稿で触れていない性差も確認されているが，こ
こでは特に二要因分散分析を踏まえた主張と多母集団
同時分析の結果に齟齬が生じていると思われる点に着
目した．なお，二要因分散分析では有意な交互作用が
確認されていないが，これはサンプル数が少ないため
に検定力が低くなっていることが影響していると推測
できる．
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