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抄　録

西洋スポーツが、暴力性を排除する形で発展してきたのに対し、なぜ日本の学校の体育部活動で

は、スポーツ選手は理不尽な体罰や暴力的支配を受容して、部活動に順応し続けるのだろうか。本

稿の目的は、ブルデュ―の理論と方法を用いて、日本の体育会系ハビトゥスの特徴を、大学生への

混合的手法による調査により明らかにすることである。得られた知見は、以下のとおりである。

自分を体育会系だとアイデンティティ自認する大学生は、全体の 41.6％で学生の中の一つの大き

なカテゴリーである。体育会系ハビトゥスの特徴は、性役割分業の肯定、勝利至上主義、権威主義

への賛成傾向、伝統主義と地位の上昇志向である。

体育部活動経験者の多くが、指導者やシニアメンバーから体罰や過度の制裁をうけて、連帯責任

で「理不尽な」経験をする。彼らは体育部活の 1年目に「理不尽さ」を多く経験し、それを受容す

ることで、権威に従属するハビトゥスを学習する。しかし年功序列システムにより、2年目以降は

先輩としての権力を平等にもつことで、彼らの支配欲は満たされる。権力が年功によって平等に移

譲される年功序列システムこそが、「理不尽さと暴力を伴う支配とそれへの服従の文化」をメンバー

に伝統的慣習として継承し、体育会系ハビトゥスの再生産に寄与している。

上級生からの理不尽な要求や暴力を受容し、忍耐する理由は、そこに合理的理由として 3種類の

報酬があるからである。

日本的アスリートの自律性とは、管理と制裁の恐怖の中で育成された自律性であり、西洋的な意

味での自己規律的な主体性とは異なる。それゆえスポーツ以外の場では、規範を破り、自律的では

なくなることも多い。スポーツ以外の体験が少ない彼らは、同質的なメンバーとの相互作用に偏り、

多様な価値観を知らないまま外的権威への同調的価値を持ちやすい。

キーワード：スポーツ、ハビトゥス、体罰、権威主義、年功序列、支配、服従

■特集：スポーツ社会学におけるトライアンギュレーションとその可能性
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Abstract

While Western sports have developed in a way that eliminates violence, why do athletes in the sports 

activities in Japanese schools accept corporal punishment from their seniors and leaders? This paper aims 

to clarify the characteristics of sports-oriented students’ habitus in Japan, by using the theory and method of 

Pierre Bourdieu. The findings are as follows.

Nearly 42% of college students in Japan identify themselves as sports-oriented; this is a large proportion of 

the total, as well as the “otaku” (similar to “nerd”) type. The habitus of sports-oriented students is characterized 

by the division of gender roles, the supremacy of victory, the authoritarian personality and the strong aspiration 

to higher status.

In their first year of sports activities, participants are forced to undertake all the chores, no matter how 

unreasonable. But in their second year and afterwards, they can then force the younger participants, in turn, 

to do all the chores. In this way, they learn about habitus that is subordinate to authority. At the same time, the 

older members’ desire to dominate is satisfied, while the younger members are controlled and dominated. Thus, 

Japanese sports clubs reproduce cultures of dominance and obedience accompanied by unreasonableness and 

violence. This is the Japanese type of sports-oriented habitus, which has its origins in the traditional Japanese 

military culture.

School sports activities are creating a masculine identity that strives for victory in a contradictory way: by 

embedding subordinate habitus and at the same time preserving their desire for control. There are three types 

of rewards that explain why athletes are so submissive in their sports activities.

The mentality of Japanese athletes was developed under the fear of control and sanctions, and it is 

different from self-directionality in the Western sense. Therefore, in places other than sports, they often break 

the rules. With little experience outside of sports, they interact with homogeneous members, tend to have 

synchronous values with external authority and have limited or no knowledge of other values.

Key Words: sports-oriented, habitus, corporal punishment, authoritarian personality,
 seniority system, dominance, obedience
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1.	 はじめに

学校型のスポーツ実践は、フーコー

［Foucault, 1975=1977］のいう規律訓練による

身体性の規格化や特有のハビトゥスの醸成を伴

うことが多い。とくに中学校から始まる体育会

系部活動は、青少年の価値態度を集団的な規律

訓練によって一定の型に社会化し、集団的に規

格化する「文化装置」であるといっても過言で

はない。すべての体育部活動ではないものの、

高い業績を望む指導者のもとでは「きびしい」

部の規則が決められ、立ち居振る舞いから私生

活にまで至る教育的指導が行われている。この

問題はスポーツ実践における「公と私」の境界

の侵犯をめぐる問題でもある。

またスポーツ競技は、勝利の獲得による男性

的な支配欲を満たすゲームとなっている。「勝

てば男になれる」という論理である。競争に邁

進する背景には、男性的な支配欲が存在してい

る［Bourdieu, 1998=2017］。さらに日本の体育

会系部活動には、「縦社会」の人間関係に順応

する身体を獲得するという側面がある。そして

「きびしい」規律訓練と勝利をめざす目標を共

有することで、集団的な圧力を通じて自他を厳

しさへと追い込んでいく。勝利至上主義を共有

する部活動は、きびしい練習や理不尽な指導が

行われやすく、それにも耐えられるハビトゥス

を再生産する文化装置となっている。これは自

由や人権の制限をめぐる政治学的問題にもつな

がる。ジェンダー研究の視点からは、男らしさ

の文化を醸成するスポーツという文化装置とし

て言及されてきた［伊藤，1998；飯田・井谷編 

2004］1）。

本稿の目的は、体育会系ハビトゥスが何であ

るかをブルデュー（Bourdieu P.）の理論や概念

を応用して、混合的研究法を用いて明らかにす

ることにある。

ハビトゥスは行為を方向づける心的構造であ

り、日常語のくせや性質にも近い。その人の所

属階級のハビトゥスのように構造の影響や過

去の歴史や経験によって、異なるハビトゥス

が形成されている。簡単に言えば、われわれ

の日常的な実践や選択もハビトゥスに拘束さ

れるが、それだけではなくハビトゥスには主体

的な側面があり、変化するものでもあるとい

うのがブルデュー理論の特徴である［Bourdieu, 

1979=1990］。それゆえハビトゥスとして身体

化された諸性向や知覚認識図式は、個人の社会

的軌道の中で形成される構造化された構造であ

るとともに、他との関係性の中でも新たな戦略

を編み出すこともある。そしてわれわれは無意

識にハビトゥスを作動させ、その場に最も適切

な実践を生み出すことができるのである。ブル

デューの理論の基礎にある場、ハビトゥス、実

践の関係を示しておこう。

場＋ハビトゥス＝実践

ここでは大学生という集団について論じるの

で、大学という場と体育会系部活動という場

の 2つを見ていくことになる。体育会系部活動

の中で展開している実践や規律訓練、規則の適

用、きびしい練習や理不尽な集団圧力をいかに

耐え忍ぶかというストラテジーと、それを支え

る体育会系ハビトゥスに注目していく必要があ

るだろう。

2.	 分析の目的

本稿の課題は以下の 4つである。第 1に、権

威に従順な体育会系ハビトゥスの保持者が少数

ではないことと、オタクやサブカル系とは異な

るハビトゥスの保持者として存在しているこ

とを明らかにする。第 2に、体育会部活実践

は「理不尽な」支配や権力への順応を醸成し、

上下関係に従属し順応する身体と理不尽への反

抗を封じ込める規律訓練を展開し続けているこ

と、第 3に、勝利をめざすゲームに邁進する根

底にある支配欲が、服従を強いる組織文化のな

かで、いかに調整され温存されているのかを検
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討する。第 4に、スポーツが男らしさを醸成す

るというこれまでの定番の論点が、日本の体育

会系部活では、どのように達成されているかを

明確にする。そこには勝利至上主義や「勝てば

男になれる」という男性優位の価値観の共有が

ある。逆に負ければ相対的な剥奪感や嫉妬が原

因となって、この日本的男らしさは容易に規則

厳格主義やいじめ、スケープゴートを容認する

ような文化の負の側面へと繋がっていくことを

論じる。この支配への従属・順応と支配欲の維

持・温存が体育会系部活動内でいかに戦略的に

展開され、結果的にどのようなハビトゥスが形

成されているかを検討する。

以上の視点から、日本の体育会系ハビトゥス

の特徴をデータに基づいて明らかにし、日本的

な男性文化の再生産に体育会系部活動という場

が貢献していることを、文化社会学的視点から

整理することにしたい。なお本稿では、量的研

究と質的な研究との混合的手法により検討する。

3.	 先行研究

運動部活動の体罰や暴力性の問題を論じる多

数の論考がある。たとえば松田太希［2016］は

指導者の自己保存という視点から整理した。ま

た「勝利至上主義」については関根［2013］や

関［2020］などが論じ、日本的集団主義につい

ては西山哲郎［2014］の論考などがある。

スポーツ社会学では他の領域に比べても、ハ

ビトゥスというブルデューの用語が頻繁に使用

されてきた。民間スポーツクラブでのハビトゥ

スを調査した松尾哲矢［2001］の論考が参考に

なる。ハビトゥスという用語は使用しないまで

も、スポーツ指導者や運動系活動に特有の規範

や規則の特性を論じた論考も多々あり、それら

は体育会系ビトゥスの理解に役立つ。運動部と

暴力について、坂本拓弥［2011］もハビトゥス

概念を使用し、運動部における体罰の継続がハ

ビトゥスの模倣や慣習であると論じる。しかし

運動部のハビトゥスそのものはブラックボック

スになっている。またスポーツと暴力や体罰を

論じた論文の多くが、スポーツや運動系部活動

内部の記述にとどまり、スポーツ以外を嗜好す

る集団間との闘争や関係性からハビトゥスを理

解しようとする論考は、管見の限りみあたらな

い。

ハビトゥスもそうであるが、ブルデュー理論

の概念装置を用いる場合には、異なるハビトゥ

スをもつ集団を関係性の視点から位置づけ、読

み解く必要がある。他の集団との関係性の中で

卓越化の方法や戦略が生み出されるからであ

る。

4.	 混合的研究法の重要性と
	 ブルデュー社会学

本題に入る前に、量的調査と質的調査の混合

的研究法を用いることの重要性について、少し

述べておきたい。

筆者はフランスの社会学者ピエール・ブルデ

ューの研究に示唆をうけ、日本人のテイストや

趣味の階層性について研究を行ってきた［片

岡，2019b］。ブルデューは混合的研究法を用い

ており、著書『ディスタンクシオン』［Bourdieu, 

1979=1990］では生活様式空間（差異空間）を

多重対応分析によるマッピングで可視化し、さ

らに詳細なインタビュー調査から、階級のハビ

トゥスについて記述している。ブルデューは、

人々がその社会的軌道（過去世代からの履歴現

象）によって規定された構造（資産構造）に縛

られた選択をするだけでなく、その人の社会的

位置と持てる資産やハビトゥスの違いから異な

る卓越化戦略がとられることを明らかにしてい

る。スポーツについての記述もあり、集団スポ

ーツは熱狂を好む大衆的な趣味であることや、

高い階級の人々が個人スポーツを好むというテ

イストの差異についても言及していた。

またブルデューは男性支配について、「性別

による分割の構造とそれに合致した〈ものの見

方の原理〉の相対的永続化と脱歴史化の原因と
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なっている歴史的メカニズムはどのようなもの

なのか、問わなければならない」と述べ、学校

や家庭以外にもスポーツやジャーナリズムとい

った制度が担う男性支配がそれとは気づかれに

くいソフトな象徴的暴力として押し付けられる

と述べ、男性支配原理の永続化の作業を解明

する重要性を指摘した［Bourdieu, 1998=2017］。

そしてスポーツが身体を社会的に構築する視点

を浸透させることにも、貢献したといえる。

筆者も多様な文化実践を分析し、日本が文化

的オムニボアの社会であることや文化的にもジ

ェンダー構造の強い社会であることを見出した

［片岡，2019b］。その後、スポーツ実践と階級

の問題についても分析を試みたものの、これま

でのところ成人のスポーツ実践の階級差につい

ては明確な知見は得られず、むしろ男性と女性

とのスポーツ実践の種目の違いのほうが大きい

［片岡，2020］。いずれにせよ、筆者の研究スタ

イルは、質問紙調査をベースとした量的調査研

究を用いて、主として統計的手法で知見を導出

する手法であった 2）。

量的調査では、蓋然性にもとづいて、主要な

回答パターンや変数間の関連についての主要モ

デルを導出できるという大きなメリットがあ

る。しかしイレギュラーな回答として捨象され

てしまう回答の中に新しい発見があることも事

実である。特に研究者の視点からは分類不能な

イレギュラーな回答ケースについて、インタビ

ュー調査で「なぜそのように回答したのか」と

問うと、その回答の背後にある別の文脈や異な

る視点からの合理的判断を見出せることがあ

る。これらは、調査票ではとらえられなかった

新しい概念や視点を見出す契機になることもあ

るだろう。量的調査と質的調査の混合的手法を

用いることで、理論の修正や新しい知見を発見

することも可能である。

5.	 データ

本稿では 2種類のデータを使用する。まず統

計的な分析には、筆者が 2017年 10月に実施し

た質問紙調査「大学生の文化活動に関する調

査」を用いる。有効サンプル数は 383票で、内

訳は男子 179票、女子 203票、不明 1票である。

大学は全部で 5 校で、ランク別に高偏差値大学

1校（62.5）、中位偏差値大学 3校（うち 1 校は

地方県で偏差値 50前後）、 やや下位偏差値の大

学 1校（偏差値 40.0）である。中位 3校のうち

理科系学部が 1 校含まれている 3）。 

調査では 8つの学生タイプ 4）を提示し、「そ

う思う」～「まったくそう思わない」、「わから

ない」の 5件法で回答してもらった。「自分は

体育会系である」という質問文に肯定する比

率（そう思う＋ややそう思うの合計％）は、全

体の 41.6％、男子で 43.9％、女子で 40.8％と男

女差はないが、決して少数派ではない。同様

に「自分はオタクである」に対する肯定率は全

体の 46.6％、男子 52.0 %、女子 41.6％である。

また草食系は全体の 43.7％で男子の 58.0％、女

子の 31.0％である。ストリート系は全体の 17.9

％で男女差はない。サブカル系は全体の 11.8

％、男子 18.0％で女子は 6.0％である。知性派

は全体の 19.3％、パリピ系は全体の 7.3％でい

ずれも男女差はなかった。

次に、大学の体育会部活動に所属していた学

生 10名（男子 8名、女子 2名）へのインタビ

ュー調査を実施した。データは大学 4年生が中

心で、主将、副主将クラスが 4名いる。調査時

期は 2020年 12月で、回答者のプロフィールは

表 1の通りである。

6.	 大学生調査からみる学生タイプと
	 アイデンティティ

6.1	 関係性からの体育会系ハビトゥスへのアプ
ローチ
学生間の文化的な象徴闘争について分析をす

るために、筆者は文化実践や価値観に関する大

学生調査を何度か繰り返し実施してきた。その

中で気が付いたことは、大学生同士の間で自己
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と他者を識別する学生タイプという呼称がかな

り一般的に使用されて、自他を識別し差異化し

ていることであった。言葉に出して言わない場

合も多いが、「自分は○〇系」のように区別す

るのである［片岡，2018］。また学生間での序

列意識もあり、互いにどのような種類の学生で

あるかを識別して、友人になれるかどうかを判

断していた。そこにグループ意識が形成される

こともあり、同じゼミ内でも交友が体育会系・

ストリート系のグループと、オタク系・草食系

のタイプとでしばしば 2分化してしまうのであ

る。これらは中学や高校のクラス内ではよく観

察される現象で、趣味やテイストの違い、社交

性の違いで、若者たちが小集団に分化する。若

者の分化を宮台［1994］は「島宇宙」化と呼ん

でいる。

学生にインタビューをすると、「マウントす

る」（上位にたつ）、「うざい」といった言い方で、

自他の序列を表現するほか、付き合うことので

きる相手とそうでない相手を暗黙裡に識別して

いた。何が基準になっているのかと学生に問う

ても、明確な説明はできず、「体育会系だから」

「オタクだから」「メンヘラだから」などの形で

漠然と自他を識別していた。

体育会系などの学生タイプ自認とは、学生た

ちが実践的に使用している分類枠組であり、か

れらのハビトゥス（知覚認識図式）による分類

である。そして大学生という集団の中での異な

るハビトゥスやアイデンティティを表す記号と

とらえることができる。

体育会系アイデンティティは、大学の体育会

系部活動経験者と必ずしも一致しない［片岡，

2019a］。しかし彼らの多くは、中学や高校での

部活動経験から、体育会系とは何を意味するか

を学んでいる。そこで、最初に量的調査からわ

かる体育会系ハビトゥスの特徴について紹介

し、他の学生タイプと比較してみよう。

以下では、男子大学生を分析対象とする。そ

の理由は、筆者が 2017年調査を分析した結果、

特に男子の「体育会系」自認の学生において権

威主義や伝統主義、性役割分業などの意識項目

で顕著に高い数値が示されたからである［片

岡，2018；片岡，2019a］。そこで反応数の少な

いギャル男を除く、7つの学生タイプへの回答

から、タイプ間の近接性を明らかにするために

多重対応分析（MCA）を行った。図 1は、男

子学生のアイデンティティ自認の類型ごとの重

心ポイントを示した結果である。

図 1から、男子大学生のタイプは大きく 5つ

に分化し、①オタク・草食系、②体育会系、③

ストリート系・パリピ（パーティーピープル）

系、④知性派、⑤サブカル系となることが明ら

かになった 5）。図 1ではカテゴリー間の距離が

その近接性を示している。体育会系カテゴリー

に反応する学生は、他のタイプには「あてはま

る」とは回答せず、他のタイプとは独立してい

表１　インタビュー調査回答者のプロフィール

記号 性別 学年 大学部活のジャンル 中学➡高校での部活

A 男子 4年生 ラグビー部 ラグビー

B 男子 4年生 ラグビー部 ラグビー

C 男子 4年生 ラグビー部 ラグビー

D 男子 4年生 ラクロス部 バスケット➡サッカー

E 男子 4年生 ラクロス部 サッカー

F 男子 4年生 テニス部 テニス

G 男子 4年生 柔道部 柔道

H 女子 4年生 サッカー部マネージャー バレーボール

I 女子 4年生 陸上競技部 陸上競技

J 男子 3年生 柔道部 柔道
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ることがわかる。

6.2	 学生タイプごとの価値意識
大学生たちの学生タイプ自認が何によって

分化するかという規定要因の探求は、片岡

［2018］が決定木分析を用いて行い、価値観、

音楽やファッション、ゲームなどの文化実践の

差異のほか、友人関係やセンスの良さなどが基

準となって、タイプごとに自他を区別するディ

スタンクシオンの感覚が存在していることが明

らかにされている。なかでも価値観や社会意識

の変数に注目して分析を進めると、出身階層の

影響はほとんどの変数で見られず、学生タイプ

自認の違いが、学生たちの価値観や社会意識の

差をよく説明する変数であることがわかった。

図 2～図 4は、男子学生の 5つの主要な学生

タイプ間で、価値意識を比較した結果である。

数値は、「賛成」と「少し賛成」と回答した比

率合計を表示している 6）。

さらに、図 5は集団の中でのリーダー性につ

いて、図 6は他者との競争に勝つという勝利至

上主義の意識について、図 7は地位の上昇志向

図 1　学生タイプ自認の近接性（多重対応分析）
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図 2　性役割分業観
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図 3　権威主義
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について「あてはまる」と回答した比率をタイ

プ別に比較した結果である 7）。ここでも体育会

系とストリート系の数値が高く、オタクとサブ

カル系で低くなる。

さらに人間関係の面でも、タイプ間の特徴は

類似していた［片岡，2019a］。しかし図 1で示

したように体育会系は他のタイプとは異なるカ

テゴリーとして識別されているので、ストリー

ト系とはやはり異なったハビトゥスをもつタイ

プと考える必要がある。

体育会系とは何かという肝心の問について

は、その「界」の中でしかわからないことが多

い。そこで体育会部活動という <界＞に焦点

を当て、支配と服従という視点もいれながら、

インタビュー調査から体育会系ハビトゥスの日

本的特質を明らかにしていこう。

7.	 体育会系ハビトゥスの内実

上記の量的調査の結果にも表れていたよう

に、体育会系タイプの男子学生は他タイプより

も男性支配的価値や権威主義的価値をもち、ま

た勝利をめざす競争主義、上昇志向が高かっ

た。これ以外に、先行研究からは礼儀や上下関

係の重視、勝利をめざした努力に価値を見出し

ていること、厳しい練習に耐えることで成長で

きるという信念なども、体育会系の特徴だと明

らかにされている。

しかしなぜ彼らは、きびしい練習や根性論で

動き、また暴力的なことにも目をつぶりながら

試合で勝つという目標を維持できるのだろう

か。そして体育系部活動の経験を通じて身体に

組み込まれる体育会系ハビトゥスとは何であろ

うか。

7.1	 体育会系部活における「理不尽さ」の経験
と受容
体育会系とは何かという質問に対し、インタ

ビュー調査対象者 Fさんは、「逆境に耐えて、

気持ちの部分でそれを乗り越えていける人」と

回答した。ここでいう逆境とは、人生の困難と

いう意味のほかに、きびしい部活の練習や体育

会部活組織内の序列構造の中で与えられる「理

不尽な」経験という意味が込められている。

今回の 10名へのインタビューの中で最も印

象に残ったことは、10名全員が調査中に体育

会系部活動経験について「理不尽な」という言
葉を自ら発したことである。調査者からの質問

では、この言葉を一切提示していないにもかか

わらずである。理不尽さの経験は、スポーツの

ジャンルに関わりなく生じており、中学や高校

でも高い業績をめざしていた部活動経験者はす

べて「理不尽」という評価をしていた。

彼らへのインタビューの全体から、その理不

尽さの原因を検討すると、体育会系の部活集団

活動に特徴的な次の 4つの要素があることが明
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らかになった。順にみていこう。

第 1に、体育会部活動の監督やコーチ、教員

の恣意的
4 4 4

な指導による精神的圧迫や過度の厳し

い練習などにより、部活参加者である生徒や学

生の心身への侵襲が行われている。ここにはい

わゆる体罰も含まれる。なおインタビュー対象

者のいう監督やコーチはすべて男性で、年齢も

40歳代が最も多かった。

B：	監督から期待されていたという前提なんで
すけど。主将なので。僕個人に向けての精
神的な追い込み、体罰ではないんですけど
言葉ですね。罵声。二回ぐらい遠征行った
時にそれで泣きまして。恥ずかしいんです
けど。泣いちゃって。それぐらい追い詰め
られていたと言うか。（具体的に言われた
ことは）あまり覚えてはないんですけど、
「お前がやらないと誰がやるんだ」みたい
なのは常に言われていた感じで、それがで
きないようじゃダメだという風に言われて
いたような気もしますね。やっぱりちょっ
と苦しかった思い出なので忘れようとして
忘れています。

A：	理不尽なことしかなかったですね。高いレ
ベルを要求しすぎちゃったりすると「今持
っている力じゃそれは無理だよね」って言
うことを期待も込めて言ってきたりするの
で。それができないと怒られてしまうって
いう精神状態に追い込まれてしまうので負
の連鎖かなと思います。

A：	ひたすら走り続けるっていう、そういう昔
からある練習をやることもありました。終
わりを言われなくて、とりあえずひたすら
もう走りながらパスをするランパスとい
う練習なんですけど、それをひたすら	OK	
が出るまでやり続けるとか。あと高校時代
ですが、監督の気に入らないミスとかした
ら。一回あったのが朝 9時から始まって	
夕方 6時まで練習させられるとか。休み
なしで。

体育会部活指導者からの体罰については、下

記の Eや Jの他にも複数の回答を得ている。

E：	 今だから言えるんですけど、監督が蹴った
りとか叩いたりとかはあったと思います。
練習中にとか、試合で負けたりとか、悪い
プレイがあると。そんな頻繁に殴るってこ
とはないんですけど、そういう時にそうい
うことがあったかなと思います。冷静に怒
るよりも感情的に怒るという感じです。

J：	 暴力系は結構ありますね。先輩が後輩ボコ
ボコにしちゃうとか。練習に関係ない蹴り
とかパンチ入れちゃったりとか、あとは絞
め技とかもあるので。それでタップしても
離さないとか、気絶しちゃうとか、落ちち
ゃうみたいなの、そういうのを繰り返すの
は強豪校だと結構聞きますね

次のＦさんのように、指導者の恣意的基準の

適用という問題も、理不尽さの原因であった。

Ｆ：	先生の鶴の一声でメンバー選考が行われて
しまって、部内で親もでてきてもめたこと
があります。先生の価値基準で決まったこ
とが問題かなと。

第 2に、中学や高校の体育会部活で多く採用

されている連帯責任の適用は、集団スポーツの

部員に理不尽な経験を強いる最たるものでもあ

った。男子に最もつらい懲罰のひとつが「頭を

坊主にする」ことであり、Cや Eの回答にも

あるように、現代でも継続している。それを指

示するのは、監督やコーチ、指導教員が主であ

った。連帯責任のルーツは、江戸時代の「5人

組」や近代の戦時下で組織された「隣組」など

であるという説が一般的であるが、スポーツ活

動にいつどのように取り入れられたかについて

明確ではないようだ。
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C：	高校のラグビー部のコーチの考えでは誰か
が何か悪いことをしたら連帯責任っていう
考え方だったので。一度些細なことなんで
すけど、寝坊が続いたりとか	それも結構
厳しくて許されないことだったので、そう
いう事が続いた事で全員坊主になったこと
もあります	

E：	 とくに中学の時は結構、連帯責任が多かっ
た。（高校の時も）過度な校則違反だと（退
部や退学になるので）逆に何も（罰は）な
いんですけど、弱い程度の法則を破ったり
すると連帯責任が多かったかなと思いま
す。言い方悪いですけど、見せしめと言う
か、いけないよというためにやっていたの
かなと思います。例えば試合の備品を忘れ
てしまったりとか、練習に遅刻してしまっ
たりすると坊主になるかなと思います。…
高校 1年生の時、結構大差で負けた時に、
「お前ら気合い入ってないから坊主にしろ」
みたいな感じで坊主にさせられたことはあ
りました。…本当に嫌でしたね。嫌でした
けど、先輩たちが先にやってたので。3年
生は慣れてるみたいだったので、僕らがし
ないわけにはいかないじゃないですか

連帯責任を強調するのは、主に集団スポーツ

競技の選手であった。下記の Gの例に明らか

なように、武道系など対面で組む個人競技の場

合は、連帯責任よりも 1対 1の練習を厳しくす

ることで、連帯責任という手法を用いなくても

上位者からの懲罰的な指導ができるという。

G：	連帯責任の罰を表出してっていうよりか
は、練習で「追い込む」ことができるので。
柔道っていうのは。先生が個人的に喝を入
れたい生徒と練習をして、生徒をボコボコ
に投げて、みたいな。練習っていう形で指
導できるので。また先輩が体罰とか暴力が
できない状況でも、練習で追い込んだりし
て、ちょっとサボっている人とかそういう

人がいたりしたら、追い込まれたりみたい
な感じだったと思います。…練習でも暴力
とは言わないけど、暴力になり得ることは
ある。誰々が最近気が抜けてるから、俺ら
で後輩を喝入れようみたいな。やってるこ
とは練習なんですけど、その中で（罰を与
える）。	

第 3に、先輩や上級生からの「締め上げ」や

「喝入れ」「詰める」と呼ばれる言動によって、

下級生が理不尽な経験をするケースも多い。こ

れは集団内で上級生から下級生に対し、指導者

の目の届かない場所でインフォーマルに行われ

る暴力的行為である。これらは上級生の支配

欲・権力欲の発現であるとともに、1年生に服

従ハビトゥスを植え付けるために行われる規律

訓練の一種である。

C：	大学 1年生の時の先輩との上下関係は結
構きつかったですね。とりあえず 1年生
は挨拶が大事で、挨拶してない奴がいたら
誰でも関係なくボコボコにするぞみたい
な、結構言われたりするからそれは怖かっ
たです。	

I：	 高校体育科に入った時点で上級生にめちゃ
めちゃきつく絞められるみたいな。体育用
語で「絞められる」って言うんですけど、
入学式の次の日から「絞められる」ってい
うのとか。…○〇体育科のルールは、入
学してすぐに上級生が 1年生の部屋に来
て（1年生が）囲まれて、体育科のルール
をバーって言われるんですよ。で、その時
にみんな必死に手を震わせながらメモって
て、それは皆がそれぞれ覚えておいて。

B：	（大学の）部活の中での寮生活の方がちょ
っとスパルタで、先輩たちに集められたり
とか、1時間ぐらい夜中寒い中立たされた
りとか。屋上で。…寮の雑務掃除とかをす
るんですけど、掃除が正しくできていなか
ったというわけで正座をさせられたりとか
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もしました。…大学の（部活の）方はスパ
ルタではなかったんですけど、寮生活で先
輩からの圧が強かったのは大学の方です
ね。高校時代は指導陣からの圧が強かった
です。…大学時代は深夜 2時ぐらいに起
こされて、飲酒させられたりとかは、理不
尽を感じる時ですかね。

集団スポーツでは、上級生から 1年生への理

不尽な体罰やいじめ行為が、指導者の見ていな

い寮内や練習後に行われていることが多かっ

た。たとえば上級生が 1年生を「ハンマーでた

たいて出血させる」などもあったという。それ

は下記の Bの例が示すように、上級生の特権

でもあり、快楽でもあるという。しかし同じ上

級生でもスポーツ技術等の面でトップクラスの

選手は手を下すことはない。Hの事例にあるが、

試合でのスタメン争いに負けた先輩が後輩に行

う攻撃や、あまり優秀ではない選手から、下級

生に対するものがほとんどであるという。

H：	（高校で）上下関係を感じることで理不尽
を感じることはあります。やっぱり試合に
負けたとか、後輩にスタメンを取られたり
とかで、態度を変えてくる先輩とかは理不
尽だなと思いましたね。中学生・高校生が
一緒に練習しているので、やっぱ中学生に
負けたりするとその日から攻撃が始まる。

B：	大学時代は寮内で「もみじ」って言って背
中にビンタみたいなパチンていうのを悪ノ
リでずっと続けられてきたりって言うのは
あって、お風呂場に行けばお風呂に先輩達
とも入らなきゃいけないので。そうすると
呼ばれて背中パチンって喝を入れるではな
いですけど。そうですね僕らからするとほ
ぼいじめなんですけど、痛いんで（背中に
赤く手形が残るので「もみじ」という）。
先輩達からすると楽しかったと言うか。…
大体そういった理不尽な体罰を受けるのは
1年の時かなと思います。そうすることで

自分の権力を見せる形になるんじゃないか
なと思います。俺が先輩だぞと、なめられ
ちゃいけないぞ、というのをそこで（示す）。
どうしても舐められる先輩と舐められない
先輩っていると思うので、そこでわからせ
てるんだろうなと思います。

そして上級生からのいじめや暴力、体罰が告

発されることはないという。

B：	（コーチには）言えないですね。そのあと
の（先輩からの報復の）集中が怖いという
か。コーチたちも僕らが問題にあげなけれ
ばわからないので。

第 4に、理不尽の原因が集団規則にあるケー

スがある。体育会部活のルールは、部則もしく

は暗黙のルールになっているが、なかでもすべ

ての部活動に共通していたことは、1年生への

雑用の押し付けである。これらは 2年生以降は

免除されていることが多い。1年生に仕事を覚

えさせるという大義名分を述べているものの、

それに納得している部員は多くはない。中には

体育関連の学科の校則として、下級生の言動を

事細かに規格化する規則が文書化され、昭和以

降からずっと継続している高校もあった。

C：	（部活では）一度立ち止まって大きな声で
挨拶するっていうのが基本的な決まりで
すね。1年の役割は練習の準備とかがあり
ましたね	ボールの空気入れだったりとか、
グラウンドのライン引きだったりとかを練
習前に必ずやるって言うのが 1年生の決
まりです。	

H：	（大学の部則には）罰則なんかも書いてあ
りましたよ。サッカー部のルールとして遅
刻しちゃいけないっていうのがあって、練
習には当たり前だと思うんですけど、1年
間で一回遅刻すると一週間練習に参加させ
てもらえなくて、マネージャー業務を手伝
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う。一年間で 2回遅刻すると坊主ってい
うルールがありました。…あとは、罰走を。

I：	 規律の面だとみんなが口を揃えていうの
が、理不尽っていうことです。でも自分も
その面では何にも思わないと言うか、もう
当たり前でしょって思ってきたんですけ
ど。すごく理不尽な代表例だと、自分が所
属していた陸上部の部則っていうのが表裏
で 5ページぐらいあるんです。それを入
学する前に配られて体育科からも（別の校
則が）配られてそれを全部記憶していて、
他の子が入部してきたらそれをコピーして
配って「覚えて覚えて」って。「覚えない
と怒られるから」って。ひたすら覚えさせ
て、それができてないと上級生がそのルー
ルを基に、「これ書いてあったのに、お前
できてないんじゃん」って怒られるんです。

部則にもなっている細かなルールには、上級

生への礼儀作法や生活指導に関する規則も多

い。上記の Iさんのケースは、下記に示すよう

にあいさつの仕方が事細かに決められて文書化

されていた。これは昭和時代から続く部則とい

うことであった。

I：	「すいません、○〇さん、△△なんですけ
れども、話しかけてもよろしいでしょう
か」って質問の言葉が決まってて、「です
か」じゃなくて「でしょうか」って絶対言
わなきゃいけないとか、上級生をまず先輩
って言っちゃいけなくて、「上級生」って
言わなきゃいけなくて。なんとか先輩じゃ
なくて、なんとかさん（と呼ばないといけ
ない）。朝は「おはようございます」って、
人数分、上級生が気づく前に行って言わな
きゃいけない。話しかけて、例えばですけ
ど、話しかけられたとして、今何時とか伝
えようとするじゃないですか。「今 3時で
す」とお答えして「OK」って言われたら、
「ありがとうございます」。お話をした後は、

必ず「ありがとうございます」で終わらせ
なきゃいけないんです。それは多分普通に
理不尽だと思うんですけど、そういうルー
ルとか、もっともっと細かいルールがあり
ます。

ほとんどの体育部活動で、きびしい部則を厳

格に守ることが求められていた。その厳しいル

ールは、私生活や心身への侵襲ともいえる内容

であり、そこに人権への配慮の欠如や個人の自

由の制限があることが日本の部則の特徴であ

る。罰も部活動と関係のない生活指導面や身体

に及ぶことも多々ある。生活指導的なルールに

ついては、大学よりは中学・高校のほうが規則

がきびしいという回答が多かった。そして規則

を守ることができない部員には、「罰走」や余

分な練習、坊主にするなどの懲罰、あるいは追

い込みと言われる厳しい練習などが与えられ、

集団的規律の遵守は体育会系部活の絶対的とも

いえる規範となっている。これらはフーコーの

いう「規格化を行う制裁」から自己規律的な主

体を形成していく点と重なる体育系部活の特徴

である［松田，2016］。

体罰や懲罰が恣意的に与えられることも理不

尽さの原因となっているが、体罰や懲罰の多く

が、集団の秩序を乱したことや試合に負けたり

下手なプレイをしたことで引きおこされてい

た。その背景には、勝利至上主義があることは

いうまでもない。

罰則や制裁はいつも公平に与えられるとは限

らない。時には監督やコーチ、上級生が下級生

の失敗にかこつけて、感情の暴走から暴言や体

罰、懲罰へと至っている［藤森，2013；坂本，

2018］。それらが「理不尽」という言葉となっ

て、体育会部活経験者全員から発せられていた

のである。しかし海外の学校や地域の中でスポ

ーツを経験した学生 2名からは、海外ではそう

いった理不尽さはなかったと述べていた。

エリアス［Elias, 1976］のいうように、西洋

スポーツは暴力性を排除する形で近代化してき
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たため、Dさんが留学先のイギリスの高校で体

験したスポーツ部活動でも部員は対等であった

という。下記の回答から個々の自主性が重んじ

られて理不尽さのないクラブ経験というのも理

解できる。

D：	（イギリスでは）	先輩後輩っていうのは関
係なく、実力主義というところでは全体的
にフェアな雰囲気ですね。…（下働きは 1
年生）ということはなくて、みんなで話し
合って、登下校のノリみたいにじゃんけん
で決めて、お前負けたから今日持ってよみ
たいな感じで、適当に毎回決めてましたね。
でも日本だと上級生はかたくなに（試合道
具を）持たないで、1年生が絶対に持つみ
たいな。

日本では年功序列の伝統があり、そこに暴力

的なものをも懲罰として使用することで、集団

秩序を保ち勝利へと進む軍隊的な価値と訓練方

法を温存してきたのである［山本，2008］。こ

れらについてもすでにスポーツ・体育関連の

様々な論考で指摘されている通りである。

問題は、体育会部活経験における理不尽さや

暴力性といった支配の論理を、なぜ彼らは受容

し、それを「普通のこと」として順応あるいは

服従してしまうのか。2つの方向から検討しよ

う。

7.2	 規律訓練による暴力性の受容ならびに勝利
主義ハビトゥスの注入と転移
理不尽さや暴力性を受容するスポーツ部員の

服従と順応のハビトゥスは、部活動での規律訓

練によって注入され、しばしば暴力的制裁によ

っても内面化されていく。また伝統や慣習の力

も大きい。

たとえば Gさんは「下働きは割と当たり前
っていうか。。。自分の経験した道だしっていう
感じで、そんなに疑問を抱かなかったですね」
と回答していた。しかし海外運動部の経験者

は 1年生の下働きを理不尽ととらえ反発してい

た。日本では他国からみると理不尽な慣習が伝

統として常態化している。それゆえ練習中の体

罰も、「練習を必死にやっていたら頭叩かれた
りっていうのは普通にありました。それはみん
な体罰というよりかは練習としてやっている感
じだったので」（F）といい、周囲の空気を読

むことで、体罰か練習かの基準があいまいにな

り、疑問にさえ思わなくなるのである。

同時に、理不尽さや暴力性を伴う規律訓練の

目標は、勝利することである。勝利の快感を味

わうための規律訓練の結果であるというのがこ

れまでも繰り返し論じられてきた回答の 1つで

ある。たとえば Aさんは「勝ったときの喜び
って、何にも代えられないくらいの喜びがある
と思う」と述べていた。特に中学生や高校生は
指導者の価値観によって勝利至上主義を注入さ

れやすい。例えば Eさんは勝利至上主義のス

パルタ式部活を中高で経験していたが、大学で

は別の種目を主体的に選ぶことで、この洗脳的

な状況を脱していた。

E：	 中高の（サッカー部）の時は、とりあえず
勝ってればいいと思っていたんですけど、
大学（ラクロス部）になって結構考え方が
変わって…

体育会部活動を通じて獲得した「勝利至上主
義や勝敗主義のハビトゥス」は、下記の Fさ

んがいうように、日常生活場面にも転移してい

た。勝ち負けに敏感で、勝敗にこだわり、それ

を楽しむハビトゥスだという。

F：	 例えば大人数でコンビニに入った時とか
に、体育会系の学生て、すぐにじゃんけん
をして誰かに奢ってもらおうとするんです
よ。勝敗をすごく気にするんですよね、絶
対に。美術系の部活に入っている子とかは、
そういうことってなくて、普段から争うっ
ていうことをやってないからだと思うんで
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すよ。それは体育会系の学生は普段から勝
ち負けという所にすごく敏感で、しかもそ
れを楽しむっていう考えができる人が揃っ
ているので。なので、普段の生活で勝ち負
けを意識するような出来事とかが起きたり
するのかなっていう風に思います。結構そ
れが体育会らしさとか男らしさっていう部
分で言われる部分ではあるのかなと思いま
した。	

理不尽さへの順応を理解する別の解釈とし

て、次の収益説をあげておこう。

7.3	 理不尽さに順応することの収益
指導者や上級生からの理不尽な要求や暴力性

を受容し忍耐することは、単に伝統や慣習の模

倣というだけで説明できるものではない。理不

尽さを受容するのは、それがメンバーにとっ

て（あくまで主観的な）合理的計算に基づく利

益・収益があるからという解釈である。この収

益がなければ、体育会系部活動での暴力性は再

生産されないとも考えられる。インタビューか

ら明らかになったことは、指導者や上級生から

の理不尽な要求に耐えることで得られる利益に

は、少なくとも 3種類があることだ。

第 1に、いずれの学校段階でも、1年生の時

だけ理不尽さを我慢すれば、年功序列であとは

先輩として下級生に権力をふるうことができる

という報酬が与えられる。部活内の学生集団内

の権力は、実力ではなく年功により配分され、

移行するので、だれもがこの恩恵を受けること

ができるという平等性もある。スポーツの実力

とは関係なく、上級生というだけで平等に支配

する権力が持てるということは、年功という地

位を使って満たされない支配欲を体罰や暴力と

して満たす方向へいく場合もある。

Eさんが経験したイギリスのクラブ活動のよ

うに、実力主義と暴力性排除が貫徹した西洋型

のフェアな原理で運営される組織であれば、部

員同士も対等でフェアな関係になるかもしれな

いが、年功序列システムは属性原理なので、年

功による上下関係を作りやすく、上級生の支配

欲を満足させることもできる。年功序列的上下

関係によって、部活動の初期の段階から理不尽

な経験をさせて、新入部員に服従のハビトゥス

を身体化させることもできる。年功で与えられ

た権力を使って、後輩をいじめる上級生もでて

いることはすでに紹介した。

また上級生から 1年生への下働きの押し付け

や命令は、伝統と慣習で正当化されるので、い

くら理不尽な経験だといっても、それを拒否し

たり否定するのはむずかしい。これが典型的な

日本型の序列システムである。

第 2に、もう一つの利益は、忍耐によって自

己の成長物語を完結するというアイデンティテ

ィ形成の問題がある。たとえば Eさんは、「理
不尽な場合でもそれに対処して乗り越えていき
たい」と述べていた。その背景には、スポーツ
を通じてしか自分を成長させるすべを知らない

ということもある。他の領域への関心を向ける

ことができないほど、部活動に私的な時間の多

くを捧げており、スポーツ以外への探求の機会

を犠牲にしているようにみえた。

第 3に、理不尽さを受容し忍耐した結果とし

て、進学や就職面での利益が期待できるからで

ある。スポーツ推薦による大学進学のほか、「よ

い」就職先がみつかり、金銭的に成功できると

いう見込みがあるからだと述べていた。

実際に、インタビュー調査対象者の多くが有

数の一流企業に就職内定を取っていた。つまり

長年の厳しい訓練に耐えるコストと引き換え

に、名のある企業への就職という収益に関する

合理的計算があると思われた。複数の対象者が

同様の回答をしていたからである。

しかし、彼らの満足とは裏腹に、彼らの将来

への夢や目標は、やはり外的権威によって与え

られた基準（例えば一流の会社）によるもので

あると感じざるをえなかった。具体的に将来、

社会人となって何をしたいのかと尋ねても、海

外経験をした選手は自分の夢を語れたが、そ



19体育会系ハビトゥスにみる支配と順応

うでない男子学生 Jさんは「会社の目標があっ
て、その中に自分の小さな目標があると思うの
で、そこを目指してやっていくしかないと思う
んですけど。。。何を目標にすればいいんだろ
う」と、組織に貢献するという言い方でしか自
分の将来像を語れず、最後は自問となった。例

えば Bさんによれば、多くの部員の将来の夢

は「出世してお金を稼ぐことだ」という。

B：	（平均的な選手の価値観は）みんな出世と
かいっていて、とにかくお金をたくさん集
めて出世したいみたいなのは、みんな口揃
えていってますね。人生に勝ったと言うか、
それこそが幸せと言うか。周囲と比較して
お金を持っている方が幸せだと考えている
人の方が多いかなと思います。

質問者：自分はこれをやりたいとか、こういう
仕事をしたいとこだわる人はいないのです
か。

B：	そっちの方が圧倒的に少数派なんで、現段
階ではいないですね。	

8.	 勝敗主義からの脱却の困難と
	 自律性獲得への道

最後に、理不尽さを認めつつも順応するハビ

トゥスについては、下記の Eさんの回答に表

れている。

E：	 理不尽なことも結構あると思うんですけ
ど、社会に出たらもっと理不尽な事って多
いと思うので、それにしっかり対応する能
力だったりとか気持ちみたいなのも鍛えら
れるかなと思います。	

質問者：理不尽さに立ち向かうってことはしな
いんですか。	

E：	 たぶん日本の文化的に、立ち向かってもあ
んまりいいことがないと言うか、うまく対
処した方が問題なく進めるというのが日本
での特性だと思うんです。あまり立ち向か

う必要がないかなと思います。

なお、理不尽な状況への変革の意思はほとん

どの対象者にはみられなかった。しかし海外経

験のある人は、日本的な勝敗主義（勝ち負けに

こだわる）に疑問を持ち始め、勝ち負けではな

い別の価値観（勝ち負けよりもプロセスが大事

など）を受け入れるようになり、自分の人生に

おいても、自分の価値観で仕事を選び、一流企

業とは異なる進路選択をしていた。しかし日本

だけでの部活経験者はすべて一流企業への入社

かスポーツ関連の仕事をめざし、現状肯定的な

ハビトゥスであった。

しかし Eさんは、大学生の途中で海外へ渡

航したことで勝敗主義への疑問を抱くようにな

った。

E：	 向こう（海外）で思ったのは、勝敗が全て
じゃないなっていうのは特に感じたので。
帰ってきてから皆はもうラストシーズンな
んで何が何でも勝つって言うか、勝たない
と続かないし意味がないっていうか。僕と
は全く熱の入り方が違ったので、そこの価
値観の違いは感じました。行くまでは勝敗
が全てだと僕も思っていたので、（部員は）
なんかあいつ冷めたくない？と思っていた
とは思ってます。	

スポーツの功罪として、スポーツ経験の中で

勝ち負けが大事という勝敗主義ハビトゥスを獲

得してしまうと、異なる価値観への許容性が低

くなる可能性は高いと予想できる。とくに体育

部活動では特定の集団内でのみ相互作用を繰り

返し、自由な時間も少ないため、他の価値観や

文化を持った人との接触が少なくなり、社会的

な視野を拡大する機会が少なくなるのだと推

測できる。例えばサッカー部マネージャーの H

さんによると、サッカー部員は部活動以外でも

同じ部員同士での集団行動がよく見られ、同じ

講義を取って、教室の最後部の席に部員がまと
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まって座るという。スポーツ部内での閉鎖的で

ホモ・ソーシャルな人間関係の中での信頼だけ

を頼りに価値醸成が行われることによって、彼

らの価値観やハビトゥスはさらに同質化し、異

質な文化や価値観との接触が少ない。

また自律性については、監督や指導者の命令

に従って行動してきたので、そこに自己の主体

的判断基準は形成されにくい。部内では礼儀に

厳しく自主的に動くことができても、他の場で

はルール違反をする学生もけっこう多いという

柔道部の Jさんの報告もあった。それゆえ、日

本の体育会系部活動に強くコミットする人々

のいう主体性や自主性とは、集団的幻想でもあ

り、真の自律性ではないケースが多い。なぜな

らそれは監視下で制裁を恐れて形成された自律

性だからであり、監督者や制裁のない場では作

動しにくいのである。つまり心身を規律訓練で

管理されることが習慣化したスポーツ選手の自

律性とは、権威に従属した者が示す「疑似的な

自律性」ともいえる 8）。

自分のやりたいことは何かを考える暇もな

く、上級生たちと同じ出世コースにのることだ

けを「人生の勝ち =価値」と考えてしまう背

景には、生活全体を管理され自由の少ない制限

された環境のもとで、ひたすら勝利を目指して

奮闘させる組織的メカニズムがあるからではな

いか。それは指導者だけの問題ではなく、勝敗

主義に彩られた指導者養成システムや学校組織

目標の問題でもある。

体罰厳禁という指導のもと、今後は学校部活

動において、自主性に基づく運動部指導を展開

する学校は増えていくだろうが、勝利を第 1と

するならば、生徒や学生の自主性にまかせてお

けないというジレンマが多く生じてくるだろ

う。しかし本当の自主性とは何であるのかを体

育教師やスポーツ指導者たちは、今後模索する

時期が続くのだと推測する。

今回の調査で、ある公立高校の体育学科の校

則は数十年前からほとんど変化していないほ

ど、軍隊的で規律訓練的であったことは驚きと

いうしかなかったが、それを疑問として声をあ

げさせないメカニズムが日本文化の中に存在し

ている。そして権威主義的な体育会系部活の中

で醸成される体育会系ハビトゥスには、上に逆

らわないという権威主義の文化と勝敗主義、そ

して上位者への服従の性向がある。男らしさの

価値観の中で、年功序列的に管理する組織の中

では、「体育会系」ハビトゥスは再生産されて

いくと思われる。

9.	 日本の体育部活動にみる
	 服従のハビトゥスと支配欲の温存

最後に、近代スポーツが男らしさを作るとい

うジェンダー論的問題について述べておきた

い。たしかに日本の体育部活動は「勝敗にこだ

わる」勝敗主義や勝利至上主義によって、ゲー

ムに専心するという男らしさの文化を形成し

ているといえる。スポーツの試合で「勝てば

男になれる」という男性中心的な世界観の共有

がなされているだけでなく、「支配欲によって

……社会が自分に割り当てたすべてのゲーム

にのめり込んでしまうように教育されている」

［Bourdieu, 1998=2017: 112］。

しかし日本的なところは、部員は指導者に従

属することこそが望ましいという価値を規律訓

練で身体化されているところである。例えば

「監督に喝をいれてもらいたい」という選手は、

監督から自立するというのではなく、勝利のた

めに支配を自発的に受け入れることを望む従属

的なハビトゥスだからである。すなわち日本の

体育会系部活動の中で維持され、再生産されて

いる体育会系ハビトゥスは、理不尽な支配へも

従属・順応する服従のハビトゥスと男性的な支

配欲によって支えられている。

1年生への雑用の押し付けや先輩への絶対服

従は、権威に反抗しないハビトゥスをまず植え

付けるためである。しかし支配欲を消すと、完

全に従属者のハビトゥスになってしまうので、

それを防ぐために、2年生以降では下級生を支
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配する特権をもたせている。それが、体育会部

活動で権力者からの規律訓練を受けても、完全

に従者のアイデンティティを植え付けられるわ

けではない年功序列のメカニズムである。

また体育会部活の界には、常に男性優位の世

界観があるので、たとえ試合で負けてもその支

配欲を別の形で満たすことで、自己の世界観を

守る戦略をとることができる。例えばインタビ

ューからも明らかなように、活躍できない選手

や負けた選手は相対的な剥奪感や嫉妬から、容

易に規則厳格主義になり、あるいはインフォー

マルな場で弱者（下級生）へのいじめや体罰、

スケープゴートを容認する文化の肯定へと繋が

っていた。これも一種のねじ曲がった支配欲の

表れであり、支配欲を満たす戦略の一つであ

る。

このように体育会系の人々にみられるような

日本的な男性文化というのは、権威や規律への

服従や従属のための規律訓練を基本としている

点で、軍隊的であると同時に、西洋的な男らし

さとは矛盾している部分がある。西欧的な中流

階級文化には、自己指令的（self-directed）にな

ることで外的権威から脱却するという基本があ

り［Kohn, 1969］、スポーツも近代化とともに

中流階級的な文化を取り入れ、権威主義や暴力

性を排除してきたと考えられる。

しかし日本の体育会系部活のような組織で

は、年功序列で上級生になれば平等に権力を発

揮することができ、また権威への服従を下級生

から調達できる。これはスポーツというゲーム

に専心し理不尽にも耐えた報酬であるととも

に、かれらの支配欲を満足させ、勝利へと駆り

立てるゲームに参加する意欲の維持に役立つシ

ステムでもある。

このように上下関係の規範を保ち、メンバー

の支配欲を満たすのが年功序列である。年功序

列システムと、理不尽な経験の授与を部則とし

て規則化して強いることで、服従する身体を作

り出すことは、軍隊と類似している。それは集

団の秩序維持と同時に、監督者の権力を維持で

きるシステムでもある。服従ハビトゥスの埋め

込みと支配欲の温存という一見矛盾した組織戦

略を用いることで、従順な心身と支配欲を両方

温存した勝利だけをめざして努力する「男らし

い」メンバーを作り出し、集団的結束を生み出

している。

何人かのインタビュイーは、体育会部活では

「チームファースト」という言葉が重要と述べ

ており、組織目標にむけて部員が自発的にある

いは自虐的に献身することを美徳と考える指導

者が多く存在することを指摘していた。それゆ

えに体育会選手によって男らしさや主体性とみ

なされるものも、「筋肉志向」であったり、「逆

境（理不尽）に耐えて勝ちを取りに行く」とい

うハビトゥスであった。集団的勝ち負けにこだ

わるという点で、すでに西洋的な個人の自律性

とは別次元である。むしろ西洋的な男らしさ規

範からすれば、服従ハビトゥスは女性的な従属

者のハビトゥスとみえるだろう。「（有終の美を

飾るときには）監督に喝を入れられたい」とい

う選手も、極端に言えば規律訓練で獲得した

「権威に従順な主体」でしかない 9）。

10.	体育会系部活動のこれから

しかし変革への希望がないわけではない。多

くのインタビュイーたちが、「今はだいぶん変

わりましたよ。例えば 4年生は後片付けするよ

うにルールが最近変更されました」というよう

に、上下関係をもとに理不尽さを強いる部活動

は、この 3年間の間にかなり変容しつつある。

それは「ブラック部活動」［内田，2017］の言

論や「体罰禁止」の言説が人口に膾炙した結

果、スポーツ指導者の意識改革が進んでいる証

拠である。しかしそれが下から（生徒や学生か

ら）ではなく、指導者からしか変革できないと

いうことも事実ではないだろうか。指導者が変

わらなければ、理不尽さを強いる体育会系文化

もそこで醸成されるハビトゥスも変わりにくい

だろう。
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あるインタビュイーの意見を示しておこう。

「一番ダメなのは、日本の先生って大学卒業し
てすぐに先生になるじゃないですか。社会を知
らないという言い方はあまり良くないかもしれ
ないんですけれども。あまり（社会を）経験せ
ずに、先生という絶対的な存在になってしまう
ので、それが日本の部活に影響してしまうのか
なっていうのが一番問題としてあると思いま
す。」
最後に、体育部活動での理不尽な経験や暴力

性はいくつかの教育的問題を孕んでいるもの

の、日本的体育会系ハビトゥスが良いか悪いか

という価値判断を行うことが本稿の目的ではな

い。体育会系ハビトゥスも、あくまで他との関

係性の中で、あるいは日本の文化的土壌の中で

歴史的に形成されてきた 1つのタイプとして理

解すべきである。

今後は、体育会部活動の指導方針の変容や理

不尽な暴力性も減少し、体育会系ハビトゥスの

構成要素も変容する可能性を秘めている。古典

的な意味での体育会系ハビトゥスは、日本のか

つての高度経済成長を支えていた性向であろう

し、日本人の忍耐力や文化的特質と強く関連し

ていることも事実である。

【注】
1） 近代スポーツとジェンダーの関係についての

先行研究は多く、代表的なものしか表示でき
ないことをお断りせざるをえない。

2） 近年、量的研究と質的研究の混合的研究法が
見直されているが、残念ながら計量社会学や
数理社会学においては、高度な分析手法を追
求することも多いせいか、混合的手法を重視
しているとはいえない状況がある。

3） 偏差値は、河合塾の 2017年版の数値に従って
いる。またこのデータのうち、課外活動への
参加を複数回答可で調べた結果、体育会系部
活動に加入している学生は、全体の 14.6％、
運動系サークルは 29.4％、文化系部活は 6.9％、
文化系サークルが 26.5％、その他 7.7％で、課
外活動に参加していない学生は全体の 29.4％
であった。

4） 大学生自身により設定された 7つのカテゴリ
ーと新たに「知性派」という研究者が恣意的
に用意したカテゴリーを混合して質問した。
結果的に恣意的に設定した知性派にあまりリ
アリティはなく、やはりそれ以外のカテゴリ
ーが実践的な意味をもっていた。構成比の詳
細は、片岡［2018］を参照のこと。

5） 図 1の中の 1という記号は、各学生タイプに
「そう思わない・あまりそう思わない・わから
ない」と回答した学生カテゴリーを意味する。
わからないという回答は、サブカル系とパリ
ピ系でやや多かった。

6） 価値観の回答選択肢は 5択の「かなり賛成」「少
し賛成」「どちらとも言えない」「少し反対」「反
対」である。本稿では、5択を 3カテゴリーに
再コード化して結果を表示する。つまり「か
なり賛成」と「少し賛成」を合計して「賛成」
とし、「どちらとも言えない」「少し反対 +反対」
の 3つに再カテゴリー化し、図では賛成と回
答した比率を示した。

7） 図 6～図 8は各質問に「よくあてはまる」「少
しあてはまる」「あまりあてはまらない」「ま
ったくあてはまらない」の 4択で質問し、「よ
くあてはまる」と「少しあてはまる」と回答
した男子学生の比率（％）を示している。

8） これと同様のことを、尾身［2019：108-109］
は疑似的自立性問題として指摘していた。

9） 欧米では集団スポーツでも、個人の業績を優
先する選手が多いと言われる。
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