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Research on reconsideration of the establishment conditions of sport life
－ From the viewing angle of meaning by local residents －
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Abstract
The purpose of this study was to understand the mechanism to occur the participant behavior
against obstructive conditions and facilitative conditions that an opportunity sport life has
changed in the "turning point". And it was to understand the relationship between the conditions
from the perspective of the local residents. The survey was repeated a semi-structured interview
in three subjects.
As a result, the obstructive conditions and facilitative conditions（independent conditions, social
conditions, management conditions）of involvement with sport, is intended to overlap in the sense
of the local residents, at least three structure is revealed. A）Structure in which facilitative
conditions is transcended by the obstructive conditions, B）Structure in which obstructive
condition is transcended by facilitative conditions. C）Structure that creates promote the other
facilitative conditions.
The following three findings were obtained from the results of the analysis:
1）The obstructive conditions and facilitative conditions of involvement with sport, are in a
relationship that are overlapping, or antagonistic relationship.
2）Social conditions and independent conditions are strongly influenced establishment as
involvement with sport, sometimes management conditions as obstructive condition is canceled
by the independent conditions as facilitative conditions.
3）When the facilitative conditions are maintained as the foundation, urge to mean sports
environments on the local living environments by desire to sports.
In the future, we should re-capture the promotion conditions and obstructive condition from the
perspective of the local residents. It would be by that, such as converting the meaning of the
local residents, a new regional sports promotion is possible.
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Ⅰ．問題認識と目的
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を持っている．また，地域社会から影響を受け
た運動生活者の主観的意味の解明なしに，地域

生涯にわたって運動・スポーツと関わること

におけるスポーツ実践を正確に把握することは

ができる環境を整備することはスポーツ経営の

できないことから，一人ひとりの生活者の立場

要諦である．これまでのスポーツ経営学におい

から，経営体や事業展開を検討する視点が必要

ては，「消費者や運動者としての人々は経営体

だと主張している．

の環境要因として取り扱われる傾向」
（清水，

スポーツ実践現場の個性や個別性の理解のあ

1997，
p９）があり，
そのことへの内省を経て「ス

り方について，清水（2007）は「社会現象を営

ポーツ生活の立場からどのような経営体や事業

む主体の側の意味付与の仕方や相互にどのよう

の存続・発展が必要なのかを考究することも実

に解釈しあっているかという対象の側の主体的

践理論科学としてのスポーツ経営学の課題」
（清

意味を捉えることにある」（清水，2007，p８）

水，2001，p14）であるという認識に到達して

と述べている．この認識論的立場に立脚すれば，

いる．またスポーツ実践現場においては，施設

運動生活は，生活者の運動・スポーツや地域生

整備や指導者養成，教室・大会開催といったス

活に関する多様な意味を内包した諸行為によっ

ポーツ環境整備を中心とした上からのスポーツ

て成立していると捉えられる．そして，多様で

政策から，総合型地域スポーツクラブの創設・

複雑な情況としての運動生活を理解するために

育成という行政と地域住民が一体となって取り

は，生活者の言葉を聞き取り，彼／彼女らの主

組む社会運動的な活動が推進されるようになっ

体的意味を解釈することが不可欠となる．本研

てきた（八代，2002）
．

究が理解しようとするのは，生活者が意味づけ

運動・スポーツとの関わりは，する，みる，

ている運動生活であり，生活者によって意味付

支えるといった関わり方の拡がりや運動・ス

与された，運動・スポーツへの接近・移動とし

ポーツ実践の主体である地域住民の価値観や生

ての運動者行動，あるいは逃避・離脱行動とし

活スタイルの多様化など，複雑化している情況

ての運動者行動が生起する条件であり，運動生

にある．運動生活は生活者の志向性が複雑に絡

活の成立条件である．

み合っているものであるにも関わらず注１（後

これまで，運動者行動の抵抗条件としての主

藤，2010）
，これまでの地域スポーツ経営論は，

体的条件と社会的条件は，スポーツ経営が取り

総合型地域スポーツクラブに期待される諸価値

除くことの困難な抵抗条件と考えられてきた

に照らしてクラブの育成や経営のあり方を論じ

（八代・中村，2002）．運動者行動を生起させる

てきた．そのことについて柳沢（2006）は，組

条件については，70～80年代にかけて，学校や

織単体の分析を主眼に置いただけでは，地域に

地域社会における体育・スポーツ事業との関連

住む生活者が創りだした地域性とスポーツが生

から捉えられてきた．永田（1969）は，宇土の

み出す地域性との関連が看過される危険がある

「運動生活の階層化」という概念に基づき，運

と指摘している．この２つの地域性に関連して， 動者行動の階層構造がどのような主体的条件に
関根ほか（2009）は，地域の人びとが総合型地

よって，どのように支えられているのかを明ら

域スポーツクラブ設立という新たな生活条件に

かにしようとした．その結果，C 階層 >P 階層

対応する過程と，地域組織の活動展開を記述し

>A 階層 >S 階層という運動者行動の階層構造

た．関根らに確認される地域スポーツ経営研究

は，いくつかの主体的条件によって強く支えら

の新たな潮流は，スポーツ組織の分析を主眼に

れていることが実証された．しかし，運動に対

置いてきた体育・スポーツ経営学にとって，運

する欲求を強く持っていながら S 階層である者

動・スポーツと生活とを関連付けた視点が後景

が抽出されたことから，主体的条件だけでは運

化しており，地域で暮らす生活者の内実を浮か

動者行動の改善は叶わないと指摘している．こ

び上がらせるには至っていないという課題認識

れを踏まえ，永田（1970,1971,1972）は，環境
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的条件（クラブサービス，プログラムサービス， ている．しかし，体育・スポーツ経営がその成
エリアサービス）と体育事業との関係について

立を企図する運動者行動の成立条件の再検討は

検討し，体育現象が生起するためには主体的条

いまだ着手されていない．

件と環境的条件が必要であると結論づけている．

運動者行動は，運動・スポーツからの逃避・

さらに永田（1973）は，同一運動者の同時期に

離脱行動としての運動者行動につながるものと，

おける異なる経営体の影響を明らかにしようと

運動・スポーツへの接近・移動行動としての運

した．この研究では，運動の成立・維持に必要

動者行動につながるものに識別される．これま

な社会的条件が及ぼしている影響以上に，学校

で，前者の逃避・離脱行動を生起させる抵抗条

における運動生活の影響が大きいことが明らか

件は，下位カテゴリーとして主体的条件，社会

にされた．一連の永田の研究は，学校体育経営

的条件，経営的条件が認識され，経営的営みに

の立場から，運動者の階層構造を体育事業と結

よって経営的条件が克服されなければならない

びつけ，各条件との関係について捉えたもので

と考えられてきた．

あった．高島（1970,1972,1974）は，学校を中

しかし，先にレビューした通り，運動者行動

心に行われてきた運動生活調査をもとにして，

の生起条件に関する研究は，運動生活者が運

職場や地域社会に調査対象を拡げて運動生活を

動・スポーツに接近する条件も対象としてきた．

検討し，職場や地域社会における運動生活が，

そこでは概念として示されていないものの，

運動欲求や必要感から学校における運動生活と

接近・移動行動としての運動行動を生起させる

大きく異なることを明らかにした．八代ほか

促進的な要因が認識されていた．本研究では，

（1981,1983）は，運動者行動と経済的条件との

後者の運動・スポーツへの接近・移動行動を生

関連について，運動者のスポーツ支出の程度と

起させる条件を促進条件として取り上げ，促進

運動欲求は強く関与しているものの，同じサー

条件の下位カテゴリーとして主体的条件，社会

ビスでも価格を先に意識するか，効用を意識す

的条件，経営的条件を認識する．

るかは，運動者によって異なりをみせると報告

抵抗条件だけでなく促進条件も加え，しかも

し て い る． そ の 後，クラブサービス（岡本，

それぞれの下位カテゴリーを認識するのは，運

1977：山下・多田，1982）
，エリアサービス（永

動者行動の生起と運動生活の成立のメカニズム

田ほか，1986）
，プログラムサービス（簗瀬ほか， を詳細に理解したいからに他ならない．運動者
1988：永田ほか，1989）について，その有効性

行動の生起条件のリストアップは先行研究に

に着目して成立条件との関連性が検討されてき

よって行われたが，本研究は，運動生活者の生

ており，その後の研究の方向性はスポーツサー

活文脈からスポーツ事業のあり方を再考するこ

ビスの各論へと展開を見せた．

とをねらいとしている．そのために，運動生活

一方で，運動者行動を決定づける促進条件や

者の意味世界における運動生活のあり様と運動

抵 抗 条 件 を 理 解 し よ う と し た 研 究 は， 吉 澤

生活の変容をもたらす促進条件としての，ある

（1982）によるスポーツエリアにおける主体的

いは抵抗条件としての主体的条件，社会的条件，

条件と環境条件の関連を検討した研究や，畑ほ

経営的条件の関係性を明らかにすることを研究

か（1984）による主体的条件の類型化を試みた

の目的とした．

研究が確認されるが，運動者行動がどのような
条件下で生起するのかということ（運動者行動
の生起条件）を運動生活者の意味世界から理解
しようとした研究は管見の限りない．複雑化し
ている運動生活を，外部の視点から理解しきる

Ⅱ．方法
１．研究方法の検討

ことは困難であり，運動生活者の意味づけから

運動生活の変容をもたらした運動者行動の促

理解しようとするアプローチはすでに提起され

進条件・抵抗条件を理解するためには，運動生
3
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活者の運動生活の文脈に寄り添わなければなら

は，語られた内容が事実どうかは問題ではなく，

ない．

現実は語り手によって構築されるものであると

そのための分析手法としてはライフストー

述べている．ライフストーリーを語ることは自

リーとライフヒストリーが挙げられるだろう．

分の経験に意味を与えることであり，語り手は

これらは，社会学の領域で発展し，心理学，教

過去の経験について「当人の所属するローカル

育学，人類学，歴史学などの様々な学問領域で

文化に固有な用語や日常の特有な言い回しを利

広く用いられている．ライフストーリーは，個

用して，ローカル・コミュニティの成員に説得

人の人生に焦点を合わせ，その人自身の経験を

的に自分の世界を語ろうとする」（桜井，2012，

もとにした語りから得た人生の物語である．た

p95）
．語り手は，当人をとりまく社会の中で

だ，人は自分の人生を最初から最後まで完全に

過去の経験を語るのである．

語ることはできないという認識に立ち，語りは

すなわち，研究者（筆者）は運動生活者との

インタビューによって引き出されたものと理解

対話を通してライフストーリーを引き出し，そ

される（桜井・小林，2005；山田，2005；桜井， こから彼／彼女らが意味づけている運動生活の
2012）
．一方，ライフヒストリーは人生の記録，

あり様と，その変容期に浮上した運動者行動の

あるいは個人の生活の過去から現在にいたる生

促進条件あるいは抵抗条件としての主体的条件，

活史であり，口述史，自伝，伝記，日記などの

社会的条件，経営的条件を理解することができ

資料を用いて，個人の歴史を再構築したもので

るのである．よって本研究は，桜井の対話的構

ある．ライフヒストリーは，語りを重要な資料

築主義アプローチに依拠してライフストーリー

としているという点で，ライフストーリーと同

を収集・分析することとした．

様であるが，研究者が当人から得た主体的な語
りと社会史を照合し，時系列的に再構成し直し
た も の で あ る（ 中 野・ 桜 井，1995； 有 末，

２．ライフストーリーの構成方法
ライフストーリーを構成するうえで，「ライ

2012）．これまで，ライフヒストリーを構成す

フストーリーの分析には何が語られたかという

る上での一つのデータとしてライフストーリー

語りの内容とともに，どのように語られたかと

が位置付けられていた．再構成されたライフヒ

いう語りの過程の分析」（桜井，2012，p79）が

ストリーと，その素材としてのライフストー

必要となる．過去の出来事を語ることは，過去

リーという２つの関係から，２つの用語は区別

の出来事の全てを詳細に明らかにすることでは

されてきた（米山・小林，1993）
．これに対し，

なく，その人の中で，何が，どのように，どう

桜井（2012）は，両者の違いを聞き手の位置づ

いったこととして，ということが，個人の中に

けにあるとしている．桜井によれば，ライフス

どのように存在し，どう変化しているのか，ど

トーリーという個人の語りは，時代や地域性を

のように捉えられ，実際に行動へと移っている

超えた様々な出来事とそこに含まれる要素を伝

のかを明らかにすることだからである（桜井，

達・伝承するために必要なコミュニケーション

2012）．また，過去の出来事を膨大な言葉で語っ

において中心的な役割を果たしており，ストー

てもらっても，過去の経験すべてを語りつくす

リーが語られるには，語り手だけではなく聞き

ことはできず，よって研究者として把握し切る

手が必要である．インタビュー調査を通して収

ことはできない．ライフストーリーの語りは語

集した語りは，聞き手としての研究者によって， り手の固有の時間秩序によって語られるもので
語り手のみの語りへと編集し直され，ライフヒ

あるため，語りを語り手と聞き手の共同作業に

ストリーとして構成される．ライフストーリー

よって時系列に並び替えて整理する必要がある

は語り手と聞き手の相互行為を通して構築され

（中野・桜井，1995）．また，聞き取られたライ

るという対話的構築主義アプローチ注２ にもと

フストーリーは，当人が過去をぼんやりと思い

づくものであると捉える必要がある．また桜井

出すものとは異なり，聞き手に過去を語ろうと
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する中で内省的に振り返った事柄である．よっ

れをもとに分析を行った．調査対象は，同一市

て内容や時間的前後の誤認といった間違いが生

で生まれ育ち，現在も生活し続けている３名（男

じる可能性がある．
そのため，
ライフストーリー

性２名，女性１名）である．いずれも50歳前後

を構成する際には，語り手との相互確認を通し

でありライフストーリーを聞き取るのに十分な

て丁寧に把握していく必要がある．そこで本研

年齢である．転機を捉えるために，これまでに

究では，詳細なライフストーリーを構成するた

少なくとも１度は，一定期間の運動・スポーツ

めに，ある程度の時間を空けて複数回にわたっ

実施経験のある者とした．50年前後のライフス

てインタビューを行い，その都度，書き起こし

トーリーを聞き取るため，細かなサンプリング

た語りとそれを時系列的に編集したものを語り

を設定せず，一人ひとりの人生そのものを詳細

手に示して確認作業を繰り返し，最終的に完成

に捉えていくことを第一とし，本研究にて選定

したものをライフストーリーとして分析の俎上

した３名のライフストーリーを個々に分析して

にのせた．

いる．なお，地域性の違いに伴う運動生活の多
様性を縮減するために同一市内からサンプリン

３．対象事例の概要

グした．

半構造化インタビューを用いて，複数回にわ
たって人々のライフストーリーを聞きとり，そ
表１

調査対象者

４．データの収集と分析の手順

進条件・抵抗条件を浮かび上がらせた．その後，

調査は2012年12月から2013年６月に実施した． 語りに依拠しながら，促進条件と抵抗条件を，
インタビューは，対象者に運動・スポーツとの

さらに主体的条件・社会的条件・経営的条件に

関わりについて回顧しながら自由に語っても

分類した．なお，本研究において，転機とは，

らった．インタビューは３回に分けて行った．

当事者の意味づけの中で，運動生活が実施 ‐

１回目に収集した語りを時系列に並び換えたト

非実施／非実施 ‐ 実施といううつろい（接近，

ランスクリプト・シートを作成し，２回目以降

移動，逃避，離脱という運動者行動が生起した

のインタビューの際に，シートを対象者に示し

期間）を指している．運動者行動が生起した流

ながらライフストーリーの確認を行い，さらに

れを３回にわたるインタビューにて確認を行う

語りを引き出した．また，３度のインタビュー

ことで，事例ごとに転機を選定した．本研究で

の度に，運動生活の転機における運動者行動の

は，ライフストーリーという当事者の人生を聞

促進条件や抵抗条件について対象者と調査者と

き取っている．事例によっては，運動生活が実

の対話によって言語化・明示化することで，運

施 ‐ 実施 ‐ 非実施という，これまでと何かし

動者行動の生起をめぐるライフストーリーに促

らの現状変化があったものの実施継続しており，
5
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５．各条件の操作的定義

況がみられる．このような運動生活における転

各条件の分類に際しては，主体的条件，社会

機を把握するためには，一定期間の運動生活を

的条件，経営的条件の操作的定義が必要になる．

把握しなければ理解することが出来ないと考え

図１に示した通り，主体的条件（I 条件），社会

る．紙数の制約上，すべての運動生活について

的条件（S 条件）
，経営的条件（M 条件）は，

言及することができないため，分析範囲を転機

論理的には相互重複している．

とその転機に関わる前後の期間とし，運動生活
における転機を捉えることとした．
図１

主体的条件，社会的条件，経営的条件の重複関係

スポーツ経営体によって整備されたスポーツ

動生活者によって公共交通の利便性への意味づ

の場や社会状況は，事実としてそこにあるもの

けが異なったり，それに伴って施設へのアクセ

だけでなく，運動生活者によって認知され，意

シビリティが異なって意味づけられたりする場

味づけられてはじめて運動者行動を生起させる

合，主体的条件とも言える．

条件になりうるものもある．たとえば，整備さ

そこで，本研究では促進条件，抵抗条件の下

れたスポーツ施設は運動生活者自身が利用可能

位条件としての主体的条件，社会的条件，経営

で利用したいものと意味づけられていなければ

的条件を以下の通り定義し，調査対象者の語り

ならない（I-M 条件）
．また，
「歳を取ったらチー

を解釈する際の枠組みを提示する．

ムから引退した方がいい」といった行為規範は
社会的に構成されたものであると同時に，運動
生活者が構成し受容しているものでもある（I-S

（１）主体的条件
運動生活者の身体的・心理的状況に加えて，

条件）．また，自然・社会環境がスポーツ環境

自然・社会環境やスポーツ事業やその運営に関

として利活用される場合があるように経営的条

する主観的認知と定義する．

件と社会的条件も重複している（M-S 条件）
．

これまで，主体的条件は運動者の心身の健康

また３つの条件が重複することもあろう（I-S-M

状態や運動に対する欲求や必要感，自己効力感

条件）．たとえば，スポーツ施設にアクセスす

などを含む心理状態，運動・スポーツそのもの

るための公共交通等は，経営的条件と分かちが

への興味・関心，イメージと理解されてきた（八

たいものであるが，経営体が能動的に改変する

代・中村，2002）．本研究では，これらに加えて，

ことは難しい社会的条件とも言える．また，運

運動生活者の意味世界としてのスポーツ環境や
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自然・社会環境を含める．すなわち，事実とし

ま利活用される場合があるが，それはスポーツ

てではなく運動生活者によって意味づけられた

事業の結果であり，経営的条件に含めるものと

社会的条件や経営的条件を主体的条件に含める

する．

ものである．
（３）経営的条件
（２）社会的条件

運動生活者の主観的認知に依存しない，事実

運動生活者の主観的認知に依存しない，事実
としてのスポーツ環境以外の自然・社会環境と

としての既存のスポーツ環境と定義する．
経営的条件はスポーツ事業やその運営に起因
す る 条 件 と 理 解 さ れ て き た（ 八 代・ 中 村，

定義する．
これまで，社会的条件はスポーツ環境以外の

2002）
．しかし，それらは生活者によって意味

自然・社会環境と理解されてきた（八代・中村， づけられる対象も含んでおり，本研究では運動
2002）
．しかし，これらの自然・社会環境は生

生活者によって意味づけられた事業と運営を主

活者によって意味づけられる対象でもある．本

体的条件に含めて操作化している．そのため，

研究では運動生活者によって意味づけられた自

本研究における経営的条件は事実として語られ

然・社会環境を主体的条件に含むように操作化

たもののみとする．

したため，事実としての自然・社会環境のみを
社会的条件とする．また，自然・社会環境はス

このように定義した上で，各条件を図２のよ
うに操作的に切り分ける．

ポーツ事業によってスポーツ環境としてそのま
図２

本研究における主体的条件，社会的条件，経営的条件の操作的分類

Ⅲ．結果

は運動・スポーツ実践はない．社会人になり，

１．事例１のライフストーリー

延長上のようなもので，ほとんど強制的に入る

職場の野球チームに所属した．チームは仕事の

小学校期はスポーツ少年団や施設等がないた

ことになったという．30歳を過ぎて野球を辞め

め，家周辺で遊ぶことが多かった．スポーツに

た．その後，空手を１年間行い，娘と数回サッ

対する情報が少なく，運動・スポーツに対する

カー観戦に行ったものの，特に運動やスポーツ

興味・関心は低かった．中学校期は卓球部に入

をしようとは思っていなかったという．その後，

部した．しかし，退部し，通学が同じ友人から

10年ほど運動・スポーツをしていない．40歳を

の誘いによりテニス部に入部した．高等学校で

過ぎた頃から人間ドックの結果が悪化しており，
7
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医者から運動の勧めがあり，運動・スポーツへ

なった．しかし，参加直後に妊娠したことから

の意欲は高まっていたが，きっかけがなく行動

ママさんバレークラブの練習に行かなくなった．

に移すことはなかった．市町村合併を契機に転

近所の住民から別のママさんバレークラブの誘

勤があり，仕事に余裕ができるようになった．

いはあったものの子育て期間中は参加しなかっ

昼休みの時間に散歩する機会があり，ウォー

た．子育てが落ち着いた頃から，再びママさん

キングを行うようになった．同時期に職場から

バレークラブに参加し始めた．子どもたちがス

トレーニングジムの無料券の配布があり，当該

ポーツ団体に所属してからは，家族全員が各々

ジムが通勤途中にあったことから定期的に通う

のスポーツ活動のスケジュールに合わせて生活

ようになった．その後の転勤によって通勤途中

するようになっていった．その後は，バレーボー

でジムへ通うことができなくなったが，仕事終

ルを継続しながらウォーキングやエアロビクス

わりに職場周辺のランニングを行うようになっ

を行ったり，青年団における様々な種類の運動

た．また，通勤手段が車から自転車へ変わり，

やスポーツ活動に参加したりしていた．40歳半

１年間ほど，通勤と仕事終わりの運動を継続し

ばになり，膝の調子が悪くなり，ママさんバレー

た後，ロードバイクを購入し，通勤と休日に走

クラブを辞めることになった．リハビリのため

るようになった．再度転勤があり，自転車での

に治療等に通院しているが，運動は行っていな

通勤は不可能になり，ロードバイクに乗る頻度

い．知人の情報からウォーキング程度はできる

も減っていった．また，仕事が忙しくなったこ

ことを知り，ウォーキングを行いたいと考えて

ともあり，運動の実施が不定期になっていった． いるという．
そして，ヘルニアで入院することになったこ
とから数ヵ月運動ができなくなった．数か月後， ３．事例３のライフストーリー
リハビリを兼ねて昼休みに職場の階段昇降運動
を開始し始めた．

小学校期は，学校までの距離が遠く，近所の
広場で野球を中心とした遊びをしていた．中学
校期も通学に１時間かかることから，部活動へ

２．事例２のライフストーリー

の入部をためらっていたが，友人との関係から

中学校期までは，近所の子どもたちで集まり

陸上部に入部した．高校では野球部に入りた

通学し，遊んでいた．中学に入りバレーボール

かったが，親の反対により断念し，陸上部に入

部に入部した．しかし，上下関係が厳しく，高

部したものの，３年生になる年に退部した．社

校では部活動に加入しなかった．その後，友人

会人になり，職場の野球クラブに所属した．地

の誘いからソフトボール部に入った．短期大学

域リーグ内に同世代が多かったことから，同世

に入学後，部活動には入らなかったものの，知

代で集まり新たなクラブを作り，全国軟式野球

人の誘いからママさんバレーの練習相手をする

連盟の大会にも出場するようになった．転勤が

ことになった．また，友人の誘いから青年団に

あり，所属クラブが変わってからはメンバー集

参加した．社会人になってからも，高校時代か

めに苦労するようになったという．前の職場ク

らの友人とともにママさんバレークラブと青年

ラブでも地域リーグに参加していたが，4,５年

団に参加し続けた．ママさんバレークラブ，青

後には仕事との兼ね合いで参加できなくなった．

年団以外にも職場の人とのつながりでソフトテ

転勤後の所属チームで大会参加を続けていたが，

ニスやヨガを行っていた．結婚によって居住地

人数不足で棄権することがあり，人数が揃わず

域が変わり，
それまで参加していた運動・スポー

出場することを悩ましく感じるようになったと

ツ活動に参加しなくなった．その後，しばらく

いう．40歳手前になり，クラブの参加者は高齢

運動・スポーツ活動を行っていなかったが，地

化し，自分自身もプレーすることが辛くなって

域の運動会に参加した際に，当該地域のママさ

いった．同時期に国体が開催されることになり，

んバレークラブに誘われ，再び参加するように

クラブから必ず審判を派遣しなければならなく
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なった．その頃にはクラブ自体も人数集めに苦

高校では文化部に入部した．運動・スポーツ

労しておりクラブの継続が厳しい状態であった

が「不得意」「好きではない」「高校の運動部活

という．同時期に，子どもが所属するサッカー

動は，競技が上手い人が続けるところ」（いず

クラブから保護者コーチを任されるようになり， れも I 条件：主体的条件）という認識が抵抗条
野球クラブの練習や人集めに注力できなくなり， 件の基盤をなしており，これに「周囲の友人も
クラブを解散することになった．その結果，ス

運動部に入らなかった」「（中学校の）同級生と

ポーツ活動から離れるが，それに伴ってサッ

ばらばらになる」
（いずれも S 条件：社会的条件）

カーの指導者として多くの時間を割くように

ということが加わり，運動部に加入しなかった．

なった．現在では，地域である行事や役割を担
いながら，サッカーの指導者を継続している．

（３）社会人時代のクラブ所属から退部への転機
この転機は，高校卒業後に会社に入社し，職
場の野球クラブに所属する転機から30歳を境に

Ⅳ．考察

野球クラブを辞めるという期間である．

１．事例１の転機と促進条件・抵抗条件（転機

に所属した．野球が「上手くない」ことから，
「ほ

と条件構造の対応関係は表２参照）

社会人になり，職場の野球クラブに半強制的
とんど補欠」
（いずれも I 条件：主体的条件）
であることを抵抗条件と意味づけており，年齢

（１）中 学校期の運動部入部から退部，転部の
転機

を重ねてからも，クラブに，「新たに加入する
人がいる」（S 条件：社会的条件）ため，補欠

この転機は，中学校入学後，卓球部に入部す

であることが多かった．しかし，週４,５回の

るものの，卓球部を辞める．その後，テニス部

仕事後の練習や野球クラブへの所属を「仕事の

へ転部するという期間である．

延長」
（S 条件：社会的条件）と認識していた

事例１は，「強豪部が少なく参加しやすかっ

ことに加えて，自身が行わなければならなかっ

た」
（I 条件：主体的条件）ことと「文化部がな

た練習道具の準備や飲み会の設定などの「クラ

い」
（M 条件：経営的条件）ということを運動

ブの世話」
（I-M 条件：主体的条件注４）によっ

部入部の促進条件としていた．その上で，
「運

てクラブの雰囲気が「わきあいあい」
（I-M 条件：

動部の種類が多かったこと」
（M 条件：経営的

主体的条件）なものになっていたため，野球を

条件）と，卓球が「簡単そうな競技」
（I 条件：

継続していた．

主体的条件）と認識していたことにより卓球部

その後，クラブメンバーが「30歳を境に辞め

に入部した．しかし，部活動を通して，
「同級

ていた」
（M-S 条件：経営的条件注５）ことから，

生と力の差がある」
ことと
「上手くできない」
（い

前記の抵抗条件が相対的に強まり，自らも30歳

ずれも I 条件：主体的条件）という思いが強く

を境に野球クラブを辞めた．

なってきたため，卓球部を辞めた．同時期に登
下校を同じくする「友人の誘い」
（S 条件：社
会的条件）が基盤となり，テニス部の「同級生

（４）社 会人時代の運動・スポーツ非実施から
実施への転機

との力の差がなかった」
「雰囲気がわきあいあ

この転機は，仕事が忙しく継続的に運動・ス

い」（I-M 条件：主体的条件注３）という認識が

ポーツを実施していなかった時期から，転勤を

加わり，テニス部に転部した．

きっかけに散歩やジムを利用するという期間で
ある．

（２）高校運動部非加入の転機
この転機は，高校入学後，運動部非加入とな
るという期間である．

野球クラブ退部後，継続的に運動・スポーツ
実施をしていなかった事例１は，その抵抗条件
について，運動・スポーツに「興味がない」「意
9
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「ジムへのアクセスが悪くなった」
（S 条件：社
会的条件）ことからジム利用を中止した．また，

「仕事が忙しく」
（いずれも S 条件：社会的条件）
， 昼休みの散歩やランニングも止めた．しかし，
休みの日は「ゆっくりしたい」
「時間がない」
（い

「運動したい」「楽しい」（I 条件：主体的条件）

ずれも I 条件：主体的条件）ということがあっ

という思いは維持され，この促進条件を基盤に

たと語った．その後，40歳頃の「健康診断の数

して，職場周辺の道路や空きスペースを「運動

値が悪かった」
（I 条件：主体的条件）ことをきっ

できる場所」（I-S-M 条件：主体的条件 注９）と

かけに，運動・スポーツに「興味が出る」
（I 条

して意味づけることで運動を再開した．その後，

件：主体的条件）ことを促進条件と意味づけて

職場のノーマイカーデーの取り組みから「通勤

いたが，
「きっかけがない」
（I-M 条件：主体的

距離が4,５キロ」
（S 条件：社会的条件）であっ

注６

条件

）ことが相対的に強かったため，運動・

スポーツの実施には至らなかった．
その後，市町村合併による転勤から職場の職

たため，「中学生が通学している距離」「自転車
通勤できる」
（I 条件：主体的条件）という認識
が加わり，運動としての自転車通勤を始めた．

員が増え，
「仕事に余裕ができた」
（S 条件：社

その後，再度転勤することとなり，「通勤距

会的条件）ことが前記の促進条件「健康診断の

離が遠くなった」
（S 条件：社会的条件）こと

数値が悪かった」に重複したことで，運動・ス

で自転車通勤を止めた．また「仕事が忙しい」
（S

ポーツをする「時間がある」
「興味があった」
（I

条件：社会的条件）ことを抵抗条件として意味

条件：主体的条件）という促進条件が，前出の

づけ，運動・スポーツ実施頻度が減ったと意味

「きっかけがない」という抵抗条件に対して相

づ け て い た． し か し，
「身体を動かしたい」

対的に強くなった．これらが基盤となり，昼休

「ちょっとした時間を利用したい」（I 条件：主

みに「時間がある」
「気晴らし」
（I 条件：主体

体的条件）という思いを促進条件の基盤として，

的条件）という促進条件が加わったことで，
「職

昼休みに「時間がある」
（I 条件：主体的条件）
「空

場の近くに１周したら２km 程の道があること

きスペースがある」
（I-S-M 条件：主体的条件注９）

を見つけた」
（I-S-M 条件：主体的条件 注７）こ

ことが加わったことで，筋力トレーニングや階

とから自ら散歩するようになった．

段昇降といった運動を継続していた．

事例１は，散歩をするようになった同時期に，
促進条件の基盤として職場からの「ジムの無料
券の配布」（M 条件：経営的条件）があり，転
勤によって「通勤途中の体育館にジムがある」
（M-S 条件：経営的条件注８）ということが加わり，

（６）社 会人時代の運動・スポーツ非実施から
実施への転機
この転機は，ヘルニアになった後の運動非実
施期間から運動実施となる期間である．

「時間がある」
「運動したい」
（I 条件：主体的条

事例１は，
「ヘルニアになった」（I 条件：主

件）という欲求が重複したことでジムを利用す

体的条件）ことで運動の一時中断を余儀なくさ

るようになった．

れる．療養中も「運動したい」（I 条件：主体的
条件）という思いは維持されていたものの，回

（５）社会人時代の転勤による転機
この転機は，転勤によってジム利用を中止す

復後に運動・スポーツ実施する「きっかけがな
い」（I-M 条件：主体的条件注10）ことや「仕事

るが，職場周辺環境にて運動を再開し，運動と

が忙しい」（S 条件：社会的条件）ことが重複し，

しての自転車通勤を始める．その後，再度転勤

運動再開には至らなかった．ヘルニアから回復

によって，運動実施の頻度が減っていくが，昼

したのち，「体力低下を感じた」（I 条件：主体

休みを利用して運動を継続するという期間であ

的条件）ことが基盤となり，「運動したい」「リ

る．

ハビリしたい」（I 条件：主体的条件）という思

再びの転勤によって，これまで利用していた
10

いが強くなり，「自分の好きな時に運動したい」
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（I 条件：主体的条件）という思いが加わったこ
とで，
「昼休みは運動・スポーツができる時間」
（I-S-M 条件：主体的条件注11）と自ら意味づけ，
ストレッチや階段昇降を行うようになった．

表２

事例１の運動者行動の生起条件
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２．事例２の転機と促進条件・抵抗条件（転機
と条件構造の対応関係は表３参照）
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と遊ぶためにお金がかかる」
（S 条件：社会的
条件）ことや「身体を動かしたい」（I 条件：主
体的条件）ということも重複的に加わったこと

（１）中学校運動部入部の転機
この転機は，中学校に入学し，バレー部に入

で，ソフトボール部への入部に至ったと意味づ
けていた．

部するという期間である．
事例２は，中学校に入学し，
「背が高い」
（I

（４）短 大時代の運動・スポーツ非実施から実
施への転機

条件：主体的条件）という自己認識に，
「バレー
漫画が流行していたこと」
「友達の影響」
（S 条

この転機は，高校卒業後，短期大学入学する

件：社会的条件）が重複したことでバレー部入

も運動・スポーツ非実施であった．知り合いに

部に至った．

誘われ，ママさんバレークラブに参加するとい
う期間である．

（２）高校運動部非加入の転機
この転機は，高校では中学時代の経験から運
動部に入部しないという期間である．

短期大学に入学後は，在学期間が２年間であ
ることや実習等があることから「時間がない」
（I
条件：主体的条件）と感じていたことや，サー

高校進学後は，バレー部の顧問や先輩からの

クル等の「雰囲気が良くない」（I-M 条件：主

「入部の誘い」（S 条件：社会的条件）という促

体的条件）ことが重複し，サークル等に加入し

進条件があったものの，中学での部活動の経験

なかった．しかし，近隣住民のママさんバレー

から「上下関係が厳しい」
「先輩が怖い」
（I-M

クラブメンバーの「知り合いに誘われた」こと

条件：主体的条件

注12

）ということが加入に対

や高校からの同級生と一緒に参加する「友人の

する抵抗条件の基盤をなしていた．この抵抗条

影響」（いずれも S 条件：社会的条件）によって，

件に加えて，
「
（高校は）勉強するイメージ」
「学

ママさんバレークラブに参加することに至った

校生活に慣れたい」
（I 条件：主体的条件）とい

と意味づけていた．

うことと，部活動は「中学で一区切り」
（I 条件：
主体的条件）という認識と，
「バレー部のレベ

（５）結 婚後の運動・スポーツ非実施から実施
への転機

ルが高い」
（M 条件：経営的条件）ということ，
そして「友達も加入しない」
（S 条件：社会的

この転機は，結婚後に運動・スポーツ非実施

条件）ことが重複したことで運動部に加入しな

であったが，地域のつながりや夫の勧めからマ

かったと意味づけていた．

マさんバレークラブに参加するという期間であ
る．

（３）高校時代のバレー部非加入からソフトボー
ル部入部への転機
この転機は，運動部非加入である時期からソ
フトボール部へ入部するという期間である．
高校入学後，バレー部に入部しなかった事例
２だったが，運動・スポーツが「得意」
「好き」

事例２は，
「結婚」に伴って「生活の変化」
と「居住環境の変化」（S 条件：社会的条件）
に伴う「スポーツ環境の変化」（M-S 条件：経
営的条件注13）が重複したため，ママさんバレー
クラブを含め，その他の活動を辞めたと意味づ
けていた．

（I 条件：主体的条件）という認識は維持されて

その後，
「地域の運動会の開催」
（M 条件：

いた．そのため，マネジャーである「友達に誘

経営的条件）をきっかけにして「地域のつなが

われた」（S 条件：社会的条件）ことと部活動

り」（S 条件：社会的条件）や「身体を動かし

が「楽しそう」（I-M 条件：主体的条件）と感

たい」
「体重の増加」（いずれも I 条件：主体的

じたことを促進条件としてソフトボール部に入

条件）が重複的に促進条件として加わったこと

部した．その際，入部しなかった場合に「友達

で，移住先のママさんバレークラブへの入会を

12
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（７）そ の後の運動・スポーツ実施から運動・
スポーツ非実施への転機
この転機は，ケガを抱えながらもママさんバ
レークラブを継続していたが，ケガの悪化によ

（６）子 育て期以降の運動・スポーツ非実施か
ら実施への転機

り，ママさんバレークラブを辞めるという期間
である．

この転機は，妊娠，子育てを理由に運動・ス

事例２は，ママさんバレークラブを継続する

ポーツ非実施であった期間から，ママさんバ

中で，「膝の状態が良くない」（I 条件：主体的

レークラブに参加するという期間である．

条件）ことを抵抗条件の基盤として意味づけて

事例２は「妊娠」
「子育て」
（I 条件：主体的

いた．しかし同時に，ケガに対する「ケアの情

条件）に伴う「仕事への影響」
（S 条件：社会

報交換」
（M 条件：経営的条件）があったこと

的条件）が抵抗条件として重複したことでママ

と「母親同士のつながり」
（S 条件：社会的条件）

さんバレークラブを辞めた．

が強かったため，クラブでの活動を継続してい

しかし，「母親同士のつながりは切れなかっ

た．その後，「膝の状態がさらに悪化」（I 条件：

た」（S 条件：社会的条件）ことが促進条件の

主体的条件）したことから「仕事への影響」
「生

基盤として維持され，その後，ママさんバレー

活への影響」（S 条件：社会的条件）が抵抗条

クラブの「情報提供があった」ことやクラブに

件として強まり，その結果，クラブを辞めたと

「仲間がいる」
（いずれも M 条件：経営的条件）

意味づけていた．

こと，そして「家族の協力」
（S 条件：社会的
条件）が重なったことでクラブ復帰した．

表３

事例２の運動者行動の生起条件
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主体的条件）と「陸上用具が揃っていた」（M
条件：経営的条件）ことから陸上部に入部した．
しかし，陸上部入部以降は「野球がしたい」
（I

（１）中学校期の運動部非加入から入部への転機

条件：主体的条件）という思いが陸上継続の抵

この転機は，中学入学後，すぐには部活動に

抗条件の基盤となり，「陸上に飽きた」（I 条件：

入部しなかったが，転校生がきっかけとなり，

主体的条件）ことに加えて，「（部活を辞めると

陸上部に入部するという期間である．

言っていた）友人の影響」
（S 条件：社会的条件）

事例３は，中学校入学後，
「学校まで遠い」
（S
条件：社会的条件）ことや「親が心配する」
「早

が重複したことで，部活動の練習に参加しなく
なったと意味づけていた．その後，
「顧問の影響」

（S 条件：社会的条件）から部活
急に学校生活に慣れたい」
（I 条件：主体的条件） 「友人の影響」
ということが抵抗条件として重複したことで，

を辞めたという．

運動部に入部しなかったと意味づけていた．そ
の後，スポーツ少年団等がなかったために「行
いたい運動・スポーツがなかった」
（I-M 条件：
主体的条件

注14

）ことや「親の影響」
（S 条件：

（３）社会人時代の野球クラブ入部の転機
この転機は，会社に入社し職場の野球クラブ
に所属したという期間である．

社会的条件）が重複し，
「入る時期を逸した」
（I

社会人になり，「野球がしたい」（I 条件：主

条件：主体的条件）という思いが強くなり，運

体的条件）という思いが促進条件の基盤となり，

動部やクラブに加入することはなかった．しか

職場に「野球クラブがある」（M 条件：経営的

し，その後「転校生が部活に入った」
（S 条件：

条件）ことと，同僚に「野球クラブに誘われた」

社会的条件）ことと「何かの部活動に入りたい」 （S 条件：社会的条件）ことが重複して加わっ
（I 条件：主体的条件）という思いが重複したこ
とで，陸上部入部に至ったと意味づけていた．
（２）高校期の運動部入部から退部への転機
この転機は，高校入学後，陸上部に入部する
ものの，継続せず，陸上部を退部するという期
間である．
事例３は，高校入学後，
「中学の経験」
（I 条件：
14

たことで，野球クラブに参加したと意味づけて
いた．
（４）社 会人時代の野球クラブ継続から脱退・
解散の転機
この転機は，転勤先の野球クラブをメンバー
の高齢化がありながらも継続していたが，のち
に野球クラブを解散し，野球を辞めるという期
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件）という抵抗条件が相対的に強くなった．さ

間である．
事例３は転勤があったが，転勤先の野球クラ

らに「野球の審判を２人派遣しなければならな

ブに加入した．転機前の野球クラブを数年継続

くなった」
（M 条件：経営的条件）ことから抵

していたが，仕事との兼ね合いから止めた．転

抗条件の影響力が強まり，野球を辞め，クラブ

勤後の所属クラブでは，
「人数が集まりにくい」

も解散したと意味づけている．

（S 条件：社会的条件）ことや「メンバーの高
齢化」
（S 条件：社会的条件）
，そして「出場し
なくても試合の審判を派遣しなければならな
い」（M 条件：経営的条件）ことを，クラブの
活動継続に対する抵抗条件として保持していた．
しかし，
「野球がしたい」
（I 条件：主体的条件）

Ⅴ．結論
本研究を通して，運動生活の転機に含まれて
いた運動者行動の促進条件あるいは抵抗条件と

という思いが抵抗条件に対して相対的に強かっ

しての主体的条件，社会的条件，経営的条件を

たため野球クラブの活動を継続していた．その

ライフストーリーから理解することで，３つの

後，息子が所属するサッカークラブの「試合の

条件は運動生活者の意味世界においては重複す

審判を頼まれた」ことと「前任の保護者コーチ

るものであることが明らかになった．これまで

の人が辞めた」（いずれも S 条件：社会的条件）

の体育・スポーツ経営学的認識において，経営

ことが抵抗条件として生じ，さらに「わが子の

的条件は経営的範囲内にあるものとして捉え，

少年団のコーチを任された」
（I 条件：主体的条

主体的条件と社会的条件は経営体が直接関与し

件）ことが抵抗条件として重複的に加わり，以

づらいと認識されてきた．しかし，経営的条件

前から「ケガを抱えていた」
（I 条件：主体的条

と主体的条件の重複領域である I-M 条件や経営

表４

事例３の運動者行動の生起条件
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的条件と社会的条件の重複領域である M-S 条件

動したい」という主体的条件が維持されていた

のように，経営的条件は主体的条件と社会的条

ため，社会的条件としての職場周辺の道路や空

件と相互重複しているということが確認された． きスペースを，自らの主体的認知によって経営
これは運動生活者の意味世界において，意識

的条件として意味付与し，周辺環境を運動の場

的にしろ，無意識的にしろ，主体的条件と社会

（I-S-M 条件）として主体的に意味づけて運動を

的条件と経営的条件の３つの条件が複雑に絡み

継続した．運動欲求は，生活環境を運動・スポー

合っており，運動者行動の生起に向けて促進条

ツ環境として意味づけることを促し，運動・ス

件または抵抗条件として意味づけられていると

ポーツと関わるための条件を見出す主体性の源

考えられる．本研究にて明らかになった運動者

泉になりうるのである．これは，清水（2001）が，

行動の生起条件の情況を概観すると，これまで

スポーツ生活の類型にて，自給自足的なスポー

経営的条件と考えられるような条件の中にも，

ツ生活様式として整理している I 型に当てはま

運動生活者の捉え方に依存する部分が多い重複

る事象である．本研究を通して，生活者による

領域の条件がみられるだろう．さらに，事例と

自給自足的な運動生活が生起している姿が実証

して取り上げた運動生活者の意味世界において

されたと言えるだろう．またこれは，有限の運

は，ひとつの促進条件により新たな促進条件を

動・スポーツ環境を活かし，他者からのサービ

意味づける，促進条件と抵抗条件が拮抗関係の

ス供給に依存しない持続可能な運動生活である．

中で運動者行動の生起する情況が確認された．

そのためのマネジメント方策は，運動行動を

まず，ひとつの促進条件により新たな促進条

生起させるための外部的・直接的な条件整備で

件を意味づけるという情況は，事例１のライフ

はなく，運動生活者自らの運動欲求により，運

ストーリー（社会人時代の運動・スポーツ非実

動・スポーツ生活とその充実のさせ方に関する

施から実施への転機，社会人時代の転勤による

認識を再構築することを促すことかもしれない．

転機，社会人時代の運動・スポーツ非実施から

運動生活者の運動・スポーツ生活への意味づ

実施への転機）
や事例２のライフストーリー
（結

けの変容を促すための具体的なマネジメント方

婚後の運動・スポーツ非実施から実施への転機）

策を立案することは，現状の筆者らの力量を超

において確認された．事例２では，結婚に伴っ

えており今後の研究課題としたいが，そのよう

て生活環境やスポーツ環境の変化から運動非実

なマネジメントは，運動・スポーツ生活の自給

施であったが，地域の運動会という経営的条件

自足的充実化の限界に直面したときに必然的に

が提供されたことにより，それに呼応して運動

生じる他者との協働の要請に対して必要不可欠

会に参加した．この経営的条件がきっかけとな

なものだろう．このことは，清水（2001）によ

り，地域のつながりが生まれ，人からの誘いと

るスポーツ生活者協同組織化のためのマネジメ

いう社会的条件や運動欲求の高まりという主体

ントと同義と考える．

的条件が意味づけられている．このように経営

次に，全ての事例にて確認された促進条件と

的営為によって，運動・スポーツ環境や運動生

抵抗条件が拮抗関係の中で運動者行動が決定づ

活者の主体性が意味世界においては変容するこ

けられるという情況に注目すべきだろう．事例

とを示している．また，事例１において，促進

１（社会人時代のクラブ所属から退部への転機，

条件としての主体的条件が基盤として保持され

社会人時代の運動・スポーツ非実施から実施へ

ているとき，経営的条件が整っていなくとも，

の転機，社会人時代の運動・スポーツ実施から

自ら身近なスペースを運動の場（I-S-M 条件）

非実施への転機，社会人時代の転勤による転機）

とみなして運動実施に至ることが確認されたこ

や事例２（高校運動部非加入の転機，その後の

とには注目すべきだろう．
事例１は，
転勤に伴っ

運動・スポーツ実施から運動・スポーツ非実施

て利用していたジムへのアクセスが悪くなり運

への転機），事例３（社会人時代の野球クラブ

動から離脱せざるを得なかった．しかし，
「運

入部の転機，社会人時代の野球クラブ継続から
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いだろうか．
なお，本研究はライフストーリーの一時期と

ながらも，それを促進条件が上回る，または，
促進条件を抵抗条件が上回ることにより運動実

しての転機にのみ着目し，そこに内在した促進

施／非実施へと至る情況が把握された．これま

条件と抵抗条件を理解した．そのため，ライフ

でスポーツ事業は運動生活者と運動・スポーツ

ストーリー全体の流れの中で各条件の相互関係

を結びつけるための条件整備の営みであり，抵

を理解するには至っていない．例えば，学校運

抗条件を取り除くことと促進条件を助長するこ

動部活動で培われたスポーツ観や運動習慣，ス

とが必要と考えられてきた．このことは正当だ

ポーツ障害，社会関係等が，その後の人生の運

が，運動生活者の意味世界では，抵抗条件と促

動生活に影響を与えているのであろう様相は把

進条件は並存するのであり，その相対的強弱に

握できていない．運動生活者の潜在意識にある

よって運動者行動が決まると理解することがで

促進条件や抵抗条件は語ることが困難と思われ

きる．そのためのマネジメント方策の立案も今

るが，運動生活を理解する上で重要な課題であ

後の実践的知見の集積を待ちたいが，生活者の

ろう．運動生活研究の調査手法の開発が求めら

運動者行動の決定構造が複雑で多様であり，個

れるところである．

別的な意味の世界であることを踏まえれば，平
均化される＜運動生活者＞は実在しないのであ
り，個別の意味世界をもつひとりの運動生活者

謝辞
本研究において，長時間に及ぶ複数回のイン

に寄り添うマーケティングが求められるだろう．
これまでのスポーツ事業を事業主体としての
経営体が運動生活者をマス的に捉え，生活文脈

タビューに応じていただいた３名の方のご協力
に心より感謝いたします．

の個別性・固有性を捨象しているという意味で
「上からのスポーツ事業」と表現すれば，運動
生活者の意味世界から促進条件や抵抗条件を捉

注

え直し，生活者が意味付与した運動・スポーツ

注１）
 後藤（2010）は，スポーツライフの変

環境やスポーツサービスを，生活者自らが意味

容過程において，時代効果，コーホート

づけし直すことを促すスポーツ事業を「下から

効果に加え，年齢効果，地域効果，生活

のスポーツ事業」と呼べるのではないだろうか．

効果といった社会的要因が重層的に影響

このことは，清水（2001）の指摘するところ

し合っているだけでなく，ライフヒスト

の「スポーツ欲求や必要そのものが財の生活過

リーを用いた分析から同様の時代や地域

程とともに創られ，さらに欲求の充足は全て他

に生きながらもそれぞれ異なった道筋を

者によって賄われるという状況」
（清水，2001，

歩んでいると指摘している．

p.24）を避け，スポーツ経営がスポーツ生活財

注２）
 ライフストーリー研究法において，ナ

を供給するだけでなく，
「どんなスポーツ生活

ラティブ・アプローチに分類されるもの

者の生産につながるかを展望」
（清水，2001，

が，桜井の対話的構築主義アプローチで

p.21）しながら，スポーツ生活者の生活過程へ

ある．インタビューの場で，対象者と調

の自覚的・主体的関与としての意味付与のプロ

査者の両方の関心から協同で言語化・明

セスに介入していくスポーツ事業の構想に他な

示化させることで，彼／彼女らの意味世

らない．生活者の意味世界を理解し，介入し，

界を理解しようと試みる方法として考え

変容させるスポーツ事業は，スポーツ教育的営

られている．

 事例１は，テニス部がもっていた卓球
為としての文化づくり・社会づくりと言えよう． 注３）
ここに，生活者の文脈に寄り添い，変容させ

部とは異なる特性が，事例１自身の望み

る新たな地域スポーツ振興が見出せるのではな

と合致したことが転部の理由と解釈され
17
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たため，経営的条件と主体的条件の重複

道沿い）に利用可能なスポーツ施設が整

領域である I-M 条件と認識した．

備されていたという経営的条件の重複に

注４）
 事例１にとって野球クラブは仕事の延

よるものであり，M-S 条件と認識した．

長として関わらなければならないもの

注９）
 運動できる場所や空きスペースに対す

だったが，それがクラブの雰囲気を良く

る運動環境としての事例１の認知は，仕

しており，所属の義務感に対してクラブ

事状況の変化や運動欲求をその背景に

の楽しさにひかれていたと解釈された．

もっており，職場環境の認知（社会的条件）

そのため，経営的条件と主体的条件の重

に留まるものではない．そのため，主体

複領域である I-M 条件と認識した．

的条件と社会的条件と経営的条件の重複

注５）
 事例１は，30歳で退部しなければなら

領域である I-S-M 条件と認識した．

ないことは当該クラブで概ね共有されて

注10）「きっかけがない」という語りは前出し

いた行為規範だったが，上手なメンバー

たものと同様に，興味はあるものの自ら

は選手として残留したり指導役に回った

の意思で実行する気になれなかったとい

りすることもあり，退部年齢の根拠につ

う主体的条件と，実行へと至るきっかけ

いてはっきりと理解していなかった．パ

に巡り合わなかったという経営的条件が

フォーマンス低位な事例１は残留するこ

重複したものと認識した．

とができないと認識したわけだが，そこ

注11） 昼休みという職場で制度的に用意され

には，30歳からパフォーマンスは向上し

た空き時間は，事例１の体力不安や運動

ないという社会通念を認識していたこと

欲求によって，自分自身にとっての運動

とクラブの内部規範が重複していたと理

機会に読み替えられた．これは社会的条

解し，社会的条件と経営的条件の重複と

件と主体的条件と経営的条件が重複した

認識した．

促進条件と解釈されると認識した．

注６） 運動・スポーツに興味があると語りつ

注12） 運動部活動における先輩－後輩関係は

つ，それを自らの意思で実行する気にな

経営的条件としてのクラブ特性だが，事

れなかったことや実行へと至るきっかけ

例２にはそのようなクラブに対する嫌悪

に巡り合わなかったと語っていた．
「きっ

があった．そのため，経営的条件と主体

かけがあればやっていた」という語りも

的条件の重複領域である I-M 条件と認識

あったため，経営的条件と主体的条件の

した．

重複領域である I-M 条件と認識した．
注７）
 職場周辺の環境はスポーツサービスと

た生活環境の変化は社会的事実であるが，

してのスポーツ環境ではないが，事例１

それに伴うスポーツ環境の変化は，移住

は運動できるスポーツ環境として語って

先のスポーツ環境によっては乗り越えら

いた．その認識は，仕事状況の変化や運

れうる経営的条件とも認識される．その

動・スポーツへの関心・意欲の変化をそ

ため，社会的条件と経営的条件の重複領

の背景にもっており，事実としての地域

域である M-S 条件と解釈した．

環境の認知（社会的条件）に留まるもの

注14） 希望のスポーツ少年団がなかったこと

ではない．そのため，主体的条件と社会

は当該地域の経営的条件だが，他種目ク

的条件と経営的条件の重複領域である

ラブへの加入は気が進まないということ

I-S-M 条件と認識した．

が事例３の抵抗感の中心であり，経営的

注８）
 通勤途中にスポーツ施設があったとい
う事例１の認知は，転勤に伴う通勤経路
の変化という社会的事実と，通勤路（国
18

注13） 事例２は，結婚を機に，隣町に移住し

条件と主体的条件の重複領域である I-M
条件と認識した．
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