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プロローグ：
多様な対象者をセグメント化した運動・スポーツの習慣形成アプローチ
研究班長：竹中

本書は，令和元〜3年度の研究「多様な対象者

晃二1）

聞き取ったところで，対象者をセグメント化，す

をセグメント化した運動・スポーツの習慣形成ア

なわち対象者の特徴に合わせて下位集団に分け，

プローチ」についての初年度の成果報告書です．

それぞれの下位集団に適合した推奨情報を提供し

従来，運動・スポーツ活動を人々に推奨する常套

ようと考えています．
本研究では，さらに運動・スポーツを「始めさ

文句として，例えば子どもには「体力向上」を，
中高年者には「生活習慣病予防」を，高齢者に

せる」，「続けさせる」，「逆戻りを予防させる」と

は「生きがいづくり」や「転倒予防」を，という

いう3局面に分け，質問紙調査，半構造化面接，

ように，目的志向の文言を用いることで「なぜや

フォーカスグループ・インタビューなどの多様な

らなければならないのか」という理由を説明して

調査方法を用いて研究を行っています．さらに運

きました．そのため，運動・スポーツに関する科

動・スポーツ実践者の成功事例や失敗事例などの

学的研究では，実践の目的と評価を合わせるため

生の声を吸い上げ，運動・スポーツ活動の実践を

に，実践によってどれだけ体力が向上したのか，

普及させるために効果的な介入アプローチをマ

どれだけ生化学的指標が改善したのか，などの評

ニュアル化していくつもりです．本研究を行うこ

価を行い，それらの成果を公表することで人々の

とで，一律で指示型，情報提供型であった運動・

運動・スポーツの実践が増加していくと信じてき

スポーツ活動の普及・啓発アプローチを，対象者

ました．

をセグメント化し，それぞれの下位集団に適合し

しかし，
考えてみてください．
子ども本人にとっ
て「体力向上」が魅力的でしょうか，中高年者に

た推奨を行い，しかも行動変容型の普及・啓発活
動に転換したいと考えています．

とって「生活習慣病予防」のために行い続けるこ

最後に，私たちは，今回の新型コロナ・ウイル

とができるでしょうか，高齢者に『
「生きがいづ

スの世界的な拡散に際して，いままで運動・スポー

くり」や「転倒予防」のために運動・スポーツを

ツの力を過大評価してきたことを反省しなければ

しましょう』と言って「はい，そうだ」と始めて

なりません．音楽や芸術もそうですが，従来，運

くれるでしょうか．どうも，これらの常套的な謳

動・スポーツは人々を元気づけたり，夢を与える

い文句は，提供する側の理屈やブランドづくりで

のに最適な題材でした．しかし，今回の新型コロ

しかなかったように思います．

ナ・ウイルスの拡散は，子どもも大人もすべての

本研究における基本的なスタンスですが，
運動・

人々に移動や接触の制限を課し，スポーツ選手自

スポーツを実践していない理由は，実践している

身も本来の活動ができなくなってしまいました．

人が知る由もなく，そのために実践していない人

運動・スポーツが人々に何を与えようとするのか，

たちから聞くしかないと考えています．実践して

生活が制限されているいま，従来の方向性とは別

いない人が実践したくなるような魅力は一体何な

の魅力を考えてみたいと思います．ただ，運動・

のか（興味・魅力）
，
なぜ実践できていないのか（阻

スポーツに関わる普及啓発活動は，いまは「出番

害要因），どういう条件が揃ったら実践しやすく

待ち」と認識し，新型コロナ・ウイルスが収束さ

なるのか（促進要因）
，どのような内容や時間帯，

れた後に新しい姿を見せることができればと考え

場所ならできそうか（行動変容の要素）
，などを

ます．本研究がそのヒントを得る機会になればと
願っています．

１）早稲田大学人間科学学術院
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１．幼児期における「外遊び」の状況
−生活状況および保護者の考え方との関連−
齋藤めぐみ1）

しかしながら自宅で遊ぶ子どもと親の考え方に

はじめに

ついて追及した研究はほとんどない．
また，外遊びが大切であるといわれているが，

幼児に関わる保育施設の3法令（
「幼稚園教育
要領」
（文部科学省）
，保育所保育指針（厚生労働

外遊びの有効性について多面的に整理した研究も

省），こども園法（文部科学省，厚生労働省）
）の

少ない．

5領域「健康」に“進んで戸外で遊ぶ”という内

そこで本研究は，まず外遊びの効果や必要性に

容がある．解説には「室内とは異なり，戸外では

ついて，わが国の調査や論文から整理する．次に

幼児は解放感を味わいながら思い切り活動するこ

前述の菅野の研究を参考にして全国の幼児をもつ

とができる．さらに戸外では幼児の興味や関心

保護者を対象とした子どもの外遊びの状況と保護

を喚起する自然環境に触れたり，思い掛けない出

者の遊びに対する考え方を調査し，実態と親の考

来事と出会ったりすることも多く，戸外で幼児は

え方との関連性について検討することを目的とす

様々な活動を主体的に展開する」と説明されてい

る．

る．

研

解放感を味わえる自然環境が，子どもの興味や
関心を喚起する等，外遊びには多くの利点がある

１

「外遊び」の効果についての先行研究
方法：公官庁が出している情報，行っている調

と考えられる．しかし近年，子どもが戸外で遊ぶ
ことが少なくなっている．

究

査，および論文検索サイトCiNiiを用いて「外遊び」

例えば，5歳6カ月の幼児を対象とした「第６

×「効果」，「外遊び」×「必要性」を検索ワード

回21世紀出生児縦断調査結果の概況」
（2017）に

として検索を行い，外遊びの実態および効果に関

よると，
「よく遊ぶ」場所は，
「自宅」が 95.1%と

する研究を抽出した．

最も多く，次いで「児童館や児童公園などの公共

結果：抽出された30文献のうち，論文形式とし

の遊び場」で「よく遊ぶ」と「ときどき遊ぶ」が

て閲覧可能な文献，効果が明確な文献に絞り12文

78.7%となっている．一方，「遊ばない」が多い

献を選出し検証した（表１）．なお対象は，幼児

場所は，
「空き地や路地」が 59.3%，
「原っぱ，林，

だけでなく児童を対象とした文献も含めた．

海岸などの自然の場所」が 40.8%であった．

効果は大きく分けて，体力・運動能力の効果，

また，ベネッセ教育研究所の調査（2016）にお

生理的効果，心理社会的効果に分けられた．

いても，
平日，
園以外でもっとも多い遊び場は「自

体力，運動能力に関する効果は，外遊びをする

宅」，
次いで
「近所の空き地や公園」
「学校，
，
幼稚園・

子どもの体力，運動能力が高く，活動量の多さ，

保育園の運動場」であった．

基本動作の経験，が示された．生理的効果では，

このように，幼児がよく遊ぶ場所は「自宅」が
圧倒的に多い．

睡眠物質メラトニン，骨密度が多い，心理社会的
効果では，社会性の発達，自尊感情，攻撃性との

菅野（2002）は，親の｢自由遊び｣という考え方
が子の屋外遊び，自然にふれる遊びと関連する，

関連が示された．
「外遊び」の重要性が改めて示
された．

と示唆している．
１）千葉敬愛短期大学
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表1
効果

「外遊び」の効果についての文献

対象

出版

著者

内

容

研究方法

骨密度

幼児

2000

志垣

年長児（5～6歳）を対象として骨密度の指標であるStiffness
値を測定し，生活習慣との関係を調べたところ，外遊びをす 測定質問紙
る幼児の方が Stiffness値が大きいことが認められた

攻撃性
社会性

小学生

2007

遠藤ら

遊びの種類，場所と攻撃性，社会性を測定した結果，内遊び
は児童の攻撃性を高める傾向が，外遊びは社会性を高めると
いう結果が示された

質問紙

社会性

小学生

2008

鶴山

外遊びをする子どもは，そうでない子どもに比べ，多人数で
遊ぶ傾向が認められ「社会性」につながることが考えられる

質問紙
先行研究

体力

幼児

2010 スポーツ庁

入学前の外遊びの実施頻度が高いほど小学生の時の運動・ス
ポーツ実施状況，体力ともに高いことが示された

質問紙

基本動作

幼児

2010

武田

15日間子どもの自由な外遊びを観察し，幼児期に習得したい
基本動作をほぼ全て経験していることがわかった

観察

自尊感情

小学生
中学生

2010

横山

｢ １日の外遊び時間が１時間30 分以上で､ １日のテレビ視聴
時間が１時間30分以下｣ の子ども達は ｢ １日の外遊び時間が
30分以下で１日のテレビ視聴時間が３時間以上｣ の子ども達
と比較して自尊感情が高いことが示された

質問紙

幼児

2011

宮崎

戸外での子どもの造形活動を観察することを目的とした研究
において公園における子どもの遊びは子どもが主体的に遊ん
でいる，自然物を材料にしていることがわかった

観察

金ら

小学２年生と5年生を対象とした質問紙調査において，幼稚
園等の施設が運動遊びに力を入れていることは関係なく，子
ども自身が運動を積極的に行うことが体力，勉強に向かう姿
勢などがプラスの状態であった

質問紙

Noi, et al

夜，睡眠導入ホルモンと称されている メラトニン分泌量が多
質問紙
い児童は，朝多い児童と比べて就床時刻，起床時刻が早く，
メラトニン
睡眠 時間も長い，スク リーンタイムが短く，外あそび時間が
濃度測定
長いことが示された

日坂

幼児の体格・運動能力と生活習慣，特に戸外遊びの時間との
関係を明らかにする研究において「戸外遊び 時間」の長い子 体格，運動
どもは「寝つき」がよく，
「起床 時刻」も早かった．戸外遊び 能力測定
の時間が60分以上の子どもは運動能力点も高く特に走評価が
質問紙
高かった

佐々木ら

幼児期の遊び体験が大学生の心理特性に影響を及ぼしている
かどうかを検討する研究において，ごっこあそび，鬼遊び，
かくれんぼ全てを集中して遊んだ記憶のある学生の自尊感情
が高かったことが示された

田中ら

4歳～6歳の幼児を対象にして活動量計での測定の結果，外
遊び時間中の中高強度活動は室内遊びと比 較して有意に高
活動量測定
かった．運動指導時と室内遊びとの間には有意な差は見られ
なかった

主体性

体力，
前向き

夜 メラトニ
ン分泌量⇒
睡眠の質

小学生

小学生

生活習慣
運動能力

幼児

自尊感情

大学生⇒
幼児期の
回想

活動量

幼児

2011

2011

2015

2017

2019
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質問紙

研

究

て有意性を検定し，残差分析を行った．複数回答

２

が可能な項目については別々に検定した．
結果：

幼児の外遊びの実態と保護者の考え方調査

１．単純集計：子ども・保護者の状況・考え方

【方法】
調査概要：質問項目は，菅野（2002）の研究を
参考にして研究者2名が作成し，インターネット

①調査回答者の属性・父母の属性，生活状況
調査回答者の属性について表２に，回答者の
伴侶（子どもにとっての両親）の属性を表３に

調査によって調査を行った．
調査回答者：インターネット調査会社に登録し

示した．

ている人の中から３歳児～５歳児の子どもをもつ
親を対象とし，男女が50％ずつになるように調整
して600名を調査回答対象者とした．3歳児から
5歳児を複数名子どもがいる場合の子どもに関す
る質問事項については，長子を想定して回答する
ように求めた．調査項目の③④については複数回
答可とし，⑤については，１：全く思わない～６：
大いにそう思う，の6件法とした．
調査期間：2019年12月
調査項目：
①調査回答対象者の属性
居住都道府県，地域分類，性別，年齢，年齢
階層，性年代，未既婚，職業分類，居住地区，
住居タイプ，子どもの年齢，子どもの通園先，
子どもからみた両親の職業，学歴，労働時間
②子どもの属性
年齢，通園施設，保育時間，きょうだいの数
③子どもの遊びの状況（複数回答可）
 平日帰宅後の遊び相手，遊び時間，場所，休
日の遊び相手，遊び時間，遊び場所，
④子どもの活動の状況（復習回答可）
習い事の種類，お手伝いの種類
⑤子どもへの期待，幼児教育上の認識など（6
件法）
 遊び・習い事・仕事に関する認識，遊びとそ
の環境についての認識，子どもの遊びをめぐる
問題点，外遊びについての認識，通園先が力を
入れている点，力を入れて欲しい点，期待する
人物
分析：まず，
各質問項目について単純集計を行っ
た．次に平日，保育後に外遊びをするかどうかと
と保護者の遊びや教育，子どもに対する認識との
関連性を明らかにするために，
クロス集計を行い，
カイ二乗検定において危険率5％以下を有意とし
─6─

表2
項目

回答者の属性

人数
年齢階層
20代
24
30代
303
40代
248
50代
25
性
別
男性
300
女性
300
居住地域
北海道
31
東北
29
関東
234
北陸
29
中部
80
近畿
104
中国
24
四国
22
九州
47
居住地区
大都市
199
中都市
270
小都市
116
その他
15
住居タイプ
一戸建て
357
集合住宅
243
婚
姻
無
13
有
587
職
業
会社員・役員
297
自営業
20
専門職
21
公務員
45
学生
1
専業主婦/主夫
143
パート・アルバイト
70
その他
3

％
4.0
50.5
41.3
4.2
50.0
50.0
5.2
4.8
39.0
4.8
13.3
17.3
4.0
3.7
7.8
33.2
45.0
19.3
2.5
59.5
40.5
2.2
97.8
49.5
3.3
3.5
7.5
0.2
23.8
11.7
0.5

回答者は20代から50代の父母であり，特に30

方が多く，合わせて56.3％であった．中都市居

代，40代で91.8％と多かった．居住地域は，北

住者が多く小都市居住者が少なかった．職業

海道から沖縄までであったが，関東と近畿地

区分では，会社員，専業主婦･主夫が合わせて
73.3％であった．父親と母親の職業をみると父

表３

親は80％が会社員と一番多く，母親は専業主婦

子どもの父母の属性・生活状況
項目

人数
父親の職業
会社員
485
自営業
38
教員
23
専門職
27
専業主婦・主夫
1
その他+該当者なし
26
母親の職業
会社員
159
自営業
10
教員
12
専門職
32
専業主婦・主夫
288
その他+該当者なし
99
父親の学歴
中学校
11
高校
102
専門学校
61
短大
13
大学
321
大学院
82
その他+該当者なし
10
母親の学歴
中学校
8
高校
107
専門学校
78
短大
100
大学
274
大学院
32
該当者なし
1
父親労働時間
０
63
～８
196
８～９
143
９～10
187
10～
2
該当者なし
9
０
～８
８～９
９～10
10～
該当者なし

母親労働時間

267
218
78
21
12
4

が48.8％と一番多かった．就業時間としては，

％

父親母親ともほぼ10時間以上の就労者は少な
く，10時間までの就労者が多かった．学歴は，

80.8
6.3
3.8
4.5
0.2
4.3

母親父親ともに，3対7の割合で短大以上卒業
という高学歴の回答者が多い傾向であった．
②子どもの生活状況
子どもの属性については表４に示した． 3
歳児，4歳児，5歳児の順に多く，5歳児の割

26.5
1.7
2.0
5.3
48.0
16.5

合が45％とほぼ半数であった．通園先は，幼稚
園，保育所，こども園の順で幼稚園に通う子ど
もが51％と半数を超え多かった．きょうだいの
数は，2人きょうだいが49.8％と約半数以上を
占め，次いで一人っ子が26.7％であった．
③子どもの遊びの状況

1.8
17.0
10.2
2.2
53.5
13.7
1.6

子どもの遊びの状況について，図１に示した．
遊び時間について，平日は，1～2時間が一
表４
項目

1.3
17.8
13.0
16.7
45.7
5.3
0.2

３歳男児
４歳男児
５歳男児
保育所
幼稚園
こども園

10.5
32.7
23.8
31.2
0.3
1.5

０人
１人
２人
３人
４人
５人以上

44.5
36.3
13.0
3.5
2.0
0.7

～５
５～６
６～７
７～８
８～
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子どもの生活状況

人数
子どもの年齢
140
190
270
子どもの通園先
225
306
69
きょうだいの数
160
299
113
24
1
3
保育時間
81
192
96
137
94

％
23.3
31.7
45.0
37.5
51
11.5
26.7
49.8
18.8
4.0
0.2
0.5
13.5
32.0
16.0
22.8
15.7

番多く，次に30分から1時間であった．2時間

休日は父親，母親がほぼ同じであった．平日，

以上遊ぶ子どもは15.5％であり，全く遊ばない

休日ともに友だちは4.7％，10％と少なく，家

子どもも1.5％いた．一方休日は2時間以上遊

族で遊ぶ比率が多かった．遊ぶ場所については，

ぶ子どもが53.8％と半数以上であったが，休日

複数回答可であったが平日は家の中が圧倒的に

でも全く遊ばない子どもも0.5％いた．遊ぶ相

多く97.8％であった．休日も家で遊ぶ子どもは

手について，平日は母親，きょうだいが多く，

96.5％であり，平日と同じくらいの割合であっ

平日遊び時間

休日遊び時間

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0
0

～３０

３０～１

１～２

0

２～

0

平日遊び場所

～３０

３０～１

１～２

２～

休日遊び場所

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20
0

0
家の中

庭

公園

その他

家だけ

家の中

平日遊び相手

庭

公園

その他

休日遊び相手

100

100

80

80

60

60
40

40

20

20

0

0

父親
父親

母親

きょうだい

母親

きょうだい

友だち

友だち

図１

習い事

手伝い

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
音楽系

スポーツ系

学習塾

英語

図２

食事関連 洗濯関連

なし

習い事・手伝いの状況（％）
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そう じ

お使い

その 他

しない

たが公園で遊ぶ割合も78.2％と多かった．
“家
の中だけで遊ぶ”を抽出したところ，休日は０

④子どもの活動の状況
子どもの活動の状況について図２に示した．

であったが，平日は59.3%であった．つまり，

食事関連のお手伝い51.2%，そうじ28%と続

60％の子どもが平日，家に帰ってから外遊びを

くが，全く手伝いをしない子どもも37％いた．

しないということである．

習い事については，スポーツ系32.2%が多く，

表５

期待，幼児教育上の認識

そう思う
人数
％
遊び・習い事・仕事に関する認識
自由に遊ばせ，遊びの中で自然に学
510
85
ぶのがよい
よい遊びをするよう大人の指導が必要
378
63
習い事はなるべく早いうちから始め
337
56
る方が上達するのでよい
家の仕事を優先し時間が余ったら遊
293
49
ぶべき
幼児でも高度な学習をさせるべき
215
36
遊びより習い事を優先する
154
26
幼児から進学受験を考え学習塾に通
154
26
うのもやむを得ない
遊びとその環境についての認識
子どもの遊び場所が十分でない
397
66
子どもの遊び相手が十分にいない
384
64
子どもの遊び時間が十分でない
299
50
子どものしている遊びが望ましくない
131
22
子どもの遊びをめぐる問題点
近所に適当な年齢の遊び相手がいない
358
60
近くに安全で十分に広い遊び場所が少ない
336
56
まとまった遊び時間がとれない
315
53
子どもを狙う危ない大人がいる
290
48
生活習慣の乱れた子どもに影響される
195
33
遊びすぎて生活にけじめがなくなる
190
32
目の届かない所で危ない遊びをする
186
31
遊んでばかりいて習い事をしなくなる
141
24
外遊びについての認識
遊びは必要
543
91
時間がなくてできない
387
65
場所がなくてできない
347
58
相手がいなくてできない
277
46
外は危険なのでできない
250
42
親が外遊びが嫌いなのでできない
213
36
子どもが外遊びが嫌いなのでできない
118
20

そう思う
人数
％
通園先が力を入れている点，力を入れて欲しい点
適切な食事
547
91
皆で協力すること
542
90
友だち関係を築くこと
541
90
運動
540
90
考える力をつける
540
90
身体を使う外遊び
539
90
自発的な遊び
537
90
自然での遊び
531
89
丈夫な体
529
88
集団遊び（おにごっこなど）
529
88
基本的生活習慣の習得
516
86
睡眠
481
80
少しくらいのけがはしてもよい
481
80
けがなどせず安全に過ごせる
477
80
行儀作法の習得
445
74
劇などの発表会
408
68
けんかすること
401
67
鼓笛など音楽活動やその発表会
391
65
英語など小学校で困らないための勉強
367
61
上手に完成できる製作活動・絵画
337
56
AI時代に生き抜けるICT機器の操作
244
41
IT機器でのゲーム遊び
198
33
厳しい規律
187
31
受験のための勉強
156
26
期待する人物
幸せな家庭を作る
556
93
自分らしく生きる
546
91
皆から好かれる人になる〈好感〉
532
89
好きなことを仕事にする
532
89
お金持ちになる
485
81
世の中のためになる
485
81
仕事で成功する
473
79
親の面倒をみる
315
53
有名人になる
164
27
親の職業を継ぐ
121
20

質問内容

質問内容
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次いで音楽系12.7%であった．ただし，全く習

作，IT機器でのゲーム遊び，厳しい規律，受

い事をしていない割合が54.7%と一番多かった．

験のための勉強という遊びとは異なることにつ

⑤子どもへの期待，幼児教育上の認識など，保

いての回答は40%以下で比較的少なかった．

護者の子育て観について，
6件法の回答を
「思

「期待する人物」

う」
「思わない」に分け，
「思う」と回答した

幸せな家庭を作る，自分らしく生きる，皆か

者の割合を表5に示した．

ら好かれる人になる〈好感〉
，好きなことを仕

「遊び・習い事・仕事に関する認識」

事にすると回答した者が約90%で多く，有名人

自由に遊ばせ，遊びの中で自然に学ぶのがよ

になる，親の職業を継ぐという回答は20%台で

いと考える者が85%であり，最も多かった．し

少なかった．親の職業を継ぐということを期待

かし，その一方でよい遊びをするよう大人の指

する者は，時代と共に減少しているといえる．

導が必要65%，習い事はなるべく早いうちから
始める方が上達するのでよい56%と考えている

２．クロス集計：外遊びをしない子どもと保護者
の考え方等との関連性

者の割合も多かった．
「遊びとその環境についての認識」

平日“外遊びをしない子ども”と子ども，保護

遊びの時間50%，遊びの場所66％，遊び相手

者の生活状況，保護者の子どもに対する考え方と

64%が十分でない，と考えている者がいずれも

の関連を検討した．具体的には，平日の遊び場所

半数以上であった．

の回答から自宅のみであった者をしない群，そう

「子どもの遊びをめぐる問題点」

でなかった者をする群として２グループに分け平

近所に適当な年齢の遊び相手がいないと回答

日外遊びをしない／するを従属変数として，親の

した者が60%で最も多く，近くに安全で十分に

属性，子どもの遊びや生活状況，子どもへの期待，

広い遊び場所が少ない56%，まとまった遊び時

幼児教育上の認識の各項目でクロス集計を行い，

間がとれない53％と続く．また，子どもを狙う

カイ二乗検定後，調整された残差分析を行った（表

危ない大人がいる48%とほぼ半数の者が危険，

６～表７c）．

という問題があることを回答していた．

①父母，子どもの属性，生活状況との関連

「外遊びについての認識」

（表６）子どもの通園施設では，保育所＞幼稚

91%が遊びは必要と回答していた．逆に，外

園（χ2 =59.87, df=2, p<.01），母親の就労時間が

遊びは必要と考えていない者が9%いることが

8時間以上＞以内（χ2 =11.86, df=1, p<.01），8

わかった．

時間以上，保育時間が8時間以上＞7～8時間＞

時間がなくてできない65%，場所がなくてで

5～6時間（χ2 =68.14, df=4, p<.01）の間に有

きない58%，相手がいなくてできない46%であ

意な偏りが認められた．残差分析から，母親の就

り，外は危険なのでできない42%の順であった．

労時間が長く保育所に通っている子どもは，平日，

また，20%は子どもが嫌いなので，36%は親が

保育後に外遊びをする割合が少ない，といえる．

外遊びが嫌いなので外遊びはしない，と回答し

②子どもの遊び・活動の状況との関連

ていた．

遊び時間については，～1時間＞2時間以上

「通園先が力を入れている点，力を入れて欲し

（χ2 =28.97, df=4, p<.01），スポーツ系習い事し

い点」

て い る ＞し て い な い（ χ2 =10.14, df=1, p<.01）

皆で協力すること，友だち関係を築くこと等

習い事している〉していない（χ2 =5.00, df=1,

社会性に関連する内容，考える力をつける，自

p<.05），食事準備や片付けの手伝いをしていない

発的な遊び等非認知能力に関連すること，身体

＞している（χ2 =6.35, df=1, p<.05），洗濯の手

を使う外遊び，自然での遊び等外遊びに関連す

伝いをしていない＞している（χ2 =6.20, df=1,

るに賛同するという回答が90%以上となってい

p<.05），そうじの手伝いをしていない＞してい

た．一方で，AI時代に生き抜けるICT機器の操

る（χ2 =19.21, df=1, p<.01），お使いの手伝いを
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表６

外遊びと子ども・親の状況との関連（残差）

χ２
df
p
子どもと親の生活状況
子どもの通園先

室内のみ

戸外あり

保育所
幼稚園
こども園

7.0
-7.6
1.3

-7.0
7.6
-1.3

8時間以内
8時間以上

1.3
-1.3

-1.3
1.3

1.67

8時間以内
8時間以上

-3.4
3.4

3.4
-3.4

11.86

5時間以内
5～6時間
6～7時間
7～8時間
8時間以上

-1.5
-5.7
-1.6
3.5
6.2

1.5
5.7
1.6
-3.5
-6.2

68.14

ほとんどない
30分以内
30分～1時間
1時間～2時間
2時間以上

2.5
2.5
2.5
-1.1
-3.7

-2.5
-2.5
-2.5
1.1
3.7

28.97

している
していない

1.0
-1.0

-1.0
1.0

0.95

している
していない

-3.2
3.2

3.2
-3.2

10.19

している
していない

-0.9
0.9

0.9
-0.9

0.84

している
していない

-1.1
1.1

1.1
-1.1

1.14

している
していない

-2.2
2.2

2.2
-2.2

5.00

している
していない

-2.5
2.5

2.5
-2.5

6.35

している
していない

-2.5
2.5

2.5
-2.5

6.20

している
していない

-4.4
4.4

4.4
-4.4

19.21

している
していない

-2.9
2.9

2.9
-2.9

8.63

している
していない

-2.9
2.9

2.9
-2.9

8.13

項

目

59.86

2

**

有意な偏り

保育所＞幼稚園

父親の就労時間
1

n.s.

母親の就労時間
1

**

8時間以上＞以内

**

8時間以上＞7～8時間＞5～6時間

保育時間
4

子どもの遊び・活動
遊ぶ時間
4

**

～1時間＞2時間以上

音楽系習い事
1

n.s.

スポーツ系習い事
1

**

スポーツ系習い事している＞していない

勉強系習い事
1

n.s.

英語系習い事
1

n.s.

習い事全体
1

*

習い事している＞していない

食事準備，片付け
1

*

していない＞している

*

していない＞している

**

していない＞している

**

していない＞している

**

していない＞している

洗濯関連
1
そうじ
1
お使い
1

お手伝い全般
1

**P<.01，*P<.05
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表７a
項
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない

目

外遊びと親の考え方との関連（残差）

戸外あり
χ２
df
p
有意な偏り
遊び・習い事・仕事に関する認識
よい遊びをするよう大人の指導が必要
0.0
0.0
0.00
1
n.s.
0.0
0.0
家の仕事を優先し時間が余ったら遊ぶべき
1.5
-1.5
2.32
1
n.s.
-1.5
1.5
遊びより習い事を優先する
-0.6
0.6
0.41
1
n.s.
0.6
-0.6
幼児でも高度な学習をさせるべき
0.9
-0.9
0.89
1
n.s.
-0.9
0.9
習い事はなるべく早いうちから始める方が上達するのでよい
-0.2
0.2
0.03
1
n.s.
0.2
-0.2
自由に遊ばせ遊びの中で自然に学ぶのがよい
-2.7
2.7
7.29
1
**
思う＜思わない
2.7
-2.7
幼児から進学受験を考え学習塾に通うのもやむを得ない
-0.1
0.1
0.01
1
n.s.
0.1
-0.1
遊びとその環境についての認識
遊び時間が十分でない
2.1
-2.1
4.38
1
*
思う＞思わない
-2.1
2.1
遊び場所が十分でない
0.8
-0.8
0.61
1
n.s.
-0.8
0.8
遊び相手が十分でない
0.7
-0.7
0.52
1
n.s.
-0.7
0.7
遊びが望ましくない
0.7
-0.7
0.43
1
n.s.
-0.7
0.7
子どもの遊びをめぐる問題点
まとまった遊び時間がとれない
3.0
-3.0
9.07
1
**
思う＞思わない
-3.0
3.0
近くに安全で十分に広い遊び場所が少ない
2.5
-2.5
6.01
1
*
思う＞思わない
-2.5
2.5
近所に適当な年齢の遊び相手がいない
2.1
-2.1
4.55
1
*
思う＞思わない
-2.1
2.1
目の届かない所で危ない遊びをする
0.3
-0.3
0.09
1
n.s.
-0.3
0.3
遊びすぎて生活にけじめがなくなる
0.6
-0.6
0.34
1
n.s.
-0.6
0.6
子どもを狙う危ない大人がいる
0.2
-0.2
0.02
1
n.s.
-0.2
0.2
生活習慣の乱れた子どもに影響される
1.3
-1.3
1.68
1
n.s.
-1.3
1.3
遊んでばかりいて習い事をしなくなる
0.9
-0.9
0.72
1
n.s.
-0.9
0.9

室内のみ

**P<.01，*P<.05
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表７b

外遊びと親の考え方との関連（残差）

室内のみ

戸外あり

思う
思わない

3.0
-3.0

-3.0
3.0

思う
思わない

1.5
-1.5

-1.5
1.5

思う
思わない

3.5
-3.5

思う
思わない

1.3
-1.3

思う
思わない

2.1
-2.1

思う
思わない

2.7
-2.7

思う
思わない

-2.3
2.3

思う
思わない

-0.9
0.9

思う
思わない

-0.4
0.4

思う
思わない

1.7
-1.7

思う
思わない

-0.5
0.5

思う
思わない

-0.8
0.8

思う
思わない

1.4
-1.4

思う
思わない

-1.2
1.2

思う
思わない

0.0
0.0

思う
思わない

-2.0
2.0

項

目

χ２
df
p
外遊びについての認識
時間がなくてできない
9.11

1

**

有意な偏り

思う＞思わない

場所がなくてできない
2.35

1

n.s.

外は危険なのでできない
-3.5
12.14
1
**
3.5
遊ぶ相手がいないのでできない
-1.3
1.63
1
n.s.
1.3
子どもが外遊びが嫌いなのでしない
-2.1
4.36
1
*
2.1
親が外遊びが嫌いなのでしない
-2.7
7.36
1
**
2.7
外遊びは必要である
2.3
5.38
1
*
-2.3
期待する人物
将来幸せな家庭を作る
0.9
0.85
1
n.s.
-0.9
お金持ちになる
0.4
0.14
1
n.s.
-0.4
親の職業を継ぐ
-1.7
2.89
1
†
1.7
仕事で成功する
0.5
0.29
1
n.s.
-0.5
世の中のためになる
0.8
0.63
1
n.s.
-0.8
有名人になる
-1.4
2.06
1
n.s.
1.4
皆から好かれる人になる
1.2
1.49
1
n.s.
-1.2
親の面倒をみる
0.0
0.00
1
n.s.
0.0
好きなことを仕事にする
2.0
4.03
1
*
-2.0

思う＞思わない

思う＞思わない
思う＞思わない
思わない＞思う

思う＞思わない

思わない＞思う
**P<.01、*P<.05，†P<.1
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表７c
項

思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない

目

外遊びと親の考え方との関連（残差）

室内のみ 戸外あり
χ２
df
p
有意な偏り
通園先が力を入れている点，力を入れて欲しい点
小学校での勉強が必要
-1.8
1.8
3.36
1
†
思わない＞思う
1.8
-1.8
受験のための勉強が必要
-0.3
0.3
0.09
1
n.s.
0.3
-0.3
製作などが上手にできること
-0.7
0.7
0.44
1
n.s.
0.7
-0.7
鼓笛など音楽活動やその発表会
-0.3
0.3
0.12
1
n.s.
0.3
-0.3
劇などの発表会
-1.6
1.6
2.62
1
n.s.
1.6
-1.6
AI時代に生き抜けるICT機器の操作
-0.3
0.3
0.09
1
n.s.
0.3
-0.3
厳しい規律
-0.9
0.9
0.79
1
n.s.
0.9
-0.9
行儀作法の習得
-2.7
2.7
7.10
1
**
思わない＞思う
2.7
-2.7
基本的生活習慣の習得
-1.0
1.0
0.99
1
n.s.
1.0
-1.0
丈夫な体づくりが大事である
-1.8
1.8
3.13
1
†
思わない＞思う
1.8
-1.8
運動が大事である
-1.5
1.5
2.238 a
1
n.s.
1.5
-1.5
睡眠が大事である
0.5
-0.5
0.30
1
n.s.
-0.5
0.5
適切な食事が大事
-1.0
1.0
1.08
1
n.s.
1.0
-1.0
友だち関係を築くことが大事
-2.8
2.8
7.78
1
**
思わない＞思う
2.8
-2.8
考える力をつけることが大事
-1.8
1.8
3.14
1
†
思わない＞思う
1.8
-1.8
皆で協力することが大事
-2.4
2.4
5.83
1
*
思わない＞思う
2.4
-2.4
けんかすることが大事
-0.9
0.9
0.76
1
n.s.
0.9
-0.9
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項

目

思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない
思う
思わない

室内のみ 戸外あり
χ２
df
p
有意な偏り
通園先が力を入れている点，力を入れて欲しい点
自発的な遊びが大事
-1.3
1.3
1.57
1
n.s.
1.3
-1.3
身体を使う外遊びが大事
-2.4
2.4
5.87
1
*
思わない＞思う
2.4
-2.4
自然での遊びが大事
-2.4
2.4
5.57
1
*
思わない＞思う
2.4
-2.4
IT機器でのゲーム遊び
-0.1
0.1
0.01
1
n.s.
0.1
-0.1
集団遊び（おにごっこなど）
-0.7
0.7
0.55
1
n.s.
0.7
-0.7
けがなどせず安全に過ごせる
-0.8
0.8
0.69
1
n.s.
0.8
-0.8
少しくらいのけがはしてもよい
-1.3
1.3
1.78
1
n.s.
1.3
-1.3

**P<.01，*P<.05、†P<.1

していない＞している（χ2 =8.63, df=1, p<.01）
，
2

認められた．遊びたいが時間が十分にない，場

お 手 伝 い 全 般 を し て い な い ＞ し て い る（ χ

所がない，相手がいないということが遊ばないこ

=8.13, df=1, p<.01）に有意な偏りが認められた．

とにつながっているといえる．また，保護者が自

残差分析より，遊び時間が少ない子ども，習い事

由に遊ばせ遊びの中で自然に学ぶのがよい，と考

をしている子ども，お手伝いをしていない子ども

えている子どもは外遊びが多いということがいえ

は外遊びをしていない，といえる．また，スポー

る．

ツ系の習い事をしている子どもは外遊びが多いと

（表７b）
「外遊びについての認識」時間がなく
てできないと思う＞思わない（χ2 =9.11, df=1,

いえる．
③親の考え方：子どもへの期待，幼児教育上の

p<.01），外は危険なのでできないと思う＞思わな
い（χ2 =12.14, df=1, p<.01），子どもが外遊びが

認識などとの関連
（表７a）
「遊び・習い事・仕事に関する認識」自

嫌いなのでしないと思う＞思わない（χ2 =4.36,

由に遊ばせ遊びの中で自然に学ぶのがよいと思う

df=1, p<.05）
，親が外遊びが嫌いなのでしない

2

＜思わない（χ =7.29, df=1, p<.05）
「遊びとそ

と思う＞思わない（χ2 =7.36, df=1, p<.01），外

の環境についての認識」遊び時間が十分でないと

遊びは必要であると思う＞思わない（χ2 =5.38,

思う＞思わない（χ2 =4.38, df=1, p<.05）
，
「子ど

df=1, p<.05）
，に有意な偏りが認められた．時間

もの遊びをめぐる問題点」まとまった遊び時間

がなくてできない，危険だからできない，子ども，

2

がとれないと思う＞思わない（χ =9.07, df=1,

親が外遊びが嫌いなのでできないと認識している

p<.01）
，近くに安全で十分に広い遊び場所が少

ことが外遊びをしない要因であるといえる．また，

2

ないと思う＞思わない（χ =6.01, df=1, p<.05）
，

外遊びが必要であると思わない者は外遊びをしな

近所に適当な年齢の遊び相手がいないと思う＞思

い傾向にあることがわかる．

わない（χ2 =4.55, df=1, p<.05）に有意な偏りが

「子どもに期待する人物像」親の職業を継ぐ
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ことを望むと思う＞思わない（χ2 =2.89, df=1,

きく動かす遊びができることなどが関係すると思

p<.1） 好きなことを仕事にすることを望むと思

われる．しかし，この点は，室内遊びでも代替え

2

う〈思わない（χ =4.03, df=1, p<.05）に有意な

ができる可能性も考えられる．

偏りの傾向，有意な偏りが認められた．好きなこ

生理的効果では，睡眠物質メラトニン，骨密度

とを仕事にすることを望む親の子どもは外遊びを

が多いという結果がみられた．外気に触れること

する傾向があるといえる.

がメラトニンの分泌に影響を与えるということ

（表７c）「通園先が力を入れている点，力を入

は，睡眠に影響を与えるという外遊びの重要な効

れて欲しい点」について，小学校での勉強が必

果が強調されたことになる．この点は，外遊びな

要と思わない＞思う（χ2 =3.36, df=1, p<.1）
，行

らではの効果といえる．

2

儀作法の習得と思わない＞思う（χ =7.1, df=1,

自尊感情，攻撃性との関連が示されていること

p<.01）
，丈夫な体が大事と思わない＞思う（χ2

は興味深い．自尊感情とは，自己に対する評価感

=3.13, df=1, p<.1）
，友だち関係を築くことが大

情で，自分自身を基本的に価値あるものとする感

事と 思 わ な い ＞ 思 う（χ2 =7.78, df=1, p<.01）
，

覚（遠藤，1999）と定義される．自尊感情形成に

考える力をつけることが大事と思わない＞思う

はいくつかの要素があるが「自分はできた！」と

（χ2 =3.14, df=1, p<.1）
，皆で協力することが大

いう達成感があること，
「自分はこの集団の仲間

2

事と 思 わ な い ＞ 思 う（χ =5.83, df=1, p<.05）
，

なんだ」，「仲間から受け入れられている」という

身体を使う外遊びが大事と思わない＞思う（χ2

所属感があることも含まれる（横山，2010）．外

=5.87, df=1, p<.05）
，自然での遊びが大事と思わ

遊びは仲間と群れて遊ぶ機会も多く，仲間意識や

ない＞思う
（χ =5.57, df=1, p<.05）
に有意な偏り，

達成感を味わう機会も多い．そのことが自尊感情

偏りの傾向が認められた．友だち関係，
考える力，

に影響を与えるのではないかと考えられる．ただ

協力が大事，自然，外遊びが大切と考えていない

し，著者は因果関係については検討する必要があ

者の子どもは外遊びをしていない傾向にあるとい

ると述べている．攻撃性に対しては，遠藤（2007）

える．また，礼儀作法が大事だと考えない者の子

は，内遊びの要素に攻撃性が高くなる要素がある

どもも外遊びをしていない傾向にあるといえる．

のではないか，と考察している．しかし，それだ

2

考

けではなく，やはり，外遊びの解放感などがスト

察

レスを発散させ攻撃性が弱まる可能性もあると考

本研究は，外遊びの効果や必要性についてわが

えられる．
次に，幼児の生活状況と外遊びの状況について

国の調査や論文から整理した．また，幼児をもつ
保護者を対象として子どもの外遊びの状況と保護

考察する．

者の遊びに対する考え方を調査し，外遊びの実態

平日の遊ぶ時間は，60％が1～2時間，休日は

と親の考え方との関連性について検討することを

2時間以上遊ぶ子どもが約50％であったが，40％

目的とした．

が休日でも遊ぶ時間は1～2時間であった．多い

まず，
「外遊びの効果」について考察する．

子どもは10時間位遊んでおり，休日において遊ぶ

ひとつめとして，外遊びをする子どもの体力，

時間については，
2極化されていると考えられる．

運動能力が高く，活動量や基本動作の経験が多い

遊ぶ場所，相手については，平日は約60％が家

ことが示された．スポーツ庁の調査では男女とも

の中だけで遊び，遊び相手は母親，きょうだいが

週6日以上外遊びをしていた子どもの体力が高

多く，友だちと遊ぶ子どもは少ない．休日につい

かったと示されている．活動量については，外遊

ては，家の中だけで遊ぶ子どもはゼロであり，父

びをする子どもの活動量が高かったという報告も

親も母親と同じくらいの割合で遊ぶが，友だちと

あるが，一方で室内遊びの活動量と変わらないと

遊ぶ子どもは平日同様に少ない．平日に外で遊ば

いう報告もある（田中，2015）
．外遊びが多いと

ない子どもが60％であったことは，国による調査，

体力が高い，活動量が多いについては，身体を大

ベネッセによる調査の結果と一致する．
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遊びとその環境についての認識や子どもの遊び

ていないのかどうかと考え，保育施設と手伝いで

をめぐる問題点についての回答から考えると，遊

クロス集計をしてみたが有意な差はみられなかっ

び場所が十分でない，相手が十分にいない，特に

た．お手伝いを子どもにさせる，させないについ

近所に適当な年齢の遊び相手がいない，と認識し

ては，親の子育てについての意識の違いが関係す

ていることがわかる．また，安全に遊べる場所が

るのではないかと考えられ，その意識が外遊びの

ない，ということも大きな問題であると考えられ

有無にもつながる可能性がある．横山（2010）に

る．

よれば，自尊感情が高い子どもは外遊びも多いが

遊び・習い事・仕事に関する認識，外遊びにつ

手伝いもする傾向があると示されている．活動的

いての認識として，85％～90％くらいが自由に遊

な子どもは外遊びだけではなく，様々な生活経験

ばせ，遊びの中で自然に学ぶのがよい，外遊びは

も多くそれが心理的な効果につながると考えられ

必要である，と考えていることがわかる．そのた

る．

め，本調査の対象者は全般的に，外遊びは必要で

前述のように，本調査において自由に遊ばせ，

あるとわかってはいるが，物理的に外遊びができ

遊びの中で自然に学ぶのがよい，外遊びは必要と

ない状況であると考えられる．

考えている保護者が多いことがわかったが，そう

習い事は，
約50％が何等かの習い事をしており，
30％がスポーツ系で一番多い．お手伝いについて

思っている保護者の子どもは外遊びが多い傾向に
あった．

は，60％が何等かのお手伝いをしているが40％は

また，友達関係を築くこと，考える力をつける，

全くしていないであった．複数回答可にしていた

皆で協力すること等社会性について大切であると

ことから考えると，手伝いをしている子どもは，

考えている保護者の子ども，身体を使うこと，自

ひとつだけではなく，複数の手伝いをしているこ

然が大切と考える親の子どもは外遊びが多かっ

とがわかる．

た．

次に，平日に外遊びを全くしない子どもと外遊

これらだけの違いでは，明確には結論づけられ

びをする子どもの生活状況，親の考え方に違いが

ないが，外遊びが大切であると考えていること，

あるかどうかについて考察する．

社会性を身に付けることが大切であると考えてい

保育所に通う子ども，母親の就労時間が8時間

る保護者の子どもは外遊びが多いといえる．外遊

以上，保育時間が8時間以上，遊ぶ時間が1時間

びで群れて遊ぶことの大切さを理解していること

以内の子どもは外遊びをしていない子どもが多

が外遊びをさせることにつながっている．

かった．また，習い事をしていない子ども，お手

一方で，親，子どもが外遊びを好きでないと外

伝いをしていない子どもは外遊びをしていない子

遊びは少ない傾向にあった．親の趣向が子どもに

どもが多かった．逆にスポーツ系の習い事をして

反映されるといえる．

いる子ども外遊びをしているこどもが多かった．

さて，本調査の回答者の回答が一般化されるか

母親の就労時間が長く保育所で過ごす時間が長い

どうかであるが，本調査の回答者の特徴として以

ことから保育後に外遊びをする時間がないことは

下のことがあげられる．2013年度のわが国の5

わかる．習い事をしていない理由も保育所での時

歳児の保育所，幼稚園，こども園に通う比率は，

間が長く習い事の時間がない可能性がある．保育

44％，54％，2％である（総務省，2013）．本調

後に外で遊べない分，保育所において外で遊ぶ機

査の回答者は37.5％，51％，11.5％であり，保育

会を考慮することが望まれる．スポーツ系の習い

所の子どもが少なく，こども園の子どもが多い

事をしている子どもについては，体を動かすこと

ということになる．また，きょうだいの数につ

を厭わず，外で遊ぶ傾向があると考えられる．何

いては，2015年度のわが国の一人っ子の割合は

らかのお手伝いをする子どもは，しない子どもに

18.6％と比較して本調査の回答者の子どもは一

比べて外遊びをする，ということは興味深い．保

人っ子の割合が多い（国立社会保障・人口問題研

育所に通う子供が時間の余裕がなくて手伝いをし

究所，2015）．今回の調査の回答者は，父母とも
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に約70％が短大卒業以上であった．2010年の国勢

公園に出向き，子どもたちと遊ぶ機会をつくる活

調査の短大卒業以上の比率は，男性37.7％，女性

動等積極的に場を演出する方法も考えられる．

32.5％，ということから考えると，高学歴である

保護者に対しては，外遊びの必要性や生活経験

といえる．そのため，本研究の調査回答者がわが

の大切さ等を含めた情報提供や教育の機会を作る

国の状況と少し異なる可能性はあるため注意が必

ことが望まれる.

要である．

外で遊ぶことは，必ずしもスポーツを行うこと
ではない．しかし木に登ること，落ち葉投げをす

まとめと展望

ること，砂場で穴を掘ること，虫取りをすること

本研究の結果をまとめる．

等自然を伴った身体を使う遊びは必須である．そ

先行研究を概観したところ，

してなるべく群れて遊び，友達との接触において

・
「外遊び」を多く行う子どもの体力，運動能力

社会性を培うこと，考える力を培うこと等ができ

が高かった．活動量については，多いという研

る機会も子どもには必須である．今後，このよう

究もあるが，内遊びと変わらないという研究も

なことが可能になる場の創出を真剣に考える必要

あり，必ずしも外遊びの効果は言えない．

がある．

・
「外遊び」を多くする子どもの骨密度が高く，
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メラトニン分泌量が多いと報告されている．
・
「外遊び」を多くする子どもの自尊感情が高く，

石川基子

攻撃性が低いという報告がある．

公園における「あそび場」の実践報
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２．子どもと養育者の身体活動促進につながる要因の検討
−遊びの環境の観点から−
満石

寿1）

青木

好子1）

身体活動の重要性は，健康づくりにおいて世界

の発達を促すことに加え，親子間の関わりを促進

的に注目され，WHO国際会議では，
「あらゆる政

させる可能性や養育者の育児による時間の負担感

策に健康を（Health in All Policies）
」というテー

を減らすことも報告されている（門田, 寺崎, 奥富,

マのもと，健康の社会的決定要因に注目し，都市

武井, 竹内, 2017）．また，認知機能は3歳〜5歳

計画，交通，経済，教育，安全，農業等を含むあ

に急速に発達することから，幼児期の遊びの中で

らゆる分野において，身体活動を含めた健康づく

様々な動きや感覚を使うことが求められる．この

り政策を重要視している．

ように，子どもの身体活動，体力，それらを支え

我が国の子どもたちは，戦後，体格は向上して

る体格や認知機能，生活習慣の実態をより正確に

いるものの，体力・運動能力は長期的に低下傾向

詳細に把握するとともに，課題を明らかにしてい

である．この背景には，情報システムや機械化・

くことが，親子を巻き込んだ健康づくり政策を考

自動化の発展が挙げられ，日常的生活における

えていく一助となり，教育現場や家庭生活に反映

身体活動量が減少傾向に向かっている．実際に，

させることが可能になる．
本研究では，親子が行う身体活動の効果とそれ

Itoi, Yamada, Nakae & Kimura（2015）は，1999
年と2009年に同一の小学校において調査を行い，

に繋がる要因について生活習慣を基に検証を行っ

男子の運動量が半減，女子では2/3になってい

た．

ることを指摘している．このような小学生の身体

研究1 生活習慣と精神的ストレスの関係
−心理的および生理的指標の観点から−

活動量や体力の低下の実態は，現代の子どもが幼
児期から，慢性的な身体活動量不足になっている
可能性を示唆している．幼児期児童期の身体活動

１．目的

量の量・質の相異は，この時期ばかりでなくそれ

本研究では，ある特定の保育園において子ども

以降の体力や運動能力，肥満・やせなどの健康指

の生活習慣と精神的ストレスの関係について心理

標に影響を及ぼし，
その傾向は成人期へと移行し，

的および生理的指標を用いて検証を行うことで

生命予後に影響がある．将来の健康への影響の大

あった．生活習慣の実態をより詳細に把握すると

きさからも，生涯を通して心身ともにより健康的

ともに，その課題を明らかにし，親子の身体活動

で豊かな生活を過ごすためには，身体活動量評価

促進に反映させることが重要な点となる．

の分野において，人生のはじめとなる幼児期，児
２．方法

童期の研究が必要である．
身体活動の重要性が示される一方で，文部科学

・参加者

省は，幼児の運動指針において，情緒・社会性の

京都府の都市部住宅地にあるＫ幼稚園に在籍す

発達（コミュニケーション・態度）や認知的発達

る園児で，同意が得られた幼児52名（男児32名，

（判断・思考）も挙げている．しかし，スマート

女児20名）を対象とした．このうち体力測定およ

フォンを含めた情報端末の普及により，親子が一

び実行機能の評価に用いられた課題全てのデータ

緒に遊ぶ時間が減っていることが問題視されてい

を記録できた40名（男児22名，女児18名）につい

る．親子ふれあい遊びは，子どもの情緒・社会性

て分析を行った．表1に男児および女児の基本属
性を示す．

１）京都先端科学大学
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・子どもの生活時間・運動実施状況

なお，唾液回収後は，すぐに唾液が含まれた

生活習慣や運動実施状況に関しては，生活習慣

バッファー液をCube Reader用プレートに2滴落

調査（質問紙）および生理的指標（唾液中コルチ

とし，10分間定着させた．その後，Cube Reader

ゾール）の調査分析を行うことで，子どもの生活

を用いて測定を行った．

リズム（睡眠状態や目覚め，情緒の安定，ストレ
ス等）を生理的に評価し，より客観的に子どもの

・分析方法

生活状況を把握した．詳細を以下に記す．

本研究では，睡眠時間，登園方法など基本的生
活習慣や習い事の種類や頻度，両親の運動習慣な

・生活習慣調査（生活時間・運動実施状況に関す

どの運動習慣，平熱や発熱頻度などに関する健康

る質問紙調査）

状態を評価する43項目の中から，屋内外の遊びの

質問紙による生活習慣調査は，睡眠時間，登園

違いおよび両親の運動習慣，運動頻度に該当する

方法など基本的生活習慣や習い事の種類や頻度，

4項目に絞って分析を行った．具体的には，外遊

両親の運動習慣などの運動習慣，平熱や発熱頻度

びと室内遊びについては，
「普段の遊び」および「休

などに関する健康状態，活動後の子どもの様子，

日の遊び」それぞれの抑うつ傾向と唾液中コルチ

抑うつ傾向について行った．なお，質問紙につい

ゾールを従属変数，室内遊び群と外遊び群を独立

ては，全て養育者が回答を行った．

変数として対応のないｔ検定を行った．また，親
から見た子どもの抑うつ傾向と子どものストレス

・生理的指標による調査（唾液採取による調査）

を反映する唾液中コルチゾールの値について，相

生理的指標による生活習慣調査は，簡便で非侵

関係数を算出した．さらに，母親と父親のスポー

襲的な方法である唾液採取を行い，Cube Reader

ツ頻度を得点化した点数の合計，親子で遊ぶ頻度

法によって分析を行った．Cube Reader法による

の得点，スクリーンタイム，抑うつ傾向得点，唾

唾液採取は，幼児や小学生に対しても，安全な方

液中コルチゾールそれぞれの相関係数を算出した．

法であり，日内変動についても信頼性と妥当性の

活動後の子どもの様子については，10項目それ

確認がされている（満石ら, 2019）
．本研究では，

ぞれと母親と父親のスポーツ頻度を得点化した点

予備実験において就寝前3日分の唾液中コルチ

数の合計，親子で遊ぶ頻度の得点，スクリーンタ

ゾールに差が見られないことから，幼児の精神的

イム，抑うつ傾向得点，唾液中コルチゾールの相

負担を最低限にするため，平日の就寝前1日分の

関係数を算出した．

唾液採取を行い，翌日の登園時に提出を求めた．
３．結果
・唾液採取と分析

・抑うつ傾向と唾液中コルチゾールの関係

以上の作業を就寝30分程度前に行った．唾液採

抑うつ傾向と唾液中コルチゾールの関係を調べ

取の所要時間は5分程度であった．

るため，養育者から見た子どもの抑うつ傾向と子

①はじめに水で口腔内をゆすぐ．

どものストレスを反映する唾液中コルチゾールの

②Oral Swab の綿（無味・無臭）を1分間口

値について，相関係数を算出した．その結果，抑

の中に入れ，分泌された唾液を綿に吸収させ

うつ傾向と唾液中コルチゾールとの間には有意な

て採取する．

相関関係は見られなかった（表1）．

®

③Cube Reader 分析用のバッファー液にOral
Swab®の綿を挿入し，蓋を閉めた状態で，2

表1

抑うつ傾向と唾液中コルチゾールの関係

分程度唾液とバッファー液を手でゆっくり混

N

ぜ合わせる．
④翌 日の登園時まで冷蔵庫で保管するよう求
め，登園時に回収した．

抑うつ
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Pearsonの相関係数
有意確率（両側）

54

唾液中コル
チゾール
-.048
.730

・室内外の遊びによる抑うつ傾向と唾液中コルチ

れた（表4）
．また、抑うつ傾向および唾液中コ

ゾールの関係

ルチゾールの値とスクリーンタイム、夫婦のス

屋内外の遊びによる抑うつ傾向と唾液中コルチ

ポーツ頻度、親子のスポーツ頻度との間には有意

ゾールの関係を調べるため，
「普段の遊び」およ

な相関関係は見られなかった（表5）．

び「休日の遊び」それぞれの抑うつ傾向と唾液中

スクリーンタイムと早く寝るとの間（ r = -.319,

コルチゾールを従属変数として対応のないｔ検定

p<.01），機嫌が良いとの間（ r = -.287, p<.05）に

を行った．その結果，
「普段の遊び」および「休

有意な負の相関関係，攻撃的な態度になるとの間

日の遊び」の屋内外における遊び方の違いによっ

（ r = .324, p<.05）に有意な正の相関関係が見られ

て抑うつ傾向と唾液中コルチゾールに有意な変化

た．抑うつと早く寝るとの間（ r = -.244, p<.10）

は見られなかった（表２，表3）
．

に負の相関関係の傾向，テレビDVDを見たがる
との間（ r = .398, p<.01）に有意な正の相関関係

・スクリーンタイムと関係する要因

が見られた．親子のスポーツ頻度と機嫌が良いと

スクリーンタイムと親子のスポーツ頻度との間
（ r = -.303, p<.05）
，に有意な負の相関関係が見ら

表2

抑うつ
唾液中コルチゾール

遊びの好み
室内遊び
外遊び
室内遊び
外遊び

抑うつ
唾液中コルチゾール

遊びの好み
室内遊び
外遊び
室内遊び
外遊び

表4

平均値
3.38
3.37
4.562
5.671

標準偏差
2.364
3.048
3.8025
7.0882

t値
t（52）
＝0.023, n.s.
t（52）
＝-0.725, n.s.

休日の遊び方と精神的ストレス
N
18
36
18
36

平均値
3.61
3.25
5.639
5.286

標準偏差
2.704
2.989
7.8452
5.7261

t値
t（52）
＝0.446, n.s.
t（52）
＝0.170, n.s.

スクリーンタイムと養育者のスポーツ頻度との関係
N

スクリーンタイム
（分）

見られた（表6）．

平日の遊び方と精神的ストレス
N
13
41
13
41

表3

の間（ r = .237, p<.10）に正の相関関係の傾向が

相関係数
有意確率（両側）

54

スポーツ頻度夫婦
-.142
.306

親子スポーツ頻度（週）
-.303*
.026
*p <.05

表5

ストレスと関係する要因
N

スクリーンタイム（分） スポーツ頻度夫婦 親子スポーツ頻度（週）

抑うつ

相関係数
有意確率（両側）

54

.091
.514

-.216
.116

.113
.417

唾液中コルチゾール

相関係数
有意確率（両側）

54

.076
.583

-.074
.595

-.085
.540
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表6

活動後の子どもの様子と関係する要因
N

スクリーン スポーツ頻度 親子スポーツ
抑うつ傾向
タイム（分）
夫婦
頻度週

唾液中コル
チゾール

早く寝る

相関係数
54
有意確率（両側）

-.391**
.004

.031
.823

.186
.177

-.244
.076

.300

.144

ご飯をよく食べる

相関係数
54
有意確率（両側）

-.207
.133

.195
.159

.096
.491

-.033
.811

.041
.769

たくさんおしゃべ
相関係数
54
りする
有意確率（両側）

-.104
.456

.063
.649

.004
.975

.033
.190

-.170
.218

機嫌が良い

相関係数
54
有意確率（両側）

-.287*
.035

.046
.740

.237
.084

.013
.928

-.110
.430

喧嘩が多くなる

相関係数
54
有意確率（両側）

.148
.294

-.220
.118

.154
.274

.190
.176

-.071
.615

落ち着いている

相関係数
54
有意確率（両側）

-.063
.653

.082
.558

.026
.851

.105
.450

.003
.981

聞き分けがよい

相関係数
54
有意確率（両側）

.044
.750

.124
.372

-.116
.405

.138
.320

-.019
.890

子ども同士仲良く

相関係数
54
有意確率（両側）

-.095
.493

.036
.798

-.215
.119

.077
.582

.032
.820

テレビDVDを見
たがる

相関係数
54
有意確率（両側）

.152
.271

-.033
.815

-.038
.788

.398**
.003

攻撃的な態度になる

相関係数
54
有意確率（両側）

.324*
.017

-.021
.882

-.128
.357

-.090
.515

-.112
.422
.047
.734
*p <.05，**p <.01

・考察

ストレス負荷の少ない環境にいることが推察され

本研究では，養育者から見た子どもの抑うつ傾

た．一方，子どもは屋外で体を動かすことによっ

向と子どものストレスを反映する唾液中コルチ

て目覚めや入眠が早くなり，規則的な健康リズム

ゾールの値に有意な相関関係が見られなかった．

の獲得，と心身の健康状態の維持につながると言

これは，養育者が子どもに対して評価する抑うつ

われている．また，日中に太陽光を浴び，体内時

の傾向と子ども自身に生理的な反応にズレが生じ

計の調整を行うことで，規則的なリズムを獲得す

ている可能性を意味している．一方，平日，休日

ることにもつながる．したがって，外遊びを行う

ともに室内遊びと外遊びにおいて抑うつ傾向およ

方が室内遊びよりも心身の健康を促す可能性が大

び唾液中コルチゾールの平均値には，共通して有

きい．本研究では，室内遊びも外遊びの違いも心

意な違いは見られなかった．したがって，外遊び

理的および生理的によい方向に影響を及ぼしてい

に限らず，室内遊びであっても心理的な安定には

ることが示されたものの，1つの保育園に限られ

つながることを示唆している．また，本研究の抑

た結果であることから，複数の保育園や幼稚園，

うつ傾向および唾液コルチゾールの値は室内あそ

都会や地方といった環境によっても同様の研究を

び，外遊びいずれにおいても全体的に低い値を示

行い，比較検討する必要がある．さらに，室内遊

していたことから，本研究の対象者が日常的に

びと外遊びの効果の検証をより明確にするために
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は，太陽の光を浴びる時間や睡眠と大きく関係す

・調査回答者

る物質であり，コルチゾールと反対の日内変動を

インターネット調査会社に登録している人の中

示すメラトニンを指標に加え，ストレスを評価す

から3歳児~5歳児の子どもをもつ親を対象と

る指標であるコルチゾールとの両方から考察を行

し，男女が50%ずつになるように調整して600名

うことが求められる．

を 調査回答対象者とした．3歳児から5歳児の

次に，体力，意欲，抑うつなどの心理的要因と

子どもが複数名いる場合の子どもに関する質問事

も関連が注目されているスクリーンタイムに焦点

項については，長子を想定して回答するように求

をあてて考察を行う．本研究では，スクリーンタ

めた．調査項目の34については複数回答可とし，

イムが少ないほど，親子でスポーツをする頻度が

5については，1:全く思わない~6:大いに

高いことを示している．さらに，スクリーンタイ

そう思う，の6件法とした．

ムが短いほど早く寝ることに繋がり，
機嫌が良く，
攻撃的な態度にならないことが示された．これら

・調査項目

のことから，親子で行うスポーツが座位状態の多

①調査回答対象者の属性：居住都道府県，地域

いスクリーンタイムを減らすことが，身体だけで

分類，性別，年齢，年齢階層，性年代，未既

なく日常生活の態度にも影響し，心理状態の安定

婚，職業分類，居住地区，住居タイプ，子ど

を促す一助になっていることが推察される．しか

もの年齢，子どもの通園先，子どもからみた

しながら，従来の研究においても，児童を対象と

両親の職業，学歴，労働時間

して，男子の高身体活動が抑うつ症状の発生に対

②子 どもの属性：年齢，通園施設，保育時間，

するオッズ比を有意に低くしていることが報告さ

きょうだいの数

れているものの，本研究で測定した抑うつ傾向と

③子どもの遊びの状況（複数回答可）：平日帰

スクリーンタイムとの間では相関が見られなかっ

宅後の遊び相手，遊び時間，場所，休日の遊

た．これは，抑うつ尺度を子ども自身が行うか，

び相手，遊び時間，遊び場所

養育者が行うかによって生じた結果とも考えられ

④子どもの活動の状況（復習回答可）：習い事

る．子どものことをより客観的に評価するために

の種類，お手伝いの種類

も，保育士と養育者の評価の妥当性や抑うつ傾向

⑤子どもへの期待，幼児教育上の認識など（6

尺度の種類についても今後検討が必要である．

研究2

件法）遊び・習い事・仕事に関する認識，遊
びとその環境についての認識，子どもの遊

 児の遊びの環境に影響する養育者
幼
の考え方

びをめぐる問題点，外遊びについての認識 ，
通園先が力を入れている点，力を入れて欲し

１．目的

い点，期待する人物

本研究では，研究1の普段の屋内外の遊びが子
どもの精神的ストレスに影響しないことに注目

・分析方法
子どもの遊びについての認識，子どもの遊ぶ環

し，室内外の遊びに関係する要素を明確にするこ
とを目的とし，より幅広く実態を把握するため，

境，子どもの遊ぶ環境に対する問題，外遊びに対

インターネット調査を用いて調査を行った．

する認識，園や子どもに望むことそれぞれの項目
について，説明変数を主に室内遊びか外遊びのい

２．方法

ずれかとしてロジスティック回帰分析を行った．

・調査概要

結

質問項目は，菅野（2002）の研究を参考にして
研究者2名が作成し，インターネット調査によっ
て調査を行った．

果

子どもの遊びについて外遊びに影響がみられた
項目は，
「自由に遊ばせ遊びの中で自然に学ぶの
がよいこと」であった．
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表７

遊びの環境（室内遊び／外遊び）に関わる要因のオッズ比
Exp
（β）

子どもの遊び
子どもの外遊びと環境

子どもに望むこと

自由に遊ばせ遊びの中で自然に学ぶのがよい
近くに安全で十分に広い遊び場所が少ない
時間がなくてできない
外は危険なのでできない
英語など小学校で困らないための勉強
友だち関係を築くこと
睡眠
適切な食事
集団遊びおにごっこなど

2.125*
.573*
.595*
.556*
1.615*
8.766**
.556*
.311*
.167**

EXP（B）
の95%信頼区間
下限

上限

1.076
.329
.359
.341
.997
2.510
.312
.096
.056

1.000
.986
.907
2.616
30.622
.991
1.002
.501

4.196

*P<.05, **P<.01

子どもの外遊びと環境については，室内に影響

とが問題となっており，子どもの環境に適した遊

がみられた項目が「近くに安全で十分に広い遊び

びを考えていくことも，親子を巻き込んだ健康づ

場所が少ない」
，
「外遊びについての考え方」
，
「時

くり政策には必要になってくると考える．

間がなくてできない」
「外は危険なのでできない」
，
であった．

また，睡眠を望むことが室内遊びに影響する点
については，室内に滞在する時間が長いことに

子どもに親が望むことついては，外遊びに影響

よって，日中のセロトニンや夜間のメラトニンの

がみられた項目が「英語など小学校で困らないた

分泌が緩慢になり，眠気が誘発されず睡眠時間が

めの勉強」
，
「友だち関係を築くこと」であった．

短くなっている可能性がある．セロトニンは，太

一方，屋内に影響があった項目は、
「睡眠」
，
「適

陽の光を浴びることや身体活動を多く行うことで

切な食事」
「集団遊びおにごっこなど」であった．
，

多く分泌される．また，メラトニンは，セロトニ

考

ンが昼間に多く分泌されることで夜間に多く分泌

察

され，反対に夜間に光を浴び続けることでメラト

本研究では，屋内外の遊びに関係する要素を子

ニン分泌が抑制される（Lewy et al., 1980）．これ

どもの遊びについての認識，子どもの遊ぶ環境，

は，子どもでも同様であることも報告されている

子どもの遊ぶ環境に対する問題，外遊びに対する

（Higuchi et al., 2014）．したがって，室内遊びを

認識，園や子どもに望むこと，について得られた

中心とする家庭においても睡眠を促す健康づくり

回答内容から検討を行った．

の仕組みが求められる．

その結果，室内遊びに影響を与える項目が多く

一方，外遊びは「自由に遊ばせ遊びの中で自然

みられた．特に，
「外は危険なのでできない」
や
「近

に学ぶのがよい」，「友だち関係を築くこと」に影

くに安全で十分に広い遊び場所が少ない」といっ

響が見られたことから，養育者が情緒・社会性の

たネガティブなキーワードが見られたことから，

発達に繋がる要因を意識していることがうかがえ

室内遊びを中心としている家庭では遊ぶ環境を問

る．室内遊びに影響する要因と異なり，ポジティ

題視していることがうかがえる．一方，室内遊び

ブな考え方が影響することや「親が外遊びが嫌い

の空間や道具の充実化が進み，遊びの環境が従来

なのでしない」という室内遊びにおいて影響を受

と異なってきている．これも，親子の遊びを減ら

ける要因に鑑みても，親自身が外で遊ぶことから

す一つの要因となっていると考えられる．
さらに，

得られるものを体感していることが推察される．

子どもの人口が減少することによって，農村部で
も遊ぶ空間はあるものの，遊ぶ子どもがいないこ

以上のことから，室内遊びと外遊びにおいて，
意識する要因に違いが見られた．これは，普段か
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ら目の前にある遊びの環境や子どもの遊ぶ姿に対
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３．児童の『身体を使った遊び』に関わるフォーマティブ・リサーチ
竹中

晃二1）

吉田

椋２）

太田

裕子２）

高木

良奈２）

励を行うことには課題も存在する．例えば，アプ

はじめに

ローチできている対象者の大半は，すでに行って

我が国の子どもに運動・スポーツの実施頻度・

いる子どもや行いたいと思っている子どもであ

時間が不足しているという統計結果が示されて以

り，現在何らかの理由で行えないでいる，また行

来，久しく時が経過しているように思える．専門

うつもりのない子どもには十分に行き届いていな

家は，この不足の原因について様々な解説を行っ

い．そのため，運動・スポーツを実施する子ども

ている．例えば，最近の子どもに塾や習い事など

の数を増やす仕掛けは，一律に働きかける方策だ

生活全般の多忙さが生じていること，スマホやイ

けでなく，現在行えないでいる子どもや行うつも

ンターネットなどのIT機器の急速な発達・普及

りがない子どもの特徴を調べ，彼らに見られる阻

によって遊びの質そのものが変化していること，

害要因の克服を含めて，奨励方策や介入方法を開

犯罪に巻き込まれることや危険を回避するために

発する必要がある．
現在の子どもには，運動・スポーツに限らず，

必要以上に活動制限が設けられていること，都市
化の影響によって自由にからだを動かすことがで

からだを使った遊びの実施頻度も低下傾向にあ

きる物理的環境が整備されていないこと，などで

る．事実，最近，外遊びに限って実施された調査

ある．しかし，これら子どもの運動・スポーツの

によると，小学生の7割以上が放課後に外遊び

実践を妨げる阻害要因は，現在のみならず将来に

を行っておらず，1割以上が遊ぶ友だちが一人も

わたって加速的に増加していく．そのため子ども

存在していないという調査結果が報告されている

の運動・スポーツの実践を今以上に増加させるた

（毎日新聞，2019）
．しかも，これらの結果は，都

めには，先の阻害要因が存在しながらも，子ども

市部だけでなく地方にも及んでおり，子どもたち

が自発的に実践できるような仕掛けづくりが必要

に対して大人に強制されない自由な遊びをいかに

とされている．

取り戻させるかは，
『からだを動かすことを厭わな

現在実施されている子どもへの運動・スポーツ

い子どもを育てる（竹中，2010）
』ために重要な

の普及活動，例えば著名なスポーツ選手が彼らの

課題である．本調査においては，子どもの自由遊

パフォーマンスを見せたり，実際にスポーツを体

びに着目し，よく遊んでいる子どもの特徴と遊ん

験させるイベントを実施するなどの普及活動は，

でいない子どもの特徴を男女別に明らかにする．

ある程度，子どもたちの興味を高めることに貢献

なお，本調査の題目に含まれる『フォーマティ

できている．また，家庭や地域において，子ども

ブ・リサーチ』とは，主に行動や認知に関わる事

の体力低下によって生じる健康阻害を説明し，危

前調査を指し，事前に対象となる人々の特徴や

機意識を持たせて，運動・スポーツの実施を家庭

ニーズを明確にすることで，対象者に適合し，そ

から働きかけることもできる．さらに，自治体の

のために効果が期待できる介入プログラムの開発

教育委員会が実施している体力増強指定校の制度

が可能となる（竹中，2012）．本調査では，フォー

は，半強制的ではあるものの，子どもの実践その

マティブ・リサーチの手段としてフォーカスグ

ものに効果を発揮している．

ループ・インタビューを用いる．フォーカスグルー

しかし，これら対象者を特定しないで一律の奨

プインタビューは，定性調査による資料収集方法
のひとつで，ある目的に対する情報を収集するた

１）早稲田大学人間科学学術院
２）早稲田大学大学院人間科学研究科

めに集められた対象グループに面接形式でインタ
ビューを行うものである．
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方

法

1.調査対象者
調査は，東京都K市立小学校における3年生お
よび5年生のうち，学校生活および日常生活にお
いて活動・不活動な男女児童を対象として，学年
（2）
×男・女
（2）
×活動・不活動
（2）の各6名，
8グループに分けてフォーカスグループ・インタ
ビューを実施した．
3年生および5年生を調査の対象とした理由

写真

は，低学年の終わり
（3年生）
と高学年の始まり
（5

 市立小学校におけるフォーカスグループ・
Ｋ
インタビュー

年生）
の時期として相応しい発達段階にあること，
本調査で行うフォーカスグループ・インタビュー

育成』の一環として実施している．この実践では，

において言語という形で正確に回答できる年齢で

学校全体を対象に『学校ポジティブ教育』を行い，

あること，および当該小学校におけるスケジュー

多様な評価を実施している（竹中・小西・飯尾・

ル調整の都合による．活動・不活動についての決

佐藤・上地，2018；竹中，2018）．

定は，あらかじめ3・5年生の各学年3クラスに

本調査の実施にあたっては，3・5年生の担任

おいて，日常生活における活動レベルについての

教諭のみならず，全教職員を対象にして，事前に

自己報告調査を実施し，さらにその結果を担任教

調査の目的，調査内容の説明，また個人情報の保

諭が確認した上で本インタビュー調査の対象児童

護および結果の取り扱いについて説明を行ってお

を決定した．調査への協力に際しては，彼らが特

り，全員から調査実施について承認を得た．その

別な理由で選ばれたわけではなく，各クラスの代

上で，最終的に，学校長から実施の許可を得た．

表として選抜されたと伝えた（写真）
．

対象児童が調査に参加する際には，あらかじめ
各クラスの担任教諭から参加児童に対して，調査

2.調査内容

への参加は自由意志であること，不快に感じる質

調査内容としては，1）普段実施している『身
体を使った遊び』の具体的内容，
2）
『身体を使っ

問があった場合には調査への協力を中止してもよ
いと伝達した．

た遊び』による効果の自覚（実践している際中，

結果および考察

また実施後）
，3）
『身体を使った遊び』の実施を
妨げる阻害要因，4）
『身体を使った遊び』の阻

本調査における分析としては，3・5年生をそ

害要因の克服方法，
および5）
『身体を使った遊び』

れぞれ男女別に，さらに活動・不活動という活動

を頻繁に行える促進要因，のそれぞれについて自

状態で分けた8グループを対象に，質問項目とし

由に回答させた．

て，先の調査内容であげた5項目について比較し

フォーカスグループ・インタビューにおける8

ている．以下，1）男児における学年の比較，2）

グループに対する質問者および記録係（ICレコー

女児における学年の比較，3）男児における活動・

ダーも使用）は，対象となるグループの性別に合

不活動群の比較，4）女児における活動・不活動

わせ，早稲田大学の学部生および院生がそれぞれ

群の比較，および5）3年生および5年生におけ

担当した．

る男女の比較，のそれぞれについて結果の解説を
行う．

3.手続きおよび倫理的配慮
本調査は，平成28〜30年度東京都教育委員会ア

1.男児における学年の比較

クティブライフ研究実践『心も体も健康な児童の
─ 28 ─

表1は，男児において，
『身体を使った遊び』

表1
質問項目

男児 『身体を使った遊び』 5質問項目の回答における学年別の比較
3年生

5年生

屋外：ドッジボール，
サッカー，
キックボー

屋外：昆虫採集・飼育，
鬼ごっこ，
サッカー，

ド，鬼ごっこ，縄跳び
野球，公園遊び
「身体を使った遊び」
屋内：テ レビ・カードゲーム，スマート 屋内：アプリ・テレビゲーム，
スマートフォ
の内容
フォン，紙飛行機，ハンドスピナー，
ン，卓球，読書，テレビや映画の
読書
視聴
肯定的内容：楽しい，気持ちが良い
肯定的内 容：楽しい，嬉しい，勝ち負け
「身体を使った遊び」
否定的内 容：勝ち負けにこだわる（負け
を気にしながら実施，勝ち負けに
実施中・実施後の自
たら悔しい），汗でぐったりする，
こだわらずに楽しい
覚
宿題が気がかり，眠い
否定的内容：虫に刺されることへの嫌悪感
親から禁止される，悪天候，宿題，友だ
ちが遊べないとき，習い事があるとき，
「身体を使った遊び」
宿題の存在，悪天候，友だちとの喧嘩
時間がない，疲労，運動への苦手意識，ゲー
の阻害要因
ムの方が楽しい，身体を使った遊びにルー
ルの複雑さがある
時間・場所を確保する，別の人と遊ぶ，
阻害要因の克服方法
時間の使い方を工夫する
気持ちをリフレッシュする
宿題を早期に完了させる，雨の日でも実
友だちの存在，授業が短いとき，ポジティ 践可能な予定づくり，
ボーナス（外的報酬）
「身体を使った遊び」 ブ感情
がもらえる，運動がうまく遂行できた経
の促進要因
（例：試合で勝った，良いことがあった 験，友だちからの誘い，他者から応援さ
経験）
れるとき，責任のある役割を担ったとき
（レクリエーション係など）

に対する5質問項目の回答を学年別に比較して示

かった．

している．
『身体を使った遊び』
の内容については，

『身体を使った遊び』の阻害要因では，「習い

3年生において，屋外で「縄跳び」が，また屋内

事」や「友だちとスケジュールが合わない」など

で「ハンドスピナー」があげられたものの，学年

5年生において生活内の多忙さが見られ，また，

によって大きな違いは見られなかった．

５年生では，『身体を使った遊び』が「ゲームの

『身体を使った遊び』の実施中・実施後の自覚
について3年生と5年生を比較した結果，「楽し

魅力には負ける」，
「ルールの複雑さ」があるなど，
3年生とは異なる阻害要因が抽出された．

い」という感覚は共通していた．しかし，3年生

それらの阻害要因の克服方法としては，3・5

は，否定的内容として，
「勝ち負けにこだわり，

年生ともに「時間管理の必要性」があげられ，逆

負けると悔しい」と回答していたのに対して，5

に促進要因として「友人の存在」が大きいことが

年生では，同じ内容としての勝ち負けを楽しんで

わかった．また，5年生では，「宿題を早期に完

いるという肯定的な内容として示された．また，

了させること」や「予定作り」，
「遂行経験」や「役

否定的な回答内容として，3年生に「不安を感じ

割の重要性」など，自身で具体的な促進要因を把

る」，
「汗をかく」
，
「眠い」といった不快感情が見

握していた．

られた一方，5年生では「虫刺されへの嫌悪感」
が回答として得られたのみであった．以上のこと

2.女児における学年の比較

から，低学年ほど活動の実施に伴う肯定的な感覚
と共に不快感や不安も同時に感じていることがわ

表2は，女児において，
『身体を使った遊び』
に対する5質問項目の回答を学年別に比較して示
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表2
質問項目

女児 『身体を使った遊び』 5質問項目の回答における学年別の比較
3年生

5年生

屋外：ドッジボール，一輪車，鬼ごっこ， 屋外：鬼ごっこ，ドッジボール，バドミン
「身体を使った遊び」
ダンス
トン，ジャングルジム，タイヤ跳び，
の内容
屋内：お 手玉，けん玉，読書，スライム
フラフープ，滑り台などの遊具
遊び
屋内：お手玉，けん玉，読書，暗号解き
肯定的内 容：楽しい，友だちと仲良くな
肯定的内 容：楽しい，運動してスッキリ
れる，スッキリする，体力がつく
「身体を使った遊び」
できる
否定的内容：面倒臭く感じる，疲れる，暇，
実施中・実施後の自 否定的内容：つまらない，喧嘩があるとや
喧嘩があるとやる気が削がれる，
覚
る気が削がれる，腕が痛い，怖い，
つまらない，宿題など先のことを
同じ遊びは飽きる
心配する，眠い，だらだらしたい
悪天候，人間関係，遊ぶ人がいない，勉
「身体を使った遊び」 悪天候，家の事情，習い事，遊ぶ道具の
強や宿題の存在，疲労，体力要因，人と
の阻害要因
不備
話したくない・一人でいたい
遊ぶ内容を変える，ボーナス（外的報酬）
阻害要因の克服方法
遊ぶ内容を変える
がもらえる
友だちからの誘い，友達が先に遊んでい
友だちからの誘い，先生から休み時間は
る，先生から休み時間は外で遊ぶように
「身体を使った遊び」
外で遊ぶように指示される，校庭が自由
指示される，校庭が自由に使える，時間
の促進要因
に使える，宿題がない，暑くない，疲れ
がある，体力がある，母親から遊ぶよう
ていない・眠くない
に言われる，遊び道具がある

している．『身体を使った遊び』の内容は，5年

『身体を使った遊び』の促進要因としては，両

生の方がやや多様になっている．
『身体を使った

学年とも「教員や家族からの推奨」があげられ，

遊び』の実施中・実施後の自覚では，肯定的な内

他では3年生に「時間」や「体力」
，
「遊び道具」

容として，「楽しい」
，
「スッキリする」などの感

などの条件面の整備があり，一方，5年生では気

情が両学年ともに共通し，
「喧嘩があるとやる気

候や身体の調子についての意見が得られた．

が削がれる」など友だちとの関係をあげていた．
また，両学年とも，身体への負担をあげる内容も

3.男児における活動・不活動の比較

多く見られたが，5年生では特に「宿題の存在」

表3は，
『身体を使った遊び』について，男児

を気にかけながらも遊んでいるという情景が想像

における活動・不活動群の回答を比較して示して

できた．

いる．
『身体を使った遊び』の内容については，

『身体を使った遊び』の阻害要因としては，
「悪

活動・不活動にかかわらず，多くの屋外・屋内遊

天候」が両学年で共通するものの，5年生では特

びが取り上げられていた．それらは，「鬼ごっこ」

に勉強や宿題，また友だちとの関係に言及してい

などの従来の外遊びから種々のスポーツ活動まで

た．

多岐にわたっていたが，不活動群では，
「読書」

興味あることに，両学年とも遊び内容について
の柔軟な計画変更と考えられる「遊ぶ内容を変え

や「テレビ・映画の視聴」を『身体を使った遊び』
と認識していた．

ること」が阻害要因の克服方法であると回答して

『身体を使った遊び』の実施中・実施後の自覚

いた．5年生では，「ボーナスの確保」という意

では，ともに「勝ち負けにこだわる」ことが共通

見があり，報酬によって動機づけを高めたいと考

して見られていたものの，活動群ではそれを肯定

える児童がいた．

的に見ており，しかし不活動群では否定的要素と
─ 30 ─

表3

男児 『身体を使った遊び』 5質問項目の回答における活動・不活動群の比較

質問項目

活

動

不

活

動

屋外：昆 虫採集・飼育，サッカー，ドッ 屋外：鬼ごっこ，サッカー，野球，
「身体を使った遊び」
の内容

ジ ボ ー ル， 野 球， キックボ ード，

縄跳び

鬼ごっこ，公園遊び
屋内：テレビ・カードゲーム，紙飛行機， 屋内：卓球，スマートフォン，テレビゲー
ハンドスピナー，かくれんぼ
ム，読書，テレビ・映画の視聴
肯定的内 容：楽しい，気持ちが良い，勝 肯定的内 容： も っ と 遊 び た い， 嬉 し い
「身体を使った遊び」
ち負けのこだわり
気持ち
実施中・実施後の自 否定的内 容：虫に刺されることへの嫌悪 否定的内 容：勝ち負けのこだわり，宿題
覚
感
が不安，汗でぐったり，眠い，疲
れる，面倒，心配，苦手
宿題の存在，体育の時間，友だちとの喧嘩，
「身体を使った遊び」 宿題の存在，悪天候，親に禁止される，
時間不足，疲労，運動への苦手意識，ゲー
の阻害要因
友だちと遊べない，習い事
ムの魅力，遊びルールの複雑さ
別の人と遊ぶ，気持ちのリフレッシュ，
阻害要因の克服方法
時間や場所を確保する
時間の有効利用
友だちの存在，授業が短いとき，ポジティ
ブな感情体験（試合などで勝った，良い
ことがあった）
，ボーナス（外的報酬）が
「身体を使った遊び」 友だちと予定が合うこと，早期の宿題終
もらえる，運動がうまくできた経験，友
の促進要因
了，雨の日の予定の立て方
だちからの誘い，他者から応援されたと
き，責任のある役割を担ったとき（レク
リエーション係など）

見なしていた．両群とも，
「楽しい」
，
「もっと遊

に比べて，不活動群の促進要因の数が多く抽出さ

びたい」などの肯定的な自覚内容が報告され，不

れた．活動群では，「友だちとの予定の合わせ方」

活動群では，特に『身体を使った遊び』について

や「早期に宿題を完了させる」，「雨の日の過ごし

肯定・否定的な両面感情が見られていた．不活動

方を前もって考えておく」など，具体的で積極的

群では，
「汗でぐったり」
，
「眠い」
，
「疲れる」
，
「面

な促進要因が見られている一方で，不活動群では，

倒」，
「苦手」といった否定的回答が多く見られた．

ポジティブな体験や成功事例が不足しているため

阻害要因としては，両群に「宿題の存在」があ

に，「これらが揃えばできる」という『条件』を

げられた．不活動群では，
「体育の時間」
，
「友だ

あげる傾向にあった．

ちとの喧嘩」
，
「疲労」
，
「運動の苦手意識」など身
体的な活動を行うことへの嫌悪感が見られ，さら

4.女児における活動・不活動の比較

に「ゲームの魅力の方が勝る」
「ルールの複雑さ」
，

表4は，
『身体を使った遊び』について，女児

などが『身体を使った遊び』の実施を阻害する原

における活動・不活動群の回答を比較して示して

因になっていることがわかった．

いる．『身体を使った遊び』は，活動・不活動群

『身体を使った遊び』の阻害要因の克服方法と

にかかわらず，女児に好まれる内容としてドッジ

して，活動・不活動群とも「時間の確保」をあげ

ボール，一輪車，ダンス，などが共通していた．

ており，スケジュールの管理方法についての教授

しかし，活動・不活動群とも，読書を「身体を使っ

が重要であることが確認できた．

た遊び」と認識していた．不活動群は，特に滑り台，

『身体を使った遊び』の促進要因では，活動群

ジャングルジムなどの遊具を使用する遊び内容が
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表4

女児 『身体を使った遊び』 5質問項目の回答における活動・不活動群の比較

質問項目

活

動

不

活

動

屋外：ドッジボール，一輪車，鬼ごっこ， 屋外：ドッジボール，一輪車，鬼ごっこ，
「身体を使った遊び」
の内容

ダンス，タイヤ跳び，フラフープ

屋内：お手玉，けん玉，読書
肯定的内容：楽しい，スッキリできる，友
だちと仲良くなれる，体力がつく
「身体を使った遊び」
否定的内容：つまらない，喧嘩になるとや
実施中・実施後の自
る気が削がれる，面倒臭さ，疲れ
覚

「身体を使った遊び」
悪天候，家の事情，人間関係
の阻害要因
阻害要因の克服方法

遊ぶ内容を変える

友だちからの誘い，友だちが先に遊んで
「身体を使った遊び」
いる，教員から休み時間は外で遊ぶよう
の促進要因
に指示される，校庭が自由に使える

ダンス，バドミントン，ジャング
ルジム，滑り台などの遊具の利用
屋内：読書，スライム遊び，暗号解き
肯定的内 容：楽しい，遊べて嬉しい，人
が集まってくれると嬉しい
否定的内 容： 怖 い， 腕 が 痛 い， 疲 れ る，
つまらない，眠い，だらだらする，
同じ遊びは飽きる，宿題など先の
ことが心配
習い事，勉強や宿題，遊ぶ道具の不備，
疲労，体力的要因，人と話したくない・
一人でいたい
ボーナス（外的報酬）がもらえる
時間がある時，母親に遊ぶように言われ
る，遊ぶ道具がある，宿題がない，体力
がある，暑くないとき，疲れていない，
眠くない

多く抽出され，遊ぶ道具の有無が活動に関わって

奨や環境整備をあげる意見が見られた．一方，不

いることがわかった．

活動群では，時間，体力，遊び道具，宿題，気候

『身体を使った遊び』の実施中・実施後の自覚
についての肯定的内容としては，活動・不活動両

や身体的条件をあげる傾向にあり，遊びを行うこ
とに対してきわめて受身的な態度が窺えた．

群に大きな内容の違いが見られないものの，不活
動群では「宿題」など後のことについて心配して

5.3年生および5年生それぞれにおける
男女の比較

いることがわかった．
阻害要因としては，
不活動群において，
「習い事」

本節では，先に行った複数の比較と内容が重複

や「勉強や宿題」があげられ，これらの項目は活

するために，表には示さず，3年生および5年生

動群には見られなかった．また，不活動群では，

それぞれについて顕著と考えられる性差について

先の遊び内容でも見られたが，
「遊び道具の不備」

述べる．

があげられ，遊び道具を求める声が多かった．さ

1）3年生における男女の比較

らに，不活動群では，阻害要因として，
「人と話

『身体を使った遊び』の内容では，男児の方が

したくない・一人でいたい」というように，他の

女児と比較して，屋内外ともに多くの遊び内容を

児童との関わりの煩わしさをあげる児童もいた．

取り上げていた．また，低学年に近い3年生で

不活動群であげられた阻害要因の克服方法とし

は，屋内遊びとして，男児において紙飛行機やハ

ては，
「ボーナスがもらえる」があげられ，外発

ンドスピナーがあげられた一方で，女児において

的報酬が存在すれば実践するという意見も見られ

は，お手玉，けん玉など，遊びの内容に性差が見

た．

られた．『身体を使った遊び』の実施中・実施後

最後に，『身体を使った遊び』については，活

の自覚については，男児は勝敗にこだわる側面が

動群で「友だちの誘い」や「友だちが先に遊んで

ある一方で，女児では「喧嘩があるとやる気が削

いる」など友だちとの関わりの他，教員からの推

がれる」というように，勝敗に対する捉え方が異
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なっていた．また，女児では，
『身体を使った遊

要因，に分けて要約する．

び』について，
「つまらない」
「同じ遊びは飽きる」
，
という意見が見られ，遊びに飽きさせない工夫が

1.
『身体を使った遊び』の内容

必要であることがわかった．女児では，
『身体を

・男児の
『身体を使った遊び』
の内容については，

使った遊び』の促進要因について，特に友だちか

学年によって大きな違いが見られなかった．

らの誘いのほか，教員や母親からの推奨による影

・女児では，5年生の方が3年生と比べて，
『身

響が大きいことがわかった．

体を使った遊び』の内容が多様になっていた．

2）5年生における男女の比較

・男児では，活動・不活動の違いにかかわらず，

『身体を使った遊び』の内容，特に屋内遊びの

多くの屋外・屋内遊びが取り上げられていた

内容については，3年生と同様に，男女の違いが

が，不活動群では「読書」や「テレビ・映画

見られ，「お手玉」や「けん玉」は女児の好む屋

の視聴」も『身体を使った遊び』と認識して

内遊びであることが理解できた．また，5年生男

いた．

児は，女児と比較して，屋内での遊びを多く取り

・女児の『身体を使った遊び』の内容は，活動・

上げていた．『身体を使った遊び』の実施中・実

不活動群にかかわらず，ドッジボール，一輪

施後の自覚については，男児は勝敗を気にしてい

車，ダンス，などが共通していた．

るものの，競争や勝敗が伴う方が楽しいと自覚し

・女児の不活動群では，特に滑り台，ジャング

ていた．一方，女児では，友だちと仲良くなれる

ルジムなどの遊具を使うことが多く，遊ぶ道

ことを望んでいた．
『身体を使った遊び』の実践

具の有無が活動に関わっていることがわかっ

を阻害する要因としては，男児において，
「親か

た．

らの禁止」や「ゲームの方が楽しい」という回答

・3年生の『身体を使った遊び』の内容では，

が見られ，一方，女児では「勉強や宿題」
，
「疲労」

男児の方が女児と比較して，屋内外ともに多

をあげる児童が多かった．また，女児では，外的

くの遊び内容を取り上げており，しかし屋内

報酬を望む意見も見られた．

遊びの内容には性差が見られた．

促進要因としては，男児において，
「友だちか

・5年生では，屋内遊びの内容について男女の

らの誘い」
，
「他者から応援されたとき」
，
「宿題を

違いが見られ，
「お手玉」や「けん玉」は女

早めに終わらせること」
，
「雨の日にできる予定を

児の好む屋内遊びであることがわかった．

たてること」
，
「運動がうまくいった経験」
，
「責任

・5年生男児は，5年生女児と比較して，屋内

のある役割を担ったとき（レクリエーション係な

での遊びを多く取り上げていた．

ど）
」など具体的な内容が見られた．一方，女児
においては，
「友だちからの誘い」が男子と共通

2．
『身体を使った遊び』の実施中・実施後の自覚

するものの，
「先生から休み時間は外で遊ぶよう

・3年生の男児と5年生の男児とも「楽しい」

に指示される」
，
「校庭が自由に使える」
，
「宿題が

という感覚は共通していたものの，3年生の

ない」などやや受身的とも思える意見が見られ，

男児では勝敗が伴う遊びについて否定的に見

さらに，
「暑くない」
，
「疲れていない」
，
「眠くない」

ているのに対して，5年生の男児では肯定的

など身体の調子をあげていた．

な内容と捉えていた．
・3年生男児は，
「不安を感じる」，
「汗をかく」，

本調査で得られた知見

「眠い」といった不快な感情を持つ一方，5

以下，
本調査で得られた結果を，
1）
『身体を使っ
た遊び』
の内容，2）
『身体を使った遊び』
の実施中・

年生男児では肯定的な感覚と同時に不快感や
不安も感じていた．

実施後の自覚，3）『身体を使った遊び』の阻害

・女 児においては，肯定的な内容として，
「楽

要因，4）『身体を使った遊び』の阻害要因の克

しい」，「スッキリする」などの感情は3・5

服方法，および5）『身体を使った遊び』の促進

年生ともに共通し，「喧嘩があるとやる気が
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削がれる」
など友だちとの関係をあげていた．

実施を阻害する要因となっていた．

・男児の活動・不活動群ともに「勝ち負けにこ

・女児の不活動群は，
「習い事」や「勉強や宿題」

だわる」ことは共通していたものの，活動群

を阻害要因と考えており，これらの項目は女

はそれを肯定的に見ており，一方，不活動群

児の活動群では見られなかった．

では否定的要素と見なしていた．

・女 児の不活動群には，阻害要因として，
「人

・男児の不活動群では，特に『身体を使った遊

と話したくない・一人でいたい」というよう

び』について肯定・否定的な両面感情が見ら

に，他の児童との関わりの煩わしさをあげる

れていたものの，
「汗でぐったり」
「眠い」
，
「疲
，

児童がいた．

れる」
，
「面倒」
，
「苦手」といった否定的回答

・5年生の男児においては，
「親からの禁止」

も多く見られた．

や「ゲームの方が楽しい」という回答が阻害

・肯定的内容としては，女児の活動・不活動両

要因と認識しており，一方，5年生の女児で

群に自覚に関して大きな差が見られていな

は「勉強や宿題」，「疲労」をあげる児童が多

かったものの，女児の不活動群では『身体を

かった．

使った遊び』を行っている際に，
「宿題」な
ど先のことを心配していることがわかった．

4.阻害要因の克服方法

・5年生の男児は，
勝敗を気にしていたものの，

・男 児の3・5年生とも「時間管理の必要性」

いずれも勝敗のある方が楽しいと自覚してい

を阻害要因の克服方法と考えており，逆に促

た．一方，5年生の女児では，友だちと仲良

進要因として「友人の存在」が大きいことが

くなることを望んでいた．

わかった．
・女児の3・5年生とも，遊び内容について柔

3.
『身体を使った遊び』の阻害要因

軟な計画変更を阻害要因の克服方法と回答し

・5年生の男児では，
「習い事」や「友だちと

ていた．

スケジュールが合わない」など生活の忙しさ

・女 児の5年生では，「ボーナスの確保」とい

を阻害要因と見ており，また『身体を使う遊

う意見があり，報酬による動機づけをあげる

び』は「ゲームの魅力には負ける」
，
「ルール

児童がいた．

の複雑さ」と認識していた．

・男児の活動・不活動群とも阻害要因の克服方

・女 児においては，3・5年生とも，
『身体を

法として「時間の確保」をあげており，スケ

使う遊び』について，身体への負担を阻害要

ジュールの管理方法についての教授が必要で

因にあげたが，5年生女児では特に「宿題の

あることがわかった．

存在」を気にかけながらも遊んでいることが

・女児の不活動群，また5年生の女児における

わかった．

阻害要因の克服方法としては，
「ボーナスが

・
「悪天候」は，3・5年生の女児で共通する

もらえること」があげられ，外発的報酬を得

阻害要因であるものの，5年生の女児では特

られば実践すると回答する児童がいた．

に勉強や宿題，また友だちとの関係を阻害要

・3年生の女児では，
『身体を使った遊び』に

因にあげていた．

ついて，「つまらない」，「同じ遊びは飽きる」

・男児の活動・不活動両群においては，阻害要

と述べ，遊びに飽きさせない工夫が必要であ

因として「宿題の存在」をあげていた．

ることがわかった．

・男 児の不活動群では，
「体育の時間」
，
「友だ
ちとの喧嘩」
，
「疲労」
，
「運動の苦手意識」な

5.促進要因

ど身体的な活動を行うことへの嫌悪感が見ら

・男 児の5年生では，「宿題を早期に完了させ

れ，
さらに「ゲームの魅力の方が勝る」
「ルー
，

ること」や「予定作り」，「遂行経験」や「役

ルの複雑さ」などが『身体を使った遊び』の

割の重要性」など，自身で具体的な促進要因
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を把握していた．

て提案を行う．

・3・5年生の女児とも「教員や家族からの推

①女児には，男児と比べて，遊びのバラエティが

奨」を促進要因にあげており，3年生の女児

必要なことから，屋内外の『身体を使った遊び』

では「時間」や「体力」
，
「遊び道具」などの

の奨励内容を増やす．

条件面の整備が促進要因になっていた．
一方，

②不活動の男児は，『身体を使った遊び』につい

5年生の女児では，気候や身体の調子につい

て実施の動機づけが低いことから遊びの内容や

ての意見が見られた．

効果の理解を強化する．

・男児の不活動群では，
男児の活動群と比べて，

③不活動の女児は，遊びのために道具が必要なこ

促進要因の数が多く抽出された．
活動群では，

とから，縄跳びや一輪車などの道具を積極的に

「友だちとの予定の合わせ方」や「早期に宿

準備・提供する．

題を完了させること」
，
「雨の日の過ごし方を

④女児が好む遊び内容，例えばお手玉やけん玉な

前もって考えておくこと」など，具体的で積

どの活動を積極的に勧めることは，その後の遊

極的な促進要因が見られた．一方で，不活動

び全般の実施に影響を与える．

群では，ポジティブな体験や成功事例が不足

⑤低学年および女児では，競争や勝敗の要素を含

しているために，
「これらがあればできる」

む遊びではなく，楽しみやコミュニケーション

という『条件』をあげる傾向にあった．

の要素を多く含む遊びを奨励することで活動そ

・女児の活動群では，促進要因として「友だち
の誘い」や「友だちが先に遊んでいること」

のものを増加させやすい．
⑥低学年および不活動の児童には，不快感や身体

など友だちとの関わりがあげられたほか，教

的負担が少なく，疲労感が伴わない遊び内容を

員からの勧めや環境整備をあげる意見が見ら

推奨することで活動を生じさせやすい．

れた．一方，女児の不活動群では，時間，体

⑦高学年の児童，特に不活動の男子児童には，ゲー

力，遊び道具，宿題，気候や身体的条件をあ

ムに勝る魅力，またゲームとは異なるタイプの

げる傾向にあり，受身的な態度が窺えた．

楽しさを経験させる遊びを経験させる．

・3年生の女児では，促進要因について，特に

⑧女児，特に高学年で不活動の女児には，まず宿

友だちからの誘いのほか，教員や母親からの

題や勉強を早期に完了させた上で遊びを行うよ

推奨による影響力が大きいことがわかった．

うに勧める．気がかりをなくした上での遊びの

・5年生男児において，
「友だちからの誘い」
，

魅力を伝える．

「他者から応援されたとき」
，
「宿題を早めに

⑨習い事や塾に通うことが忙しい児童には，友だ

終わらせること」
，
「雨の日にできる予定をた

ちとのスケジュール管理方法，時間の管理方法

てること」
，
「運動がうまくいった経験」
，
「責
任のある役割を担った時（レクリエーション

や短時間で行える遊びの推奨を行う．
⑩特に女児では，身体への負担感が活動を妨げる

係など）
」
など具体的な内容が見られた．
一方，

阻害要因になっているために，負担感が軽く，

5年生女児においては，
「教員から休み時間

楽しみの要素が強い活動を行わせ，体験するこ

は外で遊ぶように指示される」
，
「校庭が自由
に使える」
，
「宿題がない」などやや受身的と

とによってさらなる動機づけにつなげる．
⑪悪天候は男女，また学年に共通する阻害要因で

も思える意見が見られ，さらに，
「暑くない」
，

あるために，悪天候の場合に備えて，あらかじ

「疲れていない」
，
「眠くない」など身体の調

め室内でも行える遊びのバラエティを増やすよ

子をあげていた．

うに奨励する．ただし，室内で行うために，ゲー
ムとは差別化させた楽しみや達成感を感じさせ

本調査の知見を踏まえた提案

る遊びが必要である．

以下，本調査の知見を踏まえ，児童に『身体を

⑫男女の不活動児童に見られる運動の苦手意識を

使った遊び』を増加させるためのポイントについ

緩和させるために，彼らには，勝敗の要素がな
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く，能力で結果が決まらないような遊び，例え

の自由な遊びを育て，創造性や意欲を高め，さら

ばゲーム性の強い遊びの実践を勧める．

に運動・スポーツの実践につながると考える．

⑬女児の不活動群で見られたように，人との関わ
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４．中高齢者の運動・スポーツの開始・継続を促進する要因の検討
尼崎

Ⅰ．緒

光洋1）

なったから」を挙げる者が多い．すなわち，中高

言

齢者は仕事や家事に余裕ができる時期であり，さ

超 高 齢 社 会 の 日 本 に お い て， 非 感 染 性 疾 患

らに運動・スポーツの実施につながる転換期であ

（Non-Communicable Diseases：NCDs） に 対 す

ることから，これらの世代をターゲットにするこ

る予防は重要であり，NCDsの予防や治療の手段

とで健康寿命の延伸にも寄与できると考えられ

の1つとして運動やスポーツといった身体活動が

る．

有効である．身体活動の効用は，循環器系や呼吸

そこで本研究では，中高齢者の運動・スポーツ

器系の機能の向上，不安や抑うつの減少など心理

の開始や継続を促進に係わる要因を明らかにする

的な効果があることが報告されている（American

ことを目的とした．この目的を達成するために，

College of Sports Medicine, 2018）
．すなわち，身

中高齢者を対象とした運動・スポーツの開始や継

体活動の促進は，国民の健康寿命の延伸に欠かせ

続について文献研究から検討し，中高齢者が実施

ない健康行動である．

する運動・スポーツの種類・場所・移動手段を量

中高齢者の運動習慣の状況を概観すると，平成

的研究から検討し，中高齢者が運動を開始する理

30年国民健康・栄養調査報告書によれば，運動習

由や実施したい運動・スポーツの内容を質的研究

慣のある者（1回30分以上の運動を週2回以上実

から検討する．なお，中高齢者や中高年について

施し，1年以上継続している者）の割合は，40－

学術的なコンセンサスは現段階で得られていない

50代男性は3割未満，60代男性は4割であり，40

ため，便宜的に，本研究では中高齢者や中高年を

代女性は2割未満，50－60代女性は3割未満で

40－69歳として捉えることにした．

あった（厚生労働省，2020）
．また別の調査によ

Ⅱ．研究1

れば，運動・スポーツの実施状況は，
「定期的に
運動・スポーツをしており，6ヶ月以上継続して

文献研究

はじめに，中高齢者の運動・スポーツ参加の研

いる」との回答は，男女とも60代で4割を超え，

究動向を概観しながら，中高齢者の運動・スポー

40－50代男性も概ね4割に近い値を示し，40－50

ツ活動を規定する要因を集約した研究によれば

代女性は3割程度であり，
「不定期で実施した」 （長ヶ原，2003），運動・スポーツ活動を規定する
者は，各世代とも2割程度存在していた（スポー

要因を個人的属性，前提要因，実現要因，強化

ツ庁，2019）．このように各調査によって運動の

要因に分類している（Table１）．長ヶ原（2003）

継続期間の設定に違いがあることを勘案しても，

の研究以降も，これらの規定要因を支持するよう

世代間での運動の実施率に違いがあり，我が国の

な研究結果が数々報告されている．

中高齢者の運動習慣が十分な状況にはない事が考

そこで，文献研究では，長ヶ原（2003）の運動・

えられる．また，スポーツ庁（2019）の世論調査

スポーツ活動を規定する要因の分類に準拠しなが

によれば，これらの世代が運動を実施しない理由

ら，国内の研究報告を中心に，中高齢者の運動・

としては，
「仕事や家事が忙しいから」
「面倒くさ

スポーツの開始を促進・阻害する要因，継続する

いから」「年をとったから」を理由に挙げる者が

要因，運動プログラムの内容を概観する．

多い．一方で，同調査によれば，運動・スポーツ
の実施が増加した理由として「仕事が忙しくなく

1．運動・スポーツの開始や継続の促進・阻害要因

１）愛知大学

促進・阻害要因，運動・スポーツの継続の促進・

ここでは，中高齢者の運動・スポーツの開始の
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Table１ 中高齢者の運動・スポーツ活動の規定要因
１．個人的属性
＋ 性別（男性）
＋ 職業（ホワイトカラー）
＋ 学歴，収入
＋ 外向的性格
＋ 過去のスポーツ経験
＋ 主観的健康感
＋ 体力感
－ 喫煙者
－ 肥満度（BMI）
－ 慢性疾患・病歴，障がい
△ 年齢
△ 既婚者
2．前提要因
＋ 知識・理解
＋ 態度
＋ 意欲・動機
＋ 主観的規範
＋ 信念
＋ 自己効力感
＋ 行動統制感
＋ 自己管理能力
＋ 意図
＋ 良い結果の予測（ポジティブ結果予期）
－ 悪い結果の予測（ネガティブ結果予期）
－ 意欲のなさ
－ 運動レベルの誤解
－ 加齢観
3．実現要因
＋ 自由時間
＋ クラブ・団体の存在
＋ 施設の充実・利便性
＋ 指導スタッフの充実
＋ プログラムの魅力，安価性
＋ 地域の安全性
＋ 簡単な情報手続き
－ 時間の不足
－ 施設・指導者の不足，種目選択の少なさ
－ 不活発な生活環境
－ 地域の交通の不便性
４．強化要因
＋ 社会的サポート質・量
＋ クラブ・団体への所属
＋ 社会ネットワーク
＋ 親交（コンパニオンシップ）
＋ 励まし（配偶者・家族）
＋ サポート（友人・指導者）
＋ 医療保健専門家の勧め
＋ モデリング
＋ グループの凝集性
＋ 楽しさ
－ 社会的支援の欠如
－ ドクターストップ
＋：身体活動との正相関
－：身体活動との負相関
△：判断不可（正・負相関の両方）
長ヶ原（2003）を筆者が一部をまとめるような形式
で修正した．

阻害要因について検討していく．
1）運動・スポーツの開始の促進・阻害要因
運動・スポーツの開始に対する個人的属性とし
て，行政職員の運動の開始・継続と個人的属性を
検討した研究（河合・岡野，2014）によれば，男
性の促進要因は「健康への意識の高さ」
「仕事で
の身体活動量が多い」であり，阻害の要因として
「喫煙している」「運動が嫌い」
「家庭のことが忙
しくて，時間がない」
「一緒に運動する仲間がい
ない」「仕事で疲労が強い」「残業が週3－4日以
上」であった．女性の促進要因は「健康への意識」
であり，阻害要因は「仕事が多忙で時間がない」
「仕事が多忙で疲労」であった．別の研究では，
就学期の快・不快経験がその後の運動・スポーツ
実施に大きな影響を及ぼし，不快経験が運動・ス
ポーツへの自信のなさや劣等意識を生み，非実施
へとつながる悪循環が生じていることを報告して
いる（西村・山口，2003）
．これらの研究のよう
に，運動・スポーツ開始に対する個人的属性に応
じて，促進・阻害されることから，対象者の個人
的属性（e.g., 喫煙の有無，過去の運動・スポーツ
経験）に応じた柔軟な対応が必要だと考えられる．
運動・スポーツの開始に対する前提要因とし
て，結果予期，動機が報告されている．例えば，
運動・スポーツを開始することでどのような期待
をしているのかをまとめると，身体面では男性は
「呼吸循環器の改善」や「体調調整」，女性では「身
体活動の不足感の解消」や「身体的爽快感の獲
得」を期待しており，男女で共通するのは「楽し
い」，「ストレスの解消」，「集中力がつくこと」を
期待していた（小原・松下，2015）．また，動機
に関しては，非運動実践者と比較して，運動実践
者の方が健康獲得への意識といった動機を高く評
価していることが報告されている（河合・岡野，
2014）．一方で，運動を実施していない中年期女
性に運動を実施していない要因を面接調査で調べ
た研究（西村・山口，2003）では，運動レベルの
誤解（e.g., 運動・スポーツは強度・競争性が高い
ものだ）が報告され，運動レベルの誤解といった
前提要因が運動の開始を阻害していた．これらの
研究から，中高齢者に対して運動・スポーツの効
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用などの正しい科学的情報を伝える機会（e.g., 運

偶者，子ども，家族，友人）の影響が最も強いこ

動新聞（重松他，2018；大久保他，2016）
）が必

とが報告されている．これらの研究から，運動・

要だと考えられる．

スポーツの開始にソーシャルサポートがポジティ

運動・スポーツの開始に対する実現要因として，

ブな働きを示す可能性が考えられる．

仕事や家事の多忙，時間がないなどの自由時間の
不足が運動・スポーツの開始を阻害しているとの

2）運動・スポーツの継続の促進・阻害要因

報告がある．健康・体力づくり事業財団（2004）

運動アドヒアランスに対する個人的属性とし

の調査によれば，運動非実践者では運動しない理

て，肥満や過去のスポーツ体験が報告されている．

由の1つとして，
「時間がない」
が挙げられている．

例えば，太り過ぎや肥満の人は運動プログラムへ

その一方で，運動・スポーツの実施が増加した理

の参加率が低く（James et al., 2008），体格指数

由としては，男女ともに「仕事が忙しくなくなっ

であるBMIが30を超える中高齢者は，運動アドヒ

たから」への回答は多く，女性では「家事・育児

アランスが低い傾向にあった（Cadmus-Bertram

が忙しくなくなったから」
への回答も多かった
（ス

et al., 2014）
．一方で，中高年女性の運動習慣の

ポーツ庁，2019）
．すなわち，仕事や家事の忙し

ある者は，就学期に運動経験のある者が多く，社

さが軽減することで，運動・スポーツに費やす時

会に進出した後も運動を継続し，運動継続年数は

間を確保できる様子が伺える．ただし，時間の制

長いが，個人的属性に含まれるような職業の有無

約が運動・スポーツの非実施の理由となっている

や勤務形態と運動実施との関係は認められなかっ

場合には，時間的な余裕の有無を単に訴えている

た（林他，2006）
．すなわち，介入プログラムを

のではなく，時間を統制できない立場や余暇時間

実施する際に，対象者の体格や過去のスポーツ体

が細切れである状況への理解が必要だと示唆され

験によるセグメントを行い対象者の個人的属性に

ている（西村・山口，2003）
．

配慮する必要性が考えられる．

運動・スポーツの開始に対する強化要因として，

運動アドヒアランスに対する前提要因として，

ソーシャルサポートが挙げられる．例えば，ス

主観的規範や自己効力感が報告されている．例え

ポーツ庁（2019）の調査において，運動・スポー

ば，民間スポーツクラブに週2回以上通う中高年

ツを初めて実施した・再開したきっかけは，
「友

女性（実行期や維持期）に対し面接調査から，重

人・知人・同僚に誘われた」が最も高く，ついで

要な他者，特に「友人」や「家族」の存在による

「家族に誘われた」が高く，60代男性では「家族

主観的規範や規範的信念といった要因が運動の継

に誘われた」よりも「医師に奨められた」の回答

続に大きな影響を与え，この結果は欧米とは異な

が多かった（スポーツ庁，2019）
．他の調査（健

る結果であった（須藤，2008）．一方で，運動・

康・体力づくり財団，2004）においても，運動非

スポーツの継続に自己効力感の向上を意図した介

実践者が運動を始めるきっかけとしては，
「一人

入が与える効果をメタ分析で検討した研究によれ

でもできる運動の紹介」
「医師・保健師のすすめ」

ば，自己効力感の向上を意図した介入は運動・ス

「仲間の紹介」
「教室・行事開催の案内」のように

ポーツの継続に有効であること，さらにその効果

ソーシャルサポートを起源とする回答が得られて

は介入後においても持続することが報告されてい

いる．また同調査において，運動実践者の運動を

る（前場・竹中，2013）．すなわち，運動アドヒ

始めたきっかけを調べたところ，
「友人が増える

アランスを高めるためには，意図的に主観的規範

ため」「興味があるため」と回答した者において

や自己効力感に働きかけるような介入が必要だと

運動継続年数が長かった（健康・体力づくり事業

考えられる．

財団，2004）
．さらに，中年期女性に対する面接

運動アドヒアランスに対する実現要因は，施

調査では（常行他，2015）
，運動・スポーツ実施

設の充実や時間の不足が報告されている．例え

の行動変容ステージに影響を及ぼす要因としてイ

ば，民間フィットネスクラブを継続的に利用して

ンフォーマル関係による人的支援（運動仲間，配

いる中高齢者の運動アドヒアランスに影響する要
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因を検討した研究によれば，ステージ理論の準

グラム（ウォーキングと筋力トレーニング）を中

備期に分類される中高齢者では施設環境，実行期

高齢者に実施したところ，運動アドヒアランスは，

には施設環境や運動効果，維持期には社会的関係

自覚した運動の利点やソーシャルサポートの関連

が運動アドヒアランスに影響を与えていた（大工

性があったとの報告もある（Etnier et al., 2017）．

谷他，2003）
．一方，時間不足に関しての報告は，

さらに，運動教室のような活動に継続的に参加す

中高齢者の運動継続に対するグループディスカッ

る理由として，会話や社交性を重視していると

ションによる心理的援助を行った研究（久保他，

いった報告があるように（Copelton, 2010），ソー

2008）で報告されている．久保他（2008）は「運

シャルサポートが運動アドヒアランスの規定要因

動の継続を難しくさせる問題は何か」というテー

であることを支持する研究は多くある．また，藤

マのディスカッションを行った結果，代表的な意

田・上野（2010）は中高齢者を対象とした運動教

見として「仕事が忙しくて，時間がない」が報告

室終了後に，電話や家庭訪問による励ましや称賛

されている．同研究では，運動アドヒアランスに

などのサポートを行うことで，これらのサポート

対する実現要因以外の意見も報告されており，先

が身体活動量の増加につながることを示唆してい

の代表的な意見以外には，
「高齢になって，身体

る．すなわち，運動アドヒアランスを高めるため

が動かない」
「人から誘われるとできるが，一人

には，意図的にソーシャルサポートに働きかける

ではできない」「天気や気候のせいにして休んで

ような介入が必要だと考えられる．

しまって，
続かない」
「ウォーキングをしていると，
近所の人から暇そうに思われないか気になる」
「ひ

2．運動プログラムの内容

と目を気にして，夜歩くようにしたが，夜は景色

ここでは，中高齢者がどのような運動・スポー

を見ることができず，楽しくない」が報告された

ツの種類・時間帯・費用が好ましいのか，さらに

（久保他，2008）
．すなわち，運動アドヒアランス

運動教室の実施形態別（集合型・遠隔型）に運動

を高めるためには，充実した運動施設の紹介やタ

アドヒアランスを高める要因について検討してい

イムマネジメントの方法を学ぶ機会を与える事も

く．

必要だと考えられる．
運動アドヒアランスに対する強化要因は，
健康・

1）運動・スポーツの種類

体力づくり事業団（2004）の調査の中でも報告さ

運動・スポーツの種類について，スポーツ庁

れている．例えば，運動実践者が運動を継続でき

（2019）の調査によれば，この１年間に行った運

た理由としては
「楽しいから」
「仲間ができたから」

動・スポーツで性別や世代を問わず，ウォーキン

「健康になったから」と回答した者が多く，中で
も「仲間ができたから」「体力が向上したから」

グの回答が最も高く，また，今後行ってみたい運
動・スポーツの種目やこの1年間に初めて実施し

「健康になったから」と回答した者において，運

た・再開した運動・スポーツも同様であった．さ

動の継続年数が長かった．すなわち，楽しさや仲

らに，今後行ってみたい運動・スポーツ種目では，

間のようなソーシャルサポートといった強化要因

40代男性ではトレーニングやランニング・マラソ

が運動アドヒアランスを促進する可能性がある．

ン・駅伝と回答する者も多かった．また，40－50

運動アドヒアランスの要因としてソーシャルサ

代女性では，エアロビクス・ヨガ・バレエ・ピラティ

ポートを報告する研究は他にもあり，健康体操教

スと回答する者も多かった（スポーツ庁，2019）
．

室に参加する中高齢者において，教室への参加継

さらに別の調査報告によれば，
運動非実践者は「一

続者は，継続していない者と比較して，運動をめ

人でできる運動」
「楽しめる運動」
「健康改善を

ぐる情緒的支援ネットワーク（運動仲間から安心

目的とした運動」を実施したいと回答する者が多

感，親密感，希望，励ましなどの支援が得られて

かった
（健康・体力づくり財団，
2004）
．このように，

いる）が有意に高いことが報告されている（橋本

比較的に一人で実施する事が可能な運動（ウォー

他，1998）
．また，週3回・8ヶ月間の運動プロ

キング）が選択されやすいと考えられる．
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2）運動・スポーツの実施時間帯

行われる形態である．この集合型タイプへの運動

運動・スポーツの実施時間帯について，スポー
ツ庁（2019）の調査によれば，この1年間の運動・

アドヒアランスを高める要因の1つに，「夫婦で
の参加」が挙げられる．

スポーツの実施時間帯は，平日は，40代男性は夜

例えば，大須賀他（2015）は，高齢夫婦を中心

間（18－21時）
，50・60代男性は午前中（9－12時）

とした運動教室（週1回90分で全8回の約2ヶ月

が最も多く，40・60代女性は午前中，50代女性は

間）を実施した．運動プログラム内容は，自覚的

昼間（12－15時）が最も多かった．一方で，
休日は，

運動強度で「ややきつい」以上のウォーキング（時

40代男性は昼間，50・60代男性は午前中が最も多

間：20－40分／回，速度：約9分／ km，約9.5分

く，女性は各世代ともに昼間が最も多かった．休

／ km，約10分／ km，約10.5分／ km）と自重負

日に関しては，男女ともに各世代とも午前中の回

荷による下肢を中心とした筋力トレーニング（15

答も多かった．さらに，今後行いたい運動・スポー

－20回／セット，種目：スクワット，ニーアップ，

ツの実施時間帯は，平日では40・50代男性は夜間

トゥーレイズ，カーフレイズ，レッグサイドレイ

（18－21時）が最も多く，60代男性は午前中が最も

ズ，シットアップ）であった．さらに，運動日誌

多く，女性は各世代ともに午前中（9－12時）が

（自宅トレーニングを記録）や歩数計の装着（20

最も多かった．一方，休日では，男女・各世代と

分／日以上実施した場合に日誌に記入）を行い，

もに午前中から昼間が多く，
男性では夕方も多かっ

夫婦には一緒に運動を実施するように勧めた．そ

たが，
女性では夕方への回答は少なかった（スポー

の結果，配偶者と運動教室に参加した場合，運動

ツ庁，2019）
．これらのことから，集合型の運動教

教室の参加率やウォーキングの実施率は単独参加

室を開催する際の時間帯としては，平日の場合は，

者よりも有意に高かった．また，筋力トレーニン

性別や世代によって運動教室の開催時間帯を変え

グの実施率は，夫婦・単独ともに向上する可能性

る必要があり，40－50代男性を対象にする場合に

が示された．他の研究（Wallace et al., 1995）では，

は夜間（18－21時）
，60代男性や各世代の女性を

12ヶ月間の運動プログラム（週3回，1回105分，

対象とする場合には午前中が好条件だと考えられ

ウォーキング・ジョギング・水泳・筋力トレーニ

る．一方で，休日の場合は午前中から昼間（9－

ング等を実施）に夫婦で参加した者と単身（既婚）

15時）の時間帯が好条件だと考えられる．

で参加した者の運動アドヒアランスを比較したと
ころ，夫婦で参加者の方が運動アドヒアランスは

3）運動・スポーツの実施にかかる費用

高いことが報告されている．これらの研究のよう

運動・スポーツの実施にかかる費用について，
スポーツ庁（2019）の調査によれば，1年間あた

に，夫婦で参加することで，運動アドヒアランス
が促進する可能性が示唆された．

りの運動・スポーツのための費用は0円との回答

その他に，運動アドヒアランスを高める要因と

が最も多かった．別の調査では，運動教室の1週

して，運動・スポーツの「強度」と「頻度」の組

間あたりの開催回数と参加費は，
「週1回がよい」

み合わせが挙げられる．Perri et al.（2002）は座

「無料がよい」がそれぞれ最も多かった（健康・

りがちな中高齢者を対象に，自宅または職場周辺

体力づくり事業財団，2004）
．このように，運動・

で1日30分のウォーキングを実施させ，異なる運

スポーツの実施に特別な費用をかけたくない状況

動強度（最大心拍数の45－55%の中強度，最大心

を鑑みると，運動教室を行う場合には，極力，参

拍数の65－75%の高強度）と運動頻度（3－4日

加費等の費用を無料とする必要性が考えられる．

／週の低頻度，5－7日／週の高頻度）で6ヶ月
間の実験を行った．その結果，高い頻度（5－7

4）運動教室の実施形態

日／週）では運動アドヒアランスの低下はないが，

（1）集合型タイプ

高強度では運動アドヒアランスが低下した．この

集合型の運動教室とは，特定の場所に参加者を

結果を受けて，Perri et al.（2002）と同じ運動強

集めて，運動・スポーツの専門家等による指導が

度と運動頻度を用いて参加者の特徴を考慮して検
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討した結果，
過去に高強度の運動経験がある者は，

身体活動，禁煙などの健康行動の強化に有効であ

高強度の運動をより継続して行っていた（Anton

ることを報告している（Hall et al., 2015）．また，

et al., 2005）
．これらの研究から，
高強度の運動
（最

別のシステマティック・レビューの研究では，長

大心拍数の65－75%）を処方する時には，過去の

期的な病気（e.g., 糖尿病，喘息）の自己管理をサ

運動経験を考慮する必要性があり，ウォーキング

ポートする方法としても有用であることが報告

の場合であれば，高い頻度（5－7日／週）でも

されている（de Jongh et al., 2012）．Orr & King

運動アドヒアランスの低下にはつながらない可能

（2015）の研究によれば，SMSは，自動化でき，

性が示唆された．

携帯電話の所有者に簡便に連絡できるので費用対

（2）遠隔型タイプ

効果も高く，さらにメタ分析の結果から効果量は

運動教室の実施形態の遠隔型とは，
運動・スポー

小さいが（Hedges’g＝0.291），対象の人口特性や

ツの実施場所は各自の都合の良い場所（e.g., 自宅，

健康行動の種類に関係なく，健康行動の強化の手

職場）で行い，カウンセリングやサポートを電話

法として期待できる方法であることを報告してい

やメールなどの通信手段を用いる方法である．こ

る．このようなRFによる介入でも，運動アドヒ

の電話やメールは主に運動アドヒアランスの向上

アランスの点においては集合型タイプのような対

を目的に行われている．運動指導は，初回に集合

面式と同程度の効果が得られることが報告されて

型の運動教室で指導する場合やインターネット等

いる（Geraedts et al., 2013）．これらの研究から，

による運動指導の配信を行う場合がある．その他

遠隔型タイプでの介入の際にRFを行うのであれ

にも，運動指導の内容をハードディスクレコー

ば，SMSを用いることが有効だと考えられる．

ダーに記録したものを用いる方法もある（e.g., 種

なお，本研究で対象としている中高齢者よりも

田他，2014）．この遠隔型タイプへの運動アドヒ

年齢層の高い世代を対象に運動継続を目的とした

アランスを高める要因の１つに，リモートフィー

郵送支援プログラム（具体的には，運動教室終了

ドバック（remote feedback：RF）が挙げられる．

後に，運動情報が掲載された「健康新聞」と目標

集合型の運動教室とは異なり，遠隔型タイプで

設定や毎日の記録などセルフモニタリングを行う

は，カウンセリングやサポートの手段として電話

「健康日誌」の郵送を行う）があり，運動継続に

などを用いたRFが行われている．例えば，身体

効果を示したとの報告もある（重松他，2018；大

活動の改善を目的とした介入方法として，電話

久保他，2016）．対象とする年齢が高ければ，遠

によるカウンセリングをレビューした結果，電話

隔型タイプとして郵送による支援も有効だと考え

による介入効果に関連する要因は，介入期間と

られる．

電話回数であり，介入期間は6－12ヶ月，電話回

Ⅲ．研究2

数は12回以上の介入が最も良い結果を示している
（Eakin et al., 2007）
．このように，RFでは主に電

量的研究

1．目的

話が用いられているが，近年の情報通信環境の発

研究2の目的は，中高齢者が行っている運動・

展からテキストメッセージを用いてRFも行われ

スポーツの種類，運動の実施場所，実施場所まで

ている．RFの手段を比較した研究によれば，電

の手段を明らかにすることである．

話よりも携帯電話のショートメッセージ（ShortMessage Service：SMS）といったSMSの方が運

2．方法

動アドヒアランスは高まることから，自宅での運

1）調査対象者および調査方法

動・スポーツの実施の見守りに対して，SMSに

本研究では，筆者が過去に身体活動に関する3

よる介入が実用可能であることが報告されている

つのインターネット調査（尼崎他，2013；2014；

（Harada et al., 2010）
．SMSの効果をレビューし

尼崎・煙山，2015）で得られたデータを統合して

た論文を対象にシステマティック・レビューした

再分析する．

結果，SMSを用いた介入の大部分が，体重減少，
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調査対象者は，まず，2012年7月にインター

ネット調査会社の登録モニター（2012年8月現在

（3）運動・スポーツの種類

で約226万人）の内，ランダムで抽出された全国

対象者が日頃，最も実施している運動・スポー

の20－59歳の成人に対して横断調査を行い，2,000

ツの種目を調べるために，10個の選択肢（ウォー

名（男性1,000名，女性1,000名，平均年齢39.75歳，

キング，ジョギング，サイクリング，筋力トレー

ニング，水泳，バレーボール，サッカー，野球，
SD ＝10.7）の回答を得た．そのうち40代以上の
ゴルフ，その他）の中から1つ回答するように求
中高齢者1,000名（男性500名，女性500名，平均
年齢49歳，SD ＝5.4）を分析対象とした（尼崎他， めた．ただし，調査への回答時点で，日頃あまり
運動・スポーツを実施していないと感じている者
2013）
．次に，2012年11月にインターネット調査
に対しては，
「日頃運動を実施していない」とい
会社に登録している愛知県在住の20－59歳のモニ
う選択肢を設けて，それに回答することもできる
ター131,001名を対象に横断調査を行い，愛知県
ようにした．
在住の日本人勤労者2,200名（男性1,100名，女性
1,100名， 平 均 年 齢39.89歳，SD ＝10.44） の 回 答 （4）運動・スポーツの実施場所
対象者が日頃，最も利用している運動実施場所
を得た．そのうち，
40代以上の中高齢者1,100名
（男
性550名，女性550名，平均年齢49.02歳，SD ＝5.3） を調べるために，12個の選択肢（自宅，道路・歩
を分析対象とした（尼崎・煙山，2015）
．最後に， 道，公園，土手・河川敷，体育館，フィットネス
クラブ，プール，ゴルフ場・ゴルフ練習場，陸上
2014年2月にインターネット調査会社に登録し
競技場，野球場，グランド，その他）の中から1
ている愛知県在住の20－69歳のモニター103,319
つ回答するように求めた．ただし，調査への回答
名を対象に横断調査を行い，愛知県在住の日本人
時点で，日頃あまり運動・スポーツを実施してい
勤労者2,900名（男性1,555名，女性1,345名，平均
ないと感じている者に対しては，
「利用していな
年齢43.27歳，SD ＝12.67）の回答を得た．そのう
い」という選択肢を設けて，それに回答すること
ち，40代以上の中高齢者1,656名（男性933名，女
もできるようにした．
性723名，平均年齢52.62歳，SD ＝7.75）を分析対
（5）運動・スポーツの実施場所までの移動手段
象とした（尼崎他，2014）
．
対象者が日頃利用している運動・スポーツの実
以上の3つのインターネット調査から得られた
40代から60代の中高齢者3,756名（男性1,983名， 施場所までの移動手段を調べるために，7個の選
択肢（徒歩，自転車，バイク，自家用車，バス，
女 性1,773名， 平 均 年 齢50.6歳，SD ＝6.76） を 分
電車，その他）の中から1つ回答するように求め
析対象とした．
た．ただし，調査への回答時点で，日頃あまり運
2）調査内容
動・スポーツを実施していないと感じている者に
（1）個人属性
対しては，「利用していない」という選択肢を設
調査対象者の年齢，身長，体重，性別，婚姻状
けて，それに回答することもできるようにした．
況（未婚，既婚）
，就労状況（無職，有職）
，年収
（200万円未満，200－400万円未満，400－600万円
3）分析方法
未満，600－800万円未満，800－1,000万円未満，
対象者の個人属性を把握するために，対象者の
1,000万円以上），最終学歴（中学校卒，高等学校
年齢から3つの年代（40代，50代，60代）に群分
卒，専門学校卒，短大卒，高等専門学校卒，大学
けし，男女別に年代ごとに身長と体重の平均値を
卒，大学院卒）への回答を求めた．
求め，婚姻状況，世帯年収，最終学歴，就労状況，
（2）運動ステージ
運動ステージをそれぞれ男女別に年代ごと単純集
過去および現在における実際の運動行動と運動
計を行った．さらに，男女別に年代や運動変容ス
行動に対する動機づけの準備性（readiness）の
テージによって実施される運動種目，運動場所，
状態を評価するために，運動行動の変容段階尺度
運動場所までの移動手段の違いを概観するために
（岡，2003）を用いた．
単純集計を行った．
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3．結果

と回答する者が最も多かった．一方，女性はい

対象者の個人属性を概観すると，婚姻状況は男

ずれの年代において200万円未満と回答する者が

女各年代ともに約6割以上が既婚であり，就労状

最も多かった（Table２）
．各年代の身長と体重

況は約8割以上が有職者であった．また，最終学

は，Table3およびTable4に示した．運動ステー

歴については男性では大学卒が約5割，女性では

ジは，男女ともに各世代において維持期が最も多

高卒が約3割以上であった．年収については40代

かった（Table５）．

男性では400－600万円未満と回答するものが最も

日頃，最も行っている運動・スポーツの実施種

多く，50代男性では600－800万円未満と回答する

目を概観すると（Table６）
，男女ともに各世代

者が最も多く，60代男性では400－600万円未満

においてウォーキングと回答する者が多く，男性

Table２
性別
男性

女性

年代

婚姻状況
未婚
既婚

就労状況
無職
有職

性別

年代

男性

40代
50代
60代
40代
50代
60代
Table３

高卒

200万円未満
42（5.0）
37（4.4）
16（5.1）
465（55.6）
475（56.8）
56（55.4）

200－400万円
未満
134（16.0）
115（13.8）
95（30.5）
233（27.9）
208（24.9）
30（29.7）

年収
400－600万円
600－800万円
未満
未満
247（29.5）
242（28.9）
152（18.2）
217（26.0）
104（33.4）
39（12.5）
87（10.4）
38（4.5）
76（9.1）
48（5.7）
7（6.9）
4（4.0）
Table４

性別・年代ごとの身長（cm）

年代

最小値 最大値 平均値

男性

40代
50代
60代
40代
50代
60代

152.00
152.00
154.00
142.00
140.00
140.00

186.00
186.70
185.00
175.50
178.00
175.00

23
405
73
（2.8） （48.4） （8.7）
22
（2.6）
11
（3.5）
30
（3.6）
36
（4.3）
6
（5.9）

477
（57.1）
161
（51.8）
208
（24.9）
204
（24.4）
14
（13.9）

56
（6.7）
18
（5.8）
15
（1.8）
24
（2.9）
4
（4.0）

性別・年代ごとの対象者の個人属性（続き）

性別

女性

中卒

最終学歴
専門卒 短大卒 高専卒 大学卒 大学院卒

253
583
10
826
17
223
84
11
40代
（30.3） （69.7） （1.2） （98.8） （2.0） （26.7） （10.0） （1.3）
134
702
14
822
215
46
11
50代
9（1.1）
（16.0） （84.0） （1.7） （98.3）
（25.7） （5.5） （1.3）
21
290
0
311
12
94
9
6
60代
（6.8） （93.2） （0） （100） （3.9） （30.2） （2.9） （1.9）
275
561
116
720
12
264
87
220
40代
（32.9） （67.1） （13.9） （86.1） （1.4） （31.6） （10.4） （26.3）
159
677
121
715
7
252
63
250
50代
（19.0） （81.0） （14.5） （85.5） （0.8） （30.1） （7.5） （29.9）
20
81
0
101
0
47
6
24
60代
（19.8） （80.2） （0） （100） （0） （46.5） （5.9） （23.8）
Table２

女性

性別・年代ごとの対象者の個人属性

171.06
170.08
167.62
158.71
157.56
155.28

SD
5.54
5.65
5.04
5.26
5.10
5.04

性別

年代

男性

40代
50代
60代
40代
50代
60代

女性
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800－1000万円
未満
108（12.9）
165（19.7）
27（8.7）
8（1.0）
17（2.0）
3（3.0）

1000万円以上
63（7.5）
150（17.9）
30（9.6）
5（0.6）
12（1.4）
1（1.0）

性別・年代ごとの体重（kg）
最小値 最大値 平均値
49.00
48.00
48.00
33.00
32.00
40.00

124.20
117.00
162.00
98.00
99.00
83.00

69.77
68.58
65.76
53.10
53.04
53.21

SD
11.20
9.80
10.06
8.26
8.42
8.91

Table５
性別

年代

男性

40代
50代
60代
40代
50代
60代

女性

性別・年代ごとの運動ステージ
運動ステージ

前熟考期

熟考期

準備期

実行期

維持期

92（11.0）
107（12.8）
4（1.3）
105（12.6）
110（13.2）
15（14.9）

111（13.3）
98（11.7）
12（3.9）
111（13.3）
89（10.6）
4（4.0）

200（23.9）
203（24.3）
74（23.8）
214（25.6）
197（23.6）
29（28.7）

68（8.1）
56（6.7）
18（5.8）
69（8.3）
66（7.9）
8（7.9）

365（43.7）
372（44.5）
203（65.3）
337（40.3）
374（44.7）
45（44.6）

Table６

性別・年代・運動ステージごとの実施種目
種目

性別

年代

男性

40代

50代

60代

女性

40代

50代

60代

運動ステージ ウォーキング ジョギング
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期

6（60.0）
13（38.2）
76（42.5）
28（42.4）
113（32.1）
9（69.2）
18（62.1）
83（43.2）
28（52.8）
134（36.9）
0（0）
5（41.7）
35（47.9）
9（50.0）
93（45.8）
1（12.5）
17（60.7）
107（55.4）
23（38.3）
106（35.2）
5（83.3）
10（76.9）
100（56.5）
26（43.3）
113（33.7）
0（0）
1（100）
13（44.8）
1（12.5）
10（22.7）

0（0）
3（8.8）
5（2.8）
10（15.2）
58（16.5）
0（0）
3（10.3）
16（8.3）
7（13.2）
40（11.0）
0（0）
0（0）
3（4.1）
2（11.1）
17（8.4）
0（0）
0（0）
3（1.6）
4（6.7）
27（9.0）
0（0）
0（0）
7（4.0）
2（3.3）
13（3.9）
0（0）
0（0）
0（0）
0（0）
1（2.3）

筋力
トレーニング
0（0）
1（2.9）
13（7.3）
13（19.7）
44（12.5）
0（0）
0（0）
8（4.2）
3（5.7）
37（10.2）
0（0）
0（0）
1（1.4）
0（0）
7（3.4）
0（0）
0（0）
8（4.1）
7（11.7）
20（6.6）
0（0）
0（0）
11（6.2）
10（16.7）
30（9.0）
0（0）
0（0）
2（6.9）
1（12.5）
3（6.8）

水泳
0（0）
2（5.9）
4（2.2）
2（3.0）
22（6.3）
0（0）
0（0）
4（2.1）
1（1.9）
8（2.2）
0（0）
1（8.3）
2（2.7）
0（0）
10（4.9）
0（0）
0（0）
2（1.0）
0（0）
10（3.3）
0（0）
0（0）
3（1.7）
4（6.7）
27（8.1）
0（0）
0（0）
2（6.9）
1（12.5）
5（11.4）

※カッコ内は，各行内の割合を示している．
※日頃，主だった運動をしていない者は含まれていない．
※団体球技は，野球，サッカー，バレーボール等を意味する．
※ゴルフは，グランドゴルフを含む．
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サイクリング 団体球技
1（10.0）
4（11.8）
18（10.1）
6（9.1）
34（9.7）
1（7.7）
1（3.4）
19（9.9）
5（9.4）
38（10.5）
1（33.3）
0（0）
1（1.4）
0（0）
10（4.9）
0（0）
4（14.3）
9（4.7）
3（5.0）
20（6.6）
0（0）
0（0）
8（4.5）
4（6.7）
10（3.0）
0（0）
0（0）
1（3.4）
0（0）
0（0）

0（0）
0（0）
18（10.1）
0（0）
21（6.0）
1（7.7）
0（0）
9（4.7）
1（1.9）
20（5.5）
1（33.3）
0（0）
1（1.4）
1（5.6）
6（3.0）
1（12.5）
1（3.6）
3（1.6）
1（1.7）
17（5.6）
0（0）
0（0）
3（1.7）
1（1.7）
19（5.7）
0（0）
0（0）
1（3.4）
0（0）
0（0）

ゴルフ

その他

2（20.0）
（
1 10.0）
8（23.5）
（
3 8.8）
22（12.3） 23
（12.8）
3（4.5）
4（6.1）
23（6.5）
37
（10.5）
2（15.4）
0（0）
7（24.1）
0（0）
31（16.1） 22
（11.5）
4（7.5）
4（7.5）
38（10.5） 48
（13.2）
0（0）
（
1 33.3）
3（25.0）
（
3 25.0）
21（28.8）
（
9 12.3）
3（16.7）
（
3 16.7）
26（12.8） 34
（16.7）
0（0）
（
6 75.0）
1（3.6）
（
5 17.9）
8（4.1）
53
（27.5）
2（3.3）
20
（33.3）
9（3.0）
92
（30.6）
0（0）
（
1 16.7）
0（0）
（
3 23.1）
8（4.5）
37
（20.9）
1（1.7）
12
（20.0）
7（2.1） 116
（34.6）
1（50.0）
（
1 50.0）
0（0）
0（0）
2（6.9）
（
8 27.6）
0（0）
（
5 62.5）
2（4.5）
23
（52.3）

Table７

性別・年代・運動ステージごとの施設および場所の種類
施設・場所

性別

男性

年代

運動

道路・

ステージ

歩道

40代 前熟考期

河川敷
土手

自宅

体育館

プール

フィットネス

陸上

クラブ

競技場

球技場
（野球・サッ
カー等）

ゴルフ場
練習場

その他

6（35.3） 4（23.5）

3（17.6）

3（17.6）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

1（5.9）

0（0）

熟考期

20（40.0） 5（10.0）

3（6.0）

7（14.0）

0（0）

1（2.0）

2（4.0）

0（0）

1（2.0）

7（14.0）

4（8.0）

準備期

59（31.2） 37（19.6） 11（5.8）

6（3.2）

4（2.1）

8（4.2）

1（0.5）

9（4.8） 20（10.6） 19（10.1）

実行期
維持期
50代 前熟考期

27（39.7） 9（13.2）
123（34.3） 18（5.0）
5（26.3） 7（36.8）

0（0）

4（5.9）

19（5.3）

13（3.6）

10（14.7） 0（0）
44（12.3） 1（0.3）

1（1.5）

1（1.5）

16（4.5） 21（5.8）

6（8.8）
51（14.2）

4（21.1）

1（5.3）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

2（10.5）

0（0）

7（15.2）

0（0）

1（2.2）

2（4.3）

1（2.2）

0（0）

7（15.2）

2（4.3）

75（38.1） 21（10.7） 10（5.1）

25（12.7）

4（2.0）

8（4.1）

8（4.1）

1（0.5）

6（3.0） 26（13.2） 13（6.6）

0（0）

4（7.4）

0（0）

準備期

60代 前熟考期

7（10.3）
33（9.2）

2（4.3）

18（39.1） 6（13.0）

維持期

3（4.4）
20（5.6）

15（7.9）

0（0）

熟考期
実行期

0（0）

12（22.2）

1（1.9）

121（33.3） 28（7.7）

25（46.3） 8（14.8）

19（5.2）

26（7.2）

20（5.5）

9（2.5）

51（14.0） 2（0.6）

0（0）

2（3.7）

2（3.7）

10（2.8） 38（10.5） 39（10.7）

1（25.0） 0（0）

0（0）

1（25.0）

1（25.0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

1（25.0）

熟考期

5（41.7） 0（0）

1（8.3）

0（0）

0（0）

1（8.3）

1（8.3）

0（0）

0（0）

2（16.7）

2（16.7）

準備期

31（43.1） 5（6.9）

実行期
維持期
女性

公園

40代 前熟考期
熟考期

9（50.0） 2（11.1）

4（5.6）

2（2.8）

3（4.2）

1（1.4）

4（5.6）

0（0）

1（1.4） 17（23.6）

4（5.6）

1（5.6）

0（0）

1（5.6）

0（0）

1（5.6）

0（0）

0（0）

1（5.6）

10（5.0）

5（2.5）

5（2.5）

3（20.0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

2（13.3）

0（0）

1（2.4）

1（2.4）

1（2.4）

0（0）

1（2.4）

3（7.1）

0（0）

20（10.0）

81（40.7） 21（10.6） 12（6.0）
3（20.0） 2（13.3）
17（40.5） 3（7.1）

1（6.7）

4（26.7）

2（4.8）

13（31.0）

22（11.1） 0（0）

3（16.7）

3（1.5） 21（10.6） 19（9.5）

準備期

77（38.5） 11（5.5）

4（2.0）

47（23.5） 11（5.5）

2（1.0）

19（9.5）

0（0）

9（4.5）

実行期

18（26.5） 5（7.4）

2（2.9）

14（20.6）

1（1.5）

17（25.0） 0（0）

1（1.5）

2（2.9）

維持期

86（26.0） 19（5.7）

10（3.0）

37（11.2） 38（11.5） 11（3.3）

72（21.8） 0（0）

3（0.9） 12（3.6）

11（57.9） 1（5.3）

0（0）

50代 前熟考期
熟考期
準備期

9（32.1） 3（10.7）
74（39.6） 15（8.0）

3（15.8）

2（10.5）

0（0）

1（5.3）

0（0）

0（0）

1（5.3）

2（7.1）

12（42.9）

1（3.6）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

9（4.8）

27（14.4） 14（7.5）

6（3.2）

16（8.6）

0（0）

1（0.5）

9（4.8）

3（4.7）

21（32.8） 0（0）

0（0）

0（0）

3（0.8）

7（1.9）

実行期

19（29.7） 5（7.8）

3（4.7）

維持期

85（23.2） 19（5.2）

9（2.5）

60代 前熟考期
熟考期

2（2.9）

8（12.5）
22（6.0）

3（4.7）

43（11.7） 20（5.5） 101（27.6） 1（0.3）

6（8.8）
43（13.0）
0（0）
1（3.6）
16（8.6）
2（3.1）
56（15.3）

1（50.0） 0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

1（50.0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

1（50.0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

1（50.0）

準備期

8（33.3） 2（8.3）

2（8.3）

2（8.3）

2（8.3）

1（4.2）

1（4.2）

0（0）

0（0）

3（12.5）

3（12.5）

実行期

2（28.6） 0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

1（14.3）

2（28.6） 0（0）

0（0）

0（0）

2（28.6）

維持期

9（20.5） 2（4.5）

1（2.3）

2（4.5）

2（4.5）

6（13.6）

7（15.9） 0（0）

0（0）

1（2.3）

14（31.8）

※カッコ内は，各行内の割合を示している．
※日頃，主だった運動をしていない者は含まれていない．

ではウォーキングに次いで，筋力トレーニングや

園，自宅，フィットネスクラブと回答する者も多

ゴルフの回答が多かった．そして，ゴルフと回答

かった．一方，40代女性の前熟考期では，自宅

する男性は，前熟考期，熟考期，準備期に多かっ

との回答が最も多く，熟考期と準備期において道

た．女性では，ウォーキングに次いで2割を超え

路・歩道に次いで自宅との回答が2割を超えてお

る共通した運動・スポーツの実施種目はなかった．

り，実行期および維持期では道路・歩道に次いで

日頃，最も行っている運動・スポーツの施設お

フィットネスクラブとの回答が2割を超えていた．

よび場所を概観すると（Table７）
，男女ともに各

50代女性の実行期・維持期，60代女性の実行期で

世代において道路・歩道と回答する者が多く，公

はフィットネスクラブと回答する者が多かった．
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Table８

性別・年代・運動ステージごとの施設および場所までの移動手段
施設・場所までの移動手段

性別 年代
男性 40代

50代

60代

女性 40代

50代

60代

運動ステージ
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期
前熟考期
熟考期
準備期
実行期
維持期

徒歩
14（56.0）
25（48.1）
77（39.9）
34（50.0）
137（38.0）
13（40.6）
24（49.0）
77（38.9）
26（47.3）
152（41.8）
1（25.0）
3（27.3）
33（45.2）
8（47.1）
87（43.1）
10（35.7）
21（42.0）
96（46.4）
30（44.1）
103（30.6）
14（56.0）
12（33.3）
89（45.9）
25（38.5）
109（29.5）
0（0）
1（50.0）
10（37.0）
1（12.5）
14（31.8）

自転車

バイク

自動車

2（8.0）
7（13.5）
19（9.8）
7（10.3）
44（12.2）
4（12.5）
2（4.1）
25（12.6）
5（9.1）
35（9.6）
2（50.0）
0（0）
2（2.7）
1（5.9）
14（6.9）
6（21.4）
8（16.0）
21（10.1）
11（16.2）
38（11.3）
2（8.0）
4（11.1）
23（11.9）
3（4.6）
51（13.8）
0（0）
0（0）
3（11.1）
1（12.5）
3（6.8）

0（0）
0（0）
3（1.6）
0（0）
7（1.9）
1（3.1）
1（2.0）
4（2.0）
0（0）
8（2.2）
0（0）
0（0）
1（1.4）
0（0）
4（2.0）
0（0）
0（0）
2（1.0）
0（0）
2（0.6）
0（0）
1（2.8）
3（1.5）
0（0）
1（0.3）
0（0）
0（0）
0（0）
0（0）
0（0）

9（36.0）
14（26.9）
80（41.5）
22（32.4）
136（37.7）
11（34.4）
19（38.8）
72（36.4）
15（27.3）
141（38.7）
0（0）
6（54.5）
29（39.7）
5（29.4）
75（37.1）
8（28.6）
15（30.0）
52（25.1）
15（22.1）
141（41.8）
7（28.0）
9（25.0）
55（28.4）
29（44.6）
170（46.1）
3（75.0）
1（50.0）
8（29.6）
4（50.0）
22（50.0）

公共交通
（電車・バス等）
0（0）
2（3.8）
2（1.0）
2（2.9）
7（1.9）
3（9.4）
2（4.1）
6（3.0）
2（3.6）
8（2.2）
0（0）
2（18.2）
2（2.7）
2（11.8）
10（5.0）
3（10.7）
0（0）
6（2.9）
1（1.5）
23（6.8）
1（4.0）
6（16.7）
8（4.1）
0（0）
20（5.4）
1（25.0）
0（0）
2（7.4）
1（12.5）
3（6.8）

その他
0（0）
4（7.7）
12（6.2）
3（4.4）
30（8.3）
0（0）
1（2.0）
14（7.1）
7（12.7）
20（5.5）
1（25.0）
0（0）
6（8.2）
1（5.9）
12（5.9）
1（3.6）
6（12.0）
30（14.5）
11（16.2）
30（8.9）
1（4.0）
4（11.1）
16（8.2）
8（12.3）
18（4.9）
0（0）
0（0）
4（14.8）
1（12.5）
2（4.5）

※カッコ内は，各行内の割合を示している．
※日頃，主だった運動をしていない者は含まれていない．

日頃，実施している運動・スポーツの実施施設

（2013）が実施した体力・スポーツに関する世論

および場所までの移動手段を概観すると（Table

調査やスポーツ庁（2016；2017；2018）が実施し

８），男女ともに各世代において徒歩および自家

た3カ年分の運動・スポーツの実施状況等に関す

用車と回答する者が多かった．

る世論調査でも，実施種目としてウォーキングと
の回答が最も多かった．対象者の個人属性（性別，

4．考察

年齢，運動ステージ）に関わらず，運動教室で実

日頃行っている運動・スポーツの種目から，
ウォーキングと回答する者が多く，文部科学省

施する際のプログラムの1つとしてウォーキング
を取り入れる必要性が示唆された．
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日頃行っている運動・スポーツの実施場所は歩
道・道路が多く，ウォーキングの実施場所として

2．方法
1）調査対象者および調査時期

選択されていると推察される．運動教室では，ど

2019年6月下旬に東海地方にあるスポーツ少年

のような歩道・道路を歩いているのか参加者同士

団母集団研修会（以下，研修会）に参加したスポー

で話し合う機会を設けることも，運動アドヒアラ

ツ少年団に通う児童の保護者を調査対象とし，回

ンスに良い影響を与える可能性が考えられる．ま

答の得られた32－51歳の保護者103名（男性２名，

た，歩道・道路以外に公園や自宅と回答する者も

女性101名）を分析対象とした．

おり，スポーツ庁（2019）の世論調査によれば，
1年間あたりの運動・スポーツにかける費用は0

2）調査方法

円が最も多く，本調査対象者も運動・スポーツの

研修会の主管であるA市教育委員会事務局ス

実施場所に対してはあまり費用をかけたくない状

ポーツ推進課に調査実施の許諾を得てから，質問

況が推察された．

紙による集合調査を実施した．質問紙の配布は研

日頃行っている運動・スポーツの実施場所まで

修会の開始時に配布し，研修会の終了後に回答を

の移動手段において，徒歩と自家用車の利用が多

求め，その場で回収した．回答は無記名で行い，

かった．この結果は，運動・スポーツの種目で

任意の回答であることを伝え，回答しないことに対

ウォーキングが最も多く，場所では歩道・道路が

する不利益を被ることはないことを口頭で伝えた．

最も多いことが関係していると考えられる．ま
た，自家用車の利用は，自宅から離れた場所での

3）調査内容

ウォーキングの可能性が考えられる．今回の調査

（1）個人的属性

対象者の多くが愛知県に住んでいて，本調査時点
でも愛知県は自動車保有台数が都道府県別で1位
であり注釈），日常的に自家用車の利用が多いと推

個人的属性として，年齢，性別，就労状況，子
どもの年齢と性別の回答を求めた．
（2）運動・スポーツの開始・継続の理由および目的
運動・スポーツの開始理由と目的を自由記述で

察される．そのため，愛知県のような日常的に自
動車が利用される地方都市で運動教室を開催する

回答を求めた．
（3）運動・スポーツの種類

際には，駐車場の確保も考える必要性がある．

どのような運動・スポーツの内容であれば，実

最後に，本調査の限界として，運動のステージ
が維持期に分類される対象者が多かった理由は，

施が可能であるか自由記述で回答を求めた．

インターネット調査の際に「身体活動量のアン
ケート」であることを周知した上で回答を求めて

4）分析方法

いた．そのため，運動に興味関心のない者は積極

個人的属性に対しては単純集計を行った．自由

的に本アンケートに回答しなかったため，前熟考

記述で得られた回答に対しては，類似性の高い内

期や熟考期に分類される対象者が少なかった事が

容のグルーピングを行い，キーワードの抽出を

考えられた．

行った．このグルーピング作業は，筆者が単独で

Ⅳ．研究3

行った．

質的研究

3．結果および考察

1．目的
研究3の目的は，スポーツ少年団に参加する保

1）基本的属性

護者を対象に，運動・スポーツの開始理由，さら

保護者の平均年齢は41.28歳（SD ＝4.53）であ

に実施したいと思う運動・スポーツの内容を明ら

り，保護者の就労状況は，フルタイム就労者32名

かにすることである．

（31.1%），パート・アルバイト就労者59名（57.3%），
専業主婦（就労経験あり）9名（8.7%），専業主
婦（ 就 労 経 験 な し ）2名（1.9%）
， 無 回 答1名
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（1%）であった．保護者の子どもの平均人数は

ドを含めた運動教室を実施し，健康や体力の向上

2.39人（SD ＝.69, 最小値1人，
最大値5人）であっ

を意識したプログラムの必要性が考えられた．ま

た．第1子（男子63名，女子40名）の平均年齢は

た，本調査の結果から，
「友人に誘われた」や「人

12.99歳（SD ＝3.12）
，第2子（男子58名，女子40

とのつながり」といったソーシャルサポートに関

名）の平均年齢9.8歳（SD ＝3.17）
，第3子（男子

する記述も見受けられた．また，運動・スポーツ

16名，女子23名）の平均年齢7.95歳（SD ＝2.96）
，

が子どもとのコミュニケーションツールとしての

第4子（男子２名，
女子3名）の平均年齢4.4歳（SD

機能も果たせる見込みがあった．夫婦での参加の

＝3.21）であった．第5子への回答は1件のみで

場合，運動アドヒアランスが高いとの報告があ

あり，年齢は1歳であった．

ることからも（e.g., 大須賀他，2015；Wallace et

本調査対象者の就労状況や世帯の子どもの数

al., 1995），子ども（特に，児童）と一緒に参加で

は， 平 成30年 国 民 生活基礎調査（厚生労働省，

きる運動教室が中高齢者の運動の開始につながる

2019）や第5回子育て世帯全国調査（労働政策研

可能性が考えられた．

究･研修機構，2019）が行った全国調査とほぼ同
程度の値であり，スポーツ少年団の保護者対象の

3）運動・スポーツの種類
抽出されたキーワードの内，
「簡単」に関連す

研修会という特別な場での調査であったが，極端

るキーワードが最も多く（簡単，楽，楽しい，疲

な偏りのある対象ではないと判断した．

れない，単純），順に「ウォーキング」に関連す
るキーワード（ウォーキング，ジョギング，ラン

2）運動・スポーツ開始理由および目的
抽出されたキーワードの内，
「健康」に関連す

ニング），
「ストレッチ」に関連するキーワード（ス

るキーワードが最も多く（健康，健康と子どもと

トレッチ，ヨガ），「ネット・ボール型」に関連す

のコミュニケーション，健康とストレス解消，健

るキーワード（バレーボール，ソフトバレーボー

康とダイエット，健康と気分転換，健康と仲間と

ル，ドッジボール，バドミントン，卓球，テニス），

の楽しみ，健康と体力向上維持，健康維持，健康

「仲間」に関連するキーワード（仲間，仲間と気

維持と美容，健康維持とパートナーに迷惑かけな

軽），「軽いスポーツ」に関連するキーワード（軽

いため）
，次に「体力」に関連するキーワードが

いスポーツ，金銭負担の軽いスポーツ），
「短時間」

多かった（体力づくり，体力維持，体力向上，体

に関連するキーワード（短時間，15分，30分），
「水

力づくりと気分転換，体力づくりとダイエット，

泳」に関連するキーワード（水泳，水泳と個人で

体力づくりと子どもとのコミュニケーション，体

黙々とできるスポーツ），その他に抽出されたキー

力づくりとストレス発散，体力づくりと友達作

ワードとしては，天候に左右されない，自宅の近

り）．その他に抽出されたキーワードとしては，

隣環境であった．

運動不足解消，運動不足と太った，加齢と体力低

調査対象者が考える実施可能な運動・スポーツ

下，ダイエット，筋力アップ，現実逃避，リフレッ

の種類をまとめると，簡単で軽いスポーツである

シュ，長生き，友人に誘われた，人とのつながり，

歩行・走運動，仲間と一緒に実施できるネット・

飲酒をするため，子どもの手が離れた，子どもと

ボール型スポーツ，水泳が挙げられた．ウォーキ

共通のスポーツをするため，スポーツ番組の影響

ングは比較的負荷の低い運動であり，道具を必要

であった．

としないため，気軽に始められる運動・スポーツ

スポーツ庁（2019）の世論調査や健康・体力づ

の1つであり，スポーツ庁（2019）の世論調査の

くり事業財団（2004）の調査においても，運動・

中でも，今後行ってみたい運動・スポーツの種目

スポーツを開始する理由として「健康」や「体力」

としてウォーキングを選ぶ者が多いことからも，

に関連するキーワードが多かった．
このことから，

中高齢者対象の運動教室で取り入れる運動種目の

中高齢者を対象とした運動教室の参加者を集める

1つだと考えられる．また，本調査の自由記述の

際の案内には，
必ず「健康」や「体力」のキーワー

カテゴリーの中にある「簡単」のキーワードの中
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には，「楽」や「楽しい」が含まれており，成人

報告する研究も多く（e.g., 金森・鶴田，2013；健

期以降の運動・スポーツを開始・継続している事

康・体力づくり事業財団，2004；橋本他，1998），

例において，楽しさの経験が影響していることが

本調査の自由記述のカテゴリーにも「仲間」が抽

示唆されている（常行他，2015）
．また，運動・

出されたことから，運動教室では仲間づくりを促

スポーツを開始した理由やきっかけとして仲間を

進するような働きかけが必要だと考えられた．

Table９

中高齢者を対象とした運動・スポーツプログラム作成の主なポイント

１．個人的属性

４．強化要因
５．運動・スポーツ種目

✓
✓
✓

６．運動・スポーツの実施場所

✓
✓
✓
✓
✓

肥満度が高い者は，参加率・運動アドヒアランスが低いため，サポー
トが必要である．
高強度の運動を処方する時には，過去のスポーツ経験を考慮する必
要性がある．
主観的規範や自己効力感を高める働きかけが必要である．
運動・スポーツの効用などの正しい科学的情報を伝える機会が必要
である．
充実した運動施設の紹介をする．
タイムマネジメントの方法を学ぶ機会を設ける．
時間の制約を運動・スポーツの非実施の理由と挙げた対象者がいた
場合，物理的な時間的な余裕のなさだけでなく，時間を自分で調節
できない立場や余暇時間が細切れである状況を理解する必要がある．
ソーシャルサポートを高める働きかけが必要である．
1人で実施できるウォーキングを実施する者が多い．
仲間と一緒に実施できるネット・ボール型スポーツ（e.g., バレーボー
ル）を希望する者もいる．
歩道・道路での実施が多い．
その他に，公園，自宅，フィットネスクラブが挙げられる
徒歩圏内で行われる事が多い．
地方都市の場合，自家用車で移動する場合もある．
参加費などは，無料の方が好ましい．

✓

「健康」，「体力」のキーワードを含めた方が好ましい．

✓

プログラムとして，ウォーキングや仲間づくりのアクティビティを
取り入れる
夫婦参加だと運動アドヒアランスが高い．
1日／週あるいは5－7日／週でも運動アドヒアランスに違いはない．
地方都市の場合は，駐車場の確保を検討する必要がある．
中高齢者だけの参加ではなく，子ども（児童）と一緒の参加形態も
よい．
40－50代男性を対象にする場合，
平日の夜間（18－21時）が好ましい．
60代男性・各世代の女性を対象にする場合，平日の午前中（9－12時）
が好ましい．

✓
✓

２．前提要因

✓
✓

３．実現要因

✓
✓
✓

７．運動・スポーツの実施場所ま
での移動手段
８．運動・スポーツにかかる費用
９．参加者募集のビラに含める
キーワード
10．実施形態：集合型タイプ

✓
✓
✓
✓
✓
✓

11．実施形態：遠隔型タイプ

✓

各世代・男女を対象にする場合，休日の午前中から昼間（9－15時）
が好ましい．

✓

運動アドヒアランスを高めるために，SMSによるサポートが必要で
ある．
SMSなどを扱えない対象者の場合には，郵送によるサポートも有効
である．

✓

※上記に挙げたポイント以外に，長ヶ原（2003）が示した規定要因（個人的属性，前提要因，実現要因，強化要因）
に配慮したプログラムが必要である．
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Ⅴ．ま

と

の必要性も考えられた．遠隔型タイプの場合では，

め

カウンセリング等を電話やSMSによって中高齢

本研究では，中高齢者の運動・スポーツの開

者のサポートを継続的に行うことが好ましいこと

始や継続を促進に係わる要因を，文献研究，量

が示唆された．ただし，運動プログラムをウェブ

的研究，質的研究から検討を行い，中高齢者の

サイトにより配信する場合，あるいはSMSのよ

運動・スポーツプログラム作成の要点をまとめ

うな情報端末を使用する場合には，これらのデバ

た（Table9）．文献研究からは，中高齢者の運

イスの操作に慣れている必要があり，デバイス

動・スポーツ活動を規定する要因を集約した研究

の操作に慣れていれば有用な手段になりえると

（長ヶ原，2003）を支持する結果が得られた．す

示唆されている（Geraedts et al., 2013；久保他，

なわち，個人的属性（喫煙，肥満度，過去のスポー

2009）．そのため，これらの情報端末の利用が不

ツ経験）
，前提要因（結果予期，動機，主観的規範，

得手な対象者であれば，郵送によるサポートでも

自己効力感）
，実現要因（時間，施設の充実）
，強

十分な効果を発揮することが考えられた．

化要因（楽しさ，ソーシャルサポート）を変容さ

最後に，運動プログラムの運動・スポーツ種目

せるような働きかけが必要である．本研究におけ

としてウォーキングを選択する場合に，注意する

る質的研究の結果においても，運動・スポーツの

事項がある．それは，中高齢者のウォーキング実

開始理由として，健康や体力に関する結果予期に

践者の中で，現在治療中の病気や運動器の痛みが

類する記述，またソーシャルサポートに関する記

ある者はそれぞれ約5割いて，メディカルチェッ

述も得られ，子どもとのコミュニケーションツー

クを受けている者は約2割いることが報告され

ルとして運動・スポーツを始める保護者の様子も

ている（金森・鶴田，2013）．すなわち，運動プ

得られた．

ログラムの実施にはメディカルチェックの必要性

運動プログラムの内容を検討した結果，運動・

や現在有している病気や痛みを考慮した運動計画

スポーツの種目はウォーキングをはじめとした一

（強度，時間，頻度）の指導も必要だと考えられた．

人でも実施可能な運動・スポーツが好ましく，本

また，中高齢者の運動・スポーツの促進要因が増

研究における量・質的研究においてもウォーキン

加しても自然に阻害要因は減少せず，阻害要因を

グが選ばれる傾向にあり，ウォーキング以外で

発見し防止・減少させる視点の必要性が示唆され

は，仲間と一緒に実施できるネット・ボール型ス

ていることからも（長ヶ原，2003）
，中高齢者に

ポーツ（e.g., バレーボール）
，水泳が挙げられた．

対して運動・スポーツの促進・阻害要因の両面に

集合型の運動教室を開催する時間帯は，休日の午

働きかける必要性が考えられた．

前中から昼間（9－15時）の時間帯が好ましく，

注

参加費等の費用は無料が好ましいことが考えられ

釈

た．本研究の量的研究からも，運動・スポーツの

一般社団法人自動車検査登録情報協会のホーム

実施場所や移動手段が歩道・道路や徒歩であるこ

ページ内にある自家用乗用車の世帯普及台数から

とからも，運動・スポーツの実施に関わる費用は

2012年および2014年の自家用乗用車保有台数を

最小限に留めることが好ましいと考えられた．集

用いた（https: ／／ www.airia.or.jp ／ publish ／

合型の運動教室の場合には，夫婦で参加すること

statistics ／ mycar.html（January 16, 2020））．

や，運動の強度では過去の運動経験を考慮する必

付

要があり，運動教室の開催回数は1日／週，ある

記

いは5－7日／週でも運動アドヒアランスの低下

本研究2で用いられたインターネット調査の

にはつながらない可能性が示唆された．本研究の

データは，次の3つの論文でそれぞれ用いられた

量的研究の結果から，運動・スポーツの実施場所

データを統合して再分析を行った．

までの移動手段に自家用車とする者も多く，地方

✓

都市で集合型の運動教室の場合には駐車場の確保
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５．地域住民の運動・スポーツ活動を促進する要因
葦原摩耶子1）

表１

はじめに

質問１
質問２

健康増進のために運動を行うことが重要である
ことは広く知られているが，我が国の運動習慣者
の割合は望ましい水準に達していない．12年間に

質問３

及んだ健康日本21の総括として，身体活動・運動
の目標値については運動の重要性は理解されたも
のの行動の変化には結び付かなかったことが指摘

インタビュー項目
活動の魅力
活動の効果
・身体的効果
・心理的効果
活動継続の要因
・環境
・ソーシャルサポート

されている（厚生労働省，2011）
．それを受けて
策定された健康日本21（第2次）においても，中

インタビューを実施した．質問内容は半構造化さ

間報告によると，歩数・運動習慣者の割合ともに

れており，主な内容は表1に示した通りであった．

下げ止まっているが改善はみられておらず，目標

サークル活動後，軽食をとりながら約90分のイン

値に程遠いことが現状であると示されている（厚

タビュー行った．時間の関係上，開始60分以降に

生科学審議会，2018）
．そのため，何が人々の運

退出者が3名いた．

動・スポーツ活動を促し，継続に導くのか，より
継続しやすい運動プログラムを提供するためには

3．質問紙の内容

何が重要か促進要因を明らかにすることが必要で
ある．その際には，ターゲットとする集団の特徴

対象者の属性や運動習慣を確認するために以下
の質問を行った．

を反映することが求められる．
本研究の目的は，地域住民の運動・スポーツ活

1）身体活動の程度

動を促進する要因を明らかにすることである．そ

「あなたは1日に合計して60分以上，歩く以上

のため，運動習慣者の考える活動の効果や継続の

の強度で体を動かしていますか？

促進要因をインタビュー調査で明らかにし，より

など日常生活での動きも含みます．
」という設問

効果的な運動プログラムの在り方について考察す

に対して，「1．ほぼ毎日動かしている」，「2．週

る．

に3－5日は動かしている」，「3．週に1－2日

方

掃除や買い物

は動かしている」
，
「4．動かしていない」の4つ

法

の選択肢からあてはまる回答を求めた．

1．対象者
NPOを通じて大学の施設を利用し，サークル

2）運動の程度

活動（ダンス系）を行っている女性9名が対象で

「あなたは，1週間に合計して60分以上，運動

あった．うち1名はサークル代表者かつ指導者で

していますか？」という設問に対して，「 1．運動

あった．平均年齢は62.89（±8.05）歳であった．

している」，「2．時々している」，「3．運動してい
ない」の3つの選択肢からあてはまる回答を求め

2．インタビュー方法

た．

運動習慣者に対象を絞ったフォーカスグループ
3）運動内容・頻度・時間
NPO内で実施している運動内容，およびその

１）神戸親和女子大学
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他で実施している運動内容について，自由記述で
回答を求めた．

ほぼ毎日

週3－5日
1

週1－2日

動かしていない

0

4）自身の体力に対する認知
「自分の体力は同年代と比べてどのように感

4

じますか？」という質問に対して，
「1．優れてい
る」，
「2．
同じくらい」
，
「3．
劣っている」の3つ
の選択肢から回答を求めた．

4

4．分析方法
ICレコーダーに録音された内容を文字起こし

図１

した後に，適度な長さの文節に分け，それらをカ

１日に合計して60分以上体を動かしているか
（n＝9）

テゴリーに分けて整理した．

運動している

質問紙に対する回答に対しては，対象者数が少
ないため単純集計を行った．

結

時々している
0

運動していない

果

1．対象者の特徴
対象者の身体活動の程度に対する回答について
集計した結果を図1に示す．その結果，
「ほぼ毎
日動かしている」
「週に3－5日は動かしている」
，
と回答した者が多かった．
対象者の運動習慣の程度に対する回答について

9

集計した結果を図2に示す．その結果，すべての

図２

１週間に60分以上運動しているか（n＝9）

対象者が週に60分の運動を実施していた．
対 象 者 の 運 動 内 容 の 自 由 記 述 の 結 果 よ り，

優れている

NPO内の他の運動プログラムを受講している者

同じくらい

劣っている

0

は見られなかった．NPO外の運動実践者は8名
（88.89％）であり，
その内容としては，
ジムの利用，

3

ゴルフ，太極拳，ウォーキングなどが挙げられた．
自身の体力に関する認知に対する回答について
集計した結果を図3に示す．その結果，
「優れて
いる」と回答した者が多く，
「劣っている」と回

6

答した者は見られなかった．
2．運動の促進要因

図３

同年代との体力比較（n＝9）

1）活動の魅力（表2）
サークル活動の魅力として，
「年齢を重ねても

は，幅広い年齢層で実施できることや衰えを表現

追及する要素があること」
，
「非日常体験ができる

力で補えることなど，年齢や運動能力にかかわら

こと」
，
「生活にメリハリができること」の3つの

ず実施できるダンスの種目特性と考えられる要素

要素が挙げられた．

が示された．
「非日常体験ができること」では，

「年齢を重ねても追及する要素があること」で

練習や発表会で衣装を纏うなど日常では経験でき
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表２

活動の魅力

年齢を重ねても追及する要素があること
・手話のダンスと言われ，物語をダンスで表すため，幅広い年齢層で実施できる
・年齢による衰えを表現力で補える
・若い時は気づかなかった目線などの表現の工夫がある
・物語を理解しないと踊れないので，体がすぐ動かない部分を頭で理解して補える
非日常体験ができること
・専用の衣装など普通のレッスンでも楽しみがある
・日常の中の非日常が体験できる
・日常では着ることのないきれいな衣装や化粧，髪飾りをつけることが楽しい
生活にメリハリができること
・レッスンでは普段の生活にはない集中力を発揮できる
・メリハリがつく
・発表の場の緊張とその後の緩和が経験できる
・発表は緊張するが，その緊張感がよい
表３

実感している効果

身体的効果
・足が丈夫になった
・続けていると腰痛がなくなった
・ぎっくり腰にならなくなった
・筋肉がついた
心理的効果
・
（厳しい練習の上の達成感を味わえるスポーツと異なり）楽しいから始まってその上に達成
感が味わえる
・群舞なので，皆でできると一人とは違う格別の達成感を味わえる
・以前の自分を知る人が驚くくらい，性格的にきつかった部分が人間的にも変化した
・雰囲気が柔らかくなり，服装も変わった
・マイペースだったのが周囲に合わせられるようになってきた
不調への気づき
・続けていると自分の体の不調も分かるようになった
・痛めている個所について，「ここをケアしないと次回出来ない」など気づくようになった
・体に痛みなどが出ても，「ここを気を付けてやろう」など工夫できるようになった
・姿勢の歪みなどに気づくので，常に意識して直すようになった

ない体験ができることが楽しいという回答が得ら

は，他のボランティア団体と共同での発表会やデ

れた．
「生活にメリハリができること」では，
レッ

イケア・シルバーカレッジ・グループホームなど

スンの時間に集中したり，発表会で緊張したりす

でのボランティアなど様々な場所で行っていると

ることで，日常生活の中でメリハリが生まれるこ

の回答が得られた．

とがよいという回答が示された．発表会について
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2）活動の効果（表3）

家族の協力が大きいことが語られた．

各自が実感しているサークル活動の効果につい

加えて，「レッスン代が適正であること」，「ア

てインタビュー結果をまとめたところ，
「身体的

クセスの良さ」といった物理的な要因，さらに「仕

効果」
，
「心理的効果」
，
「不調への気づき」の3つ

事で拘束されないこと」など仕事で時間的制約が

のカテゴリーに分けることができた．

あると続けらないことが挙げられた．

「身体的効果」では，踏みしめる動きがベース

考

になるというダンス種目の特性を反映し，足腰の
強さに関わる回答が見られた．

察

本研究では，NPOで運動する地域住民に対し

「心理的効果」では，達成感が味わえることに
加えて，パーソナリティの変容に関するエピソー

インタビュー調査を行い，その活動の促進要因を
検証した．

ドが語られた．
「雰囲気が柔らかくなった」
，およ

まず質問紙調査の結果に基づき，対象者の特徴

び「周囲に合わせられるようになった」の2名の

を明らかにした．その結果，1日合計して60分の

エピソードは，いずれも本人だけでなく，周囲か

身体活動を「ほぼ毎日動かしている」，「週に3－

ら見ても変化したことが感じられていた．

5日は動かしている」と回答した者が多く，すべ

「不調への気づき」では，長く活動を続ける中

ての対象者が1週間に60分の運動を行っていた．

で自分の状態の変化に気づいたり，不調がある場

8名はサークル活動外でも何らかの運動を行って

合でも調整しながら運動するスキルが身についた

おり，62.89歳という平均年齢から考えると，エ

ことが挙げられた．

クササイズガイド2013（厚生労働省，2013）で示
されている基準（3メッツ以上の活動を毎日60分，

3）継続を促進する要因（表4）

3メッツ以上の運動を毎週60分）に近い活動量を

サークル活動を継続できている要因について回

確保している活動的な集団であると考えられる．

答を整理したところ，
「活動が楽しいこと」
，
「体

そのため，同年代と比較して「優れている」と回

調を管理すること」
，
「仲間がいること」
，
「集団・

答した者が多く，
「劣っている」と回答した者は

指導者の雰囲気」
，
「メンターの存在」
，
「家族の協

見られなかった．

力」，
「レッスン代が適切であること」
，
「アクセス

続いて，活動の魅力について得られた回答を分

の良さ」
，
「仕事で拘束されないこと」の9カテゴ

類したところ，
「年齢を重ねても追及する要素が

リーに分けられた．

あること」，「非日常体験ができること」，「生活に

「活動が楽しいこと」では，楽しくなければ続

メリハリができること」の3つのカテゴリーが示

かないことが強調されていた．
「体調を管理する

された．特に中高年をターゲットにした際に，
「年

こと」では，元気でないと続かないため，継続す

齢を重ねても追及する要素があること」は重要に

るためにはケアが必要なこと，ケガ等をした時に

なると考えられる．加齢による身体能力の低下は

は活動に復帰することが目標となって回復につな

誰にも避けられない．そのペースをできるだけ遅

がることなどがエピソードとして語られた．

らせることが運動・スポーツの役割ではあるが，

また，促進要因の中でも社会的要因が最も多く

体力テストで測定するような項目だけでその効果

挙げられた．「仲間の存在」
，
「集団・指導者の雰

を測っていれば，いずれ成果を実感できなくなっ

囲気」では，現在のサークルの人間関係の良さと

てしまう．高齢者が運動・スポーツを実践するな

技術偏重でない指導の雰囲気などが重要であると

かで，年をとってもポジティブな変化が実感でき

示された．「メンターの存在」では，○○歳だか

る側面に気づき，価値を見出すことが，生涯にわ

らできないといった固定観念を打ち砕くような年

たる運動習慣の継続を後押しするだろう．また，

長の運動習慣者の存在がモチベーションになるこ

「非日常体験ができること」
，「生活にメリハリが

とが挙げられた．「家族の協力」では，サークル

できること」については，今回の対象者が主婦層

活動や発表会に参加するのは，送り出してくれる

であったことの影響が見られる．日常生活のルー
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表４

継続を促進する要因

活動が楽しいこと
・楽しい
・楽しくなければ続かない
・好きじゃないと，楽しいと思わないと続かない
体調を管理すること
・やっぱり元気なこと
・腰を痛めたり，足を痛めたりすると駄目である
・骨折をしても早く復帰したい，早く踊りたいと思って頑張れる
・好きなことを続けようと思ったら，ケアすることも必要
・術後，春までに復帰するなどリハビリの目標になる
・少しでも長くできるように考えながら体を動かす
仲間の存在
・仲間の存在だと思う．
・骨折して数か月休んだ時もこの仲間だから復活できた
・出会いはすごく大事だった
・人間関係がこじれると続かない
・ジムは1人でないと続かない，友達が辞めたら自分も行かなくなるが，ダンスは友人と「これどうだっ
た？あれどうだった？」と言いながら続けられる
集団・指導者の雰囲気
・閉鎖的な雰囲気のところは続かなかった
・このサークルは雰囲気がいい
・先生が皆を尊重しつつ，今より少しだけ上手になるよう指導してくれるのがよい
・少しずつ上手になってくださいというスタンスがよい
・皆の楽しいという言葉が最高の誉め言葉だと思って指導している
メンターの存在
・サークルに加入した時，80代の方を見て衝撃を受けた
・80代でここまでできるんだとイメージが変わった
・自分の母親と同じくらいの年齢の人が生き生きと踊っていた
・シニアスポーツの場合，何歳まで続けられるかスパンを見積もるのが難しいが，自分より年上の人が
活動しているのを見ると「あの年までできるな」と思う
・年上の方たちがすごく生き生きと楽しそうにしているのを見たら「あそこまで行ける，頑張ろう」と
思う
家族の協力
・家族の協力がないと続けられない
・家族に何かあれば続けられない
・家族の協力がないと土日に出かけられない
・自分たちが楽しそうにしていたら，家族も気持ちよく送り出してくれる
レッスン代が適正であること
・都市中心部の教室より安い
・お小遣いの範囲で参加できる
アクセスの良さ
・車が運転できるから通える
・友人が一緒に車に乗せてくれるから，遠くからも参加できる
仕事で拘束されないこと
・仕事をしているときは，全然時間が取れなかった
・ママさんバスケをしていた時，仕事復帰すると時間的に拘束されて参加できなくなった
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ティーンとは異なる時間を定期的に持ったり，発

れることが挙げられ，サークル活動が健康づくり

表会やボランティア訪問などで社会とのつながり

の強いモチベーションになっていることが示唆さ

を持つことが，生活の質の向上につながっている

れた．
促進要因として社会的要因が多く挙げられた

と考えられる．
次に，サークル活動の効果について得られた回

が，その中でも「仲間の存在」，および「家族の

答を整理したところ，
「身体的効果」
，
「心理的効

協力」は，運動の長期継続にはソーシャルサポー

果」，
「不調への気づき」の3つのカテゴリーに分

トが欠かせないことを示しているといえる．また，

けられた．「身体的効果」では，足腰の強化に関

「集団・指導者の雰囲気」では，高齢者の運動場

する回答が挙げられた．
足腰の衰えは，
ロコモティ

面では，多様な参加者を受け入れるオープンな雰

ブシンドロームに代表されるように高齢者の健康

囲気や技能に偏重せず生涯スポーツとして楽しめ

上の大きなリスクであり，そこに効果を実感する

ることを重視して指導することが求められること

ことは，運動継続の大きなモチベーションにつな

が示唆された．加えて，「メンターの存在」が大

がるだろう．また，「心理的効果」では，活動に

きいことが挙げられた．「運動・スポーツは若者

よる達成感に加えてパーソナリティの変容が挙げ

のものである」といった固定概念を打ち破り，
「自

られた．このサークルは長いもので13・4年など

分もああなりたい」と思わせるようなロールモデ

長期継続者が多く，その中でダンスの特性や集団

ルとなる存在が身近にいることが活動継続の動機

での活動を通して，長期的な変化がもたらされ

づけや自分もできるという見込み感を高め，長期

たと考えられる．加えて，
「不調への気づき」は

継続をもたらしていると推測された．

高齢者が運動習慣を維持していくうえで重要な要

本 研 究 の 限 界 と し て，1種 目 の み の イ ン タ

素と考えられる．同じ運動を継続することで，そ

ビューであること，対象者が女性のみであること

の時々の自身のコンディションの変化に気づいた

が挙げられる．インタビュー結果に種目特性が大

り，どのように調整すればサークル活動を継続で

きく反映されていたことを踏まえて，今後は様々

きるか工夫しながら運動するスキルが身についた

な運動種目で調査をすること，および運動習慣の

ことが長期継続の背景にあると推測できる．
また，

ない者で調査しその特徴を比較することが必要で

今回はサークル活動との関連でのみ語られたが，

ある．その結果を踏まえて，個人の興味関心や活

自身の不調への気づきは日常での体調管理にも恩

動の好みに合わせてプログラム選択ができるよう

恵をもたらすことが期待できる．

手助けするチャートを作成し，新たな運動実践者

最後に，活動の促進要因について得られた回答

の増加効果を検証することが望まれる．

を分類したところ，
「活動が楽しいこと」
，
「体調
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６．地域在住高齢者の健康づくりを目的とした
ノルディック・ウォーク指導員対象のフォーマティブ・リサーチ
渡辺

概

紀子1）

にのぼっていることが報告されている．また，平

要

成30年度「健康日本21（第二次）
」中間報告（厚

本研究は，地域在住高齢者の社会的活動促進を

生労働省，2018）においても，「社会生活を営む

目的として，都内ノルディック・ウォーク教室参

ために必要な機能の維持・向上に関する目標」の

加者を対象に，高齢者の不活動要因について事前

「高齢者の社会参加の促進（就業または何らかの

調査を行い，次にノルディック・ウォーク指導員

地域活動をしている高齢者の割合の増加）」と「健

を対象にして，高齢者の地域活動における課題に

康を支え，守るための社会環境の整備に関する目

ついてフォーマティブ・リサーチを行った．以下，

標」の「健康づくりを目的とした活動に主体的に

本研究の背景として，1）高齢者の社会的活動の

関わっている国民の割合の増加」において，十分

参加と歩行，2）高齢者の歩数と外出の頻度，3）

な改善が見られていないことが明らかになってい

コミュニティ・ベースド・ヘルスケア, 4）我が

る．このように，高齢者の社会参画は困難な課題

国における地域ベースのヘルスプロモーション，

であるが，一方で，これを克服すれば，高齢者の

5）高齢者の社会的活動に関する先行研究，6）

心身の健康は大きく向上する可能性があると考え

ノルディック・ウォーク，7）本研究の目的，に

る．

ついてまとめる．その後研究として，研究1で
は，ノルディック・ウォーク教室参加者の参加理

2）高齢者の歩数と外出の頻度

由に関する質問紙および聞き取り調査の結果を報

高齢者の主体的な社会参画に改善が見られない

告し，続いて研究2では，地域在住の高齢者を対

という状況とともに，日常の歩数も減少傾向にあ

象としたノルディック・ウォーク活動の課題にお

る．我が国で定めている日常生活の目標歩数値は，

けるフォーカスグループ・インタビューの結果を

20－64歳の男性では，9,000歩に，女性では8,500

報告する．

歩に，さらに65歳以上の男性は，7,000歩，女性
では6,000歩とされている（厚生労働省，2019）
．

１．本研究の背景

また，身体活動・運動・体力による生活習慣予防

1）高齢者の社会的活動の参加と歩行

に関するシステマティックレビューで抽出された

平成30年度「高齢者の健康に関する調査」
（内

文献を対象とした生活習慣病予防の観点から必要

閣府，2018）の報告では，健康状態が良好な高齢

とされる身体活動・運動の量の指標では，１日あ

者は，健康の意識が高く，社会的活動をしており，

たり3－4メッツ，歩数に換算すると，最低で

外出の頻度や人との交流頻度が高い，という傾

も約8,000－10,000歩と推定されている（田畑他，

向が見られている．しかし，高齢者の社会的活動

2013）．しかし，実際のところ，2007〜2017年の

を増加させることは容易ではない．実際，厚生労

10年間で運動習慣は変化していないものの，20歳

働省による社会活動の調査（2017）では，
「働い

以上の対象を対象とした１日の歩数平均値を見る

ている・何らかの活動を行っている」という質問

と2015－2018年の3年間で男女ともに減少してい

に対して，「いずれも行っていない」と回答した

る（男性は7,194歩から6,946歩，女性は6,227歩か

ものは，60歳〜69歳が28.1％，70歳以上が52.5%

ら5,867歩に減少）
（厚生労働省，2018）
．外出の
頻度と歩行は，相互に関連している．事実，都市

１）早稲田大学人間科学研究科

の人口密度と高齢者外出率や移動行動における一
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日一人あたりの歩行量は正の相関が見られている

入を行い，健康行動の促進と健康意識改善の効果

（国土交通省，2017）
．したがって，外出の頻度を

を明らかにしている（竹中他，2009）．このよう

高めることにより，歩行の機会，歩数の増加は期

に，介入対象の特徴とニーズを明らかにした上で，

待できるのではないかと考える．

適切な介入をすれば効果が期待されるが，地域を
対象にした介入研究はまだ多くはない．また，こ

3）コミュニティ・ベースド・ヘルスケア（CBH）

うした地域をベースにした一次予防では，地域主

厚生労働省（2018）は，中間報告の課題・対策

導で実施される，持続可能性の高い支援方略が課

について，「都道府県・市町村における住民の生

題となっている（島崎，2016）．前例のない超高

活習慣改善を目指し，社会全体で予防・健康づく

齢化社会を迎えている我が国において，一次予防

りを進める環境づくりの必要性」と「健康無関心

としての地域（居住者の属性，立地，地域特性な

層も含めた予防・健康づくりの推進と地域間の格

ど）に合わせた地域主導による健康増進の取り組

差の解消という２つのアプローチからの健康寿命

み，CBH，は重要な概念と考えている．

延伸」
を目指すことを打ち出している．
これは，
「地
域をベースにした健康増進の取り組み（コミュニ

5）高齢者の社会的活動に関する先行研究

ティ・ベースド・ヘルスケア）
」の必要性を示唆
している．

高齢者の社会的活動に関する研究には，外出頻
度に注目した心身および社会的側面における健康

コミュニティ・ベースド・ヘルスケア（CBH）

水準との関係（藤田・藤原・熊谷・渡辺・吉田・

の名称は，2013年にペンシルベニア州保健省が制

本橋・新開，2014）や，運動習慣のきっかけと

定した条文で見られ，ヘルスケアの情報やサービ

社会的交流との関係（宇良・多賀・山崎・矢冨，

スが不十分な地域を対象としたヘルスケアの向上

2011），が挙げられる．前者では，地域高齢者で，

と拡大，不必要な救命救急サービスの減少，地域

外出頻度が低いほど，身体・心理・社会的側面

をベースにしたヘルスケア機関，病院，そのほか

での健康水準が低く，信頼性・妥当性が確認され

のヘルスケアプロバイダーの協力体制を促進させ

ている健康指標との相関性が高いことから，外出

るための助成金プログラム，として紹介されてい

頻度が地域高齢者の包括的な健康指標の一つとみ

る．CBHの研究は，米国のランド研究所を中心

なされている（藤田他，2014）
．後者では，運動

に，特有の地域や集団を対象に行われている．ま

習慣のない高齢者が運動開始の意図をもつために

た，リビヤにおけるエボラ出血熱集団感染発生時

は，健康活動に誘ってくれる家族や友人の存在が

の，児童の下痢症と肺炎対策に関するCBHの事

重要であること，中年期や前期高齢期などの出来

例研究では，
予防活動の評価に課題を残しつつも，

るだけ早い時期からのはたらきかけが重要である

予防活動を推進するヘルスケア専門家の教育の重

（宇良他，2011）と述べられている．これは外出

要性と地域住民の健康意識が高まったという報告

頻度が身体・心理・社会的側面での健康水準を維

がある（Siekmans, Sohani,Boima, Koffa, Basil, &

持するための重要なポイントであること，運動（活

Laaziz，2017）
．

動）習慣がないものにとって，健康的な行動へと
導くきっかけには，家族や友人の存在が重要であ

4）我が国における地域ベースのヘルスプロモー

ることを表している．つまり，65歳以上の独居が

ション

顕著に増加している（内閣府，2018）ことを考え

我が国でも，地域特有の背景や特徴，ニーズを

ると，高齢者の社会的活動促進には，地域全体の

把握した一次予防の取り組みに関する研究は行わ

働きが必須であると言える．

れている．竹中・藤澤・前泊（2009）は，離島に
おける地域特性とニーズを調査・考究し，健康的

6）ノルディック・ウォーク

な食生活を送るための方略をセグメントに特化し

本格的な高齢化社会に向けて，地域ベースの健

た働きかけで住民に働きかけをするプログラム介

康増進の取り組みは今後ますます求められてく
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る．前述の通り，
高齢者の健康状態維持・向上には，

２．研

健康の意識，社会的活動，外出（特に歩行）
，人
との交流頻度が，
重要であることが示されている．
身の問題を予防や緩和する」
，
「受け入れやすい」
，

１

1）目的

これらを重要なポイントとして，
「加齢に伴う心
「持続可能な身体運動」
，特に歩行を意識した活動

究

研究1では，事前調査として，NW参加者を対
象にしたNW参加者の参加理由について質問紙お
よび聞き取り調査を行った．

は何かと言えば，
ノルディック・ウォーク（Nordic
Walk：NW）が挙げられる．NWは，ウィンター

2）方法

スポーツの夏期トレーニングとしてフィンランド

日本ノルディック・ウォーク連盟講演会参加者

で開発された身体運動である．NWの効特徴とし

を対象とした質問紙調査とファイブ・コグテスト

て，無理のない全身運動による，体力増強，減量， （認知機能簡易測定尺度）受検者対象を対象とし
有酸素運動による血液循環促進，上半身の可動域

た聞き取り調査を行った．

の改善に，
効果が認められており
（例えば．柳本他,

質問紙調査は，2018年2月24日に開催された全

2010；寄本他，2010）
，認知予防として，高齢者

日本ノルディック・ウォーク連盟講演会で個人を

層に広まりつつある．同活動は，月に数回〜週に

特定しない形で行われた．調査結果は，特定非営

２，３回など定期的に集合して活動するため，高

利活動法人ヒューマンサポートネット笹渕勝彦氏

齢期に縮小するソーシャル・ネットワーク構築に

より提供があった資料を参考に整理した．参加者

もつながる．これまでの研究では，NWに加えて

で回答があったものは124名であった．質問内容

ストックウォーキングの効果や事例研究がある．

は，「NWに期待すること」であった．また，自

それらは，行政とNPO法人が取り組む活動（例

由回答記述として，
「参加者が悩まされている主

えば, 柳本他，2007）
，NW講座やイベントによる

な身体の症状」について質問がなされた．

ヘルスプロモーション（例えば，岩原他，2013）
，

ファイブ・コグテスト受検者対象の聞き取り調

産官学連携による生活習慣病予防の取り組みに関

査では，東京都Ｈ地区で実施されたファイブ・コ

する活動報告や事例研究（寄本他，2007）などが

グテストに参加したもので，NWを２年間以上継

あるが，いずれも実態調査および身体効果検証が

続している参加者4名（男性2名，女性２名，平

多く，NW活動参加者の日常生活と社会活動にお

均年齢70歳）の協力を得た．質問は，「NW活動

ける心理社会的効果やNW活動自体の評価に関す

参加の理由」と「活動参加者の印象」について，

る研究は十分ではない．

談話形式により回答を求めた．いずれも，性別と
年齢以外の個人情報は収集しなかった．

7）本研究の目的
本研究では，NWを用いた外出機会の創出によ
る，NW活動参加者の日常生活と社会活動におけ

3）結果
（1）質問紙調査

る心理社会的効果を検討することを大目的とし

「ノルディック・ウォークに期待すること」に

て，NWの参加者と指導者の双方からのNW参加

関する質問紙調査の結果，体力や脚力の強化が最

についての意見を考察する．まず研究１として，

多（歩行の安定，痛みの軽減と身体的効果の期待）

NW参加者を対象にしたNW活動参加の意図につ

であることがわかった．具体的には，体力や脚力

いて聞き取り調査を行う．次に研究2として，事

の強化（89），歩行の安定（63），痛みの軽減（腰・

前調査結果をふまえて，指導者のフォーカスグ

足・他）（49），交流・仲間作り（45），気分転換・

ループ・インタビュー（FGI）を実施する．

ストレス解消（39），その他（5），などであった．
同時に，参加者が悩まされている主な身体の症状
について聞き取り調査を行い，症状に応じた対応
につて，表1にまとめた．
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表１

参加者が悩まされている主な身体の症状

N=43人（男性2割弱，女性8割強，平均年齢75歳，症状別）
（複数回答）
症状

人数

脊柱管狭窄症，ヘルニア，すべり症，筋肉痛

11

変形性膝関節症，ひざ痛

10

血糖値，コレステロール，内臓脂肪が高い

5

下肢動脈硬化，ふくらはぎ痛

4

側湾症，股関節症，パーキンソン病

3

その他

9

対応策
（1）ロコモ体操（体幹，インナーマッスル）
（2）ポール歩行訓練
（1）湾曲ポール歩行訓練
（2）重心移動訓練（椅子からの立ち上がり）
（1）有酸素ノルディックウォーキング
（2）活動量計活用
（1）足裏・ふくらはぎの体操，マッサージ
（2）ポール歩行訓練
（1）湾曲ポール歩行訓練

（平成30年度市民企画事業「高齢者のための八王子ニュータウン地域住民主体のノルディックウォー
キング介護予防事業」（笹渕，2018）筆者が一部引用・抜粋）

（2）聞き取り調査

識や社会的活動の意識は高くても，指導員による

聞き取り調査では次の回答があった．

適切な指導や人間関係の調整ができない場合，参

・出来る限り長く人に迷惑をかけずに自立できる
ように健康に留意している（60代，70代男性）

加者の希望するNW活動が難しいということがわ
かった．

・社会に貢献したい（70代女性）

３．研

・健康維持とともに人脈作りも重要なポイントで

究

２

１）目的

ある（70代女性）
・個人的な健康維持．病気を経験して健康に留意
するようになる（70代男性）

研究１を踏まえて，研究２として，NW活動指
導員を対象に，地域でNW活動における課題につ

・効果を期待し，効果が見られなければ活動をや
めてしまう傾向がある（70代男性）

いて，フォーカスグループ・インタビュー（FGI）
を実施することを目的とした．

・男性参加者は，やれば良くなると思うと，やり
すぎで身体を壊してしまうか，またこだわりが

２）方法

強くて仲間とやっていけなかったりする（70代
男性）

対象者は，一般社団法人全日本ノルディック・
ウォーク連盟，東京都Ｈ地区（高尾台，東浅川，
北野台他）NW指導員14名（男性６名，女性８名），

聞き取り調査をまとめると，NW活動参加の理

年齢層は60代〜80代であった．調査は，2019年10

由では，健康寿命延伸，社会貢献への意識，健康

月31日9：30－11：30に，東京都Ｈ市Ｈ保健福祉セ

維持と人脈づくり，疾患を経験したことによる健

ンターで行われた．参加者は２グループに分かれ，

康への意識向上，効果への期待などが述べられて

「地域のNW活動における課題」について，30分間，

いた．一方で，男性参加者の傾向として，
「効果

自由に討論を行った．次に，個々の意見を，簡単

を期待し，即効性が感じられなかったらやめてし

な文章やキーワードにして，ポストイットに記述，

まう」
，また「努力すれば調子が悪いところが治

その後ホワイトボードを利用して，ポストイット

ると信じて身体に過剰な負担がかかった結果，か

の内容について，各グループでカテゴリ化（中カ

えって体調を崩してしまう」
，
「こだわりが強いた

テゴリ）を行った．ポストイットの意味が分かり

め他の仲間とうまくやっていけない」などの理由

にくい場合は，記入者に説明をしてもらい，必要

が挙げられていた．つまり，参加者が健康への意

に応じて情報を追加した．中カテゴリは，さらに
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抽象化をさせて大カテゴリを生成した．
最終的に，

任の所在などを考慮しなければならなくなるた

カテゴリ化した内容について，両グループで情報

め，安全管理（事故や怪我の防止，参加者の体調

共有を行った．
カテゴリは表１に示す通りである．

管理など）への留意の必要性が出てくる．
それらに伴い，指導員のレベルによるばらつき

３）倫理的配慮

を改善するために，NW指導員として一貫した指

上記の調査については，調査目的・対象・手法

導ができるように，NWの基本（理論）を統一さ

に関しては，早稲田大学倫理審査委員会より承認

せることを意識する．そして，指導員の技量や知

（2019－24）済みである．本論文で使用したイン

識向上のために勉強会や研修会の実施を検討す

タビュー内容は，個人を特定しない形式でまとめ

る．さらに，地域ごとの参加者のニーズにあった

た．

指導を目指そうと考える．或いは，独りよがりに
ならないように，他の地域との情報交換をする欲

４）結果と考察

求が生じる．つまり，これらは地域活動の自然発

研究２の目的は，NW活動指導者の抱える課題

生的事象を示唆するものと考える．

を明らかにすることであった．
その結果について，

「参加者増加に向けた宣伝・イベントの企画実

考察をしながら以下に示す．表１にある「指導員

行」のカテゴリでは，地域によっては新参加者の

によるFGIの結果」の通り，地域NW活動指導者

加入や参加の継続に課題があるところあった．そ

の課題は，指導員の技術の必要性，NW活動の組

のため，地域の特性（居住者の年齢層や団地など

織運営，運用ルール見直しの必要性，参加者増加

の居住形態など）にあった効果的な宣伝の方法や

に向けた宣伝・イベントの企画実行，参加者の動

参加者を増加させるための魅力的な広報の方法に

機づけ，継続的参加の促進，であることがわかっ

ついて話し合われていた．また，イベントなどで

た．

地域居住者の横のつながりを促進させるウォーキ

「指導員の技術の必要性」では，指導員のレベ
ルのばらつきが，地域のNW活動のばらつきにつ

ングイベント（NWを含む）の開催などで参加者
を促進させることも案としてあげられていた．

ながるため，NW活動や指導員の意識に関する基

「参加者の動機づけ」に関しては，出不精や引

本を統一しつつ，指導員の知識や技量を高めて，

きこもりの高齢者へのアプローチ方法，参加意欲

参加者のニーズを満たす活動をしたいという意見

をかきたてる説得力のある声かけ（裏づけられた

が挙がった．

説明）の重要性や，ケアマネなどのヘルスケア専

「NW活動の組織運営」では，地域によっては，

門家との連携による参加促進などが述べられた．

参加者数が多くなり，資格認定された指導員不足

「継続的参加の促進については」，心身への効果

に悩んでいた．また，参加者数に対して望ましい

を即時に求める人，目標を立てて向上するのが好

指導員の数は何かという意見もあった．

きな人，NWをスポーツとして楽しみたい人，ス

「運用ルール見直しの必要性」については，増

ポーツは苦手だがNWを通して他の参加者との交

えてきた参加者の安全管理のため，どの保険に

流や自然とのふれあいを楽しみたい人，仕方なく

入ったら良いか，保険料を課さないためにはどう

参加している人など，多様な参加者のニーズにい

したら良いかなどが語られた．

かに応えるかが重要であることが話し合われてい

これらの意見から考察されることは次の通りで

た．

ある．地域で小規模に始められた活動も，規模が

新規参加と継続的参加の促進については，地域

大きくなると，自然にインフォーマルからフォー

特性や参加者のニーズをよく理解し，そのニーズ

マルにグループの形態が変容する．すると，NW

を満たしていくことが重要であることが明らかに

活動からNW教室であるという，参加者からの見

なった．具体的には，地域居住者と居住形態に合

えないプレッシャーや指導員の向上心による活動

わせた広報や個々がNW活動に求めているもの，

への期待が生じる．また，組織が大きくなると責

「健康を維持・向上」するという目的を満たす支
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援の提供をすることである．その上で，イベント

有力者やヘルスケア専門家と連携して，安全かつ

などで，地域住民のつながりを促進する働きかけ

効果的な活動を行うこと，エビデンスやヘルスケ

が必要であるのではないか考える．

ア専門家との連携により得た知識について，参加
者に適切な形で情報伝達をする必要がある．同時

４．総 合 考 察

に，参加者が自ら医療関係者等にアクセスしなが

研究１では，
「参加者が健康への意識や社会的
活動の意識は高くても，指導員による適切な指

らNW活動の参加ができるような仕組み作りも求
められる．

導や人間関係の調整ができない場合，参加者の

指導員の育成に加えて，NW活動におけるケア

希望するNW活動が難しい」ことが明らかになっ

マネージャーや介護サービス従事者との連携も大

た．また，研究２における指導員が抱える課題に

いに期待できる．具体的には，ケアマネージャー

ついてのFGIでは，「組織的な運用ルールの必要

や介護サービス従事者と連携し，担当利用者の機

性，参加者増加のための広報，参加者の動機づけ

能レベルに応じた，NW活動参加のきっかけ作り

と継続的参加の促進が課題となっている」ことが

をすることも考えられる．

わかった．これらの結果は，地域ベースの活動に

高齢者の健康寿命延伸には，加齢に伴う心身の

おいて，活動を推進する指導者の役割が，重要な

問題を予防や緩和し，受け入れやすい，持続可能

ポイントであることを示している．またFGIでも，

な身体運動や活動の促進が重要である．そのポイ

話し合われていたように，いかに外出や社会活動

ントとなるのは，「歩行」と「社会的交流」であ

に対して消極的な層をNW活動に取り込むかの検

ることは前述の通りである．したがって，NW活

討も必要である．本研究では，地域ベースによる

動を利用した地域をベースとした高齢者の健康づ

高齢者の健康づくりを目指し，NWを用いた外出

くりの試みは，一つの有効な思索となりうると考

機会の創出により，NW活動参加者の日常生活と

えている．

社会活動における心理社会的効果を検討すること
を大目的として，NWの参加者と指導者の双方か

２）今後の課題
本研究における今後の課題は，具体的な指導員

らのNW参加に関する意見を収集，考察をした．
そこで，本研究の結果を踏まえて，地域ベースに

の育成方略である．具体的には，NW活動の効果

よる高齢者の健康づくりというテーマについて，

を可視化し，ヘルスケア専門家の意見を組み入れ

具体的な取り組みについて考察したいと思う．

ながら，具体的なエビデンスを参加者に伝達す
ると同時に，新規の参加者を取り込むための広報

１）NWを用いた具体的な地域ベースの取り組み

活動（チラシ作成や口コミでの伝達）を行うこ

本研究の結果より，NW活動を活用した地域

とである．前者は，参加者の心身の問題を解決す

ベースの取り組みで重要な役割を担うのは，NW

る具体的な活動と動機づけにつながる．また後者

活動の指導員であることが示唆された．研究１で

は，新規の参加者を増やすことはもちろんのこと，

示したように，NW活動参加者がNWに期待する

NW活動の参加有無にかかわらず，地域ベースの

ことは，体力や脚力の強化と心身の不調軽減およ

一次予防の施策にもつながると考える．

び交流・仲間作りなどである．つまり，これらの

謝

ニーズに対応できるNW指導員の育成は，NW活

辞

動を充実させ，参加者の増加，ひいては地域全体

本報告書の作成にあたり，研究活動及び資料提

の健康増進につながる．そのためには，指導員

供にご協力いただいております，特定非営利活動

がNW活動参加者の心身の状態を把握・理解し，

法人ヒューマンサポートネット代表及び全日本ノ

NWの安全面も含んだ基本的な知識や効果のエビ

ルディック・ウォーキング連盟指導員，笹渕勝彦

デンスに関する情報を獲得して実践に繋げていく

氏，そしてひとかたならぬご厚情をいただいてお

必要がある．具体的には，NPO法人など地元の

ります及川康平氏と池田洋子氏を始めとする同連
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表２

「地域のNW活動における課題」におけるフォーマティブ・リサーチの結果

大カテゴリ
中カテゴリ
小カテゴリ
指導員の継続 技術的向上と指導方 ・NWの基本（理論）にばらつきがあるため，指導者として一貫した指導が重要
的な学習機会 法の充実
・指導者のあり方（指導者講習会の必要性）
の必要性
・今のところ楽しく歩くのを目標にしているが，正しい指導がないとNWの効果
は上がらないのか
・特に高齢者のNWは10人10様，それに基づく指導ができていないのではないか
・指導員の勉強会（どんな中身で，何が必要なのか，探っていきたい）
人 体 の 仕 組 み， メ ・人の身体の仕組み，骨格，筋肉（解剖学）の知識
ディカル的な理由に ・NWのメディカル的な効果
基づく知識が必要
・メディカル的な指導とは
他のグループから学 ・他のグループとの交流も大事か
ぶ
・指導員の地域めぐり（色々な人の指導方法を見る）
NW活 動 の 組 指導員の適正数と現 ・指導員の増し方（不足対応をどうするか）
織運営
状のレビューが必要 ・NW活動調整などの間接的負担を軽減できないのか
・指導員が足りていないところもあり課題点
・回数を増やしたいが指導員が不足
運用ルール見 運営会費，保険の必 ・参加者の保険はどうするか．明確にしたい
直しの必要性 要性を考える
・NWを運営していく上で会費などをとっているのか
NWの目的・目標が ・NWに取り組む目標が必ずしても明らかでない（沢山ありすぎる）
明確でない
雨天や指導員急用の ・雨天の時の中止判断に迷う
場合の手順の明確化 ・参加者間の連絡の取り方（雨天など）
が必要
・雨天の時などの取り決め方
・都合悪い時，運営代行者に依頼できるか
参加者増加に 宣伝方法を工夫し実 ・参加者が減る一方で新加入なし
向けた宣伝・ 施する
・地域にとって有効な宣伝の仕方
イベントの企
・参加者の増やすための宣伝の仕方（アピールの仕方）
画実行
宣伝のためのイベン ・市内の参加者の横の繋がりのためのイベント（NW個々ではなく共同のイベント）
ト企画実施
・市も取り入れたNW宣伝のイベント
・街で実施するウォーキングイベント（社会的リハビリテーションを目指す）
参加者の動機 出不精に対する効果 ・家から外に出ていただく方法が知りたい
づけ
的働きかけ
・NWの良さを知ってもらう方法が知りたい
・参加者の意欲向上（自分のためだけでない，家族のためのNWによる健康作り）
健康に及ぼす意識へ ・何故生きているのか，何故歩行が重要なのか考えてもらう
の働きかけ（啓蒙活 ・人間「意識する存在」であることを常に伝えている
動）
・新聞や本の情報で常日頃言っていることの裏づけを確認する
NW活動まで至らな ・ケアマネなどの専門家との連携の必要性
い筋力減退者などの
取り込み
継続的参加の 楽しいNWを実現す ・参加者をつないでいくために（参加者の定義）
促進
る
楽しく続けることが ・楽しみ（自然観察やおしゃべり）を見つけてそちらに没頭する
大事
良い変化を褒める
・皆勤賞の人がいる，良いところを褒めてあげるのも良いのではないか
・できたら褒めてあげる．
楽しさ向上のゲーム ・コミュニケーションゲーム（NW編を作る）
などを採用する
・NW＋ニュースポーツなどといった他組織との連携で楽しさ倍増
目標を設定し，効果 ・「改善した」のは何故か．どのように良くなったのかを皆んなの前で発表しても
を確認する
良いのではないか
・目標を絶えず確認し合う（毎日．実施後反省する，目標ができたか）
消極的な人への対応 ・ウォーキングが大事とは分かっているが目の前の用事を優先してしまう
・仲間を慕ってくる（NWのいいところを伝えるためによく理解する）
・参加者がお互いに比較し，互いに気にする，それについてどう対応するか（他
人と比較して自らマイナス思考になる）
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盟指導員の皆様に心より感謝申し上げます．

佐藤守・白鳥元雄・木村敬子・高尾公矢・佐藤智
美・夏秋秀房（1996）．福祉コミュニティの研究，

引用文献

多賀出版，p.10-12.

祝原豊・重岡廣男・杉山康司（2013）
．自発的運

島崎崇史（2016）
．ヘルスコミュニケーション：

動習慣の定着を促すノルディックウォーキン

健康行動を習慣化させるための支援，早稲田大
学出版部，p.163.

グ講座の試み．ウォーキング研究＝Walking
research, 17 , 117-122.

竹中晃二・藤澤雄太・前泊成人（2009）．離島に
おけるヘルスプロモーション：フォーマティブ

宇良千秋・多賀努・山崎幸子・矢冨直美（2011）
．

介入デザイン，そして成果，22（1），p65-65.

都市高齢者における運動開始の意図を規定す
る要因の検討，日本老年医学会雑誌，48（4）
，

内閣府（2018）．平成30年度高齢社会白書

345-351.

田畑泉（2009）
．特定健診と特定保健指導の概要
－運動基準・運動指針（エクササイズガイド）

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

との関連，早稲田大学スポーツ科学学術院，ス

（2018）
．
健康日本21
（第二次）
中間報告書
（概要）
．

ポーツ科学研究，6 , 36-39.

Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/
content/000378312.pdf（2020年2月1日）
．

藤田幸司・藤原佳典・熊谷修・渡辺修一郎・吉田

厚生労働省（2017）．平成28年国民健康・栄養調

祐子・本橋豊・新開省二（2004）．地域在宅高

査結果の概要．Retrieved from https://www.

齢者の外出頻度別にみた身体・心理・社会的特

mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/h 28 -

徴，日本公衆衛生雑誌，51（3），168-180.

houkoku.html（2020年2月20日）
．

Rand Corporation. Retrieved from https://www.

厚生労働省（2018）
．平成29年国民健康・栄養調

rand.org/topics/community-based-health-

査結果の概要．Retrieved from https://www.
mhlw.go.jp/content/10904750/000351576.pdf

care.html（February 19, 2020）．
柳本有二・伊藤宏之・奥山匡史・岸本雅人・山中

（2020年2月20日）
．

ひろみ・秋山直視・坂崎貴彦・若松勝彦（2010）．

厚生 労 働 省（2019）
．スポーツを通じた健康増

高齢者の歩行形態変化が認知機能および生活

進のための厚生労働省の取組. Retrieved from

習慣におよぼす影響－3ヶ月間にわたるノル

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/

ディックウォーキング前後の比較から．ウォー
キング研究，14 , 129-136.

meeting/sports_machidukuri/r 01 - 06 - 10 shiryou5.pdf

柳本有二・伊藤宏之・西山重和（2007）
．行政と

国土交通省都市局（2017）
．Retrieved from https:

NPO法人が取り組む地域住民の健康づくり事

//www.mlit.go.jp/common/ 001186372 .pdf

業について－明石市元気高齢者いきいき活躍大
作戦事業の取り組み．ウォーキング研究，
（11 ）
，

（2020年2月20日）
．
Siekmans, K., Sohani, S., Boima, T., Koffa, F.,

189-194.

Basil, L., & Laaziz, S.（2017）．Community-

寄本明・南和広・分木ひとみ（2010）
．高齢者に

based health care is an essential component

おけるストックを用いたウォーキングおよび体

of a resilient health system：evidence from

操によるヘルスプロモーション．ウォーキング

Ebola outbreak in Liberia. BMC public health,
17（1），84.
笹渕勝彦（2018）．平成30年度市民企画事業「高
齢者のための八王子ニュータウン地域住民主体
のノルディックウォーキング介護予防事業」
．

研究，14 , 143-148.
寄本明・坂手誠治・分木ひとみ（2007）
．産官学

─ 68 ─

連携によるストックウォーキングを用いた生活
習慣病および介護予防の試み．ウォーキング研
究，11 , 125-132.

７．がん患者を対象とした身体活動の促進に関する研究
松井

背

智子1）

Rupprecht, Steindorf, Wiskemann, & Sieverd-

景

ing, 2019）．例えば，治療の副作用の減少（e.g.,

はじめに

Cormie, Zopf, Zhang, & Schmitz, 2017），身体機

現在，日本では2人に1人ががんに罹患する時

能の改善や筋力の強化（e.g., Buffart et al., 2017；

代であり，国民病とも言われている．一方で，治

Stene et al., 2013），QOLの 維 持 や 改 善（e.g.,

療技術の進歩もあり，
がん患者の生存率は上昇し，

Buffart et al., 2017；Mishra, Scherer, Snyder,

長期生存するものが増加してきた（独立行政法

Geigle, Berlanstein, & Topaloglu, 2012；Schmidt,

人国立がん研究センターがん対策情報センター ,

Wiskemann, Armbrust, Schneeweiss, Ulrich, &

2012）．特に近年では，がん患者が適応的に社会

Steindorf, 2015），再発率やがん死亡率が低いと

生活を送る上で，活動的に生活することに注目が

いった寿命の延長の可能性（e.g., Cormie et al.,

高まっている．しかしながら，複数の研究が，患

2017），がん関連の倦怠感の低減（e.g., Cramp &

者ががんと診断された後に見られる，身体活動量

Byron-Daniel, 2012；Mustian et al., 2017）， 抑

の低下を報告している．例えば，
乳がん患者では，

うつの改善やストレスの低減（e.g., Craft, VanIt-

特に高強度の身体活動について，診断前に比べて

erson, Helenowski, Rademaker, & Courneya,

診断後や治療中は低下することが報告されている

2012；Sylvester, Ahmed, Amireault, & Sabiston,

（Irwin et al., 2004；Kelly, Bhattacharya, Dickin-

2017；Ungar, Sieverding, Weidner, Ulrich, &

son, & Hazard, 2015）
．大腸がん患者においても，

Wiskemann, 2016）といったことが報告されてい

十分な身体活動を実施したのは7.5%にとどまり，

る．また，がん患者の複雑な身体状況や倦怠感等

32.3%は完全に座位で生活を送っていたことが報

を考慮し，さらに次に述べる中強度以上の運動の

告されている（Bao, Chen, Jiang, Li, Chen, Li, &

実施率の低さもあり，近年では軽強度の身体活

Tai, 2020）．また，乳がん患者や大腸がん患者を

動への関心も高まっている（Johnson, Fallon, &

対象とした研究で，1日に8〜9時間座って活動

Berg, 2019）．例えば，軽強度の身体活動が，抑

していることも報告されている（Boyle, Vallance,

う つ 症 状（Sylvester et al., 2017）， 身 体 機 能 や

Ransom, Lynch, 2016；Lynch, Boyle, Winkler,

QOL（e.g., Van et al., 2015）とポジティブな関連

Occleston, Courneya, & Vallance, 2016）
．さらに

を持つといった報告がある．

は，がんの診断を受けた後，がん患者の身体活動
量は減るだけでなく，身体活動に関するポジティ

がん患者の身体活動の実施状況
このように，がん患者における身体活動の様々

ブな行動変容が起こりにくいと報告されている

な効果が明らかにされており，関連するガイドラ

（Harper et al., 2007）
．

インに変化が起こった．例えば，American Colがん患者における身体活動がもたらす効果

lege of Sports Medicine（Schmitz et al., 2010）

従来，がん治療中や治療後の定期的な身体活

やAmerican Cancer Society（Kushi et al., 2012）

動がもたらす有益な効果について研究がなされ，

から発表されたガイドラインでは，中強度の身体

そ の 成 果 が 蓄 積 さ れ て き た（e.g., Jones & Al-

活動を週に150分，または高強度の身体活動を週

fano, 2013；Vallance & Courneya, 2012；Ungar,

に75分か，これらを同等の組み合わせとなるよう
に実施することなどが推奨されている．これらの

１）早稲田大学人間科学学術院

ガイドラインの影響もあり，がん患者を対象とし
─ 69 ─

た研究では，中強度の身体活動を週に150分実施

究によると，研究に参加したがん患者のうち61%

したかどうかを基準とした研究も少なくはない

が何らかの恩恵を報告したのに対し，少なくとも

（e.g., Ungar et al., 2016）
．近年新たに報告された

１つの阻害要因を報告したのは83%であり，がん

ガイドラインでは，週3回の中強度の有酸素運動

患者は身体活動の阻害要因へやや意識が向いてい

（1回30分）と週2回の筋力トレーニングが推奨

る可能性が示唆される．

されている（Campbell et al., 2019）
．

行動変容理論を応用した研究も行われている．

がん患者の約50〜70%は，治療中のどこかの時

従来，がん患者の身体活動促進に関した研究で何

点で運動プログラムへの参加に興味を持ち，約50

らかの理論を用いた研究の多くは，計画的行動理

〜80%以上が運動プログラムに参加できると感じ

論（Theory of planned behavior：TPB；Ajzen,

ていると報告されている（Blaney, Lowe-Strong,

1991）
，社会的認知理論（Social cognitive theory；

Rankin-Watt, Campbell, & Gracey, 2013；Val-

Bandura, 1977）
，トランスセオレティカル・モデル

lance & Courneya, 2012）
．しかしながら，複数

（Transtheoretical Model：TTM；Prochaska &

の研究において，がん患者の多くが身体活動のガ

DiClemente, 1983）といった行動変容理論である．

イドラインの推奨基準を満たしていないことが指

しかしながら，その適用に関して疑問をもたれ，

摘されている．例えば，有酸素運動の推奨基準を

例えばBao et al.（2020）は，TPBの変数に「計画」

満たしているのは，研究に参加したがん患者のう

の変数と「過去の身体活動」を加えて検討した．

ち約３割であったという報告もある（Crawford,

過去の身体活動が最も大きな影響要因であったも

Holt, Vallance, & Courneya, 2016；Tannenbaum,

のの，計画の直接効果，計画を媒介した間接効果

McClure, Asfar, Sherman, LeBlanc, & Le, 2016）
．

が見られたことを報告している．また，近年では

そのため，身体活動の実施がもたらす効果に関す

がん患者の身体活動促進の文脈において，Health

る研究だけなく，がん患者の身体活動を促進させ

Action Process Approach（HAPA；Schwarzer,

ることを目的とした研究も行われきた．

2008）を 用いた 研 究も報 告され つ つある（e.g.,
Ungar et al., 2019；Ungar et al., 2016）
．HAPA

がん患者の身体活動の促進要因・阻害要因

（Schwarzer, 2008）は，行動意図を有した段階か

治療中および治療後のがん患者は，身体活動に

ら計画を介して健康行動が促進されるという理論

関する促進要因（e.g., 動機，メリット）や阻害要

モデルである．また，行動意図へは自己効力感，

因について，がんの経験に関連した内容と，一般

結果期待，リスク認知が，計画へは自己効力感が

集団と同様の内容を持つことが指摘されている

影響する．この理論を応用した介入の実施により，

（e.g., Blaney et al., 2013；Vallance & Courneya,

効果的な身体活動の促進が期待される．

2012）．身体活動の促進要因については，健康や
体力の改善といった身体的側面に関するものや，

本研究の目的

Well-beingの改善や支援的な環境といった心理

以上より，がん患者が身体活動を行うことによ

社会的側面に関するものなどが報告されている

るメリットが多々報告されており（e.g., QOLの

（e.g., Fisher, Wardle, Beeken, Croker, Williams,

改善，治療に伴う副作用の緩和）
，米国ではがん

& Grimmett, 2016；Lavallée, Abdin, Faulkner, &

患者向けの運動のガイドラインも発表されてい

Husted, 2019）
．また，阻害要因については，悪

る．日本においては，がん患者の身体活動の実施

天候などの一般的な身体活動の阻害要因だけでな

状況の実態把握を含め，身体活動の促進に関する

く，倦怠感や痛みといったがんや治療関連のもの

研究報告は多くない．そこで，本研究ではがん患

や，身体活動の安全性や症状悪化に対する恐れと

者の身体活動促進に向け，まずがん患者の身体活

いった信念に関するものが報告されている（e.g.,

動に関する実態を把握し，そしてHAPAモデルに

Blaney et al., 2013；Fisher et al., 2016；Lavallée

基づき身体活動の促進要因・阻害要因を質的に明

et al., 2019）
．さらに，Fisher et al.（2016）の研

らかにすることを目的とした．
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方

度，身体活動時間は1回30分程度）な身体活動の

法

実施について，行動変容ステージを尋ねた（Oka,

対象者

Takenaka, & Miyazaki, 2000）
．また，阻害要因お

治療中または治療終了から半年以内のがん患者

よびデメリットについては簡易版運動習慣の促進

を対象とした．調査の適格基準は，1）入院中で

要因・阻害要因尺度（石井・井上・大谷・小田切・

はないこと，2）がんの診断から5年以内である

高宮・下光，2009）の項目を参照した．また，医

こと，3）がんの治療中または治療終了から半年

療スタッフからの助言により身体活動が促進され

以内であることとした．

ることが明らかになっている（e.g., Tarasenco et
al., 2017）ため，他者（e.g., 家族，医療スタッフ）

手順

からの身体活動の勧めについても尋ねた．

インターネット調査会社を利用してアンケート
調査を実施した．まず，インターネット調査会社

分析

が保有している対象者パネルに対してスクリーニ

記述統計を算出したほか，身体活動の目的と

ング調査を行い，要件（e.g., がんの診断から5年

いった自由記述項目について内容分析を実施し

未満，治療中または治療後半年以内）を満たした

た．内容分析の実施にあたっては，まず，著者が

者に対して本調査の協力を依頼し，インターネッ

内容の類似点および相違点に基づいて項目を分類

ト上で20分程度のアンケートに回答してもらっ

してサブカテゴリーを作成し，そしてサブカテゴ

た．調査は2020年3月に実施した．

リーを用いてより抽象度の高いカテゴリーを作成
した．次に，各サブカテゴリーおよびカテゴリー

調査項目

に名称を付与した．その後，健康心理学を専攻す

スクリーニング調査では，治療状況，初回診断

る大学院生2名に，各項目とカテゴリー名および

からの期間，治療状況について尋ねた．次に，本

サブカテゴリー名の一致について評価してもら

調査では，属性項目（e.g., 年齢，性別，喫煙状況）
，

い，一致しなかった項目について，評定者2名と

診断を受けたがん種，全身状態（Karnofsky Per-

著者の計3名で，意見が一致するまで議論した．

formance Scale：KPS）
，通院頻度，つらさと支障
の 寒 暖 計（Distress and Impact Thermometer：

倫理的配慮

DIT；Akizuki, Yamawaki, Akechi, Nakano, &

調査の実施に関しては，インターネット調査会

Uchitomi, 2005）
，がん患者の心配評価尺度（Brief

社に委託したが，対象者に本研究の主旨をイン

Cancer-related Worry Inventory：BCWI；Hirai

ターネット調査会社より説明し，回答した場合に

et al., 2008）
，ソーシャルサポート（総合的機能評

同意を得たとみなした．調査参加者は同意しない

価アンケートから情緒的サポート3項目，全国高

場合も不利益は受けず，回答開始後でもいつでも

齢者パネルより道具的サポート2項目）
，身体活

回答を中止できる．また，研究者が得るデータに

動の強度（低強度，中強度，高強度）や時間（0

は，個人情報は一切含まれていない．

分，1－59分，60－119分，120－149分，150分 以

結

上）
，中強度以上の身体活動の定期的な実施状況
や，阻害要因，メリット，デメリット，身体活動

果

対象者

の実施に必要なきっかけ，そして目的など身体活

301名（ 平 均 年 齢60.0歳，SD＝11.6； 男 性126

動に関する考えについて尋ねた．中強度以上の

名（41.9%）, 女性175名（58.1%））から回答が得

定期的な身体活動の実施状況について，過去の

られた．がんの部位については，約半数が乳（n

身体活動の実施状況が重要であることから（Bao

＝150，49.8%）であり，次いで前立腺（n＝50，

et al., 2020）
，過去の状況も考慮した質問項目を

16.6%），肺（n＝26，8.6%），大腸（n＝25，8.3）

設定した．加えて中強度以上の定期的（週3回程

の順に多かった．KPSについては，
「正常である．
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症状もない」
（n＝128，42.5%） ま た は「 軽 い

中強度以上の身体活動の実施状況と行動変容ス

症状はあるが，普通の生活はできる」
（n＝108，

テージ

35.9%）と回答したものが全体の8割弱であった．

「がんに罹患する以前から行っていない」と回

通院頻度については，半数強が「3ヶ月に1回程

答したものが最も多く，104名（34.6%）であった．

度」であった（n＝165，54.8%）
．現在喫煙の習

次いで，
「がんに罹患する以前から定期的に行っ

慣がある人は39名（13.0%）であった．

ており，現在も継続している（n＝94，31.2%）」，
「が
んに罹患する以前は定期的に行っていたが，がん

心理的苦痛とソーシャルサポート

に罹患してから行っていない（n＝61，20.3%）」，

合計得点の平均値は625.7点（SD＝319.6）であ

「がんに罹患してから定期的に行っている（n＝

り，各下位因子の項目数で除した平均得点につ

31，10.3%）」，
「がんに罹患してから定期的に行っ

いては，将来に対する心配が46.7点（SD＝24.2）
，

て い た が， 今 は 行 っ て い な い（n＝11，3.7%）」

身体に関する心配が36.9点（SD＝22.2）
，社会や

であった．

対人関係に関する心配が39.6点（SD＝22.2）であっ

現在定期的に中強度以上の身体活動を定期的

た．また，適応障害または大うつ病へ該当する可

に 行 っ て い な い 人 を 対 象 に，TTMの 行 動 変 容

能性がある人は88名であった（29.2%）
．ソーシャ

ステージついて尋ねたところ，準備期（n＝32，

ルサポートの合計得点平均値は7.4（SD＝5.8）で

18.2%），熟考期（n＝33，18.8%），前熟考期（n

あった．

＝101，57.4%），その他（n＝10，3.7%）であった．
その他の内容としては，例えば「治療が終わり経

身体活動の実施の勧め

過が良ければ」といった治療状況や身体状態に関

がんと診断されて以降，周囲の人（e.g., 家族，

する内容等が報告された．

医療スタッフ）から，定期的に身体活動を行う
よう勧められたことがある人は，123名であった

中強度以上の身体活動を定期的に行う目的

（40.9%）
．

330項目の回答が得られ，「がん予防・副作用改
善」，
「健康のため」
，
「体力・身体機能の維持改善」
，

身体活動の実施状況

「メンタルヘルスの予防や改善・認知機能低下の

1週間のうち，軽強度，中強度，そして高強度
の身体活動時間について全て0分であったものは

予防」
，「身体活動・趣味・社会活動の実施」
，
「特
になし」
「その他」の7カテゴリーに分類された．
，

20名であった（6.6%）
．また，低強度の身体活動
時間が0分のものは，中強度および高強度の身体

中強度以上の身体活動を定期的に実施するにあ

活動も実施していなかった．中強度および高強度

たっての阻害要因

の身体活動をいずれも全く行っていなかった人は

阻害要因として最も多く報告報告されたのは，

109名（36.2%）であったが，
そのうち52名（47.7%） 「運動によって疲れてしまう（n＝116，38.5%）
」で
は軽強度の身体活動を週に60分以上以上は行って

あった．次いで，
「無精である（n＝86，28.6%）
」
，

いた．中強度の身体活動を週に150分以上，また

「十分な時間がない（n＝45，15.0%）」，「動機づ

は高強度の身体活動を週に少なくとも60分以上か

けに欠ける（n＝43，14.3%）」
，
「運動はつまらな

つ中強度の身体活動を週に少なくとも60分以上実

い（n＝43，14.3%）」，
「天気が悪い（n＝26，8.6%）」，

施している人は，
あわせて48名（15.9%）であった． 「一緒に運動する人がいない（n＝25，8 . 3 %）」，
また，中強度の身体活動を週に120分以上，また

「施設がない（n＝14，4 . 7 %）」，「仕事が多すぎ

は高強度の身体活動を週に少なくとも60分以上か

る（n＝12，4.0%）」，
「家族がすすめない（n＝6，

つ中強度の身体活動を週に1－59分以上実施して

2.0%）」であった．また，その他の内容について

いる人は，あわせて61名（20.3%）であった．

分類した結果，
「病気や障害がある」，
「痛み」，
「身
体機能の低下」，「医師から許可が出ていないこ
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と」，そして「治療の副作用」等があげられた．

イドラインの推奨基準の身体活動量を満たしてい
ると考えられるのは参加者のうち約20%か，それ

中強度以上の身体活動を定期的に行うメリット

を下回ると考えられた．また，TTMの行動変容

メリットとして半数以上の参加者から報告さ

ステージや身体活動の阻害要因の結果より，がん

れたのは，
「健康になる（n＝171，56.8%）
」
，
「ス

の治療状況や身体の状態が身体活動の実施を妨げ

ト レ ス を 解 消 し，リ ラ ッ ク ス で き る（n＝161，

ていることがわかった．身体活動の目的やメリッ

53.5%）
」
，
「全身持久力が増す（n＝152，50.5%）
」

トに関しては，対象者ががんに関連する内容を認

であった．続いて，
「適性体重を維持できる（n＝

識しているかについて明確に把握できていない部

117，38.9%）
」
，
「楽しくエンジョイできる（n＝60，

分もあるが，がん患者における身体活動の効果に

19.9%）
」
，
「外見が良くなる（n＝41，13.6%）
」
，
「友

ついて認識している人は多くない可能性があるこ

達と一緒にできる（n＝26，8.6%）
」
，
「可能性への

とが示唆された．この点について，今後改めて検

挑戦になる（n＝26，8.6%）
」
，
「交友関係が深まる

討したい．そして，身体活動のきっかけについて

（n＝21，7.0%）
」
，そして「自分の能力を他人に認

様々なカテゴリーが得られたが，HAPAモデルの

めてもらえる（n＝6，2.0%）
」の順で報告された．

構成要素と近しい内容が得られた．今後の研究で

その他，特になし，わからないと回答があった．

は，本研究で得られたデータを用いて対象者を類
型化し，その特徴を探索的に検討していきたいと

中強度以上の身体活動を定期的に行わない場合の

考える．
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８．女性に特化した身体活動・運動の採択・選択に関わる要因分析
竹中

晃二1）

米丸

結美１）

１．女性特有の疾患と身体活動・運動

はじめに：本研究の背景および目的

身体活動・運動は，健康づくりに重要な役割を

わが国の平均寿命は，近年，生活環境の改善や

担うことが明らかになっており，国の政策の中で

医療の進歩によって世界でも極めて高い水準を

も様々な広報手段を通して国民に実践を喚起して

保っている．しかし，実際のライフスタイルに目

いる．特に，本研究で対象とする女性において

を向けると，摂取食物の偏向，加工食品やレトル

は，身体活動量の低下によって，男性とは異なる

ト食品への依存，過度なダイエット志向，食卓を

種類の疾病を引き起こすことが知られている．近

中心とする家族の団らんの喪失など食生活に多く

年，女性の発症率が高い疾病としては，例えば乳

の乱れが生じている．さらに，身体活動において

がんをはじめとして子宮がんや卵巣がんなど，女

も，家事や仕事の自動化，交通移動手段の発達，

性特有のがんの症例が増加し，また骨粗鬆症，月

座位中心の生活スタイル，娯楽の種類の変化やス

経異常，更年期障害なども女性の罹患率が高い疾

クリーンタイムの増加などによって活動の全体量

病として認知されている（内閣府男女共同参画局，

が低下し，先の食生活の変化とともに健康を阻害

2020）．その予防の一つとして身体活動の増強が

する一因となっている．これらのライフスタイル

期待されている．

の乱れは，性差，年齢層，居住環境，収入，職種
などの人口統計学的変数のほか，パーソナリティ

２．女性に見られる実施率の低さ：阻害要因の影響

や心理社会的要因にも大きく影響を受けている．

国民全体において運動習慣者の割合が低いな

そのため，ライフスタイルの修正に関わっては，

か，性別および年齢階層別に見ると，特に20〜30

対象者の属性，ニーズ，嗜好性，行動の促進・妨

歳の女性の運動習慣者の割合が少ないことが知ら

害要因などを明らかにし，それらの変数に適合し

れている．例えば，平成30年度国民健康・栄養調

た推奨内容やアプローチを決定する必要がある．

査の結果（厚生労働省，2018）によれば，女性の

また，セグメンテーションの考えのもと，変数の

運動習慣者の割合は，20〜29歳で7.8%，30〜39

組み合わせが類似した下位集団を想定し，それぞ

歳で8.9%と，この年齢の男性と比べて，また女

れの下位集団に適合した介入を行えば，効率的に

性の他年齢層と比べて，運動習慣者の割合が少な

普及効果が高まる．

い．この年齢層の女性に運動習慣者の割合が少な

本研究では，特に女性を対象として，身体活動・

い理由として，いくつかの阻害要因が考えられる．

運動の実践を促すために，年齢層や職業の有無，

女性の身体活動・運動の実践を妨げる大きな阻害

子どもの数など複数の属性が身体活動・運動の実

要因は，特にライフイベントによる影響，すなわ

践に及ぼす影響を調べる．
この調査の焦点は，
種々

ち結婚，出産，さらに子育ての時期に関わってい

の属性に応じて，実践可能な身体活動・運動の内

ることが最も大きい．

容が異なるのか，実践する目的が異なるのか，ど

内閣府男女共同参画局（2018）のデータによれ

のような内容を好み，重視するのか，さらに実践

ば，第一子出産前後の女性の継続就業率は53.1%

を妨げる阻害要因が異なるのか，という疑問であ

と高く，いまや女性にとって仕事を行うことが当

る．はじめに，本研究を実施するための背景を述

たり前の社会と認識されている．そのため，仕事

べる．

と家事の両立，もしくは仕事と子育ての両立のた
めに女性が多忙であることが身体活動・運動の実

１）早稲田大学

施を妨げる大きな阻害要因となっている．
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加えて，従来からの「女らしさ」や「母親像」

理的な阻害要因も配慮しておく必要がある．

など女性に対する社会観念も影響を与えている．
例えば，自分の予定を優先させて運動を行おうと

４．離散的選択実験と身体活動・運動

すると，
「子育てよりも自分の遊びを優先してい

現在，すでに身体活動・運動やスポーツを実施

る」と周囲の非難を受けるなどである．このよう

している女性とは別に，行っていない女性を対象

に，女性にとっては，男性と比べて，身体活動・

に実践を促す工夫が求められる．従来行われてき

運動の実施を阻害する要因が多い．

た様々な施策は，すでに実施している女性には手

これらの傾向は，運動実践者の中断の原因にも

厚かったものの，新たに実施する女性を増やさな

見られている．例えば，竹中・大場・満石（2010）

い限り，女性の身体活動・運動の実践者の数は増

は，運動をすでに実施している女性を対象にして，

加しない．そのため，身体活動・運動・スポーツ

継続を妨げている阻害要因の内容を調査し，女性

を実施していない女性を対象に，彼女たちが何に

は男性と比べて，
「疲労」
，
「悪天候」
，
「人間関係」

興味を持っているのか，その興味と身体活動・ス

に影響されやすく，その結果運動・スポーツを中

ポーツ・運動との接点，また身体活動・スポーツ・

断してしまう傾向が高いことを明らかになってい

運動を行わない理由，継続を妨げている理由を知

る．そのため，対象を女性に絞り，その中でも特

らなければならない（竹中，2019）
．しかし，現

徴に合わせた介入を行うことで運動習慣者を増や

在までのところ身体活動・運動・スポーツを行っ

す可能性が高まる．

ていない女性の気持ちを十分に把握できていると
は言えない．その一つの方法として，近年，離散

３．対象者の特徴に合わせたアプローチの必要性

選択実験（Discrete Choice Experiment）のよう

女性の身体活動・運動の実践をさらに奨励する

に，複数の変数に合わせた調査も行われている．

ためには，女性を一括りにしないで，すなわち対

Bolt（2015）によれば，離散的選択実験は，商

象者を一律にとらえないで，属性や特徴に合わせ

品やサービスに対する多様な人々の価値を数値的

たアプローチが求められる．そのために，対象者

に算出するために用いるアンケート手法である．

の特徴を捉える調査が必要である．この事前の調

アンケート回答者に異なる属性を含んだいくつか

査は，フォーマティブ・リサーチと呼ばれ，介入

の仮説オプションを提示し，その選択における回

方法の開発および実施のために，事前に必要な情

答者の選好度を統計的に算出する．離散的選択実

報を収集することを指す．フォーマティブ・リ

験はマーケティングに用いられることが多いが，

サーチを行う第一の目的は，対象となる人たちの

近年，運動プログラムにも適用されている．例え

特徴やニーズを調べ，彼らの行動を促進させる要

ば，上村・駒村・久野（2015）の研究では，運動

因や妨げる要因を見極め，
対象者が参加しやすく，

習慣を広め，生活習慣病を防ぐために有効な政策

継続させやすくすることである．本研究では，女

となりうる「健康ポイント制度」について，離散

性の属性および選択理由に応じて，身体活動・運

選択実験によって制度設計と参加確率の関係を分

動の実践を促すことを目的にフォーマティブ・リ

析し，健康ポイント制度設計の参考となる材料を

サーチを行う．

提供している．

女性に身体活動・運動を行わせるためには，年
齢やライフステージごとに共通して見られる動機

５．本研究の目的

に合わせ，さらに個々の女性が持つ動機を探り，

本研究の目的は，女性の属性および選択理由に

そこに合わせた勧誘も必要とされる．加えて，行

応じて，身体活動・運動の推奨方法を検討するこ

動の開始に関わる阻害要因，すなわち行動を妨げ

とを目的にフォーマティブ・リサーチを行うこと

る要因を見極めることも重要である．もちろん，

である．その結果，対象者の下位集団，例えば子

結婚，出産，育児というライフイベントに関わる

育て中の勤労女性というように，特定の対象者の

阻害要因が存在するが，それらに伴って生じる心

特徴に応じた推奨が行えるようになり，実践可能
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性が高まる．その方法として，年齢，職業，子ど

1）回答者の基本属性

もの有無，
行動変容ステージなどを独立変数とし，

年代（20歳代・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代），

さらに健康増進・生活習慣病予防という選択理由

職業（社員・派遣社員・公務員・自営業・パート

だけでなく，場所，値段，努力度，簡便さ，楽し

アルバイト・学生・主婦），婚姻状況，子どもの

さなど複数の選択理由の組み合わせを想定し，対

有無（１．小学校高学年以上の子どもがいる：２．

象者の特徴に応じた推奨内容を検討する．

小学校低学年の子どもがいる：３．未就学児（０

Ⅰ．方

歳〜小学校入学前まで）がいる：４．子どもがい

法

ない）の回答を求めた．

１．調査対象者
調査対象者は，
20歳代から60歳代（20歳代28名，

2）身体活動・運動ステージ

30歳代25名，
40歳代21名，
50歳代25名，
60歳代8名） （1）現在の身体活動・運動の状況を調査するため
の女性107名であった．募集にあたっては，仕事

に，「維持ステージ」,「実行ステージ」，「準備

の職種，婚姻状況，子どもの有無などの調査と合

ステージ」，
「熟考ステージ」，
「前熟考ステージ」，

わせ，ただ「身体活動・運動についての調査依頼」

の５択で回答させた．

と題して調査を行った．

各変容ステージの特徴を以下に示す．
①維持ステージ：現在身体活動・運動を行って

２．調査方法および倫理的配慮

おり，6ヶ月以上継続している．
②実行ステージ：現在身体活動・運動を行って

質問調査にあたっては，Googleフォームを使用

いるが，まだ6ヶ月未満である．

した．Googleフォームは，Googleドライブ上で

③準備ステージ：現在身体活動・運動を時々

使用する問い合わせやアンケートなどのフォーム
を簡単に作成することができる無料のツールであ

行っている，または始めたばかりである．

る．研究への協力については，文書で案内文を作

④熟考ステージ：現在身体活動・運動を行って
いないが，行いたいと思っている．

成し，メッセージを送付し，合意した女性のみか

⑤前熟考ステージ：現在身体活動・運動を行っ

ら回答を得た．回答は任意の記名形式で行い，回

ていないし，行いたいとも思っていない．

答に要する時間は約10分であった．なお，調査で
は，調査対象者に関わる個人情報，また個人を特

（2）現在の身体活動状況と採択のための選好要素
上記ステージに応じて以下の質問を付け加え

定する関連内容は一切外部にもらさないことを伝

た．維持ステージ，実行ステージ，および準備ス

えた．

テージと回答した女性に対しては，現在行ってい
３．調査内容

る身体活動・運動・スポーツの内容について自由

本調査における従属変数の内容を決定するため

記述形式で回答を求め，続いて実践可能と考える

に，あらかじめ年齢が異なる数人の女性を対象に

身体活動・運動・スポーツ（実際に実践している

面接調査を行い，加えて女性の身体活動・運動に

ものを含め，実践可能と考える身体活動・運動・

関する文献から調査項目を選定した．その後，そ

スポーツ）の種類を尋ねた．一方，熟考ステージ

れらの項目について，健康心理学を専行する研究

であると回答した女性には，これから行いたいと

者および大学院生5名で協議し，合議によって従

思う身体活動・運動・スポーツの種類（最も行い

属変数となる内容を決定した．それらの質問項目

たいものを一つ）を尋ねた．前熟考ステージの回

とは，対象者の実践可能な身体活動・運動，身体

答者は，もし行える条件が整ったら，どのような

活動・運動を行う目的，身体活動・運動の選択条

活動を行ってみたいか，最も行ってみたい内容を

件，身体活動・運動を行う際の阻害要因，および

一つ尋ねた．その後，全ステージ共通に以下のよ

阻害要因の克服方法，であった．

うな設問を設けた．
①活動を行う目的
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「その活動を行う目的は何ですか」という質問

Ⅱ．結果および考察

では，１）筋力をつけたい，２）痩せたい，３）
からだの見栄えを良くしたい，４）運動不足を解

１．回答者の基本属性

消したい，５）健康増進したい，６）気晴らしを

回答者107名の基本属性を表1に示す．参加者

したい，７）娯楽としたい，８）身体機能を高め

の年齢，職業，婚姻状況，子どもの有無，および

たい，９）老化防止をしたい，の９つの選択肢か

ステージについて，それぞれ人数と割合を示して

ら，複数回答させた．

いる．

②活動の選択条件
「その活動を選ぶにあたって重視する変数は何

2．年代による差異

ですか」という設問では，
1）運動の強度（軽い・

年代によって以下の項目に差が生じるか否かを

普通・重い），2）所要時間（短い・長い）
，3）

検証した．それらは，1）行動変容ステージ（図

実施場所（自宅・職場付近・自宅付近）
，4）お

１），2）実践可能な身体活動・運動（表2），3）

しゃれ（服装・場所）
，5）頻度，6）専門性，7）

活動を行う目的（表3）
，3）重視する要素（表

費用（安い・高い）
，8）服装（私服・スポーツウェ

4），および5）阻害要因（表5），との関係であ

ア），9）楽しさ，10）手軽さ，11）社交性，12）

り，表はそれぞれの結果を示している．表２〜５

効果（大きい・小さい・すぐ・遅い），13）異性

は，回答結果について順位づけを行い，年代によ

との交流，14）同性との交流，15）道具を使うか

る差異を検討した．以下，それぞれについて解説

否か，16）誰かと一緒に行う運動か否か，の16の

を行う．

選択肢から，最も重視する内容から３番目に重視
する内容を3つ選択させた．

1）行動変容ステージ

③活動を妨げる阻害要因

図１は，年代別に行動変容ステージの人数・割

「その活動を行えなくなる，つまり実践を阻害

合を示している．全体を概観すると，40歳代およ

すると考えられる要因は何ですか」という設問で

び50・60歳代では，維持ステージ者の数が多いも

は，1）天候，2）費用，3）スキル，4）育児

のの，20歳代では前熟考ステージ者と維持ステー

関連，5）体調不良，6）怠惰，の６つの選択肢

ジ者の数が同数で，30歳代では熟考ステージ者の

から複数回答させた．

数が多いことがわかった．

④阻害要因の克服方法
その後，継続ステージ，実行ステージ，準備ス

2）実践可能な身体活動・運動内容

テージの回答者にのみ，
「その阻害する要因をど

表２は，年代別に『実践可能な身体活動・運動』

のように克服してきましたか（例：ご褒美を設定

の内容について，それぞれの人数と割合を示して

する，天候が悪かった時の代替メニューをあらか

いる．「ストレッチ」が全体で53.3%と最も多く，

じめ設定する，毎日経過を記録する，など）
」と

ついで「ウォーキング」が47.7%，
「意識的な階

いう設問を自由記述形式で回答させた．

段利用」が43.9%，「家事」が42.1%，「筋トレ」
が39.3%と続いた．

４．分析方法

年代による差異を検討するためにカイ二乗検定

1）実践可能な身体活動・運動，2）活動を行

を行ったところ，
「ストレッチ」では，50・60歳

う目的，3）重視する要素，4）バリア要因，の

代の割合が81.8%と他の年代と比べて多く，
「家

それぞれの回答結果に順位づけを行い，子どもの

事」においても，50・60歳代で60.6%，40歳代で

有無，仕事の有無による差異を検討するためにク

57.1%と有意に高い割合を示した．
「ボート」では，

ロス表を作成してカイ二乗検定を行った．

40歳代の人数・割合が多く，「育児」では30歳代
および40歳代の割合が多かった．
どの年代においても「ストレッチ」，「ウォーキ
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表１
変数
年齢

職業

婚姻状況
子どもの有無

ステージ

回答者全員の基本属性（ｎ＝107）
人数

％

20代

内訳

28

26.2

30代
40代
50代
60代
会社員（正社員）
会社員（派遣社員）
公務員
自営業
パートアルバイト
学生
主婦
契約社員
教員
既婚
未婚
小学校高学年以上の子ども
小学校低学年の子ども
未就学児（０歳～小学校入学前まで）
子ども無し
維持ステージ
実行ステージ
準備ステージ
熟考ステージ
前熟考ステージ

25
21
25
8
23
10
5
7
20
19
21
1
1
70
37
38
4
18
47
58
5
10
31
3

23.4
19.6
23.4
7.5
21.5
9.3
4.7
6.5
18.7
17.8
19.6
0.9
0.9
65.4
34.6
35.5
3.7
16.8
43.9
54.2
4.7
9.3
29.0
2.8

図１

年代別に示した行動変容ステージの分布
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表２
内容（複数回答）

20歳代
（ｎ＝28）

年齢別に示した『実践可能な身体活動・運動』

順位

30歳代
（ｎ＝25）

順位

40歳代
50・60歳代
順位
順位
（ｎ＝21）
（ｎ＝35）

x2

総計
順位
（ｎ＝107）

ストレッチ

13（46.4） 1

6（24.0） 5

11（52.4） 2

27（81.8） 1

9.31＊

57（53.3） 1

ウォーキング

12（42.9） 3

9（36.0） 1

9（42.9） 5

21（63.6） 2

2.71

51（47.7） 2

意識的な階段利用

13（46.4） 1

5（20.0） 7

11（52.4） 2

18（54.5） 4

4.48

47（43.9） 3

家事
（身体活動を含む） 5（17.9） 7
筋トレ
10（35.7） 4

8（32.0） 3
9（36.0） 1

12（57.1） 1
9（42.9） 5

20（60.6） 3
14（42.4） 6

8.33＊
0.31

45（42.1） 4

ヨガ

6（21.4） 6

8（32.0） 3

7（33.3） 7

16（48.5） 5

3.30

37（34.6） 6

10（35.7） 4

3（12.0） 10

10（47.6） 4

8（24.2） 9

5.70

31（29.0） 7

公園散歩

5（17.9） 7

3（12.0） 10

4（19.0） 11 10（30.3） 7

2.53

22（20.6） 8

子どもやペットの世話

3（10.7） 11

6（24.0） 5

6（28.6） 8

6（18.2） 11

2.26

21（19.6） 9

犬の散歩

3（10.7） 11

2 （8.0） 13

4（19.0） 11

9（27.3） 8

3.98

18（16.8） 10

ジョギング

5（17.9） 7

4（16.0） 8

5（23.8） 9

3（09.1） 14

1.85

17（15.9） 11

ランニング

4（14.3） 10

2 （8.0） 13

5（23.8） 9

4（12.1） 13

2.16

15（14.0） 12

エアロビ

2（07.1） 14

3（12.0） 10

3（14.3） 14

5（15.2） 12

0.90

13（12.1） 13

縄跳び

3（10.7） 11

1 （4.0） 15

1（04.8） 16

7（21.2） 10

4.88

12（11.2） 14

ボート

0（00.0） 18

0 （0.0） 17

2（09.5） 15

0（0.00） 17

9.69＊

12（11.2） 14

育児

1（03.6） 15

4（16.0） 8

4（19.0） 11

3（09.1） 14

69.50＊＊

2（01.9） 16

ダンス

1（03.6） 15

0 （0.0） 17

0（00.0） 22

1（03.0） 16

1.53

2（01.9） 16

テニス

0（00.0） 18

1 （4.0） 15

1（04.8） 16

0（00.0） 17

2.68

2（01.9） 16

バドミントン

0（00.0） 15

0 （0.0） 17

1（04.8） 16

0（00.0） 17

4.09

2（01.9） 19

卓球

1（03.6） 15

0 （0.0） 17

1（04.8） 16

0（00.0） 17

5.91

2（01.9） 19

エアロバイク

0（00.0） 18

0 （0.0） 17

1（04.8） 16

0（00.0） 17

4.09

2（01.9） 19

水泳

0（00.0） 18

0 （0.0） 17

1（04.8） 16

0（00.0） 17

4.09

通勤時の歩行

（

42（39.3） 5

2（01.9） 19
＊

†p<.1， <.05，＊＊<.01

）内は％

ング」
，
「意識的な階段利用」
，
「家事」など，運動

と最も多く，ついで「健康増進」が81.3%，「痩

強度が低い活動が好まれていることがわかった．

身希望」が61.7%，「筋力強化」が56.1%，「気晴

中でも「意識的な階段利用」
，
「家事」が多かった

らし」が54.2%と続いた．

理由として，これらの活動は意識的に時間を割い

年代による差異を検討するためにカイ二乗検定

て行うのではなく，現在の生活スタイルを変えず

を行ったところ，「痩身希望」という目的は，年

に実施が可能であるためと考えられる．既婚で家

代群で有意に差が生じており，20歳代が96.4%と

庭がある女性や子どもがいる女性が多い30歳代，

最も多く，ついで30歳代が80.0%と続いた．有意

40歳代，および50・60歳代では，
「家事による身

傾向が見られた「老化防止」では，50・60歳代が

体活動」が上位に入っていた．以上のことから，

他の年代と比べて63.6%と高率であった．

年代によって実践可能な身体活動はあまり変わら

どの年代においても「健康増進」，「運動不足の

ないが，「家事」，「育児」などライフイベントに

解消」に人数・割合が多かったことから，年代に

関連する活動については30〜60歳代で好まれてい

かかわらず，女性の運動不足の自覚と健康への意

ることがわかった．

識の高さが窺えた．また，「痩身希望」において，
20歳代が有意に人数・割合が多かったことから，

３）活動を行う目的

他の年代に比べて，外見に対する意識が高いこと

表３は，年代別に『活動を行う目的』の結果を

が理解できた．育児や，仕事に多忙である30歳代

示している．「運動不足の解消」が全体で87.9%

は，「気晴らし」の人数・割合が多い．50・60歳
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表３
目的（複数回答）

20歳代
（ｎ＝28）

順位

年齢別に示した『活動を行う目的』
30歳代

（ｎ＝25）

順位

40歳代
50・60歳代
順位
順位
（ｎ＝21）
（ｎ＝35）

総計
順位
（ｎ＝107）

x2

運動不足の解消

29（103.6） 1

26（104.0） 2

15（71.4） 1

24（72.7） 1

3.03

94（87.9） 1

健康増進

25（89.3） 3

28（112.0） 1

14（66.7） 2

20（60.6） 3

5.40

87（81.3） 2

＊＊

痩身希望

27（96.4） 2

20（80.0） 4

10（47.6） 4

9（27.3） 8

13.84

66（61.7） 3

筋力効果
気晴らし

14（50.0） 5
16（57.1） 4

14（56.0） 5
23（92.0） 3

14（66.7） 2
8（38.1） 7

18（54.6） 4
11（33.3） 6

0.61
10.29＊

60（56.1） 3

老化防止
身体機能の向上

6（21.4） 9
13（46.4） 6

14（56.0） 5
12（48.0） 7

7（33.3） 8
6（28.6） 9

21（63.6） 2
11（33.3） 6

7.33†
1.75

容姿の改善

9（32.1） 7

7（28.0） 8

8（38.1） 6

12（36.4） 5

0.45

36（33.6） 8

楽しみ

8（28.6） 8

3（12.0） 9

9（42.9） 5

8（24.2） 9

4.26

28（26.2） 9

子どもの世話・相手

0（00.0） 10

0（00.0） 10

1（04.8） 10

0（00.0） 10

4.09

1（00.9） 10

義務感

0（00.0） 10

0（00.0） 10

1（04.8） 10

0（00.0） 10

4.09

1（00.9） 10

（

58（54.2） 5
48（44.9） 6
42（39.3） 7

†p<.1，＊<.05，＊＊<.01

）内は％
表４

年齢別に示した『重視する要素』

重視する要素
20歳代
30歳代
40歳代
50・60歳代
順位
順位
順位
順位
（１位～３位の総計）（ｎ＝28）
（ｎ＝25）
（ｎ＝21）
（ｎ＝35）
手軽さ
16（57.1） 1 15（60.0） 2 10（47.6） 1 15（45.5） 2

0.79

56（52.3） 1

実施場所の利便性

x2

総計
順位
（ｎ＝107）

9（32.1） 5

16（64.0） 1

9（42.9） 3

21（63.6） 1

4.05

55（51.4） 2

楽しさ

15（53.6） 2

8（32.0） 4

7（33.3） 6

15（45.5） 2

1.95

45（42.1） 3

所要時間
運動の強度

10（35.7） 4
11（39.3） 3

9（36.0） 3
8（32.0） 4

10（47.6） 1
8（38.1） 5

13（39.4） 4
7（21.2） 6

0.53
1.92

42（39.3） 4

費用

3（10.7） 8

7（28.0） 6

9（42.9） 3

10（30.3） 5

4.82

29（27.1） 6

効果

6（21.4） 6

7（28.0） 6

7（33.3） 7

7（21.2） 6

0.99

頻度
仲間の存在

5（17.9） 7
2（07.1） 11

0（00.0） 12
2（08.0） 8

0（00.0） 10
0（00.0） 10

5（15.2） 8
3（09.1） 9

7.65†
1.79

27（25.2） 7
10（09.3） 8

専門性

2（07.1） 9

0（00.0） 14

2（09.5） 8

0（00.0） 11

4.91

4（03.7） 10

社交性

2（07.1） 10

1（04.0） 9

0（00.0） 10

0（00.0） 11

3.52

3（02.8） 11

同性との交流

1（03.6） 14

1（04.0） 9

0（00.0） 10

1（03.0） 10

0.78

3（02.8） 11

服装（私服・運動着） 1（03.6） 13

1（04.0） 9

0（00.0） 10

0（00.0） 11

2.05

2（01.9） 13

おしゃれ（服装・場所） 1（03.6） 12

0（00.0） 12

0（00.0） 10

0（00.0） 11

2.82

1（00.9） 14

道具の利用

0（00.0） 12

1（04.8） 9

0（00.0） 11

1.00

1（00.9） 14

（

0（00.0） 16

34（31.8） 5

7（06.5） 9

†p<.1，＊<.05，＊＊<.01

）内は％

代では「老化防止」の人数・割合が多かった．

を行ったところ，
「頻度」にのみ年代に有意傾向

４）活動について重視する要素

が見られ，「頻度」が20歳代，50・60歳代で重視

表４は，『重視する活動の要素』を年代別に示

する要素として選択されていた．

している．
「手軽さ」が全体で52.3%と最も多く，
ついで「実施場所の利便性」が51.4%，
「楽しさ」

５）阻害要因

が42.1%，「所要時間」が39.3%，
「運動の強度」
が31.8%であった．

表５は，年代別に『阻害要因』の人数・割合を
示している．
「怠惰」が全体で51.4%と最も多く，

年代による差異を検討するためにカイ二乗検定

ついで「体調不良」が43.0%，
「天候」が28.0%，
「育
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表５

年齢別に示した『阻害要因』

20歳代
30歳代
40歳代
50・60歳代
阻害要因（複数回答）
順位
順位
順位
順位
（ｎ＝28）
（ｎ＝25）
（ｎ＝21）
（ｎ＝33）

総計
順位
（ｎ＝107）

x2

怠惰

17（60.7） 1

12（48.0） 1

10（47.6） 1

16（48.5） 2

0.88

55（51.4） 1

体調不良

13（46.4） 2

8（32.0） 4

8（38.1） 2

17（51.5） 1

1.93

46（43.0） 2

天候

8（28.6） 3

9（36.0） 2

6（28.6） 3

7（21.2） 3

2.11

30（28.0） 3

育児関連
費用

4（14.3） 5
7（25.0） 4

9（36.0） 2
3（12.0） 5

2（09.5） 4
1（04.8） 6

2（06.1） 4
2（06.1） 4

9.19＊
6.11

17（15.9） 4

スキル

1（03.6） 6

1（04.0） 6

0（00.0） 11

1（03.0） 6

1.12

3（02.8） 6

仕事の忙しさ

0（00.0） 10

1（04.0） 6

1（04.8） 6

0（00.0） 10

2.68

2（01.9） 7

疲労

0（00.0） 10

0（00.0） 8

2（09.5

4

0（00.0） 10

8.19＊

2（01.9） 7

実施場所までの距離

1（03.6） 6

0（00.0） 8

0（00.0） 11

0（00.0） 10

2.82

1（00.9） 8

通いにくさ

1（03.6） 6

0（00.0） 8

0（00.0） 11

0（00.0） 10

2.82

1（00.9） 8

スケジューリングの困難さ
意志の欠如

1（03.6） 6
0（00.0） 10

0（00.0） 8
0（00.0） 8

0（00.0） 11
0（00.0） 11

0（00.0） 10
1（03.0） 6

2.82
4.09

1（00.9） 8

時間調整

0（00.0） 10

0（00.0） 8

1（04.8） 6

0（00.0） 10

多忙

0（00.0） 10

0（00.0） 8

0（00.0） 11

1（03.0） 6

3.28

1（00.9） 8

時間不足

0（00.0） 10

0（00.0） 8

0（00.0） 11

1（03.0） 6

4.09

1（00.9） 8

家事都合

0（00.0） 10

0（00.0） 8

1（04.8） 6

0（00.0） 10

4.09

1（00.9） 8

怪我

0（00.0） 10

0（00.0） 8

1（04.8） 6

0（00.0） 10

1.00

（

13（12.1） 5

1（00.9） 8

12.37＊＊

1（00.9） 8

1（00.9） 8
＊

†p<.1， p<.05，＊＊p<.01

）内は％

児関連」が15.9%，
「費用」が12.1%と続いた．

１）行動変容ステージ

年代による差異を検討するためにカイ二乗検定

図２は，職業別に示した行動変容ステージの人

を行ったところ，「育児関連」で30歳代が36.0%

数を示している．フルタイム群（正社員・派遣社

と他の年代と比べて有意に割合が高く，40歳代で

員・公務員・契約社員・教員）においては，維持

は，
「疲労」と「時間調整」を阻害要因と選択す

ステージが19名，実行ステージが1名，準備ステー

る傾向があった．

ジが3名，熟考ステージが14名，前熟考ステージ

どの年代においても「怠惰」
，
「体調不良」
，
「天

が3名であった．パートアルバイト・自営群にお

候」が上位に入っていた．30歳代では，子育てを

いては，維持ステージが18名，実行ステージが3

する女性が多く，子どももまだ手のかかる未就学

名，準備ステージが3名，熟考ステージが3名，

児や小学校低学年を抱えているために，
「育児関

前熟考ステージは存在しなかった．主婦群におい

連」の人数・割合が多かった．

ては，維持ステージが13名，実行ステージが1名，
準備ステージが1名，熟考ステージが6名，前熟

３．職業の形態による差異

考ステージは存在しなかった．学生群においては，

職業の形態によって従属変数に差が生じるか否

維持ステージが8名，準備ステージが3名，熟考

かを検証した．以下，１）行動変容ステージ（図

ステージが8名，実行・前熟考ステージは存在し

２），２）実践可能な身体活動・運動（表６）
，３）

なかった．図を見た限り，職業によってステージ

活動を行う目的（表７）
，
４）重視する要素（表８）
，

の様相が異なるとは言えないものの，フルタイム

および５）バリア要因（表９）
，についてそれぞ

群では，熟考ステージ者の数が多かった．

れの結果を示す．表６〜９については，回答結果

表6〜9は，それぞれの質問項目に応じて，職

の順位づけを行い，職業による差異を検討した．

業群別に回答結果を示している．それらは，１）
実践可能な身体活動・運動（表6），２）活動を

─ 84 ─

図２

職業別に示した行動変容ステージの分布

行う目的（表7）
，３）重視する要素（表8）
，４）

ルタイム群に比べて費用や時間の面で生活にゆと

阻害要因（表9），のそれぞれについて回答結果

りがあることが推測された．

の順位づけを行い，職業による差異を検討した．
3）活動を行う目的
２）実践可能な身体活動・運動

表７は，職業別に示した『活動を行う目的』の

表６は，
職業別に示した『実践可能な身体活動・

人数・割合を示している．「運動不足の解消」が

運動』の人数・割合を示している．
「ストレッチ」

全体で80.4%と最も高く，ついで「健康増進」が

が全体で53.3%と，最も多い実践可能な身体活動・

75.7%，
「 痩 身 希 望 」 が55.1%，
「筋力強化」が

運動と見なされていた．ついで「ウォーキング」

53.3%，「気晴らし」が48.6%と続いた．

が47.7%，「意識的な階段利用」が43.9%，
「家事」

職業による差異を検討するためにカイ二乗検定

が42.1%，
「筋トレ」
が39.3%，
「ヨガ」
が34.6%であっ

を行ったところ，群の間に有意差は見られなかっ

た．

た．以上の結果から，活動を行う目的と職業には

職業による差異を検討するためにカイ二乗検定

関係が見られていないことがわかった．

を行ったところ，有意差が見られた項目は，
「ヨ
ガ」，
「通勤時の歩行」
「ボート」
，
「育児」
，
であり，
「ヨ

４）重視する活動の要素

ガ」は学生群の人数・割合が少なく，
主婦群やパー

表８は，職業別に『重視する活動の要素』の人数・

トアルバイト・自営群に実践が可能であるとみな

割合を示している．
「実施場所の利便性」が全体

されていた．「通勤時の歩行」では，やはり主婦

で50.5%と最も多く，続いて「手軽さ」が48.6%，

群では通勤をしていないということで低率であっ
た．
「育児」は，学生群では育児を行うことがな

「楽しさ」が38.3%，「所要時間」が37.4%，「運動
の強度」が28.0%であった．

いために実践可能と判断していなかった．

職業による差異を検討するためにカイ二乗検定

フルタイム群では，
「ストレッチ」
「筋トレ」
，
「意
，

を行ったところ，『重視する活動の要素』として，

識的な階段利用」
，
「家事」などあまり時間と手間

「実施場所の利便性」は，フルタイム群で50.0%，

がかからない活動を実践可能と考えていた．
一方，

パートアルバイト・自営群で74.1%，主婦47.6%

パートアルバイト・自営群，主婦群，学生群では，

というように，学生群の21.1%と比べて高い割合

「ウォーキング」
，
「ヨガ」など，ある程度の時間

を示した．群間に有意傾向が見られた要素は，
「費

と手間のかかる活動も上位に入っていたため，フ

用」と「効果」であった．ここでも他の群では，
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表６
種目（複数回答）

職業別に示した『実践可能な身体活動・運動』

パートアルバイト・
主婦群
学生群
フルタイム群
自営群
順位
順位
順位
順位
（ｎ＝40）
（ｎ＝21）
（ｎ＝19）
（ｎ＝27）

総計
順位
（ｎ＝107）

x2

ストレッチ

18（45.0） 1

19（70.4） 1

11（52.4） 3

9（47.4） 2

2.12

57（53.3） 1

ウォーキング

13（32.5） 5

17（63.0） 2

11（52.4） 3

10（52.6） 1

3.45

51（47.7） 2

意識的な階段利用

16（40.0） 3

14（51.9） 3

8（38.1） 5

9（47.4） 2

0.74

47（43.9） 3

家事
（身体活動を含む） 15（37.5） 4
筋トレ
17（42.5） 2

9（33.3） 7
13（48.1） 4

12（57.1） 2
7（33.3） 6

4（21.1） 6
5（26.3） 5

3.81
1.64

45（42.1） 4

ヨガ
通勤時の歩行

11（40.7） 6
13（48.1） 4

13（61.9） 1
1（04.8） 14

2（10.5） 11
7（36.8） 4

8.58＊
8.29＊

11（27.5） 6
10（25.0） 7

42（39.3） 5
37（34.6） 6
31（29.0） 7

公園散歩

5（12.5） 11

9（33.3） 7

4（19.0） 9

4（21.1） 6

3.43

22（20.6） 8

子どもやペットの世話

9（22.5） 8

5（18.5） 10

6（28.6） 7

1（05.3） 14

3.03

21（19.6） 9

犬の散歩

5（20.0） 11

6（22.2） 9

5（23.8） 8

2（10.5） 11

1.96

18（16.8） 10

ジョギング

8（20.0） 9

4（14.8） 13

2（09.5） 12

3（15.8） 8

0.98

17（15.9） 11

ランニング

6（15.0） 10

3（11.1） 14

4（19.0） 9

2（10.5） 11

0.73

15（14.0） 12

エアロビ

4（10.0） 14

5（18.5） 10

1（04.8） 14

3（15.8） 8

2.20

13（12.1） 13

縄跳び

2（05.0） 15

5（18.5） 10

2（09.5） 12

3（15.8） 8

2.13

12（11.2） 14

ボート

0（00.0） 19

2（07.4） 16

0（00.0） 14

0（0.00） 16

8.97＊

12（11.2） 14

育児

5（12.5） 11

3（11.1） 14

4（19.0） 9

0（0.00） 16

58.19＊＊

2（01.9） 16

ダンス

0（00.0） 19

0（00.0） 17

0（00.0） 14

1（05.3） 14

3.36

2（01.9） 16

テニス

1（02.5） 16

0（00.0） 17

1（04.8） 14

0（00.0） 16

1.88

2（01.9） 16

バドミントン

0（00.0） 19

0（00.0） 17

1（04.8） 14

0（00.0） 16

4.09

1（00.9） 19

卓球

0（00.0） 19

0（00.0） 17

1（04.8） 14

0（00.0） 16

4.09

1（00.9） 19

エアロバイク

1（02.5） 16

0（00.0） 17

0（00.0） 14

0（00.0） 16

1.67

1（00.9） 19

水泳

1（02.5） 16

0（00.0） 17

0（00.0） 14

0（00.0） 16

1.67

（

†p<.1， p<.05，＊＊p<.01

）内は％

表７
目的（複数回答）

職業別に示した『活動を行う目的』

パートアルバイト・
フルタイム群
自営群
順位
順位

（ｎ＝40）

運動不足の解消
健康増進
痩身希望

37（92.5） 1
37（92.5） 1
28（70.0） 3

筋力効果
気晴らし
老化防止
身体機能の向上
容姿の改善
楽しみ
子どもの世話・相手
義務感

26（65.0）
24（60.0）
21（52.5）
17（42.5）
12（30.0）
7（17.5）
0（00.0）
0（00.0）

（

1（00.9） 19
＊

4
5
6
7
8
9
10
10

（ｎ＝27）
22（81.5） 1
19（70.4） 2
12（44.4） 5
15（55.6）
11（40.7）
13（48.1）
12（44.4）
11（40.7）
11（40.7）
0（00.0）
1（03.7）

主婦群
学生群
順位
順位
（ｎ＝21）
（ｎ＝19）
14（66.7） 1
13（61.9） 2
7（33.3） 6

3 10（47.6）
7 11（52.4）
4 10（47.6）
5
6（28.6）
7
7（33.3）
7
5（23.8）
11
1（04.8）
10
0（00.0）

4
3
4
8
6
9
10
11

13（68.4） 1
12（63.2） 2
12（63.2） 2
6（31.6）
6（41.3）
2（10.5）
5（26.3）
7（36.8）
5（26.3）
0（00.0）
0（00.0）

5
5
9
7
4
7
10
10

x2

総計
順位
（ｎ＝107）

1.56
2.51
4.19

86（80.4） 1
81（75.7） 2
59（55.1） 3

2.86
2.60
5.77
1.69
0.62
3.38
4.09
2.96

57（53.3）
52（48.6）
46（43.0）
40（37.4）
36（33.6）
28（26.2）
1（00.9）
1（00.9）

4
5
6
7
8
9
10
10

†p<.1，＊ｐ<.05，＊＊ｐ<.01

）内は％
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表８

職業別に示した『重視する要素』

パートアルバイト・
フルタイム群
自営群
順位
順位

重視する要素
（１位～３位の総計）（ｎ＝40）
実施場所の利便性

20（50.0） 2

（ｎ＝27）
20（74.1） 1

手軽さ

21（52.5） 1

主婦群

学生群

順位

（ｎ＝21）

順位

（ｎ＝19）

x2

総計
順位
（ｎ＝107）

10（47.6） 2

4（21.1） 5

8.33＊

54（50.5） 1

13（48.1） 2

9（42.9） 3

9（47.4） 1

1.56

52（48.6） 2

楽しさ

14（35.0） 4

8（29.6） 5

11（52.4） 1

8（42.1） 3

0.22

41（38.3） 3

所要時間
運動の強度

15（37.5） 3
12（30.0） 6

12（44.4） 3
5（18.5） 6

5（23.8） 5
4（19.0） 7

8（42.1） 3
9（47.4） 1

2.68
5.91

40（37.4） 4

費用
効果
頻度

12（30.0） 6
13（32.5） 5
2（05.0） 8

10（37.0） 4
5（18.5） 6
3（11.1） 8

5（23.8） 5
7（33.3） 4
2（09.5） 8

1（05.3） 8
1（05.3） 8
3（15.8） 6

7.67†
7.26†
2.30

仲間の存在

1（02.5） 11

1（03.7） 9

2（09.5） 8

2（10.5） 7

2.23

6（50.6） 9

専門性

1（02.5） 11

1（03.7） 9

1（04.8） 10

1（05.3） 8

0.34

4（03.7） 10

社交性

2（05.0） 8

0（00.0） 14

0（00.0） 12

1（05.3） 8

2.14

3（02.8） 11

同性との交流

0（00.0） 14

1（03.7） 9

1（04.8） 10

1（05.3） 8

1.89

3（02.8） 11

服装（私服・運動着） 2（05.0） 8

0（00.0） 14

0（00.0） 12

0（00.0） 14

3.35

2（01.9） 13

おしゃれ（服装・場所） 0（00.0） 14

0（00.0） 14

0（00.0） 12

1（05.3） 8

7.72

1（00.9） 14

道具の利用

1（02.5） 11

0（00.0） 14

0（00.0） 12

0（00.0） 14

1.67

1（00.9） 14

興味を引く

0（00.0） 14

1（03.7） 9

0（00.0） 12

0（00.0） 14

1.00

1（00.9） 14

身体と脳の活動の連携強化

0（00.0） 14

1（03.7） 9

0（00.0） 12

0（00.0） 14

1.00

（

30（28.0） 5
28（26.2） 6
26（24.3） 7
10（09.3） 8

1（00.9） 14
＊

†p<.1， p<.05，＊＊p<.01

）内は％
表９

職業別に示した『阻害要因』

パートアルバイト・
フルタイム群
主婦群
学生群
自営群
阻害要因（複数回答）
順位
順位
順位
順位
（ｎ＝40）
（ｎ＝21）
（ｎ＝19）
（ｎ＝27）

x2

総計
順位
（ｎ＝107）

怠惰

22（55.0） 1

11（40.7） 2

9（42.9） 2

12（63.2） 1

1.51

54（50.5） 1

体調不良

11（27.5） 3

15（55.6） 1

10（47.6） 1

10（52.6） 2

3.73

46（43.0） 2

天候

12（30.0） 2

8（29.6） 3

5（23.8） 4

5（26.3） 3

0.23

30（28.0） 3

育児関連
費用

8（20.0） 4
7（17.5） 5

3（11.1） 4
1（03.7） 6

6（28.6） 3
3（14.3） 5

0（00.0） 7
2（10.5） 4

5.95†
2.64

13（12.1） 5

スキル

0（00.0） 11

0（00.0） 10

1（04.8） 6

2（10.5） 4

6.20

3（02.8） 6

仕事の忙しさ

2（05.0） 6

0（00.0） 10

0（00.0） 9

0（00.0） 7

3.35

疲労
実施場所までの距離
通いにくさ

0（00.0） 11
0（00.0） 11
1（02.5） 7

2（07.4） 5
0（00.0） 10
0（00.0） 10

0（00.0） 9
0（00.0） 9
0（00.0） 9

0（00.0） 7
1（05.3） 6
0（00.0） 7

5.92†
4.63†
1.67

2（01.9） 7
2（01.9） 7
1（00.9） 8

スケジューリングの困難さ
意志の欠如

1（02.5） 7
0（00.0） 11

0（00.0） 10
0（00.0） 10

0（00.0） 9
1（04.8） 6

0（00.0） 7
0（00.0） 7

1.67
4.09

1（00.9） 8

時間調整

1（02.5） 7

0（00.0） 10

0（00.0） 9

0（00.0） 7

1.67

1（00.9） 8

多忙

0（00.0） 11

0（00.0） 10

1（04.8） 6

0（00.0） 7

4.09

1（00.9） 8

時間不足

0（00.0） 11

1（03.7） 6

0（00.0） 9

0（00.0） 7

2.96

1（00.9） 8

自分のやる気

0（00.0） 11

1（03.7） 6

0（00.0） 9

0（00.0） 7

2.96

1（00.9） 8

家事都合

0（00.0） 11

1（03.7） 6

0（00.0） 9

0（00.0） 7

2.96

1（00.9） 8

怪我

1（02.5） 7

0（00.0） 10

0（00.0） 9

0（00.0） 7

1.67

1（00.9） 8

（

17（15.9） 4

1（00.9） 8
1（00.9） 8

†p<.1，＊p<.05，＊＊p<.01

）内は％
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学生群と比べて，30%前後重視されていることが

要素（表12），５）阻害要因（表13），についてそ

わかった．以上の結果から，重視する要素と職業

れぞれの結果を示す．表10〜13については，回答

に関係があった．

結果の順位づけを行い，子どもの有無による差異
を検討した．

５）阻害要因
表9は，職業別に『阻害要因』の内訳を示して

１）行動変容ステージ

いる．
「怠惰」
が全体で50.5%と最も多く，
ついで
「体

図３は，子どもの有無別に示した『行動変容ス

調不良」が43.0%，「天候」が28.0%，
「育児関連」

テージ』の人数を示している．子ども有群におい

が15.9%，
「費用」が12.1%であった．群別に見て，

ては，維持ステージが34名，実行ステージが2名，

「怠惰」が学生群で63.2%と最も高く，フルタイ

準備ステージが4名，熟考ステージが18名，前熟

ム群で55.0%，主婦群が42.9%，パートアルバイト・

考ステージが2名であった．一方，子ども無群に

自営群が40.7%と続いた．

おいては，維持ステージが24名，実行ステージが

フルタイム群でも「天候」が30.0％，
「体調不

3名，準備ステージが6名，熟考ステージが13名，

良」が27.5％，
「育児関連」が20.0％，
「費用」が

前熟考ステージが1名であった．図3を見る限り，

17.5％であった．

両群の人数に差があるものの，維持ステージ者が

職業による差異を検討するためにカイ二乗検定

多く，ついで熟考ステージ者が多いという分布の

を行ったところ，
「育児関連」において有意傾向

形は類似していた．

が見られ，
主婦群（28.6%）とフルタイム群（20.2%）
で高い割合を示した．
「疲労」においては，パー

２）実践可能な身体活動・運動

トアルバイト・自営群が阻害要因として選択し，

表10は，子どもの有無別に『実践可能な身体活

また「実施場所までの距離」についても学生群が

動・運動』の内訳を示している．子ども有群と子

選択した．

ども無群の総計では，
「ウォーキング」，
「ストレッ
チ」が47.7%と最も多く，ついで「意識的な階段

4．子どもの有無による差異

利用」，
「家事」がそれぞれ39.3%と続き，
「筋トレ」

対象の女性において子どもの有無によって差が
生じるか否かを検証した．以下，１）行動変容ス

が34.6%，「ヨガ」が32.7%，「通勤時の歩行」が
22.4%であった．

テージ（図３）
，
２）実践可能な身体活動・運動（表
10），３）活動を行う目的（表11）
，４）重視する

前熟考ステージ

図３

熟考ステージ

群別に見ると，子ども有群では「ストレッチ」
が58.3%と最も多く，ついで「家事で身体を動か

準備ステージ

実行ステージ

維持ステージ

子どもの有無別に示した『行動変容ステージ』
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表10
種目（複数回答）

子どもの有無別に示した『実践可能な身体活動・運動』

子ども有群
（ｎ＝60）

順位

子ども無群
（ｎ＝47）

順位

x2

総計
（ｎ＝107）

順位

ウォーキング

30（50.0）

3

21（44.7）

1

0.16

51（47.7）

1

ストレッチ
意識的な階段利用

35（58.3）
23（38.3）

1
5

16（34.0）
19（40.4）

4
3

3.25†
0.03

51（47.7）

1

42（39.3）

3

家事

31（51.7）

2

11（23.4）

5

5.35＊

42（39.3）

3

筋トレ

17（28.3）

6

20（42.6）

2

1.55

37（34.6）

5

ヨガ

26（43.3）

4

9（19.1）

7

4.70＊

35（32.7）

6

通勤時の歩行

13（21.7）

8

11（23.4）

5

0.04

子どもやペットの世話
公園散歩

16（26.7）
12（20.0）

7
9

5（10.6）
5（10.6）

9
9

3.44†
1.44

24（22.4）
21（19.6）

7
8

17（15.9）

9

ジョギング

8（13.3）

11

7（14.9）

8

0.05

15（14.0）

10

犬の散歩

8（13.3）

11

5（10.6）

9

0.16

13（12.1）

11

ランニング

9（15.0）

10

4（08.5）

13

0.91

13（12.1）

11

12（20.0）

9

0（00.0）

19

9.40＊＊

12（11.2）

13

エアロビ

6（10.0）

14

5（10.6）

9

0.01

11（10.3）

14

縄跳び

8（13.3）

11

1（02.1）

14

3.92

9（08.4）

15

ダンス

1（01.7）

15

1（02.1）

14

0.03

2（01.9）

16

テニス

1（01.7）

15

1（02.1）

14

0.03

2（01.9）

16

エアロバイク

0（00.0）

19

1（02.1）

14

1.27

1（00.9）

18

水泳

0（00.0）

19

1（02.1）

14

1.27

1（00.9）

18

バドミントン

1（01.7）

15

0（0.00）

19

1.27

1（00.9）

18

卓球

1（01.7）

15

0（0.00）

19

1.27

1（00.9）

18

育児

（

†p<.1，＊p<.05，＊＊p<.01

）内は％

す」が51.7%，「ウォーキング」が50.0%，
「ヨガ」

ども有群において，
「ストレッチ」が最も多かっ

が43.3%，
「意識的な階段利用」が38.3%であった．

たのは，家事や育児に忙しい子ども有群にとって，

一方，子ども無群では，
「ウォーキング」が

時間や場所に制限がなく，自宅でできる手軽な活

44.7%と最も多く，ついで「筋トレ」が42.6%，

動であるためと考えられる．一方，子ども無群で

「意識的な階段利用」が40.4%，
「ストレッチ」が

「ウォーキング」を実践可能と判断したのは，「ウ

34.0%，
「家事で身体を動かす」が23.4%であった．

オーキング」が運動強度が低く，手軽に取り組め

子どもの有無による差異を検討するためにカイ

る活動であるためと考えられる．以上のことから，

二乗検定を行ったところ，
「家事」
，
「ヨガ」
，
「育児」

実践可能な身体活動・運動と子どもの有無が大き

は，子ども有群の人数・割合が有意に多く，
「ス

く関係していることがわかった．

トレッチ」
，
「子どもやペットの世話」において群
の人数・割合の差が有意傾向であった．

3）活動を行う目的

「家事で身体を動かす」
，
「育児」
，
「ヨガ」につ

表11は，子どもの有無別に『活動を行う目的』

いては，子ども有群が子ども無群と比べて有意に

の人数・割合を示している．子ども有群と子ども

人数・割合が多かった．以上の結果から，子ども

無群の総計では，
「筋力強化」が47.7%と最も多く，

有群では育児を含めて，家の中で行う家事や育児

ついで「運動不足の解消」が21.5%，「健康増進」

などが，子ども無群に比べて，身体を動かすこと

が17.8%，「痩身希望」が15.9%，「気晴らし」が

に繋がると考えていることがわかった．また，子

15.0%であった．
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表11
目的項目（複数回答）

子どもの有無別に示した『活動を行う目的』

子ども有群
（ｎ＝60）

順位

子ども無群
（ｎ＝47）

順位

x2

総計
（ｎ＝107）

順位

筋力強化

29（48.3）

1

22（46.8）

1

0.02

51（47.7）

1

運動不足の解消
健康増進
痩身希望
気晴らし
老化防止
身体機能の向上
楽しみ

12（20.0）
10（16.7）
9（15.0）
9（15.0）
7（11.7）
6（10.0）
1（01.7）

2
3
4
4
6
7
8

11（23.4）
9（19.1）
8（17.0）
7（14.9）
5（10.6）
4（08.5）
1（02.1）

2
3
4
5
6
7
8

0.14
0.09
0.07
0.00
0.02
0.06
0.03

23（21.5）
19（17.8）
17（15.9）
16（15.0）
12（11.2）
10（09.3）
2（01.9）

2
3
4
5
6
7
8

（

†p<.1，＊p<.05，＊＊p<.01

）内は％

子ども有群，
子ども無群の両群とも「筋力強化」
が最も多く，それぞれ48.3%，46.8%であり，つ

しさ」，「費用」において，群の差に有意傾向が見
られた．

いで「運動不足の解消」がそれぞれ20%，23.4%，

子ども有群では「実施場所の利便性」をあげた

「健康増進」がそれぞれ16.7%，19.1%，
「痩身希望」

人数・割合が最も多く，ついで「所要時間」，
「費用」

がそれぞれ15.0%，17.0%，
「気晴らし」がそれぞ

の順に多かった．これらの結果から，子育て中の

れ15.0%，14.9%であった．

女性は，活動において重視する要素として，自宅

子どもの有無による差異を検討するためにカイ

もしくは自宅から近い距離で行える活動であるこ

二乗検定を行ったところ，両群の間に有意差は見

と，短い時間でできる活動であること，あまり費

られなかった．

用をかけずに行える活動であることを重視する傾
向が強かった．一方，子ども無群では，「手軽さ」
が最も多く，
「実施場所」と「所要時間」が2番

4）重視する要素
表12は，重視する活動の要素について，子ど

目に高かった．これらは，子ども無群が子ども有

もの有無別に人数・割合を示している．子ども

群に比べて，時間や費用などに余裕があり，時間

有群と子ども無群の総計では，
「実施場所の利便

や場所に制限が少ない結果，自身にとって手軽に

性」が44.9%と最も多く，ついで「所要時間」が

行えることが最も重視されているためと考えられ

43.0%，
「 手 軽 さ 」 が41.1%，
「運動の強度」が

る．また，前述したように，自身のために費用や

32.7%，
「楽しさ」が29.0%であった．

時間を使える学生の割合が多いことも影響してい

群別に見て，子ども有群では，
「実施場所の利

る．以上の結果から，子どもの有無と重視する活

便性」が45.0%と最も多く，ついで「所要時間」

動の要素には大きな関係があることがわかった．

が41.7%，「 費 用 」 が35.0%，
「運動の強度」が
31.7%であった．一方，子ども無群では，
「手軽さ」

５）阻害要因
表13は，阻害要因の人数・割合を子どもの有無

が59.6%と最も多く，ついで「実施場所の利便性」
と「所要時間」がそれぞれ44.7%，
「楽しさ」が

別に示している．子ども有群と子ども無群の総計

40.4%，
「運動の強度」が34.0%であった．

では，
「怠惰」が50.5%と最も多く，ついで「体

子どもの有無による差異を検討するためにカイ
二乗検定を行ったところ，
「手軽さ」で子ども無

調不良」が43.0%，「天候」が28.0%，「育児関連」
が15.9%，「費用」が12.1%であった．

群の割合が子ども有群よりも高く，
また
「専門性」
，

群 別 に 見 る と， 子 ど も 有 群 で は「 怠 惰 」 が

「おしゃれ」
「服装」
，
では子ども有群の割合が多く，

40.0%と多く，ついで「体調不良」が33.3%，「育

「効果」
では子ども無群の方の割合が多かった．
「楽

児関連」が28.3%，「天候」が25.0%，「費用」が
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表12
重視する要素

子ども有群

（１位～３位の総計）

（ｎ＝60）

子どもの有無別に示した『重視する要素』
順位

子ども無群
（ｎ＝47）

x2

順位

総計

順位

（ｎ＝107）

実施場所の利便性

27（45.0）

1

21（44.7）

2

0.10

48（44.9）

1

所要時間

25（41.7）

2

21（44.7）

2

0.06

46（43.0）

2

44（41.1）

3

35（32.7）
31（29.0）
29（27.1）

4
5
6

＊＊

手軽さ

16（26.7）

6

28（59.6）

1

6.95

運動の強度

19（31.7）

4

16（34.0）

5

0.05

楽しさ
費用
専門性

12（20.0）
21（35.0）
17（28.3）

8
3
5

19（40.4）
8（17.0）
3（06.4）

4
7
9

3.80†
3.14†
6.79＊＊

20（18.7）

7

効果

6（10.0）

10

13（27.7）

6

4.64＊

19（17.8）

8

頻度

10（16.7）

9

4（08.0）

8

1.34

14（13.1）

9

おしゃれ（服装・場所）

12（20.0）

7

1（02.1）

12

6.93＊＊

13（12.1）

10

仲間の存在

4（06.7）

12

3（06.4）

9

0.00

7（06.5）

11

服装（私服・運動着）

5（08.3）

11

0（00.0）

15

3.91＊

5（04.7）

12

社交性

2（03.3）

13

2（04.3）

11

0.06

4（03.7）

13

同性との交流

2（03.3）

13

1（02.1）

12

0.13

3（02.8）

14

道具の利用

0（00.0）

17

1（02.1）

12

1.28

1（00.9）

15

興味を引く

1（01.7）

15

0（00.0）

15

1.28

1（00.9）

15

身体と脳の活動の連携強化

1（01.7）

15

0（00.0）

15

1.28

1（00.9）

（

＊

）内は％

†p<.1， p<.05，

表13

怠惰
体調不良
天候

子ども有群
（ｎ＝60）
24（40.0）
20（33.3）
15（25.0）

育児関連

p<.01

子どもの有無別に示した『阻害要因』

1
2
4

子ども無群
（ｎ＝47）
30（63.8）
26（55.3）
15（31.9）

17（28.3）

3

0（00.0）

12

費用
スキル

6（10.0）
1（01.7）

5
6

7（14.9）
2（04.3）

4
5

0.52
0.63

仕事の忙しさ

1（01.7）

6

1（02.1）

7

疲労

0（00.0）

14

2（04.3）

5

実施場所までの距離

0（00.0）

14

1（02.1）

時間不足

1（01.7）

6

自分のやる気

1（01.7）

通いにくさ
家事都合

阻害要因（複数回答）

15
＊＊

順位

順位

x2

1
2
3

2.98†
2.98†
0.45
13.29＊＊

総計
（ｎ＝107）
54（50.5）
46（43.0）

順位
1
2

30（28.0）

3

17（15.9）
13（12.1）

4
5

3（02.8）

6

0.03

2（01.9）

7

2.55

2（01.9）

7

7

1.28

1（00.9）

9

0（00.0）

12

0.78

1（00.9）

9

14

0（00.0）

12

0.78

1（00.9）

9

0（00.0）

14

1（02.1）

7

1.28

1（00.9）

9

0（00.0）

14

1（02.1）

7

1.28

1（00.9）

9

スケジュールの困難さ

0（00.0）

14

1（02.1）

7

1.28

1（00.9）

9

怪我

1（01.7）

6

0（00.0）

12

0.78

1（00.9）

9

意志の欠如

1（01.7）

6

0（00.0）

12

0.78

1（00.9）

9

時間調整

1（01.7）

6

0（00.0）

12

0.78

1（00.9）

9

多忙

1（01.7）

6

0（00.0）

12

0.78

1（00.9）

9

（

†p<.1，＊p<.05，＊＊p<.01

）内は％
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表14

子どもの年齢別に示した『実践可能な身体活動・運動』

小学生低学年・
未就学児群
（ｎ＝22）

順位

小学校高学年群
（ｎ＝38）

順位

x2

総計
（ｎ＝60）

順位

ストレッチ

6（27.3）

6

29（76.3）

1

5.74＊

35（58.3）

1

家事（身体活動を含む）
ウォーキング

9（40.9）
8（36.4）

1
2

22（57.9）
21（55.3）

2
3

0.77
1.02

31（51.7）

2

29（48.3）

3

ヨガ

8（36.4）

2

18（47.4）

5

0.38

26（43.3）

4

意識的な階段利用

4（18.2）

8

19（50.0）

4

3.67

23（38.3）

5

筋トレ

5（22.7）

7

16（42.1）

6

1.49

21（35.0）

6

子どもやペットの世話

7（31.8）

4

9（23.7）

9

0.34

16（26.7）

7

通勤時の歩行

1（04.5）

12

12（31.6）

7

4.69

13（21.7）

8

犬の散歩

0（00.0）

18

12（31.6）

7

6.94＊＊

12（20.0）

9

公園散歩

3（13.6）

10

9（23.7）

9

0.70

12（20.0）

9

育児

7（31.8）

4

5（13.2）

14

2.42

12（20.0）

9

ランニング

4（18.2）

8

5（13.2）

14

0.23

9（15.0）

12

エアロビ

1（04.5）

12

7（18.4）

11

2.01

8（13.3）

13

ジョギング

2（09.1）

11

6（15.8）

13

0.46

8（13.3）

13

縄跳び

1（04.5）

12

7（18.4）

11

2.01

8（13.3）

13

ダンス

0（00.0）

20

1（02.1）

16

0.57

1（01.7）

16

バドミントン

1（04.5）

12

0（0.00）

17

1.72

1（01.7）

16

卓球

1（04.5）

12

0（0.00）

17

1.72

1（01.7）

16

テニス

1（04.5）

12

0（0.00）

17

1.72

1（01.7）

16

ボート

0（00.0）

18

0（0.00）

17

0.00

0（0.00）

19

エアロバイク

0（00.0）

18

0（0.00）

17

0.00

水泳

0（00.0）

18

0（0.00）

17

0.00

0（0.00）
0（0.00）

19
19

種目（複数回答）

（

†p<.1，＊p<.05，＊＊p<.01

）内は％

10.0%で あ っ た． 一 方， 子 ど も 無 群 で も「 怠

結果を示す．表14〜17については，回答結果の順

惰」が63.8%と最も多く，ついで「体調不良」が

位づけを行い，子どもの年齢による差異を検討し

55.3%，
「天候」が31.9%，
「費用」が14.9%であった．

た．

子どもの有無による差異を検討するためにカイ
二乗検定を行ったところ，
「育児関連」はもちろ

１）実践可能な身体活動・運動

んのこと，「怠惰」，
「体調不良」において群間差

表14は，
『実践可能な身体活動・運動』につい

に有意傾向が見られた．両群の間に大きな差は見

て子どもの年齢別（低学年・未就学児 vs. 高学

られないものの，子ども有群では「育児関連」が

年）に人数・割合を示している．総計では，「ス

阻害要因となっていた．

トレッチ」が58.3%と最も多く，ついで「家事」
が51.7%，「ウォーキング」が48.3%，「ヨガ」が

5．子どもの年齢別結果

43.3%，「意識的な階段利用」が38.3%であった．

子ども有群60名に絞って，子どもの年齢によっ

群別に見ると，子どもが小学校低学年・未就学

て身体活動・運動について差が生じるか否かを検

児の女性では，
「家事」が40.9%と多く，ついで

証した．以下，１）実践可能な身体活動・運動（表

「ウォーキング」，「ヨガ」がそれぞれ36.4%，「子

14），２）活動を行う目的（表15）
，３）重視する

どもやペットの世話」
，
「育児」がそれぞれ31.8%

要素（表16）
，４）阻害要因（表17）
，それぞれの

であった．一方，子どもが小学校高学年群では，
「ス
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表15
活動目的

子どもの年齢別に示した『活動を行う目的』

小学生低学年・
未就学児群
（ｎ＝22）

順位

小学校高学年群
（ｎ＝38）

順位

x2

総計
（ｎ＝60）

順位

運動不足の解消

22（100.0）

1

27（71.1）

1

1.87

50（83.3）

1

健康増進
筋力強化

22（100.0）
11（50.0）

2
5

23（60.5）
22（57.9）

2
3

2.89†
0.15

45（75.0）

2

33（55.0）

3

気晴らし

20（90.9）

3

13（34.2）

6

8.14＊＊

33（55.0）

3

老化防止

11（50.0）

5

22（57.9）

3

0.15

33（55.0）

3

痩身希望

17（77.3）

4

13（34.2）

6

5.16＊

30（50.0）

6

身体機能の向上

10（45.5）

7

13（34.2）

6

0.45

23（38.3）

7

容姿の改善

5（22.7）

8

15（39.5）

5

1.17

20（33.3）

8

楽しみ

3（13.6）

9

12（31.6）

9

1.79

15（25.0）

9

子ども世話・相手

1（04.5）

10

0（00.0）

10

1.72

1（01.7）

10

義務感

0（00.0）

11

0（00.0）

10

0.00

0（00.0）

（

＊

）内は％

†p<.1， p<.05，

表16

（

13（59.1）
13（59.1）
7（31.8）
8（36.4）
7（31.8）
6（27.3）
6（27.3）
1（04.5）
1（04.5）
2（09.1）
1（04.5）
1（04.5）
0（00.0）
0（00.0）
0（00.0）
0（00.0）

p<.01

子どもの年齢別に示した『重視する要素』

小学生低学年・
重視する要素
未就学児群
（１位～３位の総計）
（ｎ＝22）
実施場所の利便性
手軽さ
所要時間
楽しさ
費用
効果
運動の強度
仲間の存在
頻度
服装（私服・運動着）
同性との交流
社交性
道具の利用
興味
おしゃれ（服装・場所）
専門性

11
＊＊

順位

小学校高学年群
（ｎ＝38）

順位

x2

総計
（ｎ＝60）

順位

1
1
4
3
4
6
6
9
9
8
9
9
13
13
13
13

25（65.8）
23（60.5）
18（47.4）
14（36.8）
10（26.3）
8（21.1）
5（13.2）
4（10.5）
3（07.9）
1（02.6）
1（02.6）
0（00.0）
1（02.6）
1（02.6）
0（00.0）
0（00.0）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
14
10
10
14
14

0.09
0.00
0.80
0.00
0.14
0.23
1.51
0.59
0.23
1.16
0.15
1.72
0.57
0.57
0.00
0.00

38（63.3）
36（60.0）
25（41.7）
22（36.7）
17（28.3）
14（23.3）
11（18.3）
5（08.3）
4（06.7）
3（05.0）
2（03.3）
1（01.7）
1（01.7）
1（01.7）
0（00.0）
0（00.0）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
15
15

†p<.1，＊p<.05，＊＊p<.01

）内は％

トレッチ」が76.3%ときわめて高く，
ついで「家事」

散歩」では，小学校高学年の子どもを持つ女性の

が57.9%，
「ウォーキング」が55.3%，
「意識的な

方が低学年・未就学児群と比べて有意に割合が高

階段利用」が50.0%，
「ヨガ」が47.4%であった．

かった．小学校高学年の子どもを持つ女性では，

子どもの年齢による差異を検討するためにカイ

「ストレッチ」
，「犬の散歩」を実践可能と判断す

二乗検定を行ったところ，
「ストレッチ」
，
「犬の

る割合が多かったが，低学年・未就学児を持つ女
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表17
阻害要因（複数回答）
怠惰

小学生低学年・
未就学児群
（ｎ＝22）

子どもの年齢別に示した『阻害要因』
順位

小学校高学年群
（ｎ＝38）

順位

x2

総計
（ｎ＝60）

順位

9（40.9）

2

18（47.4）

1

0.12

27（45.0）

1

育児関連

15（68.2）

1

7（18.4）

3

9.40＊＊

22（36.7）

2

体調不良

4（18.2）

4

16（42.1）

2

2.39

20（33.3）

3

天候

8（36.4）

3

4（10.5）

4

4.65＊

12（20.0）

4

費用

1（04.5）

4

3（07.9）

5

1.26

7（11.7）

5

スキル

0（00.0）

6

0（00.0）

7

1.72

1（01.7）

6

時間調整

0（00.0）

7

1（02.6）

6

0.57

1（01.7）

6

仕事の忙しさ

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

疲労

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

実施場所までの距離

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

通いにくさ

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

スケジュールの困難さ

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

意志の欠如

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

多忙

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

時間不足

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

家事都合

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

8

怪我

0（00.0）

7

0（00.0）

7

0.00

0（00.0）

（

＊

）内は％

8
＊＊

†p<.1， p<.05，

性では時間的に余裕がないことが見てとれた．

p<.01

望」とも，小学校低学年・未就学児を持つ女性の
人数・割合が高学年児を持つ女性と比べて有意に

２）活動を行う目的

多く，「健康増進」においても人数・割合の差に

表15は，子ども有群について，子どもの年齢を

有意傾向が見られた．子どもが幼く，子育てに手

小学校高学年児と小学校低学年・未就学児に分け

がかかる小学校低学年・未就学児を持つ女性では，

て『活動を行う目的』について人数・割合を示し

「気晴らし」が活動を行う目的となっていた．また，

ている．
「運動不足の解消」が全体で83.3%と最

出産後の体型を戻したいという気持ちから「痩身

も割合が高く，ついで「健康増進」が75.0%，
「筋

希望」が多く見られた．

力強化」，「気晴らし」
，
「老化防止」がそれぞれ
55.0%，
「痩身願望」が50.0%と続いた．

３）重視する活動の要素

小学校低学年・未就学児を持つ女性では，
「運

表16は，『重視する活動の要素』について子ど

動不足の解消」と「健康増進」がそれぞれ100%

もの年齢別に人数・割合を示している．「実施場

選択しており，ついで「気晴らし」が90.9%，
「痩

所の利便性」が全体で63.3%と多く，ついで「手

身希望」が77.3%，
「老化防止」が50.0%であった．

軽さ」が60.0%，「所要時間」が41.7%，「楽しさ」

一方，小学校高学年の子どもを持つ女性でも，
「運

が36.7%，「費用」が28.3%であった．

動不足の解消」が71.1%と多く，
ついで「健康増進」

群別に見ると，小学校低学年・未就学児を持つ

が60.5%，
「筋力強化」と「老化防止」がそれぞ

女性では，「実施場所の利便性」，「手軽さ」を選

れ57.9%，
「容姿の改善」が39.5%であった．

択した人数・割合が多く，ついで「楽しさ」
，そ

子どもの年齢による差異を検討するためにカイ

して「所要時間」，「費用」がそれぞれ続いた．一

二乗検定を行ったところ，
「気晴らし」
，
「痩身希

方，小学校高学年児を持つ女性でも，「実施場所
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の利便性」が最も多く，ついで「手軽さ」
，
「所要

スポーツ庁（2017）の調査においても，実際に自

時間」
「楽しさ」
，
「費用」
，
の順番で選択されていた．

分が運動不足であると自覚している女性の割合

子どもの年齢による差異を検討するためにカイ

は，82.1％と極めて高い．また，この調査では，
「定

二乗検定を行ったところ，群の間に有意差は見ら

期的ではないがある特定の時期に継続して実施し

れなかった．

た」と回答した女性が11.5%，
「不定期で実施した」
と回答した女性が27.0%，
「この１年間に運動や

４）阻害要因

スポーツはしなかった」と回答した女性が26.8%

表17は，『阻害要因』について，子どもの年齢

であった．そのため，定期的に運動を実施できて

別群に分けて人数・割合を示している．
「怠惰」

いない女性は，合わせて全体の73.7％を占めてい

が全体で45.0%と多く，ついで「育児関連」が

た．本研究の結果において，どの属性においても

36.7%，
「体調不良」が33.3%，
「天候」が20.0%，
「費

同様の傾向が見られたことから，属性にかかわら

用」が11.7%であった．

ず女性の身体活動・運動に対する意識が高いこと

群別に見ると，小学校低学年・未就学児を持つ

が窺われる．しかし，身体活動・運動を実行に移

女性では，
「育児関連」が68.2%と多く，
ついで「怠

すことができない阻害要因が存在していることが

惰」，
「天候」
，
「体調不良」
，
「費用」と続いた．一

わかった．

方，小学校高学年児を持つ女性では，
「怠惰」が
47.4%と多く，
ついで「体調不良」
「育児関連」
，
「天
，

１）実践可能な身体活動・運動

候」，
「費用」の順で続いた．

本研究の対象者は，どの属性においても「スト

子どもの年齢によって差異が生じるのか否かを
検討するためにカイ二乗検定を行ったところ，
「育

レッチ」，「ウォーキング」，「意識的な階段利用」，
「家事」など，運動強度の低い活動を好んでいる

児関連」
，
「天候」で，小学校低学年・未就学児を

ことがわかった．
「意識的な階段利用」
，「家事」

持つ女性の方が小学校高学児をもつ女性と比べ

が多かった理由としては，活動するために特別に

て，有意に人数・割合が多かった．子どもが幼く，

時間をとるのではなく，現在の生活スタイルを変

子育てに手がかかる小学校低学年・未就学児を持

えずに実施が可能ということである．以下，代表

つ女性では，
「育児関連」が阻害要因となってい

的な特徴を示す．

ることが理解できる．

◦既婚，家庭がある女性や子どもがいる女性が多
い30歳代，40歳代，50・60歳代では，「家事に

要約：属性によって異なる身体活動・運動の
特徴

よる身体活動」が実践可能な活動の上位に入っ
ていた．

本研究は，女性の身体活動・運動の実践に及ぼ

◦年代によって実践可能な身体活動の選好に大き

す属性，すなわち１）年齢，２）職業，３）子ど

な差は見られないものの，「家事による身体活

もの有無，４）子どもの年齢，を独立変数とし，

動」，「育児」などライフイベントに紐づく活動

それらの変数に対して，
１）
行動変容ステージ，
２）

は30〜60歳代で好まれていることがわかった．

実践可能な身体活動・運動の内容，３）活動を行

◦フルタイム群では，
「ストレッチ」，
「筋トレ」，
「意
識的な階段利用」，「家事」などあまり時間と手

う目的，４）重視する活動の要素，５）阻害要因，

間がかからない活動が好まれていた．

のそれぞれを従属変数として関係性を見た．その

◦パートアルバイト・自営群，主婦群，学生群で

結果，以下のような知見を得た．

は，
「ウォーキング」
，
「ヨガ」など，ある程度
１．行動変容ステージ

の時間と手間のかかる活動も上位に入っていた

どの属性においても，実行ステージ者の人数が

ため，彼女らはフルタイム群に比べて，出費や

多く，ついで熟考ステージ者の人数がつづいて多

時間の面で生活にゆとりがあるためと考えられ

かったが，前熟考ステージ者はわずかであった．

る．
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◦子ども有群では，育児を含めて，家の中で行う

３）重視する活動の要素

「家事による身体活動」や「育児」などがハー

どの属性においても，
「実施場所の利便性」，
「費

ドワークであり，身体を動かすことに繋がると

用」，
「所要時間」などを重視する女性が多かった．

認識されていた．

重視する要素の裏には，阻害要因が存在しており，

◦子ども有群では，実践可能な活動として「スト

重視する要素と阻害要因には関係があると考えら

レッチ」が最も多かった．その理由として，家

れる．以下，代表的な特徴を示す．

事や育児に忙しい子ども有群にとって，時間や

◦育児や家事などで生活に制約がある30歳代，40

場所に制限がなく，手軽な活動であるためと考

歳代，50歳・60歳代では，「実施場所の利便性」

えられる．

を重視していた．

◦子ども無群において，
「ウォーキング」が実践

◦自由に出費できないパートアルバイト・自営群，

可能として最も多かった理由は，運動の強度が

主婦群では，「費用」を重視する傾向があった．

低く，ある程度の時間をかけながら手軽に取り

◦フルタイム群，パートアルバイト・自営群では，

組める活動であるためと考えられる．

時間的制約から「所要時間」を重視する傾向が

◦小学校高学年児を持つ女性では，
「ストレッチ」
，
「犬の散歩」を好む傾向があった．

あった．
◦子育て中の女性は，自宅もしくは自宅から近い

以上のことから，実践可能な身体活動・運動と

距離で行えること，短い時間で行えること，あ

しては，職業，子どもの有無が大きく関係するこ

まり費用をかけずに行えることを望むため，
「実

とがわかった．時間や，場所，運動強度などを重

施場所」，「所要時間」，「費用」を重視する傾向

視して選好していると推測される．

が高かった．
◦子ども無群では，子ども有群において上位に

２）活動を行う目的

入っていなかった「手軽さ」が最も多く，子ど

どの属性においても，
活動を行う目的として
「健

も有群に比べて時間や費用などに余裕があり，

康増進」
，
「運動不足の解消」をあげた人数・割合

制限が少ないためと推測される．

が多かったことから，属性にかかわらず，女性は

以上のことから，身体活動・運動実践において

運動不足の自覚と健康増進への意識の高さが伺え

重視する要素は，年代，職業，子どもの有無が大

た．以下，
本研究で見られた代表的な特徴を示す．

きく関係していることがわかった．中でも，仕事，

◦「痩身希望」において20歳代の人数・割合が有

育児，家事などによる金銭面や時間面の制限があ

意に多かったことから，他の年代に比べて外見

る女性は，「所要時間」，「費用」，「実施場所」な

に対する意識が高いことが窺えた．

どを重視していた．

◦育児や，仕事に多忙である30歳代では，
「気晴
らし」を目的とする人数・割合が多かった．

４）阻害要因

◦50・60歳代では，
「老化防止」の人数・割合が
多かった．

どの年代においても阻害要因として，
「怠惰」
，
「体調不良」
，「天候」を阻害要因の上位にあげて

◦子どもが幼く，子育てに手がかかる小学校低学

いた．以下，代表的な特徴を示す．

年・未就学児を持つ女性では，
「気晴らし」が

◦子育て期にあり，子どもがまだ手のかかる未就

必要だと考えていた．また，出産後の体型を戻

学児や小学校低学年児を持つ30歳代では，
「育

したいという気持ちから「痩身希望」が多かっ

児関連」を阻害要因にあげる人数・割合が多かっ

た．

た．

以上のことから，活動を行う目的では，年代，

◦子ども有群，子ども無群の両群の間に大きな差

子どもの年齢が大きく関係すると考えられる．

は見られないものの，子ども有群では「育児関
連」が阻害要因と認識していた．
以上のことから，阻害要因においては，子ども
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の有無，子どもの年齢，が大きく関係していた．

Latino patients with diabetes：a discretechoice experiment, Los Angeles, 2014-2015.
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９．「健康無関心層」に向けた支援方略の探索：
文献的検討およびゲートウェイ行動の抽出
島崎

崇史1）

の身体活動実施を支援する「しかけ」の充実は，

報告書の概要

重要な課題であるといえる．

本研究では，健康行動の実施に対して興味関心

身体不活動の背景には，多忙，面倒，加齢，金

を示さない，いわゆる「健康無関心層」のセグメ

銭的な問題，および運動・スポーツ嫌いといった

ントに着目して，その特徴の把握，および効果的

理由に伴う（スポーツ庁健康スポーツ課，2016），

な支援プログラムの開発と普及を目的とする．研

人生における優先順位の低さや知識のなさと

究初年度にあたる2019年度は，
（1）研究Ⅰ：健康

いった阻害要因が存在している（Hill & Peters，

無関心層を対象とした研究の文献検討，
および
（2）

1998；Fletcher, Behrens, & Domina，2008）．こ

研究Ⅱ：健康無関心層の将来的な健康行動実施に

のような阻害要因の影響がある中で，元々健康全

つながるゲートウェイ行動の抽出，を行った．こ

般に対して興味・関心が乏しく，自身の健康状態

の報告書では，これら2つの研究により得られた

にも注意を払わない，いわゆる「健康無関心層」

知見について報告する．

に対して身体活動の開始・継続・習慣化を促すこ

研究Ⅰ

 康無関心層を対象とした研究の文
健
献検討

とは，容易ではない．そのため，健康無関心層に
おける身体活動量の向上に対する支援を考える際
には，（1）健康無関心層の特徴把握，および（2）
関連学問領域の知見から想定される支援の考案，

1．研究の背景と目的

が必要である．

身体活動の実施には，身体機能の維持・向上，

そこで，研究Ⅰでは，プロジェクト研究の分担

血管系疾患の予防，血圧の改善，糖尿病の予防・

部分において焦点をあてる，健康無関心層に対す

改善，一部のがん予防，骨粗鬆症の予防，認知

る理解を目的として，関連文献の整理を行った．

症の予防，および心の健康増進といった効果が
確認されている（Petruzzello, Landers, Hatfield,

健康無関心層の定義と特徴

Kubitz, & Salazar, 1991；Warburton, Nicol, &

自治体や民間企業の主催する運動教室では，参

Bredin, 2006；Gelber et al., 2012）
．しかしながら

加者の大半が既に身体活動の実践者であることが

平成30年「国民健康・栄養調査」によると（厚生

多い（宇野他，2020）
．自立・自律した健康保持

労働省，2020），我が国における身体活動習慣者

が困難であり，支援を必要とする健康無関心層と

の割合，および平均歩数は，ここ10年横ばいであ

は，接点をつくることすらも容易ではない．その

り，健康日本21（第二次）の目指す目標値には届

ため，健康無関心層への支援プログラムの開発は，

いていない
（国立健康・栄養研究所，
2019）
．スポー

常に課題としてあげられている．2015年には，保

ツ庁健康スポーツ課（2016）の行った世論調査に

健師ジャーナルにおいて，健康無関心層に向けた

よると，普段運動不足を感じている人の割合は，

支援について特集号が刊行されている（医学書院，

67％にのぼる．肥満者や糖尿病が強く疑われる者

2015）．当該雑誌の冒頭では，我が国における保

の割合にも過去10年間にわたり変化が認められて

健事業の現状について「健康日本21（第2次）に

いない（厚生労働省，2020）
．したがって，国民

は健康格差の縮小が基本方針の1つに掲げられて
いるが，健康教室など保健事業への参加者は健康

１）上智大学文学部

意識が高く，健康度は比較的良好な傾向にある．
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行動非実施

環境

心理

社会経済的不利
：貧困・低学歴
・職業的地位の低さ

心理的な阻害要因
：恩恵感低・負担感高・SE低
アパシー
：無気力・無関心
認知の歪み
「自分にはできない」

社会環境
座位中心の生活様式

Note. SE：セルフエフィカシー

Figure１

健康無関心層の行動非実施に影響を与える要因（仮説モデル）

保健事業を拡大・定着化し，地域全体の健康度を

（pre-contemplation）の状態は「現在，健康行動

高めるためには，健康への関心の低い『健康無関

を実施していないし，これから先も実施するつも

心層』へのアプローチが鍵となる」と触れられて

りもない状態」と定義されている．前熟考期の状

いる（医学書院，2015）
．

態は，一般に認識されている健康無関心層の定義

本研究では，
まず健康無関心層の特徴について，

と一致する．前熟考期の特徴としては，健康行動

関連する学問領域の視点から整理してみたい．健

を実践することで得られる恩恵感が低く，実施

康無関心層の定義と特徴，および行動非実施の要

に対する負担感が高い状態にある（Prochaska &

因について，Bandura（1999；2001）の社会的認

DiClemente，1992）．さらに，健康行動を成功裏

知理論をもとに行動，心理（認知）
，環境の3側

に実施・継続できるという見込み感（自信）であ

面から考察すると，Figure1のようにまとめるこ

るセルフエフィカシー（Self-efficacy；Bandura，

とができる．ここでは，Figure1の仮説モデルに

1977）も十分でない．これらの知見は，行動科学

基づいて，健康無関心層の特徴を捉え，それぞれ

における心理学的研究手法により明らかになった

の学問領域の視点から支援の方略について考察す

特徴である．

る．
2）健康無関心層で想定される心理学的特徴
1）トランスセオレティカルモデルからみる定義

心理学的な側面からは，アパシー（Apathy）

と特徴

の 概 念 に 近 似 し た 状 況 で あ る と 考 え ら れ る．

行動科学や我が国における保健・福祉・健康増

Greenson（1949）およびMarin（1990）によると，

進分野での実践を鑑み，健康無関心層を定義する

アパシーは「無気力あるいは無感情の状態」と

な ら ば，Prochaska & DiClemente（1992） の 提

定義できる．アパシーの特徴について，Arnould,

唱した，対象者の健康行動実施に対するレディネ

Rochat, Azouvi, & Van der Linden（2013）およ

ス（readiness：準備段階）
，すなわち実施に対す

びLevy & Dubois（2006）は，（1）感情状態：興

る意識や行動実践の現状をセグメント化したト

味・関心や他者との協力への無関心，（2）認知状

ランスセオレティカルモデル（Transtheoretical

態：行動の計画や実行力の低下と柔軟性の欠如，

model： 以 下TTMと す る ） が 手 が か り と な る．

および（3）自己不活性：自発的な思考や行動の欠

TTMにおいて，最も下層に位置する前熟考期

如，といったサブカテゴリーから考察している．
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アパシーの状態は，統合失調症や抑うつに付随す

3）健康格差における社会的不利の影響

る症状として知られているが，健常者においても

生活習慣病の罹患者は，中・低所得の国々で

倦怠・退屈といった状態において生じる感情状態

多く（Hosseinpoor et al., 2012），社会経済状況

である（Greenson，1949）
．アパシーの原因につ

による格差が生じている（Sommer et al., 2015）．

いては，（1）パーソナリティを含む個人の心理・

Trost, Owen, Bauman, Sallis, & Brown（2002）

行動要因：内向的（受け身）な性格，自尊感情の

は，成人における身体活動の実施に影響を与える

低さ，人生に対する満足度の低さ，目的意識の喪

要因に関して大規模なレビューをおこない，低い

失，（2）社会・環境要因：社会的役割のなさ，子

教育歴や低収入といった社会的不利が身体不活動

育て役割の終了や退職といったライフステージの

に影響を及ぼすことを見出している．生活習慣病

変化，および（3）疾病を含む生態学的要因：神経

罹患の危険因子である健康行動について，社会

伝達物質（ドーパミン，
アセチルコリン）の異常，

的不利による実施格差が生じているという点は，

および前頭葉−皮質下回路（動機づけに関連する

注目すべきである（Hiyoshi, Fukuda, Shipley, &

神経回路）の損傷，疾病症状，といったように多

Brunner, 2014）．Stringhini et al.（2011）は，欧

岐 に わ た る（Marin，1990； 漆 谷，2014；Tekin

州で実施された2つの大規模コホート研究の結果

& Cummings, 2002）
．

から，職業的地位，教育歴，収入が，喫煙，飲酒，

アパシーの視点から健康無関心層について考察
すると，無関心層になりやすいパーソナリティ特

食習慣，および身体活動実施の予測因子であった
ことを報告している．

性が存在し，その上に社会的な役割の喪失といっ

我が国は，世界的な視点から見ると社会格差・

たライフイベントが重なることで自身の健康に対

健康格差の小さい国と言われているものの
（Ikeda

して興味関心を喪失してしまう可能性も考えられ

et al., 2011）
，都道府県による平均寿命の差異

る．我が国においてアパシーに関する研究は，大

と い っ た 格 差 は 存 在 す る（Kanchanachitra &

学生の無気力状態の理解において適用された研究

Tangcharoensathien, 2017）．加えて近年は，経

が多数存在する（下山，
1996）
．大学生のアパシー

済の停滞から所得格差が広がりをみせ，健康格差

傾向を測定する尺度（鉄島，1993）においても，

についても懸念されている（Ikeda et al., 2011）．

健康に関連する項目は抽出されているもの，健康

Hiyoshi et al.（2014）や Stringhini et al.（2011）

を対象としたアパシーに関する研究は世界的にも

の指摘する，健康行動の実施格差，特に身体活動

皆無である．そのため，知見の慎重な適用と今後

について島崎・上地・竹中（2019）は，我が国の

の研究の拡充が期待される．

成人3,600名を対象とした調査により，女性およ

さらに，居住周辺環境の身体活動のおこないや

び時間外労働のある就労者の実施率が低く，60代

すさに対する主観的な評価が，行動実践に影響を

以上，育児なし，就労満足度高，大企業就業者，

及ぼしていることからも（Liao et al., 2011）
，
「自

年収700万円以上の者の実施率が高いという暫定

分は健康行動ができる環境・状態にない」という，

的な知見を学会において報告している．健康無関

認知の歪み（Beck，1991）も存在すると考えら

心層の背景には，個人の努力では改善が困難な社

れる．認知の歪みには，
（1）自動思考（automatic

会経済的背景による影響があることも理解する必

thought）：自分のおこなっている行為・行動に

要がある．

対して十分な思考のプロセスがはたらいていな

その他にも我が国は，座位中心の生活様式が顕

い状態，および
（2）
シンボル化/スキーマ（symbol-

著な国である（Bauman et al.，2011）．インター

ism/schemas）
：
「健康行動なんて行っても手遅れ」

ネット中心の余暇活動，家電の発達による家事の

「行っても効果がない」といったように仮定的確

簡便化，移動手段の利便化，およびコンピュータ

信により行動が規制されている状態，といった水

を用いた仕事の拡充，といった要因により（岡・

準が存在する（Beck，1991；水島，2011）
．

杉山・井上・柴田・石井・Owen，2013），身体
活動が日常生活から乖離してしまう現象も生じて
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いる．すなわち，現代社会は，そもそも身体活動

観察による代理的体験，他者からの言語的説得，

をおこないにくい環境にあるという点も認識する

および行動達成に伴う生理・情動的喚起（前場，

必要がある．

2012），といった支援が想定される．
一方で，身体活動実施の推奨を意図したTTM

2．健康無関心層を対象とした支援の留意点
および取り組みと展望

の変容段階に基づくセグメント化介入である，ス

健康無関心層に対する支援をおこなう際の留意

proach）については，十分な効果が認められてい

点としては，健康行動の実施を無理強いしないこ

ない．論理的には，対象者のステージに合わせた

とが重要である．健康行動の実施を促す面接法で

段階的な介入が有効であると考えられるものの，

ある簡素化行動計画（Gutnick et al.，2014）の枠

Romain et al.（2018）が行った，TTMを適用し

組みでは，対象者のレディネスが高まるまでは

た身体活動実施の支援を意図した無作為統制化試

具体的な支援をおこなわないという方向性がとら

験を対象とするシステマティックレビュー・メタ

れている．これは，心理的リアクタンス（psycho-

アナリシスでは，ステージに合わせた介入と，そ

logical reactance；Brehm & Brehm，1981）
，す

うでない介入との間に介入効果の有意な差異は認

なわち自己の意思決定や現状が脅かされる脅威

められていない．この原因としては，TTMにお

の感情喚起に対する配慮措置である．心理的リ

ける各ステージに適した情報提供の具体的な内容

アクタンスが生じた場合には，ブーメラン効果

や伝達方法について，十分な検討がなされていな

（boomerang effect；Ringold，2002）とも呼ばれ

いという点が考えられる．そのため，健康無関心

る，望ましい行動の推奨とは逆の影響が生じる可

層の特徴把握は，必要不可欠な基礎研究である．

能性ある．このような前提条件を加味した上で，

テージマッチドアプローチ（stage matched ap-

心理学的な支援の方略について，アパシーの改

ここでは，まず従来からおこなわれてきた，ある

善に対する非薬物療法の好影響については，メタ

いは構想されてきた
（1）行動科学・心理学的な視

アナリシスが出版されていないものの，身体活動，

点に基づく支援，および
（2）環境の改善に着目し

音楽，動物，認知療法を含むセラピーや家族サポー

た支援，について概観する．次に，我が国におい

トの有用性が示唆されている（Brodaty & Burns,

て広がりを見せつつある
（3）健康無関心層を取り

2012）．セラピーなどの手法を用いたアパシーに

込むプログラム型の支援，および
（4）行動経済学

対する直接的な介入が身体活動をはじめとする健

的な視点に基づく支援，について紹介する．最後

康行動の実施を促すのかについては不明であるも

に，今後検討が必要な新たな支援の枠組みとして

のの，身体活動の推奨を通じて，健康無関心層の

（5）ゲートウェイモデルに基づく支援，および（6）

生活全体に対するアパシーの改善や社会活動全般

エンターテイメント教育の活用，
について触れる．

の改善も期待される．一方で，健康行動の実施に
対するアパシーの影響に関する研究は，世界的に

1）行動科学・心理学的な視点に基づく支援

も稀有である．そのため，アパシーの概念枠組み

TTMに基づく行動科学的な視点から介入の方

を健康無関心層への支援枠組みに適用可能かどう

略について考察すると，いわゆる前熟考期を対象

かについては，十分に熟慮すべきである．今後は，

とした支援の内容と同義に解釈できるであろう．

健康行動の実施とアパシーとの関係について，健

具体的には，（1）健康行動実施による恩恵感の向

康無関心層への支援拡充を想定した基礎研究が待

上：行動実践により得られる効果や利益の情報提

たれる．

供，（2）健康行動実施に対する負担感の軽減：対
象者にとって負担感が低く実行可能性の高い行動

2）環境の改善に着目した支援

の推奨，あるいは行動の実施を妨げている要因の

環境を変えることで，健康行動の実施を促す介

克服に関する情報提供，および
（3）セルフエフィ

入方略については，実施に際しての制度や費用の

カシーの向上：推奨行動の成功体験，成功者の

問題から十分な実践が進んでいるとは言えないも
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のの，影響力の高い方略であるといえる．たとえ

を示唆している．久野（2015）は，我が国の自治

ば，身体活動を促す方略として，
ウォーカビリティ

体を対象として行った健康行動の実施に対してイ

（walkability），すなわち対象者にとっての近隣環

ンセンティブを付与する，いわゆる健康ポイント

境の歩きやすさを高めるといった方法が考案され

事業において参加者のうち16%が健康無関心層で

ている（Koohsari et al., 2018）
．さらに実行可能

あったと報告している．そのため，健康ポイント

性の高い方略として，職場や学校において昇降式

事業のように，健康無関心層を取り込む目的で報

デスクを採用し，立位で学習や仕事を行うことで

酬を付与する方略は，対象者の募集という点で一

座位時間を減少させる試みがおこなわれている

定の好影響が見込まれる．しかしながら，制度上

（Dutta, Walton, & Pereira, 2019；Levine, 2007）
．

の課題として，事業にかかる費用と費用対効果の

政策面からの取り組みも重要である．行動科

問題や，就労などの条件で多忙であり事業への参

学・心理学的な背景を考慮した，
「個の力」を高

加が困難，自立して健康増進をおこなっているた

める支援とともに，健康格差対策の7原則（公益

め支援を必要としていない，あるいはポイント事

財団法人医療科学研究所「健康の社会的決定要因

業の定員に達したため参加できない人々が報酬を

（SDH）
」プロジェクト，2017）の示すような，
「社

受けられないといった制度が生み出す新たな不平

会の力」を高める取り組みが必要となる．公益

等の問題も指摘される．更に言うならば，動機づ

財団法人医療科学研究所「健康の社会的決定要因

けと報酬に関する心理学的視点（Deci, 1971）か

（SDH）」プロジェクト（2017）は，健康格差の

ら考察すると，健康ポイント事業は，自身が健康

縮小を意図した施策の原則として，
（1）
課題共有：

になることや人生の充実に対する内発的動機づ

理念・情報・課題の共有，
（2）
配慮ある普遍的対策：

け（intrinsic motivation）での健康行動変容では

貧困層・社会的不利な人々への配慮のもとの普遍

なく，金銭あるいは物理的な報酬が得られるから

的取り組み，
（3）
ライフコース：世代に応じた対策，

という外発的報酬（extrinsic rewards）による行

（4）PDCA：長・中・短期的目標設定と根拠に基

動の強化である．そのため事業終了とともに報酬

づくマネジメント，
（5）重層的対策：対象集団の

がなくなってしまった場合，元々健康に対して興

構造を理解した上での多様な水準（個人・コミュ

味・関心の低かった人々が，どの程度行動を内在

ニティ・社会）からの対策，
（6）
縦割りを超える：

化・習慣化できるのかといった疑問もある．加え

多様な担い手による協働，
および
（7）
コミュニティ

て大規模な心理学的実験研究のメタアナリシスで

づくり：健康以外の部門も含めた協働，を挙げて

は，報酬に基づく行動の強化が，内発的動機づけ

いる．このような政策的枠組みの中に，健康無関

や物事への興味といった行動変容において核とな

心層に向けた支援を取り込む必要がある．

る心理・感情変数を減じることも報告されている
（Deci, Koestner, & Ryan, 1999）．今後は，適切

3）健康無関心層を取り込むプログラム型の支援
健康無関心層の人々は，民間のフィットネスク

な方法論でのフォローアップ期も含めた習慣化の
評価が必要である．

ラブの利用，あるいは行政の健康関連事業への参

加えて，健康づくりとは関連のない行事と，健

加を意図しないため，募集や接点づくりにも工

康づくりプログラムを同時に開催する取り組みも

夫が必要である．我が国において健康無関心層

おこなわれている．平尾（2015）は，東京都足立

を巻き込んだ取り組みとして最も行われている

区における糖尿病対策の一環として，健康無関心

のは，インセンティブ（incentive：報酬）を付

を取り込むために，健康とは直接関係のない文化

与するプログラム型の支援であろう．松下・原

系サークル・教室，ボランティア団体と共同でイ

田・荒尾（2017）は，我が国の身体不活動者にお

ベントを開催している．その結果，これまで実施

いても，1−2ヶ月程度の健康づくりプログラム

したイベントの来場者の中に，4−42％の健康無

に対して，一律に2,000−3,000円相当のインセン

関心層が含まれていたことを報告している．

ティブが提供される際に参加可能性が生じること
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背景となる要因
（Gateway Factors）

入り口となる出来事
（Gateway Moment）

・性別

健康行動への波及
（Outcome Behavior）

・ライフイベント
・新しい情報の入手
・健康行動の獲得にとって
動機づけとなる出来事

・健康情報との接触状況
・居住地域の健康に関する活動

・認知・感情的体験
・自己概念の再構築

・保健・医療・福祉の包括的な
サービスの提供状況
・健康づくりの経験

健康食行動

・ヘルスコンピテンス
（ヘルスリテラシー）

口腔衛生行動

Figure２

身体活動

ゲートウェイ行動
の実施

禁煙

健康行動のゲートウェイモデル（Schwandt et al., 2015；一部改変）

4）行動経済学的な視点に基づく支援

2012）．一方で我が国での研究は少なく，一貫し

保健行政の場面では，行動経済学的な視点から

た結果が得られていない．しかしながら健康無関

の実践が散見されるようになった．健康無関心層

心層に対する損失を強調したメッセージの有用性

に向けた支援においても，ナッジやフレーミング

が一部確認されたことは，大きな成果であるとい

効果といった行動経済学に基づく支援の充実が，

える．

課題とされている（近藤，2015）
．ナッジは，軽
く肘でつつくという意味を表す語であり，
「対象

5）ゲートウェイモデルに基づく支援

となる人々の行動や考え方の自由度を確保しなが

社会経済的に不利な状況にある対象者への支援

ら，金銭的なインセンティブを用いずに健康行動

と し て，Schwandt, Skinner, Takruri, & Storey

を引き出すこと」を示す用語として用いられてい

（2015）は，ナイジェリアとエジプトでおこなわ

る（大竹，2018）．意味的な側面から捉えると，

れた大規模調査の結果を分析し，健康行動のわず

これまで展開されてきたインセンティブを用いな

かな望ましい変化が入口（gateway：ゲートウェ

い行動変容を意図した介入方略とほぼ同義といえ

イ）となり，他の健康行動の獲得に波及するとい

るだろう．

うゲートウェイモデルを提唱している（Figure

我が国の健康無関心層を対象としたナッジの有

２）．ゲートウェイモデルは，元々喫煙や飲酒が，

用性については，がん検診の受診を促すリーフ

ヘロインなどの薬物摂取の入り口となるといっ

レットを用いた支援において確認されている．こ

た，負の行動への波及効果の文脈から登場してい

の研究では，深刻なトーンで乳がんの罹患可能

る（Schwandt et al., 2015）．一方で，このような

性を提示した損失強調メッセージ（loss-framed

波及効果は，健康行動変容においても生じること

message）群において受診率が高かったと報告さ

が確認されている（Prochaska, Spring, & Nigg,

れ て い る（Ishikawa et al., 2012； 平 井，2018）
．

2008）．ゲートウェイモデルでは，背景となる要

健康に関する情報提供において，利益を強調した

因のもと，入り口となる出来事が起こることで，

メッセージ（gain-framed message）を提示した

健康行動の実施に波及するという連続体が想定さ

場合と損失を強調した場合の影響力の差異，す

れている．ゲートウェイモデルでいう入り口とな

なわちフレーミング効果（framing effect；Tver-

る出来事とは，ライフイベント，新しい情報の

sky & Kahneman, 1981）については，推奨する

入手，行動獲得にとって動機づけとなる出来事と

健康行動の種類により異なるといった知見も認

いった，認知，感情，自己概念の再構築が生じる

められる（Werrij, Ruiter, van’t Riet, & de Vries,

ような場面を指す．このような場面に遭遇した際，
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将来的に健康行動の実施につながる可能性のある

育場面では，テレビ番組，インターネット，ラジ

行動のわずかな肯定的変化，すなわちゲートウェ

オ／オーディオ，プリント，ライブパフォーマン

イ行動（gateway behavior）が生起する．

ス，映像，漫画，およびゲームといった多岐にわ

我が国においても，近似した知見として，原田・

たるメディアが使用されている（Sood, Riley, &

片山・中村（2010）および片山・原田・中村（2013）

Alarcon, 2017）．島崎（2019）は，エンターテイ

が身体活動無関心層を対象として，スポーツ観戦

メントメディアをもちいた健康教育により生じる

やショッピングといった余暇活動の実践が，行動

肯定的な感情の内容について調査をおこない，リ

変容ステージの肯定的な変化に貢献する可能性を

スク認知，親しみ，満足，およびリアリティと

示唆している．そのため，健康無関心層において

いった感情が喚起され，健康行動の実施に対する

は，肯定的な変化ではあるものの健康行動とまで

心理的なレディネスの向上に貢献する可能性を示

は言えず，効果が不十分であると考えられるよう

唆している．健康無関心層に近い人々へのエン

な行動・言動の変化であったとしても，将来的に

ターテイメント教育の手法を活用した支援の事例

健康行動の獲得に貢献する可能性があると考えら

として，Shimazaki, Matsushita, Iio, & Takenaka

れる．このようなごく小さな変化，すなわちゲー

（2018）は，特定保健指導の面接の際に身体活動

トウェイ行動に目を向け，言葉がけなどにより行

の実施および食習慣の改善を促す漫画を配布し，

動を強化することも有益な支援となり得る可能性

食行動の改善に貢献した事例を報告している．

がある．

さらにエンターテイメント教育の中でも，ス
マートフォンの爆発的な普及も相まって，モバイ

6）エンターテイメント教育の活用

ルアプリケーションを利用したゲームによる健康

近藤（2015）は，健康無関心層に向けた支援の

支援も実践されている．ゲーム的な要素をもちい

新たな方向性として，楽しみながら健康への興味

て，対象者の動機づけを高め，健康行動の実施

関心を高める方略である，エンターテイメント教

を促す方略は，ゲーミフィケーション（gamifica-

育（entertainment education） の 可 能 性 に つ い

tion）と呼ばれている（Hamari, Koivisto, & Sarsa,

て言及している．エンターテイメント教育は「エ

2014）．ゲーミフィケーションの概念を適応した

ンターテイメント的要素と教育的要素の両方を持

プログラムでは，ゲームの要素を取り入れた動機

つメディアメッセージを用い，教育における対

づけアフォーダンス（ゲーム性を持ったしかけ）

象者の知識の向上，望ましい態度の創出，社会的

を取り入れることで，行動変容に対する心理・感

規範意識の改善，行動の改善を目的とする教育」

情的な変化が起こり，実際の行動変容に貢献す

と 定 義 さ れ て い る（Singhal, Wang, & Rogers，

ると考えられている（Koivisto & Hamari, 2019）．

2001）．エンターテイメント教育は，社会的不利

ゲームの要素を取り入れた動機づけアフォーダン

により識字や健康に関する基礎知識を十分に学ぶ

スの具体的な例についてHamari et al.（2014）は，

ことのできなかった人々や発展途上国での健康支

成果のポイント化と蓄積，リーダーボード（他者

援の方略として考案・活用されてきた（Branscum

比較のためのスコア掲示板）の活用，およびバッ

& Sharma, 2009；河村・Singhal，2013）
．そのた

ジ機能（到達度に応じた記章の授与）が頻繁に

め，健康無関心層においても興味関心の向上に貢

もちいられていたことを報告している．その他に

献すると考えられる．

は，レベルアップ，ストーリー性，明確なゴール，

エンターテイメントメディアをもちいた健康支
援では，情報に触れることにより生じる肯定的な

フィードバック，報酬，進行型，および挑戦的要
素を持たせる取り組みがおこなわれている．

感情が，健康に対する態度や行動実施に対する

身体活動量を増加させるためにゲーミフィケー

心理的なレディネスを高め（Quintero Johnson,

ションの要素を取り入れた事例としては，ポケモ

Harrison, & Quick, 2013）
，健康行動の実施に貢

ンGOが世界的にも知られている．ポケモンGOの

献すると考えられている（Figure３）
．実際の教

利用は，身体活動量の増強に貢献するという事
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フェーズ0
メッセージング（内容デザイン）
の段階

フェーズ1
健康メッセージの
知覚・認知の段階

エンターテイメント
メディア
テレビ番組

健康行動
の内容

Figure３

感情体験

フェーズ 2
心理（認知・態度）
的変容

フェーズ 3
行動変容

心理的な
レディネス
セルフエフィカシー

健康行動実施

インターネット

リスク認知

行動意図

ラジオ/オーディオ

親しみ

知識

プリント

満足

態度・信念

映像

リアリティ

主観的規範

漫画

内容の記憶保持

ゲーム

動機づけ

自己統制

（セルフコントロール）

エンターテイメント教育による健康行動変容の過程（仮説モデル）

例が報告されている（Althoff, White, & Horvitz,

観的な手続きに基づくシステマティックレビュー

2016）．一方で，自動車・自転車運転中の使用に

が必要となる．

伴う事故，歩行中のスマートフォン操作に伴う事
故，ゲーム以外の私的行事への悪影響，および睡
眠の犠牲といった，悪影響も数多く報告されてい

研究Ⅱ 健
 康無関心層の将来的な健康行動実
施につながるゲートウェイ行動の抽出

る（Wagner-Greene et al.，2017）
．健康無関心

1．目

層にむけた支援への応用可能性については十分な

的

検討がなされていないものの，我が国においても

健康・福祉の実践場面においては，健康無関心

ゲーミフィケーションの要素をとりいれた健康支

層に対する支援が課題とされている．しかしなが

援の事例が報告されつつある（炭谷・野地・大島

ら，健康無関心層の人々にとって推奨すべき健康

2017；Uechi, Tan, & Honda, 2018）
．

行動，あるいは将来的に健康行動をおこなう上で

3．本文献検討の限界点と今後の検討課題

の「入り口となる行動」
，すなわちゲートウェイ
行動の具体的な内容や行動の実施に随伴する心理

研究Ⅰでは，これまでの文献をもとに，健康無

的な側面については，これまでに検討されていな

関心層の特徴把握，および関連学問領域の視点か

い．健康無関心層の人々にとってのポジティブな

ら想定される健康無関心層に向けた支援について

認知，および行動の変化の具体的な内容について

検討することを目的とした．その結果，健康無関

検討することは，支援プログラムがはたらきかけ

心層の更なる理解にむけたゲートウェイ行動の検

るべき要因の焦点化においても有益な資料となる

討，およびエンターテイメント教育をもちいた支

であろう．

援の適用可能性の検討は，健康無関心層セグメン

そこで本研究では，健康無関心層に向けたプロ

トに向けた効果的な支援を展開する上で意義深い

グラムを開発するための基礎資料を得ることを目

と考えられる．なお，本文献検討の限界点として

的とし，健康増進関連の職業に従事する専門職を

は，文献の抽出方法，ならびに仮説モデルの構築

対象に，健康無関心層の人々にどのような変化が

が，システマティックレビューに基づいておらず，

あった際に，成果を感じるかについて調査を行っ

筆者の経験・実体験的な側面に基づく恣意的なも

た．

のであるという点が挙げられる．今後は，本研究
により明らかになった研究の仮説と課題の検証に
取り組みながら，さらなる関連文献の抽出と，客
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2．方

Table１

法

1）調査対象者

回答者の属性

n

%

女性
男性
年代
20代
30代
40代
50代
職業
保健師
団体職員
管理栄養士
歯科衛生士
公務員
運動指導員
回答なし
主な指導対象者の年代＊

37
5

88
12

8
9
11
14

19
21
26
33

29
6
2
1
1
1
2

69
14
5
2
2
2
5

10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
それ以上
主な指導対象者の特徴＊

10
19
27
30
31
32
31
16

25
48
68
75
78
80
78
40

地域住民
子育て世代
高齢者
就労者
健康づくりボランティア
身体疾患患者

24
14
7
5
4
4

67
39
19
14
11
11

精神疾患患者
学生
子ども

3
2
1

8
6
3

性別

本研究では，普段から健康無関心層の人々を含
む地域住民を中心に健康支援をおこなう専門職従
事者を対象とした．調査対象者の採択基準は，20
歳以上の健康増進関連分野に従事する者とした．
必要サンプルサイズは，本研究における最も主要
な分析である，テーマ分析（Thematic analysis：
Braun & Clarke, 2006）の必要サンプルサイズに
ついて解説したFugard & Potts（2015）を参考
に算出した．サンプルにおける仮説テーマの出現
可能性の下限を20％，関連テーマの出現可能性を
75%とし，調整出現見込み率を15％と設定した．
また，検定力は80％とした．その結果，必要サン
プルサイズは，44名となった．そのため，必要サ
ンプルサイズをわずかに上回る対象者数として，
45名とした．
本研究では，2020年2月25日時点で分析が終了
した2地域・事業所42名の分析結果について報告
する．
2）調査内容
（1）回答者の属性
性別，年齢，職業，健康増進分野での在職・従
事年数，および普段おもに支援対象とする人々の
年代と特徴，について調査を行った．
（2）無関心層における行動変容の具体的内容
質問紙調査では，
「健康に関して全く注意を払っ
ていない人が，どんな行動，あるいは会話（の内
容）をし始めた時に，良い変化があったと感じま
すか．あるいは感じられそうですか．些細な事で
も構いませんので，思い浮かぶものがありました
ら記載してください（ご自身の経験はもちろんで

Note. ＊は複数回答可能項目

すが，お考えでも構いません）
．どのような健康
行動でも構いません（身体活動，食事，健康診査

（3）データ分析

受診，禁煙，口腔ケア，ストレスマネジメント，

得られた自由記述データは，テーマ分析の手続

情報収集など）
．また，健康に対する実際的な効

きにより分析を行った．まず，得られた自由記述

果があるのか不明瞭に感じる事でも大丈夫です．
」

データを用いて，研究代表者が逐語録を作成し

という設問に対して，
自由記述により回答を得た．

た．その後，得られたデータに対する熟考：デー
タを概観してテーマに関連するアイディアの書き
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Table２
テーマ
身体活動

食行動

健康無関心層に想定される健康行動についての認知および実際の行動変化

サブテーマ：認知的な変化

応答数

サブテーマ：行動の変化

応答数

歩数を気にしだす

3

階段を使う

5

新しくできたスポーツジムに興味を示す

2

駐車場で入口から遠いところに車を置く

4

外出する気が湧く

2

ウォーキングを始める

3

バランスボールに興味を持つ
ウォーキングシューズに興味を持つ

1
1

スポーツクラブに通う
徒歩で移動する

2
2

スポーツジムに入会した知人が気になる

1

1日10分のウォーキング

1

スポーツジムの期間限定入会金割引が気になる

1

自転車に乗る

1

ヨガマットに興味を持つ

1

健康関連テレビのストレッチを一緒に行いだす

1

ポケモンGOについて話をする

1

毎日買い物に行く

1

スポーツシューズ・ウエアが欲しいと言う

1

早歩きを心がける

1

孫と散歩をしたいと考え始める
近所のスポーツ施設が話題に上がる

1
1

普段の歩幅を広くする
職場内の移動で階段利用を増やす

1
1

イベントに行って歩き回る

1

歯磨きしながらスクワットをする

1

ランニングをする
ストレッチ体操を始める
友人と一緒に外出する
お昼休みに歩くようにする
ヨガを始める
子どもの部活に一緒に参加するようになる
エレベーターを使わず階段を使う
スニーカーを履く
飲み物を無糖にする
野菜から食べる
栄養成分表示を見る機会が増える
コンビニでカロリー表示を比較して購入する
間食を減らす
野菜を多くとる
ラーメンのスープを残すようになった
緑茶を飲む
1日の総カロリーを気にする
「カロリー・糖質オフ・減塩」
「1日分の野菜が摂取

1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
5
3
3
3
2
2
2

食事の内容を気にかける
食事のメニューで悩む

2
1

できる」などの健康表示を確認・意識して購入する
コンビニでサラダを買う
腹八分目にする
薄めの味付けにする
肉より魚を取るようにする
大豆を取るようにする
朝ごはんを食べるようになる
外食では定食を選択する
決まった時間に食事をする
糖質制限をする
おやつをお菓子でないものに変える
野菜やキノコでカサ増しして食事のカロリーを下げる
食べ過ぎ防止のために早めに歯を磨く
飲み会で野菜のメニューを注文する
老人会や独居老人の食事会に参加する
自宅で野菜作りを始める
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Table 2

健康無関心層に想定される健康行動についての認知および実際の行動変化（続き）

テーマ
サブテーマ：認知的な変化
応答数
サブテーマ：行動の変化
体型・体重 体型・見た目を気にするようになる（お腹をなで
3
体重を測定する
管理行動 るなど）

受診行動

禁煙

応答数
7

痩せた友人に関心を寄せる

2

スマートウォッチ等の機器を購入する

1

スマートウォッチなどの機器に興味を示す
痩せたいと思う

1
1

体重計を購入する

1

体重を気にする

1

体重変化から病気が連想される

1

健康診断の結果を気にする

2

健診を受ける

3

健診結果から病気が連想される

1

健診結果を振り返る

2

健診を受けたことで身体症状を気にし始める

1

乳がん健診後，意識してセルフチェックを行う

1

職場で健診を呼びかける
健診の結果を気にして病院受診する

1
1

健診の結果を気にして食事に気をつける

1

禁煙を考える

1

タバコの本数を減らす

2

孫からの「タバコの匂いが嫌だ」という言葉に反
応する

1

禁煙を宣言する
しばらく禁煙する
喫煙者を避けて通るようになる
喫煙可の店舗を避ける
タバコから電子タバコに変える
喫煙者がたばこについて話す
口腔ケア情報を調べる
キシリトールガムを食べる
年に一度歯医者に行く
電動歯ブラシを購入する
リフレッシュに休暇を取る
疲れを感じたら身体を休める
愚痴や不満をためず相談する
ストレス発散法を見つける
好きなアーティストのコンサートに行く

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

休肝日を設ける
飲み会の途中，アルコールをソフトドリンクに変
える

3

口腔衛生 口臭を気にする
行動
電動歯ブラシに興味を示す

1
1

ストレス
マネジメ
ント

節酒・禁酒 節酒の情報に興味を示す

1

1

出し，コードの生成：データをコード化して関連

注意事項を記した書面を手渡し，あるいは郵送に

するコードごとに並び替える，テーマの探索：並

より提示し，協力に対する同意を得た．実際の調

び替えたコードをもとにテーマを探索する，テー

査は，同意が得られた研究協力者が同僚に対して

マの見直し：仮決定したテーマとコードとの生合

質問紙を配布し，回収した．実際の調査対象者に

成を見直してテーマを図示化する，およびテーマ

対しては，調査票の冒頭において個人情報の保護

の命名と定義：分析全体の見直しをおこないテー

等の倫理的配慮について説明を記載し，同意が得

マを定義する，という手順で分析を行った．

られる場合に調査への協力を要請した．

3．結

（4）倫理的配慮
本研究は，上智大学「人を対象とする研究」に

果

1）回答者の属性

関する倫理審査委員会の承認を受けた上で実施し

回答者の属性をTable1に示す．性別は，女性

た（受付番号2019-114）
．
具体的な手続きとしては，

が37名（88％）と多数であった．年齢の平均およ

調査依頼地域・事業所の研究協力者に対し，研究

び標準偏差は，M = 42.29，SD = 11.04であった．

の概要，ならびに倫理的配慮を含む調査に関する

回答者の職種は，保健師が最も多く29名（69％）
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Table３
テーマ
情報収集

健康無関心層に想定される健康関連認知および行動の変化

サブテーマ：認知的な変化

応答数

サブテーマ：行動の変化

応答数

ニュースのスポーツコーナーの情報が頭に残る

1

健康関連メディア（TV，新聞，ラジオなど）

7

を見る
病気に関する図書の借出・購入

1

健康に関する講演や講座に参加する

1

情報収集のためにPC（タブレット）を使い始める

1

健康行動の

健康ポイント事業に登録・参加する

4

準備行動

スマートフォンに健康アプリを入れる

1

備え付けの血圧計を利用し始める

1

何か一つでも健康行動を試してみる
夜更かしをやめる

1
1

ヘルスコミュニ

友人・知人からの健康に関する情報に関心を示す

1

ケーション

仲間と健康に関する話をする

1

（専門職の）訪問支援に反応する
「やっぱり生活を変えていかないとね」と言葉

1
1

に出す
自身の生活習慣について話をする
自身の体調について相談する
健康に対する話題提供に対し，自分のことを話
し始める

1
1
1

健康な行動の価値をお金に換算して話をする

1

自己の健康への 健康づくりの大切さを認識する
注意
健康情報を自分のこととして捉える
自覚症状から病気が連想される
「日々の生活習慣の積み重ねが将来の健康につ
ながる」と認識する
心身に変化を感じる

1
1
1
1

他者の健康への 身近な人の生活習慣（病）を気にする
注意
がん検診で再検査となった近い年齢の友人を気
にする
身近な人の病気（家族・友人）を気にする
芸能人・有名人の病気の報道を気にする

1
1

1

1
1

であった．在職年数の平均および標準偏差は，M

言えるようになる；子どもの体型を気にかける）

= 15.22，SD = 10.59であった．通常保健指導・

に関連する2コードの関しては，本研究の目的が

健康指導をおこなっている対象者の年代は，30−

健康無関心層の者自身の健康増進に貢献する活動

70代を対象とする回答者が多数であった．通常保

に焦点化しているという点から除外した．そのた

健指導・健康指導をおこなっている対象者の特徴

め，194コードを最終的な分析対象とした．

としては，地域住民全般を対象とする回答者の割
合が高かった（24名，67％）
．

抽出されたコード数およびその割合をTable２
および3に示す．194のコードのうち，健康行動（身
体活動，食行動，体型・体重管理，口腔衛生行動，

2）コードの生成およびテーマの決定

ストレスマネジメント行動，禁煙，節酒・禁酒，

テーマ分析の結果，健康無関心層におけるポジ

および受診行動）に関連する内容は，158（81％）

ティブな認知・行動変容の具体的な内容に関する

であった．これらのコードに関しては，健康行動

196のコードが得られた．一人当たりの平均回答

をテーマ名に設定し，分類を行った．さらに，健

コード数は，M = 4.67（SD = 3.61）であり，最

康行動とは異なるテーマとして，情報収集，健康

小回答数は1，最大回答数は18であった．抽出さ

行動の準備行動，ヘルスコミュニケーション，自

れたコードのうち，養育行動（子どもを可愛いと

己の健康への注意，および他者の健康への注意，
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スモールチェンジ健康行動の実践
：負担感が低く実行可能性の高い健康行動

ヘルスコミュニケーション
（健康関連の会話増加）

行動
（Behavior）

フェーズ1：
意識の向上
ゲートウェイ行動
促進の段階

認識
（Awareness）

・身体活動
・食行動
・体型・体重管理行動
・受診行動

・友人・知人からの健康に関する情報
に関心を示す
・仲間と健康に関する話をする
・専門職の訪問支援に反応する
・「やっぱり生活を変えていかないと
ね」と言葉に出す
・自身の生活習慣について話をする
・自身の体調について相談する
・健康に対する話題提供に対し，自分
のことを話し始める
・健康な行動の価値をお金に換算して
話をする

・禁煙
・口腔衛生行動
・ストレスマネジメント
・節酒・禁酒

健康行動の準備行動

情報収集
・健康関連メディアを見る
・病気に関する図書の購入
・健康に関する講演や講座へ
の参加

・健康ポイント事業に登録
・スマートフォンに健康アプリ
を入れる
・備え付けの血圧計を利用

行動
（Behavior）

認知的な変化

フェーズ2：
認知の変化
健康行動促進
の段階

・外出する気が湧く
・食事のメニューで悩む
・見た目を気にする
・口臭を気にする

認識
（Awareness）

オーナーシップ（当事者意識）
自己の健康への注意

他者の健康への注意

・健康の重要性の認知
・健康情報を自分のこととして捉える
・自覚症状から病気が連想される
・日々の生活習慣の積み重ねと将来の健康のつながりに対する認識
・心身の変化に対する気づき

Figure４

・身近な人の生活習慣（病）を気にする
・がん検診で再検査となった近い年齢の友人を気にする
・身近な人の病気（家族・友人）を気にする
・芸能人・有名人の病気の報道を気にする

健康無関心層における健康行動実践過程のテーママップ

といった内容が抽出された．テーマへの分類の結

健康行動についての認知と行動の変容，および（2）

果，各テーマには，それぞれ認知的な変化の内容，

ゲートウェイ行動と先行する認知的な変化，とい

および具体的な行動の内容が混在していた．その

う2つの内容に大別された．

ため，それぞれのテーマを両者に大別した．

まず，健康無関心層の行動実践への過程におい
て最下層に位置すると考えられたのは，自他の健

3）テーマップの作成

康への注意，すなわち，健康は自分のためのもの

得られたテーマの内容をもとに，テーマ間に想

なのだというオーナーシップ（ownership：当事

定される関連性をFigure４のように図示した．ま

者意識）であった．Sanders & Kirby（2012）は，

ず，健康行動とは異なるテーマとして抽出された，

健康行動変容プログラムへの積極的な参加に貢献

情報収集，ヘルスコミュニケーション，自己の健

する要因としてオーナーシップを挙げている．そ

康への注意，他者の健康への注意，および健康行

のため，オーナーシップ，すなわち自他の健康へ

動の準備行動は，健康行動の実施の前段階にある

の注意の高まりは，健康行動実施に対する認知的

ゲートウェイ行動およびその予測因子となる心理

な変化にも影響を与えていると考えられた．加え

学的な変数であると考えられた．これまで健康行

て，オーナーシップの向上は，本研究において主

動変容の文脈では，健康行動の先行因子となる心

たる観測変数であったゲートウェイ行動にも影響

理的な要因が健康行動の実施を予測し，健康状態

を及ぼしていると考えられた．

などのアウトカム変数に影響することが想定され

ゲートウェイ行動については，ヘルスコミュニ

てきた．しかしながら，本研究の結果から，健康

ケーション，情報収集，および健康行動の準備行

無関心層においては，従来から想定されていた健

動に大別された．これらは，これまで研究および

康行動変容の枠組みとは異なり，先行する心理・

実践場面において，注目されてこなかった行動で

行動面での変容過程が存在する可能性が示唆され

あるといえる．ゲートウェイ行動は，双方向の

た．

矢印で示したように，相互循環的な関連性が想

4．考

定される．特に健康に関連する口コミ（word of

察

moth：Martin, 2017）は，健康行動の予測因子で

本研究の目的は，健康無関心層におけるポジ

あることが知られており（Heather, Murphy, &

ティブな認知，および行動の変化の具体的な内容

Valente, 2014），健康行動変容に直接貢献する可

を明らかにすることであった．自由記述による質

能性のあるゲートウェイ行動であるといえる．な

的な調査の結果について分析を行なった結果，
（1）

かでも，自身の健康に関する望ましい変化に対す
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る肯定的な発言として，チェンジトーク（Miller

自身と情報との関連性の認知，態度・信念の変容，

& Rollnick，2002 松島他訳，2012）に関する回

セルフ・エフィカシーの向上，行動の実施に対す

答が得られた．これは，行動変容を目的とした専

る意図の向上，行動の実施，といった連続体で説

門職従事者と健康無関心層とのコミュニケーショ

明している．このようなモデルをもとにして，こ

ン場面において，チェンジトークを引き出すこと

れまで健康行動変容は，健康の認識から行動の実

の重要性を示唆するものである．

施までの一次元的な連続体によって説明されるこ

健康の情報収集行動のチャンネル（channel：

とが多かった（Figure 4，フェーズ2にあたる

経路）は，インターネット，対人（家族・友人・

部分）．しかしながら，健康無関心層においては，

同僚）
，専門職従事者，および従来メディア（テ

オーナーシップの高まりによりヘルスコミュニ

レビ，
新聞，
雑誌等）に大別されている（Percheski

ケーションの促進，情報収集，および準備行動の

& Hargittai, 2011）
．情報収集行動の実施による

促進，といったゲートウェイ行動の促進過程が前

健 康 へ の 好 影 響 に つ い て，Lambert & Loiselle

段階として存在する可能性が考えられる（Figure

（2007）のレビューでは，
（1）認知面への好影響：

４，フェーズ1）
．すなわち，ゲートウェイ行動

知識の向上，意思決定の援助，健康統制感の向上，

の生起が，媒介要因として実際の健康行動変容を

（2）行動面への好影響：専門職とのコミュニケー

予測する可能性がある．

ション活性化，セルフケア能力の向上，治療やプ
ログラムへのコミットメント向上，
健康行動変容，

本研究の限界点としては，現在までのところ回
答者数が必要最低サンプルサイズには届いていな

（3）心身の健康への好影響：生活の質の向上，お

い点，データのコード化が筆頭著者1名でおこな

よび（4）
感情面への影響：不安の低減，希望の感

われているため抽出方法の客観性が不十分である

情歓喜，エンパワメント，といった影響が報告さ

点，および得られたテーマ間の関連性について複

れている．そのため，情報収集に関連する行動に

数の専門家による検討がおこなわれていないため

ついても，ゲートウェイ行動の一部と定義できる

妥当性が十分に担保されていない点が挙げられ

であろう．

る．今後は，これらの研究の限界点について追加

本研究において抽出された健康行動の準備行動
は，健康行動の実施に対してより近位なゲート

調査および分析をおこない，知見の一般化可能性
を高めていく．

ウェイ行動であると考えられる．さらに当該テー

文

マについては，各健康行動においても近似した
コードが抽出されている
（例えば，
スマートウォッ

献

Althoff, T., White, R. W., & Horvitz, E.（2016）.

チ等の機器を購入するなど）
．準備行動は，健康

Influence of Pokémon Go on physical activ-

行動変容を意図したこれまでの研究の中で見落と

ity：Study and Implications. Journal of Medical

されてきた行動であるとも考えられる．今後は，

Internet Research, 18（12）, e315. doi：10.2196/

これらの行動実施が，実際の健康行動の開始・継
続・習慣化を予測しうるか否かについても検討が
必要である．
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今年度は子ども，中高年者，地域高齢者，女性，

花子1）

方は大きく異なります．トップダウンで一律的な

成人などを対象として，運動やスポーツを実施す

メッセージを不特定多数に発信するばかりではな

ることの阻害要因や促進要因を中心に調査いただ

く，メッセージを受け取った側が，
「自分ごと」

きました．運動やスポーツを実践していない人が

ととらえ，行動が変容するような対象者に合わせ

実践したくなるような魅力は一体何なのか
（興味・

たメッセージを発信することが重要です．それを

魅力）
，なぜ実践できていないのか（阻害要因）
，

多くの人が認識していたにも関わらず，多くの対

どういう条件が揃ったら実践しやすくなるのか

象者集団を一度に調査する研究は今まであまり行

（促進要因）
，どのような内容や時間帯，場所なら

われていませんでした．多くは「女性」「地域高

できそうか（行動変容の要素）
，などを聞き取っ

齢者」などと，集団を限定して行われてきました．

たところで，対象者をセグメント化，すなわち対

本研究プロジェクトでは様々な下位集団に一斉に

象者の特徴に合わせて下位集団に分け，それぞれ

同様の調査をしていることから，本研究プロジェ

の下位集団に適合した推奨情報を提供することを

クトの結果を見れば，網羅的に各下位集団に適合

本研究プロジェクトの目的としています．

した推奨情報を確認することができます．その結

本研究プロジェクトは，運動実施の動機や愛着

果として，対象者に情報を届ける役割をする多く

などの個人内要因だけではなく，前述の通り環境

の実践家の方々が，
「高齢者に運動を始めてもら

要因についても目を向けています．ディズニーリ

うには，仲間づくりをきっかけにしよう．」「小学

ゾート内で1日中過ごした後に，スマートフォン

生の高学年の男の子には，勝ち負けのつく遊びを

で測定した歩数を見てみると，20,000歩を超えて

提供しよう．
」と実施する際に気をつけることが

いたという体験をしたことがある人は少なくあり

できます．1人の実践者が様々な対象者へ情報を

ません．誰もディズニーリゾートに行くにあたっ

発信したり，実践したりできるようになるでしょ

て，
「今日はたくさん歩こう（歩数を増やそう）
」

う．

と思ってはいないはずです．今後環境要因にも着

現在の新型コロナウイルス拡大に伴う自粛要請

目していくことで，対象者が「身体を動かそうと

にも同様のことが言えます．子どもが理解できる

考えていたわけではないが，いつの間にか体を動

ようにYoutubeで情報を発信しなければいけない

かしていた」ということが増えることも期待でき

かもしれないし，障害を持つ方が理解できるよう

ます．

にするには支援者が適切な情報を伝えなければい

「運動しないでいると，将来生活習慣病になる

けません．情報の届け方や内容を変えて提供し，

かもしれませんよ」と脅すようなメッセージを発

「自分は感染しない．
」
「1人くらい自粛したって何

しても「自分は大丈夫な気がする．
」
「運動して

も変わらない．」と考えている人たちが，「自分ご

いても，意味がない．
」などと受け止め，実際に

と」として問題をとらえ，行動が変わることを促

運動を始めようとする人はそう多くありません．

さなければいけないと考えます．1人1人の行動

メッセージを発する側との関係性や，メッセージ

が変われば，集団の行動が変わり，結果として事

を受け取る側の条件によって，メッセージの届き

態の収束に必ず向かうことになるでしょう．
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