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高校野球における体罰問題に関する事例的研究
―高校野球経験のアンケート調査から―
山崎

雄大
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A case study on the corporal punishment problem in high school baseball
From the result of the survey to men who experienced high school baseball
Takehiro Yamazaki
Abstract
The purpose of this study is to clarify the facts of corporal punishment issues and focus
on why corporal punishment is occurring. I have conducted a questionnaire survey asking
364 university students who belonged to Japanese high school baseball club to cooperate
in this study. In summary suggestive knowledge will be made on how to coach without
the use of corporal punishment.
The results are as follows.
1)The survey revealed corporal punishment occurred regardless of whether students
attend private high schools or public high school. Students athletic or academic ability
also did not deter the occurrences either.
2)The most reported reasons of corporal punishment were made by when coaches were
teaching the techniques.
3)Corporal punishments were inflicted on the whole team or the captains who were not
directly concerned with the play.
4)The result of the survey revealed that in most case the team coaches inflicting corporal
punishment were also their classroom teachers and their managers.
5)Corporal punishments were inflicted on individuals in open spaces not confined closed of
spaces
6)The sense of victimization was low among students who experienced corporal
punishments, and most of them tolerated corporal punishments. It was especially
noticeable among students who had participated in the national tournament.
The facts reveled multiples cases of corporal punishment were carried out by managers
or teachers whilst teaching techniques to players.
The consequences of these actions were also not considered to be important. In addition
students inflicted by corporal punishment had the tendency to tolerate the callus
punishment.
In summary it is undeniably clear both victims and offenders need to change their
opinions toward corporal punishment in order for corporal punishment to no longer occur
in Japanese High School Baseball.
Key words: High School Baseball, Corporal Punishment, Case Study
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Ⅰ．緒言

活動における体罰経験と体罰に対する評価

１．研究背景

について検討している．その結果，部員の

近年，学校教育の現場において，体罰は

態度にかかわる理由で体罰に対しての賛成

重大な問題となっている．そもそも，学校

が多く，反対に成績やプレー自体にかかわ

教育法第 11 条には，教師は「児童，生徒

る理由での体罰に対しては賛成が少なかっ

及び学生に懲戒を加えることができる．た

たという．また，西山（2014）は，スポー

だし，体罰を加えることはできない」と明

ツにおける体罰容認を支えるものを日本の

記されている．それにも関わらず，2019

身体教育文化から検討しており，体罰は「礼

年 5 月 20 日に，改めてスポーツ庁政策課

儀作法や上下関係を守るため」と「選手個

学校体育室から各都道府県の教育の現場に

人では乗り越えられない壁をコーチと共生

むけて「学校における体育・運動部活動に

関係を利用して乗り越えるため」の 2 種類

おける不適切な指導根絶に向けた取組につ

に分類できることを明らかにしている．高

いて」の書面が通達された．また，翌月 6

校野球を対象とした体罰に関する先行研究

月 5 日は全国高等学校体育連盟より，各高

においては，石村・田里（2017）が，スポー

等学校対して「運動部活動における体罰等

ツ集団における体罰について，野球部とカ

の根絶について」が通達された．

ルト宗教集団との類似性を明らかにしてい

高校野球の指導現場においては，2019

る．また，大峰・友添（2014）が，野球部

年 6 月 18 日に実施された日本学生野球協

における指導者の勝利追及への責任を検討

会審査室会議で 10 件の処分が下され，う

している．しかしながら，これらの研究で

ち 6 件が指導者による体罰及び不適切な指

は，体罰の有無や件数の調査が主であり，

導問題であった．また，2019 年に行われ

体罰を無くすための具体的な取り組みや提

た第 91 回選抜高等学校野球大会おいては，

言は見当たらない．なぜ体罰が起こったの

出場校 2 校の監督の部員への暴力が発覚

か，その発生理由にまで遡り，発生時の状

し，謹慎処分が科せられたのは記憶に新し

況，さらには被害生徒の考えを含めて検討

い．ただし，これらの件については一部報

することで，より有益な知見を得ることが

道での断片的な情報は入るものの，実際に

できると考えられることから本研究を実施

はどのような体罰がなされ，被害に遭った

することとした．

生徒たちはどのような問題を犯したことに
２．研究目的

対しての体罰及び不適切な指導であったの
かは不明である．

本研究の目的は，日本の高校野球にお

体罰の実態調査について，文部科学省に

ける体罰問題について，体罰の発生理由を

よると 2012 年度と 2017 年度公立高等学校

中心に，その実態を明らかにすることであ

における発生件数は，2012 年度の発生率が

る．そこで得られた知見から，体罰のない

0.69% となっているのに対して，2017 年度

コーチングに向けての提言を試みるもので

の発生率は 0.10% となっている．このよう

ある．

に発生率は減少しているものの，体罰その
ものが根絶したわけではない．体罰につい

Ⅱ．研究方法

てはこれまでにおいてもこの問題を対象と

１．調査対象および期間

した先行研究は数多くみられる．平田・小

日本高等学校野球連盟加盟校の硬式野

松（2017）は，大学生を対象に，高校の部

球部に所属していた男子大学生 475 名を対
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象にして，質問紙を用いたアンケートによ

内および学校内での立場，体罰を受けた場

る調査を 2019 年 8 月から 9 月までの期間

所に関しては，実数のまま検討した．体罰

で実施した．調査にあたっては，5 校の大

を受けた場所，体罰に納得しているか，信

学に依頼をし，高校在学時に硬式野球部に

頼関係があれば体罰は許されると思うか，

所属していた学生に質問紙を配布して行っ

との質問に対する回答は比率を求めた．

た．調査に先立ち，本研究の目的，内容お
Ⅲ．研究結果

よび個人情報の取り扱い，任意および無記
名であることを予め説明し，調査への参加

調査対象者の基礎データとして調査した

の同意を得た．なお，未成年者に対しては，

質問 1 から質問 4 の結果については以下の

保護者向けのアンケート依頼書を添付し同

通りであった．質問 1 の出身高校のタイプ

意を得た．個人情報の管理および情報漏洩

は，公立高校が 106 名，私立高校が 258 名

がないように細心の注意を払った．

であった．質問 2 の高校在学時の所属コー
ス（科）については，スポーツ（体育）が

２．調査内容

87 名， 普 通・ そ の 他 が 277 名 で あ っ た．

本研究では，22 項目の調査内容を設け

質問 3 の出身高校の偏差値に関しては，60

た．質問 1 から質問 4 は基礎データとし，

以上との回答が 39 名，それ未満が 325 名

質問 5 から質問 13 までは体罰（肉体的苦痛）

であった．質問 4 の高校在学時の最高競技

に関する内容，質問 14 から質問 22 までは

実績については，全国大会出場経験者が

不適切な指導（精神的苦痛）に関する内容

68 名，全国大会出場未経験者が 296 名で

とした．体罰の分類については，2013 年

あった．

に文部科学省より発行された「運動部活動

図 1 は，質問 5 の高校在学時の体罰（肉

での指導のガイドライン」に基づいた．な

体的苦痛）を受けた経験の有無に対する回

お，質問 7 から質問 10 及び質問 16 から質

答を示したものである．364 名中，体罰を

問 19 については複数回答可とした．

受けた経験があると回答した者は 17 名で
あった．

３．回収状況
対象者 475 名にアンケート調査用紙を配
布した結果，回収数は 375 件であり，回収
率は 78.9% であった．その内，有効回答数
は 364 件であり，有効回収率は 97.1% であっ
た．
４．分析方法
高校在学時の体罰経験の有無と，学校の
タイプ（公立・私立），所属コース（科），
所属コース（科）の偏差値および最高競技

表 1 は，学校のタイプ（公立・私立）と

実績との関係の検討については，Fisher の

体罰経験の有無のクロス集計表を示したも

正確確率検定を用いた．有意水準は 5％未

のである．公立高校と私立高校での体罰を

満とした．複数回答によって得られた，体

受けた経験の有無は，それぞれ 106 名中 4

罰を受けた理由，体罰を行った指導者の部

名，258 名 中 13 名 で あ っ た．Fisher の 正
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確確率検定による有意な差は認められず，
連関係数も低い値を示した．

表 4 は，高校在籍時の最高競技実績と体
罰経験の有無のクロス集計表を示したもの
である．全国大会出場経験者と未経験者で
表 2 は，高校在籍時の所属コース（科）

の体罰を受けた経験の有無は，それぞれ 68

と体罰経験の有無のクロス集計表を示した

名中 5 名，296 名中 12 名であった．Fisher

ものである．スポーツ（体育）科あるいは

の正確確率検定による有意な差は認められ

コースと普通科あるいはコースおよびその

ず，連関係数も低い値を示した．

他の科あるいはコースでの体罰を受けた経
験 の 有 無 は， そ れ ぞ れ 87 名 中 4 名，277
名中 13 名であった．Fisher の正確確率検
定による有意な差は認められず，連関係数
も低い値を示した．

図 2 は，質問 7 に対する回答を示したも
のである．体罰を受けた理由として，技術
面 11 名，生活面 8 名，意識面 2 名，態度
面 2 名が，精神面 1 名であった．
表 3 は，高校在籍時の所属コース（科）
の偏差値と体罰経験の有無のクロス集計
表を示したものである．偏差値が 60 以上
と 60 未満での体罰を受けた経験の有無は，
それぞれ 39 名中 3 名，325 名中 14 名であっ
た．Fisher の正確確率検定による有意な差
は認められず，連関係数も低い値を示した．

図 3 は，質問 8 に対する回答を示したも
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のである．体罰を行った指導者の野球部内
での立場として，監督 12 名，コーチ 5 名，
寮監 1 名，その他 2 名（具体的記入なし）
であった．

図 6 は，質問 11 に対する回答を示した
ものである．体罰を受けた場所は閉鎖的空
間（人目につかない場所）かについて，17
名中 15 名が「いいえ」，2 名が「はい」と
図 4 は，質問 9 に対する回答を示したも

回答した．

のである．体罰を行った指導者の学校内で
の立場として，教員 8 名，職員 5 名，外部
1 名，その他 4 名（具体的記入なし）であっ
た．

表 5 は , 体罰経験が有ると回答した被験
者 17 名の事例を一覧で示したものである .

図 5 は，質問 10 に対する回答を示した
ものである．体罰を受けた場所として，野
球場及び室内練習場 14 名，寮 3 名，学校
3 名，その他 1 名（具体的記入なし）であっ
た．
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図 8 は，質問 13 に対する回答を示した
ものである．双方（指導者と選手）に信頼
関係があれば体罰は許されるかについて，
17 名中 9 名が「許される」，8 名が「許さ
れない」と回答した．
表 6 は，体罰経験が有ると回答した被験
者 17 名の，体罰を受けた際の具体的状況
を一覧で示したものである .

不適切指導（精神的苦痛）に関わる項
目（質問 14 から質問 22 まで）については，
11 名から「経験が有る」との回答が得ら
れ た が（ 質 問 14）， そ の 内 7 名 は 質 問 15
から 22 のいずれかのなかで未回答の項目
があり，無効回答であった．そのため，分
析対象数が少なすぎると判断し，不適切指
導については，分析から除外することとし
た．
図 7 は，質問 12 に対する回答を示した
ものである．その体罰に対して納得してい
るかについて，17 名中 12 名が「納得して
いる」，5 名が「納得していない」と回答した．
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Ⅳ．考察

できない」と明記されているように，いか

高校野球における体罰問題の発生理由の

なる理由であれ体罰は容認されてはならな

可能性として，学校運営の自由度が比較的

いが，特に向上するために相応の技術指導

高く，野球部を強化しやすい私立高校の方

やトレーニングが必要な技術面において，

が，また，普通科よりもスポーツ（体育）

体罰で解決しようとする傾向が多く認めら

科の，しかも偏差値の低い方が，さらには

れている現状については，改めて深く憂慮

優れた競技成績をあげている方が，体罰（肉

すべき問題であると考える．

体的苦痛）は多く認められると考えた．ま

また，先行研究（西山 2014）においては，

た，体罰の理由として生活面が主となるの

体罰は個人のミスであっても「和」を保つ

ではないかと考えられた．これは，経験的

ため連帯責任として行われている点が明ら

な見地からみても，教育的な生活指導の一

かとなっている．本研究においても，体罰

環として体罰が行われた可能性を考えたた

の内容のなかに，連帯責任としての罰走や

めである．

主将へのげんこつ等の記述がみられ（表 6），

体罰の発生理由を中心に，その実態を明

「和」を保つためととれる名目での体罰事

らかにするためにアンケート調査を実施し

例が認められた．

た結果，364 名中 17 名が高校時代に体罰（肉

体罰を行った指導者の部内と学校内での

体的苦痛）経験があると回答した（図 1）．

立場について検討したところ，それぞれ監

体罰の有無について，学校のタイプ（公立・

督が 17 名中 12 名（図 3），教員が 17 名中

私立），高校在籍時の所属コース（科），高

8 名（図 4）と最も多い回答であった．森

校在籍時の所属コース（科）の偏差値，最

本ら（2019）が，高校野球の監督の職業に

高競技実績との関係性を Fisher の正確確

ついては，競技成績に関わらず教員が占め

率検定でみたが，いずれも体罰経験との間

る割合が高かったと報告しているように，

に有意な差は認められず，連関係数も低い

高校野球においては教員が監督をする傾向

値であった（表 1 から表 4）．この結果か

が強い．いかなる立場であっても体罰は容

ら体罰問題の発生理由については，これら

認できるものではないが，特に教育に従事

の環境的な要因と関りが無い可能性が示さ

している立場の人間が，生徒を教え育てる

れたと考える．また，体罰を受けた事例と

手段として体罰を用いている現状は許され

体罰を受けた際の状況について検討を行っ

るものではない．

た結果 , 体罰は環境的な要因からではなく，

体罰を受けた場所および，閉鎖的空間（人

人的な要因が大きく関わっている可能性が

目につかない場所）で行われたかを検討し

示された（表 5 および表 6）．

たところ，野球場及び室内練習場が 17 名

体罰を受けた理由について検討したとこ

中 14 名であり（図 5），閉鎖的空間ではな

ろ，17 名中 11 名が技術面に理由があるこ

い，人目につく場所で体罰を受けた者が

とを示した（図 2）．この結果は，体罰理

17 名中 15 名（図 6）という結果が示された．

由として試合や練習で直接関係する「指示

これは，閉鎖的空間で体罰が行われている

されたプレーができない」，「ミスを連発し

傾向にあったとする先行研究（石村・田村

た」という回答結果が最も多かった平田・

2014）と異なる結果であった．両研究で異

小松（2017）の研究と同様な傾向にあった．

なる傾向が示された点については，本研究

生活面であろうと，技術面であろうと，学

の質問 12「体罰（肉体的苦痛）に納得し

校教育法第 11 条で「体罰を加えることは

ているか」および質問 13「双方に信頼関
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係があれば体罰（肉体的苦痛）は許される

しさ」と体罰容認がはき違えられている可

か」の問をみると，体罰経験有りと回答し

能性が考えられる．

た 17 名中それぞれ 12 名と 9 名が「納得し
Ⅴ．まとめ

ている」，「許される」と回答している（図
7 および図 8）．つまり，被害者である本研

本研究の目的は，高校野球における体罰

究の被験者の多くが体罰を容認しているこ

問題について，体罰の発生理由を中心に，

とからも伺えるように，本研究の事例で

その実態を明らかにすることである．そこ

は，体罰に対する罪の意識が薄く，その結

で得られた知見から，体罰のないコーチン

果として人目につく場所であっても体罰が

グに向けての提言を試みるものであった．

行われた可能性が考えられる．また，質問

高校在学時に硬式野球部に所属していた

12「体罰（肉体的苦痛）に納得しているか」

男子大学生 364 名を対象にして，質問紙を

の質問で，
「納得している」と回答してい

用いて以下の 22 項目からなるアンケート

る 12 名中 5 名が質問 13「双方に信頼関係

調査を実施した．

があれば体罰（肉体的苦痛）は許されるか」

結果は以下の通りである．

の問いに対して，「許されない」と回答し

１）学 校のタイプ（公立・私立），高校在

ている．つまり，体罰に対しては否定的で

籍時の所属コース（科），高校在籍時

はあるが，自身が受けた体罰については肯

の所属コース（科）の偏差値，最高競

定的であった．長谷川（2016）が，体罰の

技実績との関係性については，いずれ

再生産を明らかにしているように，体罰を

も体罰経験との間に有意な差は認めら

受けた経験があり，なお，体罰を肯定して

れなかった．

いる者が，将来指導の現場に立った際に体

２）体罰を受けた理由については，技術面

罰を繰り返し行ってしまう可能性が高いた

を理由とした事例が最も多く報告され

め，体罰のないコーチング実現のためには，

た．

体罰を受けた側（被害者）の肯定意識も変

３）体罰は個人のミスであっても連帯責任

えなければならない．

として全体に行われたり，当事者でな

体罰を受けたと回答した 17 名について，
事例の内容を検討したところ，全国大会に

い主将に行われたりする事例がみられ
た．

出場した経験が有る 5 名中 4 名が，受けた

４）体罰を行った指導者の学校内と部内で

体罰に納得していると回答しており，同様

の立場は，教員である監督との事例が

に 4 名が双方に信頼関係があれば体罰は許

最も多かった．

されると答えている．一方，全国大会を経

５）体罰は閉鎖的空間ではない，人目につ

験していない 12 名では，8 名が体罰に納

く場所で行われている事例が多くあっ

得している，5 名が双方に信頼関係があれ

た．

ば体罰は許されると回答しており，全国大

６）体 罰を受けた生徒の被害意識は低く，

会経験者は比較的高い割合で被害意識が乏

体罰を容認する回答が多く示された．

しい傾向がみられた（表 5）．このことに

その傾向は，全国大会経験者の方が比

ついては，事例の数が少な過ぎるため，明

較的高かった．

確な知見を得るには至らないが，いわゆる

これらのことから，体罰は教育者であ

強豪校で特に体罰を容認する傾向にあるの

る監督によって，技術的な理由から行われ

であれば，競技力を向上していく上での「厳

ている事例が多く，また，人目を気にせず
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に体罰が行われていることが明らかとなっ

体罰の実態についてより具体的に検証する

た．さらに，被害者側である生徒も体罰を

ことが可能となり得るのでないかと思われ

容認する傾向にあり，高校野球の現場にお

る．

いて体罰をなくすためには，加害側，被害
側双方の認識を改めていく必要性が示され
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