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人類働態学会全国大会
令和元年6月29日（土）・30日（日）

日本女子体育大学
世田谷・東京
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第 54 回人類働態学会全国大会のご案内
第 54 回人類働態学会全国大会は，「新時代を切り拓く―人類働態学の叡智―」を大会テーマに掲げ開催
いたします．現代社会には「第三の波」を越えて，ICT や AI 技術の発展などを背景としたデジタル化の波（第
四次産業革命・第四の波）が到来しています．このような社会構造の変化は，人々の生活働態や生活ルーチ
ンにも多様な影響を及ぼしています．今こそまさに“働態”，すなわちヒトの生活行為を環境との相互作用の中
で科学してきた“人類働態学”の叡智を結集して，新時代を切り拓いていくことが求められているのではない
でしょうか．新年号（令和）初の全国大会となる本大会では，温故知新の精神のもと新時代に向けて，人類働
態学に対する期待や今後の展望，可能性について参加者の皆様と一緒に考える“広場”を提供したいと思っ
ております．具体的には，人類働態学研究会（ヒューマン・エルゴロジー研究会）の設立時を知る先生方によ
る基調講演や，日本女子体育大学ならではのプログラムを企画しました．皆様のご参会を心から歓迎し，生
産的で開かれた議論が行われることを期待いたしております．
【大会長】
【期 日】
【会 場】
【テ ー マ】
【連絡先】

【会

早弓 惇（日本女子体育大学 名誉教授）
令和元年 6 月 29 日（土）～30 日（日）
日本女子体育大学（東京都世田谷区北烏山 8-19-1）
新時代を切り拓く―人類働態学の叡智－
第 54 回人類働態学会全国大会 事務局
〒157-8565 東京都世田谷区北烏山 8-19-1
日本女子体育大学 芳地泰幸（芳地研究室）
e-mail; humanergology54@gmail.com Tel; 03-3300-2542（直通）

費】
一般（会員・非会員）

学生

大会参加費

4,000 円

1,000 円

懇親会費

3,000 円

1,000 円

お弁当（お茶付き）

600 円/食 （30 日のみ）

【大会スケジュールの概要】
6 月 29 日（土） 大会１日目 【多目的ホール】
11：40－

受付開始

12：30－

6 月 30 日（日） 大会 2 日目 【E101 教室】
9：00－

・研究発表（セッションⅣ）

・ウエルカムセレモニー

10：20－

・研究発表（セッションⅤ）

・開会

11：25－

・研究発表（セッションⅥ）

13：00－

・研究発表（セッションⅠ）

12：20－

・昼食（総会）

14：20－

・研究発表（セッションⅡ）

13:30－

第 15 回共生シンポジウム・

15：25－

・研究発表（セッションⅢ）

長谷部言人没後 50 周年記念

16：30－

・基調講演

シンポジウム

18：00－

・懇親会（学生会館 2 階）

16：00－

・表彰/閉会

■29 日：基調講演
「温故知新－人類働態学の初志に学び，未来を展望する－」
話題提供： 早弓惇，小木和孝，大橋信夫
コーディネーター：水野有希（日本女子体育大学），池上徹（（公財）大原記念労働科学研究所）
■30 日：第 15 回共生シンポジウム・長谷部言人没後 50 周年記念シンポジウム
「人類働態学の展開：IT，AI 時代に向けての展望」
オーガナイザー：松村秋芳（神奈川大学），加藤麻樹（早稲田大学）
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参加予定の皆様へ
＜参加申込方法＞ 事前参加申込締切・・・ 6 月 20 日（火）
学会 HP（第 54 回人類働態学会全国大会）にある「参加申込み用紙」に必要事項を記入し，大会事務局ま
でメールでお申し込みください．懇親会および 2 日目のお弁当などの参加・注文人数を事前に把握する必
要があります．参加予定の方は事前（6 月 20 日（火）まで）にお申し込みください．もし，「参加申込み用紙」
を入手できない方がいらっしゃいましたら，事務局までお問い合わせください．
※参加費等の支払いは大会当日のみとなります．
発表者の皆様へ
＜口頭発表について＞
・口頭発表時間は 1 演題 14 分（発表 10 分，質疑 3 分，交代 1 分）です．
・発表機器はプロジェクターになります．接続ケーブルは Mini D-sub15 ピンです．
・事務局で発表用の PC（OS ：Windows 10，ソフト：Microsoft Power Point 2016）を用意いたします．
・原則としてプレゼンテーション用ファイルを保存した USB ファイルをご持参ください．
・Mac など異種端子の PC をお持ちの方は，必ず接続アダプターをご持参ください．
・ご自身のパソコン，その他のソフト使用のご希望がある場合は各自ご用意いただくとともに，発表セッ
ション開始前に受付にお申し出ください．
・演台上にはレーザーポインタを用意します．
＜発表手順について＞
①各セッションの開始 10 分前までに，発表用ファイルを受付のパソコンにコピーしてください．
②発表者は発表セッション開始までに PC 等の動作確認を行って下さい．
③前演題の発表時には，会場前方の次演者席に着席してください．
※円滑な進行にご協力をお願いいたします．
＜英文抄録について＞
英文抄録原稿書式を HP からダウンロードし，大会当日までに英文抄録を作成してください．提出ファイル
は大会当日までに大会事務局に E-mail で送付いただくか，大会当日に受付まで USB メモリでご持参くだ
さい．ご不明な点は事務局までお問い合わせください．
宿泊
大会でホテルを確保しておりません．各自，手配くださいますようよろしくお願いいたします．
※会場へのアクセスには，新宿および吉祥寺のホテルが便利です．
なお，大学構内にある日本女子体育大学「日本女子体育研修会館」にも宿泊が可能（素泊まり・門限あり・
要予約）です．詳細は個別に下記までお問い合わせ，お申込みください．
■日本女子体育研修会館 （Tel& Fax; 03-3309-1258） www.jwcpe.ac.jp/shoutokukai/kensyukaikan.html
交通・アクセス
京王線「千歳烏山駅」および JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」が最寄り駅になります．
※大学構内に駐車場はございません（会場へは公共交通機関をご利用ください）

吉 02
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京王線「千歳烏山駅」から ※京王線の特急は停車しませんのでご注意ください
•小田急バス（所要時間約 7 分）
吉 02：「千歳烏山駅北口」より「吉祥寺駅」行きに乗車し，「日本女子体育大学前」下車．
•徒歩（所要時間約 20 分）

JR 中央線・京王井の頭線「吉祥寺駅」から ※小田急バス（所要時間約 25 分）
吉 02：「吉祥寺駅」2 番のりばより「千歳烏山駅北口」行きに乗車し，「日本女子体育大学前」下車．

会場 MAP

【大会 1 日目（29 日）】
会場：総合体育館・多目的ホール
休憩室・懇親会：学生会館 2 階
【大会 2 日目（30 日）】
会場：本館 1 階・E101 教室
休憩室：本館 1 階ホール

休憩室・食事
休憩・食事には，休憩室をご利用下さい．両日とも学生食堂および売店は営業しておりません．
昼食は事前にお弁当を申し込まれるか，会場周辺のコンビニエンスストア，飲食店をご利用下さい．
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第 54 回人類働態学会全国大会プログラム
全体プログラム
6 月 29 日
（土）

11：40－

午

前
受付開始

昼

6 月 30 日
（日）

8：30－
9：00－10：10
10：20－11：15
11：25－12：20

受付開始
セッションⅣ
セッションⅤ
セッションⅥ

12：20～13：30
昼食（総会）

午
12：30－13：00
13：00－14：10
14：20－15：15
15：25－16：20
16：30－17：50
13:30－15：50
16：00－16：15

後
セレモニー/開会
セッションⅠ
セッションⅡ
セッションⅢ
基調講演
シンポジウム
表彰/閉会

夜
懇親会
18：00～20：00

全国大会 1 日目 6 月 29 日(土)
日本女子体育大学 総合体育館・多目的ホール
11：40～受付開始
1-5. 多様な言語理解が他者理解と共感をつなぐ－
国を超えて分かり合うということ－
山﨑智恵，○高田亮子/富山福祉短期大学

12：30～13：00 ■ウエルカムセレモニー
/開会 大会長 早弓 惇
13：00～14：10 ■セッションⅠ
座長：水戸和幸（電気通信大学）
1-1. 東京都 23 区の公立小学校敷地内における自
然空間の利用に関する研究
○仕田原奈穂 1)，下田政博 2)，福本寛之 2)
/1)東京農工大学大学院農学府健康アメニティ
科学研究室，2)東京農工大学大学院農学研
究院
1-2. 函館市の観光資源改善に向けたフィールド研
究の実践－函館空港の満足度を高める良好
事例の収集－
○宮中翼 1)，杉山仁里 1)，上野七海 1)，杉浦
豪 1)，重橋美月 1)，草川芽衣 1)，山本亜季 1)，
甲斐素子 2)，山田泰行 1)，2) /1)順天堂大学，
2)順天堂大学大学院
1-3. 函館市の観光資源改善に向けたフィールド研
究の実践－五稜郭公園の満足度を高める良
好事例の収集－
○飯泉創 1)，加賀谷槙 1)，坪沼将太郎 1)，山
田愛佳 1)，立石爽馬 1)，渡邉友輔 1)，杉本里
南 1)，甲斐素子 2)，山田泰行 1)，2) /1)順天堂
大学，2)順天堂大学大学院
1-4. 車いす装着ドライブレコーダー映像で判った鎌
倉の道の現状と課題：鶴岡八幡宮から岐れ路
方面（鎌倉宮，瑞泉寺へ）
○堀野定雄，小木和孝，千一，佐伯英敏
/鎌倉バリアフリー研究会

14：20～15：15 ■セッションⅡ
座長：高橋雄三（広島市立大学大学院）
2-1. 足部によるポインティング操作時の体性感覚版
ホロプターに関する検討
小早川真穂 1)，○岡田明 2)，永井正太郎 2)，
山下久仁子 3) /1)大阪市立大学生活科学部，
2)大阪市立大学大学院生活科学研究科，3)大
阪市立大学研究支援課
2-2. 知覚される仮現運動の運動方向が線分の長さ
の知覚精度に及ぼす影響
○髙橋雄三/広島市立大学大学院
2-3. 足部形状変化の簡易評価の試み
○竹内京子 1，2)，鶴智大 3)，松村秋芳 4)，丸
山貴之 5)，徳井亜加根 5)，菊原伸郎 6)，樋口
毅史 7) /1) 東京医科大学人体構造学分野，2)
健康教育学研究所，3) 防衛医科大学校，4)
神奈川大学，5) 国立障害者リハビリテーション
センター・学院，6) 埼玉大学教育学部，7)日
本体育大学保健医療学部
2-4. 高齢者が自転車利用時に発生した交通法令
違反事故の男女差
○谷田貝一男/日本自転車普及協会
15：25～16：20 ■セッションⅢ
座長：下田政博（東京農工大学大学院）
3-1. 学校教員の身体活動量，仕事時間，及び健康
状態に関する調査
○高崎裕治/秋田大学教育文化学部
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3-2. ダイバーシティインクルーシブに向けた早期教
育への示唆
○高田亮子 1)，山崎智恵 1)，鈴木晶子 2)
/1) 富山福祉短期大学，2)東京工科大学
3-3. 精神的健康に影響を及ぼす社会経済およびラ
イフスタイルに関するリスクファクターの特定：
日本家計パネル調査(JHPS)を用いて
○長須美和子 1，2)，小木和孝 2) ，山本勲 1)
/1) 慶應義塾大学，2) (公財)大原記念労働科
学研究所
3-4. 大学生の身体活動から考察するコミュニケーシ
ョンスキルと不安感情における研究
○江川潤 1，2)，芳地泰幸 3)，岩浅巧 4)，富樫
恵美子 5)，稲葉健太郎 2)，水野基樹 4)
/1)神田外語大学，2)順天堂大学大学院，3)日
本女子体育大学，4)順天堂大学，5)千葉県立
保健医療大学

16：30～17：50 ■基調講演
「温故知新－人類働態学会の初志に学び，未来を
展望する－」
話題提供：早弓惇，小木和孝，大橋信夫
コーディネーター：水野有希１)，池上徹 2) /1)日本
女子体育大学，2)，(公財)大原記念労働科学研究
所
18：00～20：00 ■懇親会
日本女子体育大学 学生会館 2 階

全国大会 2 日目 6 月 30 日(日)
日本女子体育大学 本館 1 階・E101 教室
8：30～受付開始
9：00～10：10 ■セッションⅣ
座長：高野修（サレジオ工業高等専門学校）
4-1. プロ野球における社会戦略に関する研究－読
売巨人軍の戦略的 CSR の視点から－
○山越拓也 1)，芳地泰幸 2)，水野基樹 3)
/1) 株式会社タナベ経営，2)日本女子体育大
学，3) 順天堂大学
4-2. スポーツを通じた大学と地域の連携－聖カタリ
ナ大学と北条地区の活性化に向けて－
○大城卓也，稲田俊治 /聖カタリナ大学
4-3. J リーグ得点発生率の分布 -2018WC での日
本代表の戦いを思う○大箸純也，袋将大/近畿大学産業理工学部
4-4. 都心部施設内休憩場所の緑地景観特性が心
理的評価に及ぼす影響
見原魁人 1)，○下田政博 2)，福本寛之 2)
/1)東京農工大学大学院農学府，2)東京農工
大学大学院農学研究院
4-5. 都心部施設内休憩場所の緑地景観特性と生
理的変化の関連性
○加知大靖 1)，菅原衣織 1)，石黒貴幸 1)，岩
見智志 1)，桝永理気 1)，福本寛之 2)，下田政
博 2) /1) 東京農工大学農学部健康アメニティ
科学研究室，2) 東京農工大学大学院農学研
究院

10：20～11：15 ■セッションⅤ
座長：竹内由利子（(公財)大原記念労働科学研究所）
5-1. 職種の特性に応じて参加型職場環境改善を効
果的に実践する段取り
○長須美和子 1，2)， 佐野友美 2)，小木和孝
2) ，吉川徹 3) /1) 慶應義塾大学，2) (公財)大
原記念労働科学研究所，3) 独立行政法人労
働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
5-2. 外食産業における参加型職場環境改善に有
効なツールの開発
○佐野友美，松田文子，小木和孝 /(公財)大
原記念労働科学研究所
5-3. 病棟に勤務する看護師の職務満足とチームワ
ークに関する一考察－看護師のキャリア開発
からのアプローチ－
○富樫恵美子 1)，岩浅巧 2)，林英範 3)，芳地
泰幸 4)，山田泰行 2)，岡田綾 5)，水野有希 4)，
水野基樹 2) /1)千葉県立保健医療大学，2)順
天堂大学，3)順天堂大学医学部附属順天堂
越谷病院，4)日本女子体育大学，5)順天堂大
学医学部附属練馬病院
5-4. 学校現場における特別支援教育コーディネー
ターに関する実証的研究
○杉浦貴紀 1)，岩浅巧 2)，渡邉貴裕 2)，水野
基樹 2) / 1)順天堂大学大学院，2)順天堂大学
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11：25～12：20 ■セッションⅥ
座長：中山貴太（小田原短期大学）
6-1. 大学生を対象とした小型植物設置による生理
的・心理的効果に関する研究
○井川なつみ 1)，下田政博 2)，福本寛之 2)
/1)東京農工大学大学院農学府健康アメニティ
科学研究室，2)東京農工大学大学院農学研
究院
6-2. 大学生の専攻分野が障害者に対する意識に
及ぼす影響
○中島史朗 1)，二宮康輔 2)，新井野洋一 3)
/1)愛知大学地域政策学センター，2)岐阜プラ
スチック工業株式会社，3)愛知大学地域政策
学部
6-3. 大学野球チームにおける学生コーチの役割に
関する予備的研究
○菅野航也 1)，岩浅巧 2)，芳地泰幸 3)，水野
基樹 2) /1)順天堂大学大学院，2)順天堂大学，
3)日本女子体育大学
6-4. 大学運動部活動における選手のレディネスと
指導者のリーダーシップに関する研究―SL 理
論に基づく検討―
○高鷹達 1)，水野基樹 2) /1)株式会社ディス
コ，2)順天堂大学

13：30～15：50 ■第 15 回共生シンポジウム
・長谷部言人没後 50 年記念シンポジウム
「人類働態学の展開：IT，AI 時代へ向けての展望」
オーガナイザー：松村秋芳 1)，加藤麻樹 2)
/1)神奈川大学，2)早稲田大学
＜プログラム＞
１．趣旨説明、人類学の視点から
松村秋芳（神奈川大学）
２．労働科学の視点から
小木和孝（(公財)大原記念労働科学研究所）
３．生活科学の視点から
富田 守（お茶の水女子大学）
４．人間工学の視点から
岡田 明（大阪市立大学）
５．スポーツ科学の視点から
田中秀幸（東京農工大学）
６．AI 時代の人類働態学
加藤麻樹（早稲田大学）
7．総合討論
コメンテーター：
岡田守彦，岸田孝弥，早弓 惇
真家和生，水野基樹
司会：松村秋芳・加藤麻樹

12：20～13：30 ■昼食（会員総会）

16：00～16：15 ■表彰・閉会

－第 54 回人類働態学会全国大会を応援します！－
（協賛いただいた企業・団体一覧※順不同）

■(有)大国屋

■（株）Ark（アーク）

■学校法人二階堂学園 日本女子体育大学
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令和元年 6 月 29 日（土）：大会一日目
16 時 30 分～17 時 50 分（於：多目的ホール）

基調講演
「温故知新－人類働態学の初志に学び，未来を展望する－」
話題提供： 早弓惇，小木和孝，大橋信夫

コーディネーター：
水野有希（日本女子体育大学）
池上徹（（公財）大原記念労働科学研究所）
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基調講演
「温故知新－人類働態学の初志に学び，未来を展望する－」

話題提供： 早弓惇，小木和孝，大橋信夫
コーディネーター：池上徹、水野有希

本学会の活動は、1966 年に「働態人類学よりみた疲労の研究」班が核として、生活人類学研究会
を発足したことが起点となっているが、1969 年に生活人類学研究会名で、「電気機関車・ディーゼ
ル機関車の乗務員数と安全の関係についての委員会」報告書を批判する声明書を発表したことは、
本学会設立の契機になったと言っても過言ではない。その後、ほんの１年足らずで、ヒューマンエル
ゴロジー研究会を組織化し、人類働態研究会ができあった。
当時の研究会のメンバー（早弓惇氏，小木和孝氏，大橋信夫氏も含む）は、当時の政治や経済原
則による激しい技術革新のテンポに対し、人間の生体反応や日常生活行動が考慮されていないこ
とに危機感をつのらせ、人類生物学を中心とした様々な分野における研究同士であった。とりわけ、
「エルゴロジー」という言葉は、週刊誌（週刊ポスト,1973 年刊行）にも特集が組まれ、社会的趨勢で
あったことはうかがい知ることができる。会報を第１報から読んでいくと、働態研究が人類の未来に起
こるであろう問題を予測し、様々な環境下の生きた人間の生活現象を構造的に、または発展的にそ
れらの過程を探究しようとする研究のスピート感に圧倒される。英文機関紙 Journal of Human
Ergology（JHE) や会報の発行による働態研究の情報発信も、またしかりである。
生活人類学研究会からヒューマンエルゴロジー研究会を組織化され、第１回ヒューマンエルゴロジ
ー研究会開催から 50 年を迎えた。今回の基調講演では、その節目として、また新元号最初の全国
大会開催に際し、原点回帰をする機会を設けることとした。学会の創成期を知る先生方を演者にお
迎えして、温故知新の精神のもと新時代に向けての期待や展望、創設時の想いなどを若手研究者
に伝承する広場を提供したい。
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参考資料（1996 年～1972 年の主要な活動）
●１９６６年の文部省科研費による、「働態人類学

●１９７１年８月１２日～１３日 第１回夏季研修会

よりみた疲労の研究」班を核として、生活人類

（夏の合宿談話会）湯河原敷島館。「フィールド

学研究会が発足。

ワーク －その方法と問題点－」。

●１９６９年７月１９日 国分寺市の鉄道労働科学

●１９７１年４月２４日 国立教育会館における第６

研究所で生活人類学研究会を開催。同日付け

回総会で英文機関紙 Ｊ．of Human Ergology

で、「電気機関車・ディーゼル機関車の乗務員

（JHE)発行計画が承認され、編集委員会が阿

数と安全の関係についての委員会」の報告書

久津邦男、小木和孝、近藤四郎、森清善行、

を批判する声明書を生活人類学研究会名で

佐藤方彦、島津浩、高橋悳、渡辺俊男の８名

発表。

で組織された。１９７１年 ＪＨＥ刊行基金１００万
円の募金を呼びかけ。

●１９６９年８月３０日 お茶の水女子大学で生活
人類学研究会を開催。

●１９７１年１１月５日 学士会館本郷分館で一般
演題を募って第３回討論会。

●１９６９年１１月１日 神田学士会館で生活人類
学研究会を開催。

●１９７１年 ＪＨＥ刊行基金１００万円の募金を呼
びかけ。

●１９６９年１１月１４日 ヒューマン・エルゴロジー
研究会を組織化。

●１９７２年４月 福岡市香蘭女子短期大学にお
ける第４回大会、第９回総会でＪＨＥの発行を東

●１９６９年１２月２２日 ヒューマン・エルゴロジー

大出版会に委託すること、研究会会費には購

研究会開催。

読料を含めず、別途購読することが決まる。九
州地方会、関東地方会が発足し、１２月９日に

●１９７０年５月８日 ヒューマンエルゴロジー研究

第１回九州地方会が開催された。

会趣旨書発表。
●１９７２年１１月２３～２５日 千葉大学における
●１９７０年６月１３日 第１回総会開催。会則を検

第５回大会、第１０回総会で会報編集委員会を

討。

もうけることが決まり、大橋信夫、岡田守彦、佐
藤陽彦、竹本律子、堀野定雄が編集にあたる

●１９７０年７月２７日 第２回総会開催。８条から

ことになった。

なる会則を決定。会名を人類働態学研究会と
する方向で検討し、事務局を日本女子体育大

●１９７２年１２月 ＪＨＥ第１巻第１号を９月付けで

学人類学研究室内におく。

発行した。

●１９７０年９月１日 人類働態学研究会会報第１
号を発行。編集には事務局（早弓、片岡、池浦）
と竹本律子、小木和孝があたる。
●１９７０年１０月１２日第１回研究討論会。
国立教育会館。テーマ：「生活ルーチン」。
以上
●１９７１年４月２４日 第２回討論会。
国立教育会館。テーマ：「慣れと習熟」
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令和元年 6 月 30 日（土）：大会二日目
13 時 30 分～15 時 50 分（於：E101 教室）

第 15 回共生シンポジウム
・長谷部言人没後 50 周年記念シンポジウム

「人類働態学の展開：IT，AI 時代に向けての展望」

オーガナイザー：
松村秋芳（神奈川大学）
加藤麻樹（早稲田大学）
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第 15 回共生シンポジウム・長谷部言人没後 50 年記念シンポジウム
「人類働態学の展開：IT，AI 時代へ向けての展望」
オーガナイザー：松村秋芳 1)、加藤麻樹 2)
1)神奈川大学工学部、2)早稲田大学人間科学部

シンポジウム趣旨

トに仕事を奪われてしまうのではないか」とい

人類働態学の発想と名称は、1950 年代の後半

うような危惧は現実のものになっていくのだろ

に東京大学人類学教室の教授であった長谷部言

うか。今,人類働態学の視点からの検討しなけれ

人先生によってもたらされた。その元にあった

ばならない新しい課題が課されているといえる。

のはドイツの E.ヘッケルが提唱した Ergology と

本シンポジウムでは、1969 年に逝去された長

されている。長谷部は、
「ヒトの働きが身性に及

谷部の没後 50 周年を機に、これまでのこの分野

ぼす影響を研究するのが働態学である」と述べ

の誕生と発展の歴史を踏まえたうえで、原点に

た(民俗学研究,1957)。

立ち戻って現状を分析し、将来の研究の展望に

長谷部の考えを取り入れて 1970 年に研究会が

ついて議論したい。

発足し、その後現在の人類働態学会に発展した。
働態学は人類学、労働科学、生活科学、人間工学、

プログラム

体育学など多くの研究分野と関連し、これらの

テーマとスピーカー

境界領域をつなぐ役割があることが認識された。 １． 趣旨説明、人類学の視点から
このような認識の下で、環境や労働が身体に及
ぼす影響を扱った基礎的な研究から働きや生活

松村秋芳（神奈川大学）
２． 労働科学の視点から

環境を改善することを目標とした応用的な研究

小木和孝（
（公財）大原記念

に至るまで学際的な領域で多様な研究が行われ
てきた。

労働科学研究所）
３． 生活科学の視点から

しかし、この 50 年の間に 20 世紀中盤には予
想できなかったような働きや生活環境の変化が

富田守（お茶の水女子大学）
４． 人間工学の視点から

人類自身によって造り出されてきた。近年では
コンピュータによる情報技術(IT; Information

岡田明（大阪市立大学）
５． スポーツ科学の視点から

Technology) が 発 展 し 、 人 工 知 能 （ AI;
Artificial Intelligence）を備えてヒトの代わ

田中秀幸（東京農工大学）
６． AI 時代の人類働態学

りになって働くロボットとの共存が現実のもの

加藤麻樹（早稲田大学）

となってきた。ヒトの生活環境に新しい大きな

総合討論

ファクターが加わり、強大化しつつある状況と

コメント：真家和生、水野基樹、早弓惇、

なっている。このような変化の時代にあって人

岸田孝弥、岡田守彦

類はどのようなスタンスで働き、生活していく
べきなのだろうか。一部で言われている「ロボッ

司会：松村秋芳、加藤麻樹
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発表概要
１．働態学の発想の背景には、進化と適応の概念

時間軸と深い適応能で捉えるべき複合体としての

が存在した。働態学は、ヒトの働きや生活、環境と

ヒトの理解が不可欠であり、人類働態学はまさに

の関連性をテーマとする学際的な領域として今日

それに有効な示唆を与えてくれる分野である。こ

までの間に多様な発展を遂げてきた。一方、この

うした視点から，改めて人間工学が目指すヒトとモ

50 年の間に長谷部らが予測もしなかったような、

ノや環境との整合性を考察する。

働きや生活環境の新しい変化が人類自身によっ

５．人類進化とスポーツ文化の発展（スポーツ科

て作り出されつつある。私たちはこのような状況を

学の意義）、スポーツ科学の核心的問題と研究技

察知して、研究に反映させていく必要がある。

術の変遷、AI 時代のスポーツ科学、スポーツ科

２．労働科学の視点から、働態学の発展を振り返

学の研究対象の広がりについて、演者の考えを

り、これからの働態学を展望する。

紹介する。AI 時代の働き方がヒトの身性に与える

３．生活科学は家政学が発展して生まれた学問

影響を討論し、（狭義の）スポーツ科学者たちが

であるが、ヒトの働きが身体に与える影響の科学

目指すべき方向性について議論する場を提供し

的研究をもとに、ヒトの働きを改良・改善しようとい

たい。

う、応用的な目的を持った学問である。従って、

６．今後の労働について AI を利用した合理化に

生活科学は本来、働態学的な素地を持つ学問だ

ついて言及していきたい。これまでに本学会の共

と考えられる。今後、生活科学＝家政学的研究が

生シンポジウムで取り上げてきた AI の現状を考慮

もっと人類働態学に取入れられることを期待して

しながら未来の可能性を考える。

いる。
４．ヒトは刺激を加えればそれに相当する反応を
直ちに返す単純な存在ではない。そこには長い

------------ << 連絡先 >> -----------松村 秋芳
神奈川大学工学部
E-mail: AkiyoshiM2003@gmail.com
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一般研究発表
計 26 演題
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1－1

東京都 23 区の公立小学校敷地内における
自然空間の利用に関する研究
○仕田原奈穂 1)、下田政博 2)、福本寛之 2)
1)東京農工大学大学院農学府健康アメニティ科学研究室,

１．緒言

2)東京農工大学大学院農学研究院

間における児童の自然空間の利用状況について回答

曽我(2016)¹や大越ら(2004)²は、幼少期に自然とふ
れ合うことが、自然の保全に対する意欲や動植物の認

を求めた。
２−３．データ解析

識を促すと報告した。都市化が進み、子どもが自然と

得られた回答の分析にあたり、23 区と府中市のそれ

ふれ合える機会が減少している中で、小学校敷地内

ぞれで小学校敷地内の各自然空間の設置率を求めた。

の自然空間は貴重な空間であるといえる。斎尾(2002)³、

同様に、23 区と府中市の小学校敷地外の各自然空間

大越と熊谷(2002)⁴は小学校自然空間の整備や利用に

の授業での利用率を算出した。また、小学校敷地内の

ついて報告したが、自然とふれ合う空間が少ないと考

自然空間のうち 23 区と府中市を合わせて算出した設

えられる都市部の小学校に着目して行われた研究は

置率が 50％以上ものを「標準的空間」、設置率が 50％

みられない。そこで、本研究では都市部の代表地域と

未満のものを「付加的空間」として分類し、これらの整

した東京都 23 区を対象として２つのアンケート調査を

備状況によって、23 区と府中市の公立小学校のグル

行った。これにより、都市部の小学校敷地内の自然空

ープ化を行った。このグループごとのアンケート②の回

間の設置率やその特徴を把握し、さらに実例に基づき

答内容を具体的な事例とし、自然空間がどのように利

授業中での自然空間の具体的な利用内容を検討し、

用されているか検討した。今回は 23 区のみの結果と考

現状での改善案を提示した。

察について報告する。

２．方法

３．結果

２−１．調査対象

３－１．小学校敷地内の自然空間

アンケート対象校は東京都 23 区の公立小学校（以

23 区の各自然空間の設置率について、斎尾(2002)³

下 23 区）全 825 校と、比較対象校である府中市立小

の調査結果を比較すると、飼育小屋の設置率が減少

学校（以下府中市）の全 23 校の計 848 校である。

している一方で、芝生の設置率が増加していた（表 1）。

２−２．アンケート調査の方法

また、栽培系の花壇や鉢植え、植栽系の植栽や大木

小学校敷地内の自然空間と周囲の自然環境を把握
するため、WEB によるアンケート調査（以下アンケート

が 60%以上の小学校で設置されていた。
３－２．小学校敷地外の自然空間の授業での利用

①）を行った。アンケート①は、A.各小学校の属性（区

23 区では、花壇の利用が一番多いという結果にな

名、全生徒数、校地面積）、B.小学校周辺の自然環境
（3 段階評価）、C.小学校敷地内に存在している自然
空間、D.小学校敷地外で利用している自然空間、E.

表 1 小学校敷地内の自然空間設置率

遠隔地の自然空間で行っている体験活動の 5 項目で
構成された。８４８校のうち 30 校（23 区 27 校，府中市
3 校）から回答を得た。
アンケート①で回答を得た 30 校のうち、承諾を得た
小学校に、自然空間の利用内容に関するアンケート
（以下アンケート②）を郵送し、23 区の 5 校から回答を
得た。アンケート②では、A.小学校敷地内の自然空間
の利用内容（科目、学年、活動内容、頻度）、B.小学
校敷地外の自然空間（科目、学年、活動内容、頻度）、

動物系
栽培系
収穫系
水辺系
植栽系
広場系

C.遠隔地の自然空間で行っている体験活動（体験活
動名、学年、活動内容、頻度、実施場所）、D.自由時

本調査設置率
23区（％）
飼育小屋
59.3
花壇
100.0
鉢植え
96.3
畑
40.7
水田
18.5
池
51.9
小川
3.7
ビオトープ
7.4
大木
66.7
植栽
70.4
芝生
33.3
運動場
48.1
裏山
3.7
林
14.8

自然空間

山林系
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2002年調査設置率
東京都全体（％）
90%以上
90%以上
70%以上
30%以上
10%以上
70%以上
－
－
70%以上
50%以上
10%未満
50%以上
10%以上（裏山と合わせて）
10%以上（裏山と合わせて）
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った。花壇は小学校敷地内に設置されているが、敷地

休み時間での児童の自然空間の利用につながる可能

外でも利用されているという結果になった。

性があると考えられる。

３－３．自然空間の整備レベルによる分類と利用
アンケート①で回答を得た 23 区と府中市の公立小学

５．結論

校は、標準的空間も付加的空間も設置されている「多

本調査から、23 区の公立小学校敷地内の自然空間

種類整備型」、標準的空間のみの設置である「標準整

の整備状況が変化していることが確認された。また、小

備型」の 2 つのグループに分類された。アンケート②の

学校敷地内外では利用できる空間が同一であることか

回答校全校は「多種類整備型」であり、各小学校にお

ら、小学校敷地内に多様な自然空間を作る必要があ

ける自然空間での具体的な利用を検討した。

る。さらに児童と自然が触れ合う機会を提供する役割

共通点として、植栽や大木といった植栽系は、多く

を持つ小学校空間となるように、すでに設置されてい

の小学校で設置されているものの授業では利用されて

る花壇や植栽といった空間を有効活用することで多様

いないことが分かった。また、栽培や収穫が授業での

な利用が可能になると考えられる。最後に、授業で日

中心的な利用内容であり、付加的空間である畑や水

常的に利用することが授業以外の時間に児童と自然

田、もしくは標準的空間である花壇、鉢植えを利用して

が触れ合う機会を増やす可能性があり、今後はその関

いた。さらに、児童が自由時間に利用している空間は、

係性を検討するため、直接児童の行動観察を行うなど、

すべて授業や委員会活動で利用されている空間であ

更なる調査が必要である。

った。
４．考察

参考文献

４－１．小学校敷地内の自然空間

1)Masashi Soga(2016) 『 Both Direct and Vicarious

飼育小屋の減少には、毎日の世話の手間や各地で

Experiences of Nature Affect Children’s Willingness to

発生する鳥インフルエンザへの懸念⁵により飼育を断念

Conserve Biodiversity 』 Environmental Research and

する学校が増えていることの影響が考えられる。芝生

Public Health,13(6),529

の設置率の増加について、東京都ではヒートアイランド

2)大越美香他(2004)『里山における子ども時代の自然

対策の一環として校庭の芝生化を推進している⁶ことが

体験と動植物の認識』ランドスケープ研究,67(5),647－

影響していると考えられる。

652

４－２．小学校敷地外の自然空間の授業での利用

3)斎尾直子他(2002)『公立小学校敷地内における自

小学校敷地外で花壇の利用が一番多いのは、他の

然空間の設置と使われ方からみた屋外空間整備に関

自然空間に比べ花壇は公園内や道路沿いなど身近

する研究』日本建築学会計画系論文集,第 554 号,131

に存在し、他の自然空間を利用できない分利用が集

－138

中するためと考えられる。小学校敷地内と敷地外にお

4)大越美香、熊谷洋一(2002)『学校ビオトープと緑地

ける自然空間利用はともに花壇が中心となっていたこ

の自然環境教育的利用に関する研究』ランドスケープ

とから、児童の自然への理解をより深めるために様々

研究,65(5),743－746

な種類の自然に触れることができるように小学校敷地

5)日経新聞(2017/3/3)『学校の動物飼育続けて～「命

内に多様な空間を創出する必要がある。

の学習」地域で支援～思いやりの心はぐくむ効果』

４－３．自然空間の整備レベルによる分類と利用

6) 東 京 都 環 境 局 ホ ー ム ペ ー ジ 芝 生 化 に つ い て

植栽系の自然空間は、授業での教材利用というより

(2018/2/9 更新）

も環境整備の一手段として設置されているため、授業

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/green/sch

での利用対象として認識されないことが考えられる。し

ool_grounds_lawn/summary/about.html

かし、植栽を地域の在来種にし、理科の観察に使うな
どといった利用も可能である。また、付加的空間に分
類される畑や水田は栽培や収穫の中心的な空間であ
るが、花壇や鉢植えも代わりに利用することができる。
このように、すでに設置している標準的空間を有効活
用することで、多様な利用内容を補うことができる。 さ

------------

<< 連絡先 >>

------------

仕田原奈穂
東京農工大学大学院農学府健康アメニティ科学研究室
〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
電話 042-367-5642
E-mail: s195165r@st.go.tuat.ac.jp

らに、授業や委員会活動で自然空間を利用することが
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函館市の観光資源改善に向けたフィールド研究の実践
－函館空港の満足度を高める良好事例の収集－
○宮中 翼 1） 杉山 仁里 1） 上野 七海 1） 杉浦 豪 1）
重橋 美月 1） 草川 芽衣 1） 山本 亜希 1） 甲斐 素子 1）2） 山田 泰行 1）2）
1）順天堂大学スポーツ健康科学部 2）順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

１．はじめに
ブランド総合研究所が実施した「地域ブランド調査
2018」によると、函館市は日本で最も魅力的な市区町
村に位置づけられている。函館市は平成 30 年度に訪
日外国人宿泊客数 55 万 1 千人を達成し、3 年連続で
増加していることからも、国内外問わず注目を集める
観光地であることが窺える。
函館市の観光満足度向上に貢献してきた主要観光
資源のひとつは函館空港である。函館空港は 1961 年
の開港以来、日本有数の観光地である北海道地域の

習とトレーニングを行った。調査者は 4 グループに分か
れて函館空港内を徘徊し、デジタルカメラとスマートフ
ォンを用いて良好事例の写真を収集した。収集した写
真は SNS を通してグループ内で共有した。調査者は
KJ 法による良好事例写真の構造化を行い、さらなる改
善案を検討・考察した。調査後、函館市内で研究成果
報告会を開催し、函館市の企業、行政、地域住民の方
からフィードバックを収集した。
３．結果

空の玄関として地域経済の発展を支えてきた。函館市

4 グループが収集した良好事例の写真 157 枚を KJ

観光部観光企画課、並びに函館国際観光コンベンシ

法によって構造化した結果、函館空港の良好事例とし

ョン協会が実施した「平成 29 年度函館市観光動向調

て「効果的な標識（n=28）」、「魅力的な展示(n=51)」、

査」１）によると、函館市の観光客の 64.7％が道外の者

「安全対策の工夫(n=54)」、「来場者への配慮(n=11)」、

であり、42.7％が空路を利用している。従って、函館空

「外国人への配慮(n=13)」の 5 因子を抽出した（表 1）。

港の満足度を高める良好事例を収集し、さらなる改善
をはかる観光資源改善は、函館市の観光満足度向上
に直結する有意義な営みといえる。
そこで本研究では、函館空港の満足度を高める良
好事例を収集し、さらなる改善案を考察することを目的
としたフィールド調査を実施した。本稿ではフィールド
調査の成果を報告する。

２．方法
2019 年 2 月 25 日（10〜12 時）に函館港内のフィー
ルド調査を実施した。調査者は首都圏に在住の大学
生 24 名であり、そのうち 1 名は函館市の出身者である。
調査者には事前に参加型改善とフィールドワークの講

写真 1 案内標識の良好事例

表 1 良好事例の構造と代表的な事例
因子名（写真数）

代表的な事例

F1：効果的な標識 （n=28）

遠い位置からでも確認できる階段の段差に大きくプリントされた標識、等。

F2：魅力的な展示 (n=51)

季節を感じる展示（雪だるま、ひな人形）、歴史を学べる展示、等。

F3：安全対策の工夫 (n=54)

子どもが転びにくいキッズスペースのコード配置、等。

F4：来場者への配慮 (n=11)

見送りやすい展望デッキ、待ち時間を楽しくするもしもしコーナー、等。

F5：外国人への配慮 (n=13)

多国籍言語の案内表示、 SIM カードのレンタル、外貨両替機の設置、等。
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ち 2 つの提案を紹介する。1 つ目は、空港の施設を利
用した地域参加型イベントの開催である。函館空港が
観光客向けに開催している季節のイベントを地域住民
の参加型で行うという提案である。地域の子どもたちの
作品を展示するだけでなく、節分の豆まき大会、ハロウ
ィンの仮装大会などを地域参加型で行うことで、函館
空港が観光客だけでなく地域の憩いの場になると期待
される。2 つ目は、函館市の歴史しりとりのペイントであ
る。空港内の床に函館の名所をしりとりの順にペイント
するアイデアである。子どもが楽しく待ち時間を過ごせ
るだけでなく、函館の歴史を遊び感覚で学ぶことがで
写真２ 魅力的な展示の良好事例

きる。既にオープンしている函館空港の歴史展示場の
入り口付近に歴史しりとりのゴールを設置することで、

４．考察

函館空港の歴史にも自然な流れで興味を持たせること

４－１．良好事例の構造
函館空港の満足度を高める良好事例の収集・構造
化を行った結果、5 因子を抽出した。
第 1 因子は「効果的な標識（写真１）」である。床や
階段、買い物かごの中といった場所にまで工夫された
標識が施されており、施設の利便性を高めている。第
2 因子は、「魅力的な展示（写真２）」である。季節に応
じてイベントが開催されており、フィールドワークを行っ
た日にはひな祭りの準備と雪像の展示が行われてい
た。また、出土された土器やアイヌ文化工芸品の展示
ブースもあり、空港から観光客を楽しませる工夫がなさ
れていた。第 3 因子は、「安全対策の工夫」である。転
倒や指を扉に挟む等、頻繁に起こりうる怪我の予防の
ために導線の配置が工夫されていた。また、施設の出
入り口にはアルコール消毒が置かれており、感染症対
策も行われていた。第 4 因子は、「来場者への配慮」で
ある。飛行機の見やすい展望デッキの設計やマッサー
ジ施設、ビジネスに使えるスペースや無料の Wi-Fi も
あり、あらゆる来場者にとって使いやすい環境を整備
する配慮が見られた。ゴミ箱はゴミの種類ごとに分かれ
ており、カラスなどの野鳥によってゴミが荒らされないよ
うに蓋が置かれていた。第 5 因子は、「外国人への配

が可能である。
４－３．現場からのフィードバック
研究成果報告会では、企業、行政、地域住民の代
表者に良好事例を報告し、さらなる発展に繋げていく
ためのアドバイスだけでなく、フィールド調査の質を高
めていくためのフィードバックを得た。例えば前述の地
域参加型イベントの提案では、函館空港を公共交通
機関の 1 つとして利用するだけでなく、函館観光のスタ
ート地点や地域住民の心のよりどころとして活用しよう
とするアイデアが評価された。歴史しりとりのペイントの
提案では、外国人が楽しめないという点が課題である
が、日本人の子どもというターゲットに対しては効果的
であろうというアドバイスを頂いた。報告会では 12 の提
案（4 グループ×3 案）を行ったが、そこで収集したフィ
ードバックを整理し、実践的な改善案に繋げていくこと
で函館空港の施設活用と函館市の観光産業のさらな
る発展に貢献できる可能性がある。
引用文献
1）地域ブランド調査 by ブランド総合研究所（BRI）
http://tiiki.jp/news/05_research/survey2018/4133.

慮」である。外貨両替機や SIM カードのレンタルサービ
スが空港に設置されている。さらに、空港内の標識や
パンフレットが多国籍言語に対応していた。以上の 5

html
2）平成 29 年度函館市観光動向調査
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014

因子が来場者の満足度を高めていたと考えられる。

060600023/files/H29doukoucyousa.pdf

４－２．良好事例に基づく提案
案内標識、掲示物、展示物、イベントの創意工夫か
らは、観光客への配慮が窺えた。研究成果報告会で
は、これらの良好事例をもとに観光客の満足度をさら
に高めるためのアイデアを提案した。本稿では、そのう

------------ << 連絡先 >> -----------山田 泰行
順天堂大学スポーツ健康科学部
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
電話 0476-98-1001(内線 354)
E-mail: yayamada@juntendo.ac.jp
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函館市の観光資源改善に向けたフィールド研究の実践
－五稜郭公園の満足度を高める良好事例の収集－
○飯泉 創 1） 加賀谷 慎 1） 坪沼 将太郎 1） 山田 愛佳 1）
立石 爽馬 1） 渡邊 友輔 1） 杉本 里南 1） 甲斐 素子 1）2） 山田 泰行 1）2）
1）順天堂大学スポーツ健康科学部 2）順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

１．はじめに
函館市は札幌市、旭川市に次ぐ北海道第三の人口
を有する中核市である。2018 年に（株）ブランド総合研
究所が実施した「地域ブランド調査 2018」 1）では魅力
度ランキング 1 位に輝いた。同調査で函館市は 2008

末（スマートフォン）を用いて良好事例の写真を収集し
た。調査者は収集した写真を KJ 法によって構造化し
良好事例の因子を検討した。抽出した因子をもとに、さ
らなる満足度の向上に向けて改善策を提案した。

年から 10 年以上にわたり上位 3 位以内を維持し続け
ており、年間 500 万人の観光客が訪れることからも、国
内屈指の観光都市といえる。
五稜郭公園は函館市を代表する観光資源の 1 つで
あり、函館を訪れた観光客の約半数（42.5%）が訪れる
名所である

2）

。稜堡と呼ばれる 5 つの突角を配し、星

形五角形を呈する外観から五稜郭と呼ばれている。日

写真 1 フィールド研究の様子

本初の西洋式城塞として知られており、(公財)日本城
郭協会が実施した「日本 100 名城」3)でも上位の人気を

３．結果

誇る。五稜郭は日本の名城が象徴するような大きな天

4 グループが収集した良好事例の写真は 142 枚で

守閣を持つわけではない。では、何故国内屈指の観

ある。これらを K J 法によって構造化した結果、五稜郭

光都市を引っ張る観光資源となれたのだろうか。

公園の良好事例として「歴史探訪（n＝10）」、「安全対

本稿では、五稜郭公園内に存在する観光満足度向

策（n＝10）」「案内・標識（n＝24）」「ホスピタリティ（n＝

上に繋がる良好事例を収集し、さらなる改善策を導くこ

10）」「外国人への配慮（n＝8）」「自然への配慮（n＝5)」

とを目的とするフィールド研究の成果を報告する。

「高揚度の演出(n＝17)」の 7 因子を抽出した（表 1）。

２．方法
2019 年 2 月 26 日（10〜12 時）に五稜郭公園内のフ
ィールド調査を実施した。調査者は事前に参加型改善
のトレーニングを受講した 24 名の大学生であり、いず
れも首都圏在住者である。調査者は 4 グループに分か
れて五稜郭公園内を徘徊し、デジタルカメラと ICT 端

写真 2 案内・標識の良好事例

表 1 良好事例の構造と代表的な事例
因子名（写真数）

代表的な事例

F1：歴史探訪(n＝10）

偉人の顔が大きく写る看板、当時の大砲、記念碑、等

F2：安全対策（n＝10）

落雪の注意喚起や危険行為の防止、等

F3：案内・標識（n＝24）

広い公園内の案内図、方向指示や施設案内の看板、等

F4：ホスピタリティ（n＝10）

スーツケースが入るコインロッカー、きれいな椅子、階段、等

F5：外国人への配慮（n＝8）

英語表記の歴史案内、注意喚起、カフェのメニュー、等

F6：自然への配慮（n＝5）

木を保護する柵、等

F7：高揚度の演出(n＝17）

インスタ映えスポット、五稜郭撮影パネル、等
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れる。フィールド調査では 12 のアイデア（4 グループ×
3 案）を考案したが、本稿ではそのうち 2 つを紹介する。
1 つ目の提案は、英語表記の他に点字表記や音声
案内を取り入れるというアイデアである。聴覚、視覚に
障害がある方々に対しても歴史を知ってもらうきっかけ
を作るほか、カフェのメニューなどにも導入し公園内で
の滞在時間を伸ばすことが出来る。同伴している健常
者の方の安心感や満足感も合わせて獲得できる。
2 つ目の提案は、公園内の案内標識にスタンプを設
置し、スタンプラリーを実施するというアイデアである。
広い公園内を隅々まで散策してもらうことが狙いである。
五稜郭公園の地形の特性を生かし、重要なポイントを
絞ることも重要である。公園内の売店や函館グッズの
写真 2 歴史探訪の良好事例

購入、飲食店の会計時に利用できる割引券をラリーの
景品とするなどの動機づけも必要かもしれない。例え

４．考察

ばこれらの提案は、五稜郭公園の観光満足度向上と

４－１．良好事例の構造
フィールド調査を通して五稜郭公園の満足度を高め
ていると考えられる良好事例を収集し、7 因子に構造
化した。
第 1 因子は「歴史探訪」である。函館の偉人の顔が
大きく写る看板（写真 1）、当時使われていた大砲や記
念碑がある。第 2 因子は「安全対策」である。落雪の注
意喚起の看板は積雪が多い地域のためほぼ全ての建
物の付近に、また危険行為の禁止看板は柵に括り付
けるなどいずれも目に留まりやすい場所に設置されて
いた。第 3 因子は「案内・標識」である。敷地内の全体
図がわかる地図や、歴史的スポット、1 周 1.8km のラン
ニングコースの方向指示、施設案内の看板が設置され
ていた。第 4 因子は「ホスピタリティ」である。遠方から
の観光客が多いためスーツケースが入るサイズのコイ
ンロッカー（写真 2）、休憩可能な綺麗な椅子、高台か
らの景色が楽しめる階段が設置されていた。第 5 因子
は「外国人観光客への配慮」である。英語表記の歴史
や施設案内の看板、公園内のカフェのメニュー表にも
英語表記がなされていた。第 6 因子は「自然への配慮」
である。木や垣根などには自然を保護するための柵が
設置されていた。第 7 因子は「高揚度の演出」である。

地域の活性化に寄与するものと期待される。
５.今後の展望
フィールド調査を終えて、五稜郭公園を見下ろす
五稜郭タワーの調査が不十分であったと振り返ら
れる。五稜郭公園内の歩道から見えてくる良好事例
と、上空から五稜郭公園を見下ろす際の魅力はおそ
らく異なるものだろう。さらに、本調査は 2 月の日
中に行ったが、桜が満開になる 4 月の調査や、ライ
トアップされる夜間の時間帯の調査では、より多く
の良好事例を発見できると考えられる。さらに、五
稜郭の歴史的背景について詳しい地域住民と協働
で行う参加型改善も重要な取り組みとなり得る。こ
れらの課題を改善し、より質の高いフィールド調査
を展開していくことによって、より実践的な提案が
可能になるものと期待される。
引用文献
1）地域ブランド調査 by ブランド総合研究所（BRI）
http://tiiki.jp/news/05_research/survey2018/4133.html
2）平成 29 年度函館市観光動向調査
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/201406060

流行語でもあるインスタ映えを狙った写真撮影スポット
も設置されていた。これらの 7 因子が観光客の満足度
を高めていたと考えられる。

0023/files/H29doukoucyousa.pdf
3）公益財団法人 日本城郭協会 「日本 100 名城」
http://jokaku.jp/japan-top-100-castles/

４－２．良好事例に基づく提案
フィールド研究を通して、五稜郭公園を訪れた観光
客の満足度を高めているであろう 7 因子を抽出した。こ
れらの因子と良好事例をさらに発展させることで、五稜
郭公園の観光客満足度を高めることができると考えら

------------ << 連絡先 >> -----------山田 泰行
順天堂大学スポーツ健康科学部
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
電話 0476-98-1001(内線 354)
E-mail: yayamada@juntendo.ac.jp
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1－4

車いす装着ドライブレコーダー映像で判った鎌倉の道の現状と課題
：鶴岡八幡宮から岐れ路方面（鎌倉宮，瑞泉寺へ）
○堀野定雄、小木和孝、千一、佐伯英敏
鎌倉バリアフリー研究会
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1－5

多様な言語理解が他者理解と共感をつなぐ
－国を超えて分かり合うということ－
山﨑智恵、○高田亮子
富山福祉短期大学 看護学科

１．はじめに

が可能な助産師である研究者がサボートとして加わっ

近年、在日外国人が増加傾向であり、外国人に対

た。

１）

する医療的なサポートが求められている。 年齢構成と

橋本 4)は、在日外国人の日本での妊娠・出産・育児

しては働き世代として２０～４０代が突出して多い。また

の困難には、《育児不安・ストレス》、《周りとのつながり

産前産後の女性の健康、母子へのサポートにおいて

の問題》、《社会・経済的問題》、《妊娠・出産・病気の

は「ことば」の問題を抱えていえている場合、育児不安

不安》、《日本語による情報伝達困難に起因する問題》、

１）

が増強される場合がある とされている。更に文化的背

《日本の社会医療についての理解の困難》、《出産国

景、社会的背景においても物事の捉え方が異なり、コ

の選択》の 7 つのカテゴリーを抽出している。4 つのカ

ミュニケーションにおいても言葉だけでなく様々な壁が

テゴリーがこの事例でも該当していた。それは、《育児

存在する。しかし、井上らは、日本語によるコミュニケ

不安・ストレス》、《周りとのつながりの問題》、《日本語

ーションが困難なことに起因する影響と具体的な対策

による情報伝達困難に起因する問題》、《日本の社会

３）

については十分検討されているとは言い難い と述べ

医療についての理解の困難》であった。 ｢日本の周産

ている。今回、エジプトから来日した家族の母子への

期医療では、赤ちゃんにすぐに会えないの？｣｢それ

サポートの実際を振り返り、イスラム母子がもつ出産・

はルーチーンなの？｣｢私はとても寂しかった｣という言

育児の問題と成果があった支援の特性を明らかにする

葉に、表れている。出産直後は麻酔の効果で眠ってし

ことを目的に研究を行った。

まったこと、２時間後に覚醒し、面会を要望したが、 な

２.方法

かなか英語が通じなかったとも語った。そういった思い

1)研究対象 イスラム教徒である母子とその家族

は、助産師のアラビア語での会話の中で語られた。ま

2)研究期間 H31.4.3～R1.5.1

た、「これは普通？大丈夫？」 といった子どものあやし

3)分析方法 児の体重増加に向けた訪問看護を行

方や吃逆(しゃっくり)などへの不安な言動もあった。さ

っている母子に対する助産の視点での介入を行った

らに、エジプト人の友人が数名いるが皆仕事をしており、

事例でのやりとりでの最も関係性が作られた 2 日間の

常時支援を受けられる状態ではなかった。現在、外国

場面を、プロセスレコードに整理し、分析を行った。

人の受診者に対して、井上

３.結果および考察

要性に言及している。昨今は、その体制も整いつつあ

2)前掲

らが通訳の役割の必

母親は、反復帝王切開と胎児機能不全により、帝王

る。日本に在留している外国人の中でも、中国・韓国・

切開で予定より早く出産した。児は 37 週 0 日での出生

英語圏の人々には、生活の場でも言語の掲示が多く

であった。出生後、児に嘔吐等があり、一時 NICU で

みられるが、イスラム圏の言語はほとんど目にする機会

経過観察となった。また、22 時の手術や麻酔の影響も

がない。イスラム圏の人々に対する言語的サポートは

あり、母親にも十分な体力回復の必要性があり、母子

少ない。有居ら 5)は、ムスリム女性の日本における二―

分離となった。授乳は２日目から開始された。入院後、

ドについて、教義が日常生活に影響していること、出

母親の不安定な心理状態があり、精神科の受診もして

産へのニードは母国と現在の移住地域の文化だけで

いた。しかし産後の一過性の適応障害との診断で、特

なくイスラム教義もからみ複雑になることが想像されると

に内服等の治療はなかった。退院後、病院の医療福

述べている。さらにその支援として、【コミュニケーショ

祉サポートセンターからの要請により、児の体重増加

ンの成立】、【イスラム教義の実施】、【家族支援の獲

不良による指示書に基づいた訪問看護が導入された。

得】、【安全・安楽を重視した信頼できる医療】、【親切

英語での会話が可能な訪問看護ステーションとして本

で丁寧な看護師・医師のかかわり】の 5 つのカテゴリー

学の訪問看護ステーションが選ばれた。また、乳房トラ

をあげている。そのカテゴリーすべてに今回の事例は

ブルがあったため、本学に所属するアラビア語の会話

該当した。
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【コミュニケーションの成立】では、コミュニケーション

看護師による１回/2 日の沐浴の実施と指導やサポート

は全てアラブ文化独特のジェスチャーも交えアラビア

が丁寧に行われていた。また、助産師による乳房トラブ

語を用いた。イスラム圏で生活した経験を活かし文化

ルへの対処や母乳管理は、特に母乳で育てたいという

的配慮も行った。文化的な配慮では、挨拶に始まり、

母親の意思を尊重し、ミルクへの抵抗を低減させる働

声掛けの仕方など、宗教的意味合いの強い言語表現

きかけを丁寧に行い、児の体重は少しずつ増加し、日

や、振る舞いなどである。振る舞いについては男性（夫）

齢に相応した体重となった。

との距離感などを広くとるなどがある。例えば、「ビスミッ

また、エジプトでは生まれてすぐ状態がよければ母子

ラー」 とミルクを与える際や、沐浴をするはじめの声掛

が一緒になること、入院期間が２～３日と短いことなど

けは、「慈悲深く慈愛あまねき神の御名に於いて」

が語られた。母親が母子分離をきっかけとして、日本

という意味で神に向かって声を掛けている。 また、 の医療への誤解や母乳育児へのこだわりを強固にし

「アルハムドリッラー」などの声掛けで物事を終

ていったことも推測された。

える際にかける言葉は、
「神様のおかげで」という

４．結論

意味がある。そして、アラビア語の特徴は書き言葉

１）イスラム教と言う宗教的背景のあるアラビア語

と、話し言葉が違い、さらに各国によって方言があ

の特性を活用すると、親近感、共感を引き起こす。

るということである。エジプト方言アラビア語で

２）外国人との会話では、言語の多様性を多面的な

「とても良い」ということを「メイヤメイヤ」と言

会話に応用できるコミュニケーション能力が必要

う。
「お母さん、とっても授乳が上手。」という言葉

である。

掛け一つとってもエジプト方言を使うとエジプト

３）英語使用が可能な看護師の所属する訪問看護ス

に一瞬意識が戻ったようなうれしそうでどこかほ

テーションであり、さらに所属機関の教員でアラビ

っとした反応があり、同じアラビア語であっても伝

ア語が可能な助産師が訪問看護のサポートに参加

わるものが違うと感じた。また、次の訪問の約束は、

できたことが、母子のケアに効果をもたらした。

「インシャーアッラー」、
「神が望むならば」という

４）国際看護教育におけるダイバーシティインクル

言葉で締めくくる。そして、挨拶は頬と頬を合わせ

ーシブ教育が急務である。

て挨拶をする。合わせる回数によって新密度も異な

引用・参考文献

る、宗教に彩られた文化が生活の一部となっている。 １）奥野ひろみ他:長野県内市町村保健センターに
【イスラム教義の実施】では、産後２ヵ月を目前にラ

おける在日外国人母子への支援に関する研究,小児

マダン（断食月）が始まる。ラマダンは、病気や生理、

保健研究,518-525,Vol71,NO.4, 2012,

産前・産後など特別な場合に限って免除され、別の時

２）浅井直子

期に実施される。しかし、授乳を続けながらも断食を母

過程

親は希望した。日昇前から日没まで飲み物や食べ物

応行動,オーラルヒストリー研究,第 13 号,2017.9

を口にしない。宗教観によっては、唾液すら飲み込ま

３）井上千尋他:日本語によるコミュニケーション

ない。授乳をするためには、水分と栄養の補給は重要

が困難な外国人妊産婦の周産期医療上の問題点と

である。私は、助産師として、「断食は大事なことである

支援に関する研究－医療機関における 12 年間の分

が、授乳期にあるあなたにとって体にも負担があるし、

娩事例の分析より－,Journal of International

乳汁分泌も減ります。だから、今は断食をしないほうが

Health,Vol.21 ,No.1 ,2006

いいですよ。」 と告げた。しかし、教義を尊重し、専門

４）橋本秀実他:在日外国人女性の日本での妊娠・

職としての意見を述べるに留めた。

出産・育児の困難とそれを乗り越える方

外国人母の日本社会・文化への適応

フィリピン母の語りから読み解く異文化適

【家族支援の獲得】については、夫の協力を求めた。

略 ,ournal of International Health Vol.26

【安全・安楽を重視した信頼できる医療】では、前記

No.14,2011

の日本の医療に対する思いを述べた事、それに対し

５）有居香乃他:産褥入院中のムスリム女性の日本

ては、 「日本では安全に母子が一緒にいられるよう配

における出産に対するニード,日本看護学会論文集

慮しているのだと思います。会えなかったのはさびしい

ヘルスプロモーション,2017
--------------《連絡先》----------------山﨑智恵 富山福祉短期大学 看護学科
〒939-0341 富山県射水市三ヶ 579 （5 号館）
電話 0766－55－5567 FAX 0766－55－5645
E-mail chie.yamazaki@te.urayama.ac.jp

思いをしたのだけれど、安全に一緒にいてほしかった
のだと思いますよ。」 と出生時の胎児機能不全があっ
た事で母子分離となった経緯を基に声掛けを行った。
【親切で丁寧な看護師・医師のかかわり】では、訪問
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2－1

足部によるポインティング操作時の体性感覚版ホロプターに関する検討
小早川真穂 1)，○岡田明 2)，永井正太郎 2)，山下久仁子 3)
1)大阪市立大学生活科学部,

2)大阪市立大学大学院生活科学研究科, 3)大阪市立大学研究支援課

１．はじめに
ヒトが空間の方向・距離を知覚する際に，実際の物
理量と心理物理的な感覚量との間にズレのあることが
知られている．その例として，Helmholtz のホロプター
がある．これは目の高さで直線的に配置されたある点
の列が，主観的にも同じ直線的な配列に見えるわけで
はない現象である．同様の現象は視覚だけでなく，聴
覚や体性感覚においても存在することが示されている
1)

．
そのうち，体性感覚に関するホロプターの先行研究

はその多くが上肢を用いたものである 2)3)4)．これに対し，
たとえば自動車運転時のアクセルとブレーキペダルの
不適切な操作による事故の要因のひとつとして，下肢
の体性感覚に基づくホロプターの影響を受けているこ
とが推測されるが，その特性についてはあまり明らかに
されていない．
そこで本研究では，足部によるポインティング操作を
設定し，下肢による空間の位置・方向認知に関する体
性感覚版ホロプターについての検討を試みた．
図 1．実験装置
２．実験１
実際の足の位置・方向と操作者の感覚とのズレを調

に行う．音の合図を把握するために実験開始前に練

べる実験を行った．

習を行った．実験中は，ビデオカメラによる録画とモー

2-1．方法

ションキャプチャーを用いて足に付けたマーカーの位

装置：1 マス 10 ㎝×10 ㎝，境界線の幅 5mm の 3×3＝

置と速度の記録を行った．

9 マスが並んだシートの定位置に足を置く（図 1）．実験

実験条件：座位正面(両足)，座位横向き（上半身左向

時の足元の視覚的手がかりを無くすため，足元を見ず

き－右足操作と上半身右向き－右足操作），立位正面

に定位置に足を戻せるようかかとに合わせて台を設置

（両足)の 6 条件を設定した．それぞれの条件で実験

した．

を行う前にその条件の姿勢で参加者が納得のいくまで

手続き：実験参加者は手元に番号が書いてある紙を

足元を見ながら実際に足を動かしマスの場所を覚えた．

持ち，自らの足元が見えないようにした．それぞれのマ

2 つの条件が終わるごとにアンケートを行った．

スをスイッチを踏む感覚で踏むタスクを繰り返す．足の

実験参加者：21～30 歳の男子学生 4 名，女子学生 6

基準として，腓側中足点と脛側中足点にモーションキ

名の計 10 名が参加した．利き足は 9 名が右，男子学

ャプチャーで捉えるためのマーカーを貼付した．4 秒に

生 1 名が左だった．

1 回音が鳴るタイマーを用いて，その音を動く合図とす

2-2．結果と考察

る．定位置から始め，音の合図で指定されたマスに足

2 つの計測点の中点について参加者 10 名の重心

を移動，合図で定位置に足を戻すことを繰り返す．マ

（平均値）と標準偏差を条件毎に出し，マスの中心点と

スはランダムに指定し全てのマスの指定が終わるまで

のズレを求めた．全ての条件において中心の⑤を中心

行う．一度マスの上に置いた足は次の合図があるまで

に過小評価をしている傾向が見られた（図 2）．定位置

動かさない．マスの指定は毎回定位置に戻している間

から遠い①②③は上にズレることはなく，ｙ方向につい
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3-2．結果と考察
ホロプターの形自体は実験 1 と大差なかったが，座
位正面左と左横は実験 1 と比べて右方向へのズレ
が小さくなり，x 座標は正確さが高くなった．
重心の重心においても y 方向のズレは実験 1 と変
わりなかったが，座位正面左と左横は真ん中より左
に少しズレていた．これらのことから，視覚的な記憶
と体性感覚のみの記憶により影響に差異がみられ，
その要因についても検討する必要がある．
4．総合考察
9 マスの中央を中心とした過小評価が見られ，物理
的範囲よりも下肢の体性感覚的な範囲が狭く見積もら
れている傾向にあった．また，全体的に操作する側の
図 2 立位正面右足の参加者 10 名の重心

足によらず右方向にズレていたことから，定位置からの
距離の影響とは必ずしもいえず，複合的な要因も考え

て特に過少評価の程度が大きかった．右足は左足に
比べ全体的にｘｙ方向とも標準偏差は小さく，また各マ
スの重心位置は条件により特有のパターンを示した．

られる．
上肢を用いた先行研究

3）4）

では，身体に対する方向

により物理的距離とのズレが変動する結果を得ており，

それぞれのマス中心と測定点 2 点の中点との差の絶

いずれも過小評価の傾向にあり，今回の結果と基本的

対値の 9 マス分の和への体格の影響は少なく，ズレの

には矛盾しない．それと共に重力加速度による変動も

大小は参加者の感覚の個人差によるものと考えられる．

みられていることから，移動する身体部位の重量や負

主観評価による参加者の感覚の正確さは座位正面と

荷による影響の考慮も検討しなければならない．

右横で高く，左横は他の条件と比べて低下していた．

今回の実験で設定した条件以外に，マスの大きさや

この感覚の不正確さが自動車の運転で後退する時の

数，下肢の姿勢等，様々な条件により結果が変動する

踏み間違いに繋がっていることが示唆される．

可能性も考えられるため，更に実験を重ねながら下肢
の体性感覚版ホロプターを把握していく必要がある．

3．実験２
実験 1 では予め視覚的にマスの位置を記憶してい
たが，さらに体性感覚のみによる位置記憶を用いた実
験を試みた．
3-1．方法
装置：基本的な装置とタスクは実験 1 と同じである．
手続き：実験開始前にマスに黒い布を被せた．参加者
はマスの位置を覚える時に足を定位置に置き，アイマ
スクをした事を確認後，黒い布を取り，触感で納得いく
までマスの場所を覚えた．その後，アイマスクを取り，
実験 1 と同じようにマスの位置が見えない設定とし，各
条件姿勢でタスクを繰り返した．この間，モーションキャ
プチャーとビデオカメラによる記録を行った．

5．参考文献
1)大倉典子，前田太郎，舘暉：人間の空間知覚特性
－ホロプタとアレイの知覚－，TVRSJ, Vol.9,
No.1,pp.41-50, 2004
2)北川哲生，香川高弘，福田浩士，宇野洋二；ヒトの
手先位置に関する知覚誤差の解析，第 18 回生体・
生理工学シンポジウム論文集，pp.101-102, 2003
3)永井正太郎，内海章，山下久仁子，岡田明：体性感
覚版ホロプターに重力加速度が及ぼす影響，人類
働態学会第 43 回西日本地方会，2018
4)永井正太郎，内海章，須佐見憲史，山下久仁子，
岡田明：姿勢変化が体性感覚版ホロプターに与える
影響の分析，信学技報，Vol.118,
No.502,MVE2018-84, pp.179-182, 2019

実験条件：座位正面(両足)，座位横向き（上半身左向
き－右足操作と上半身右向き－右足操作)の 4 条件．
実験参加者：21～22 歳の男子学生 3 名，女子学生 5
名の計 8 名が参加した．このうち 4 名は実験 1 と同じ
参加者である．なお，実験 1 と実験 2 は約１ヶ月の間
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岡田 明
大阪市立大学大学院生活科学研究科
〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138
電話 06-6605-2823
E-mail: akira.pegasus@nifty.com

隔をあけて行った．利き足は全員右だった．
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2－2

知覚される仮現運動の運動方向が線分の長さの知覚精度に及ぼす影響
○髙橋雄三
広島市立大学大学院情報科学研究科

第１枠

１．はじめに

第２枠

我々は視空間の中で注視対象と視野との間で動的
なインタラクションを繰り返している．注視対象の運動
知覚は視野内での注視対象の絶対運動だけでなく，
観測者自身の運動によっても相対的に知覚される．先
行研究では注視対象に運動知覚が生じると周囲の視

交互に提示することで

[1]

空間を歪ませる効果がある可能性が示唆されている ．

が上下に往復運動しているように見える

図 1 仮現運動の生成原理

一方，後者の場合，仮現運動（図 1）と呼ばれる「同一
の視覚パターンの位置をずらし，経時的に提示」した
＝

際に生じる運動印象[2]が誘発される．仮現運動はコン

＋

ピュータ画面上に提示した標的の運動知覚の生成に
広く用いられている．併せて，コンピュータ画面上で仮

誘導図形に遮蔽あり

境界に線に連続性あり

（a） 不完全連続

現運動と同様に広く用いられている錯覚現象の 1 つに
主観的輪郭（図 2）がある．主観的輪郭は画面上に奥
行き知覚を生じさせる技法であり，著者らの研究では
主観的輪郭の明るさの強度が強くなると輪郭形状の認
知速度が約 30 ms/unit 延長する可能性を示唆した[3]．

誘導図形に遮蔽なし

以上より，コンピュータ画面上に提示される標的の運

境界に線に連続性あり

（b） 完全連続

動知覚は(1) 注視対象を含む視空間を歪ませる，(2)

図 2 主観的輪郭の誘導方法

認知速度を延長させる，可能性が示唆されてきた．し

比較刺激

かし，仮現運動によって生成した運動知覚における視
空間の歪みに関する検討はない．本研究では，主観
的輪郭上で仮現運動する標的の運動方向が線分の
長さの知覚精度に及ぼす影響について検討すること

標準刺激

を目的とする．

比較刺激
標準刺激

(a) Müller-Lyer の錯視図形

２．方法

(b) Fick の錯視図形

図 3 実験で用いた錯視図形

２－１．参加者
実験参加者は VDT 作業の遂行に支障のない 21 歳

誘導方法 4 種類（図 2(a)(b)＋統制（図 2(a)の切欠きを

から 24 歳の大学生 10 名とした（男性：6 名，女性：4 名，

外向きにした画像），参照枠なし（錯視図形のみ提示）

視力矯正方法：眼鏡 5 名，コンタクトレンズ 2 名）．

と仮現運動の運動方向 3 種類（縦，臨界域，横）とした．

２－２．実験概要

２－３．解析

実験では 1 日目に標準錯視量，主観的輪郭の明る

標準刺激に対する比較刺激の長短判断の結果より，

さの強度，仮現運動の運動方向の測定を行い，本実

錯視図形の判断結果に対して，主観的等価点（PSE:

験は 2 日目に行った．提示画像は主観的輪郭（図 2）

Point of Subjective Equality）を求めた．次に，回答選

上に錯視図形（図 3）を重ね，さらに，運動標的（黒色

択キー（標準刺激と比較刺激を比較して長い方の選択）

半円）を第 1 枠では錯視図形の左上・右下の位置の，

を押すまでの反応時間を求めた．また，主観的輪郭の

第 2 枠では右上・左下の位置の主観的輪郭上に配置

明るさの強度については，紙に印字した主観的輪郭に

した．参加者には各画像を SOA=300 ms で提示し，標

対し口頭で明るさの強度順位を回答させた．最後に，

準刺激に対する比較刺激の長さの長短を判断させた．

仮現運動の運動方向は運動標的間距離を用いて統

実験条件は錯視図形 2 種類（図 3），主観的輪郭の

制した．参加者ごとに SOA=300 ms で仮現運動を誘

- 28-

第 54 回人類働態学会全国大会 プログラム・抄録集

発させ，標的間の横/縦比（0.37 から 1.57 まで 0.2 刻

Friedman 検定を実施した．その他の分析では主観的
輪郭の誘導方法と仮現運動の運動方向を要因とする
二元配置分散分析を行った．有意水準は 5 %とした．

正規化錯視量 [a.u.]

み）を用いて横/縦の知覚確率 50 %の臨界域を求めた．
統計分析については主観的輪郭の明るさの強度は

３．結果

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

主観的輪郭の明るさの強度は主観的輪郭の誘導方

縦 臨界域 横
縦 臨界域 横
Müller-Lyer 錯視
Fick 錯視
運動方向

法ごとに有意に明るさが異なる輪郭が知覚されていた
（χ(3)=26.76, p<0.001，不完全連続＞完全連続＞参
照枠なし＞統制）．また仮現運動の運動方向について

図4

は，運動方向の要因で有意の主効果が認められた
果， 横/縦比は横＞臨界域＞縦であった（p<0.05）．
３－１．標的の仮現運動の方向と錯視量の関係
標準錯視量測定において錯視量に個人差の影響が
認められたため，各条件における錯視量に対して各参
加者の標準錯視量で正規化した錯視量を求めた．二

0.8

正規化反応時間 [a.u.]

（F(2,18)=883.78, p<0.001），LSD による多重比較の結

平均値±標準誤差

0.7

標的の仮現運動方向と錯視量の関係
平均値±標準誤差

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

元配置分散分析の結果，両錯視図形とも有意の主効

縦 臨界域 横
縦 臨界域 横
Müller-Lyer 錯視
Fick 錯視
運動方向

果は認められなかった．しかし，Fick の錯視図形では
有意傾向（F(3,27)=2.891, p<0.10）が観察された（図 4）．

図 5 標的の仮現運動方向と反応時間の関係

３－２．標的の仮現運動の方向と反応時間の関係
標準錯視量測定において反応時間に個人差の影響

の錯視図形では運動方向が臨界域の時に反応時間

が認められたため，各条件における判断に要する反応

は短くなっていた．したがって，仮現運動によって誘発

時間に対して標準錯視量測定時の各参加者の反応時

された運動知覚においても，PSE 判断の比較基準とな

間で正規化した反応時間を求めた．二元配置分散分

る刺激（標準刺激）に対して独立する向き（本研究では

析の結果，両図形とも運動方向の要因で有意の主効

90 度回転）に仮現運動が生じると，長さの知覚精度は

果 が 認 め ら れ た （ Müller-Lyer 錯 視 図 形 ： F(2,18)=

低下する可能性が示唆された．

6.419, p<0.01，Fick 錯視図形：F(2,18)=5.638, p<0.05）．
また，LSD による多重比較の結果，Müller-Lyer の錯
視図形では仮現運動が横方向の場合に比較して縦方

引用文献
[1] Watanabe, K. and Yokoi, K.: Dynamic distortion of
visual position representation around moving

向の時に反応時間は有意に延長し，Fick の錯視図形
では仮現運動が縦・横方向の場合に比較して臨界域
（縦の動きと横の動きが両方知覚できる）の時に反応
時間は有意に短縮していた（ともに p<0.05，図 5）．

objects, Journal of Vision, Vol.8 (3), pp.1-11（2008）
[2] 佐藤隆夫：仮現運動と運動知覚のメカニズム，心
理学評論，Vol.34 (2)，pp.259-278（1991）
[3] 髙橋雄三，三澤哲夫：主観的輪郭の記憶―再認

４．まとめ

特性に関する実験的検討，人間工学，Vol.48(2)，

本研究では運動する注視対象の知覚の際に生じる
視空間の歪みが，仮現運動によって誘発された運動
知覚においても生じるか否かについて，長さの知覚に
おける PSE の変化を用いて検討した．検討の結果，錯
視量では，有意の主効果は認められなかったものの，
両錯視図形とも仮現運動の運動方向が横方向の時に
錯視量は減少する傾向が観察された．また，PSE 判断
に要する反応時間では，Müller-Lyer の錯視図形で
は横方向の仮現運動時に反応時間は短くなり，Fick

pp.70-78（2012）
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足部形状変化の簡易評価の試み‐足の高さ
○竹内京子 1、2）、鶴 智太 3)、松村秋芳 4)、丸山貴之 5)、徳井亜加根 5）、
菊原伸郎 6)、樋口毅史 7)、伊藤正裕 1）
1)東京医科大学人体構造学分野、 2)健康教育学研究所、３）防衛医科大学校医学科、４）神奈川大学工学部、
5）国立障害者リハビリテーションセンター学院、６）埼玉大学教育学部、７）日本体育大学保健医療学部

１．はじめに
足部形状変化を簡便に把握しようとする目的で、
足部の任意の部位の高さ変動を計測する小道具（簡
易型足部高測定装置 Simple type foot height
measuring device）を試作中である。これは、角度

２）本実験での角度棒の回転中心高は、台座盤面上
からの高さ（75 ㎜）に台座高（8 ㎜）を加えた値（82 ㎜）
であった。回転中心から計測点までの距離は１００mm
とし、サンプリングは５Hｚで実施した。

変化から計算により求める方式で、複雑な形状変化
を示す足部の復元力などを簡便に評価できるので
はないかと考えて、試作第一号を紹介する。

水平バランス支柱

A 正面観
支柱

２．方法
２－１. 計測装置（図１．A～C）

170mm
角速度センサー付

センサー

1）簡易型足部高測定装置の仕様と材料

き

①ジャイロセンサー無線タグ
通信ソフト pySerial 対応、

60mm

台座高

(Twelite2525A,MonoWireless)

7㎜

25 ㎜×25 ㎜角

型、センサー重量 6.5ｇ（電池 CR2032 １個使

160mm
角度棒の先端

用時）

（計測点）

②支柱

（ユニバーサルプレート、タミヤ）

B 側面観

サイズ（長さ×幅×厚み、単位㎜）は、
160×60×3

１個 （板状）

170× 9×3

４個 （棒状）

水平バランス支柱

固定支持用 L 字型の部材、ネジ金具類他。
③費用

回転中心（高 80 ㎜）
センサー

角度棒

5000 円未満

170mm

計測点

２－２．測定システム
台座

使用ソフトプログラムは、以下の３種を使用してデータ

被測定物

60mm

収集と編集を行う。
①科学計算プログラミングソフト Python

C 上面観

②シリアル通信ソフト ｐｙSerial
170mm

無線で送られてきたデータを取り込む。
③Python で取得したグラフ API ソフト matplatlib
生データは、CSV ファイルで得られるので、エクセル

水平バランス支柱

等で編集もできる。
計測点
センサー

160 ㎜

２－３．計測方法
１) 任意の足部の一点に目印（黒点等）を付け、その
点の上に、ジャイロセンサーが付いた回転棒（角度棒）
の先端を乗せる。無荷重から、異なる荷重条件で足部
計測点の高さの変化をとらえることができる。
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図１ 簡易型足部高さ測定装置の外観（A、B、C）
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図２は、測定（試行）中の様子である。

た。図４は、グラフはイメージデータとして、変化
量のみ示したが、段階的に、①無負荷（脚荷重のみ）、

A

B

②自分で思う５０％負荷、③全体荷重負荷を掛けた
時の数値変換後の変化距離が示されている。およそ
３段階に高さが変化しているが、自分で思った「左
右均等荷重感覚」は実際には荷重がかかりすぎてい
るのが示された。

図２ 測定風景 荷重負荷前（A）、負荷中（B）

①
②

２－４．角度-距離変換

③

角度θ₀ から角度θへの、高さの変化量換算は、
以下の補正を施した式で行った。
本研究の測定では、定数は回転中心高（ｈ；83 ㎜）、

図４

運動軸長（ｒ；100 ㎜）であり、被験者の足の位置が固定
である。従って、実際の測定において、計測点の高さ
が変わると、被験者の計測点に接置した運動軸の先
端の位置が (δ)分だけ、側方（横）に移動することに
なる。 高さも（δ×足の曲率φ＝τ）分だけ変化する。
したがって、本研究では、この部分の補正を含む角度
変換式を立ててジャイロ背センサーから得たデータを
処理した。

足部（右）の高さの変化の観察
２５秒間、３段階の負荷を掛けた状態

４．考察＆結語
足部の柔軟性と形状の復元力を知ることは、足の健
康を保ち、障害予防の方策を考える上では重要である。
精度の高い足部形状に関する３次元的データも報告
がたくさんあるが、高さの変化を簡便に把握しようとす
る方法は、見当たらなかったため自作するに至った。

h=床面からの回転中心軸高； 任意に設定可能

実用化に向けて、まだまだ多くの修正点があるが、本

本研究では、83 ㎜（75 ㎜＋８㎜）であった。

測定法は、足圧シートセンサー上（モーショングラビテ

ｒ＝回転中心からの運動軸長；任意設定可能

ィ、ジャイロテクノロジー）で測定することで、足部への

100 ㎜で行った。

荷重の掛かり具合と同期して変化量を得ることができる

δ（移動距離）＝ｒcosθ- rcosθ₀ で求めた。

ので、利便性が高くなることが予想された。

ｘ（求める高さ）＝h-（(r＊cosθo＋δ)＊tanθ) で
求めた
τ（高さの誤差）＝δ×測定部表面の曲率φ で
求めた。
Ｘ(高さの変化)＝ｘ－ｘ₀-τ

で求めた。

------------

図３ 角度-距離変換と補正方法の概要
３．結果
本試行実験では、舟状骨高に相当する皮膚表面に

<< 連絡先 >>

竹内 京子
一財）健康教育学研究所
〒171-0043 豊島区要町 3-2-7-203
電話＆FAX 03-3955-5324
E-mail: Take.kyoko@ihpf.or.jp

ジャイロセンサー棒を当てて、高さの変化を観察し
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2－4

高齢者が自転車利用時に発生した交通法令違反事故の男女差
谷田貝一男
日本自転車普及協会 自転車文化センター

故件数割合は女が高い。

１．はじめに
平成３０年中に自転車利用時の事故による負傷者
数は対前年－５.６％全交通事故に対する構成割合は
１６.０％であるが、６０歳以上の高齢者に限定すると対
前年－４.３％構成割合は１７.７％である。また負傷者
数の５年間の推移で６０～７４歳は減少しているが、７５
歳以上は増減を繰り返している。今後の高齢者増加に

３－３．事故の相手車種と発生場所
法令違反が原因で発生した事故件数に対する相手
車種別事故件数、事故発生場所別車種別事故件数
の各割合結果を違反者別男女別で表２、表３に示す。
表２

自動車

自転車

バイク

歩行者

男

56.3%

33.8%

8.5%

1.4%

女

31.7%

56.7%

6.7%

4.8%

対応した自転車安全利用指導のために、詳細な事故
発生原因追究とその対策方法が求められている。

違反者

高齢者

相手

高齢者

相手

男

17.6%

54.2%

20.4%

33.1%

女

9.6%

31.7%

24.0%

54.8%

２．方法
東京都内のシルバー人材センターに登録している６
０歳以上の高齢者８０３３８人（男５４２２７人女２６１１１人、

表３

交差点

直線路

飛び出し

男

57.7%

22.5%

15.5%

女

58.7%

21.2%

自動車

自転車

自動車

自転車

自動車

自転車

男

33.1%

18.3%

12.0%

7.7%

8.5%

4.9%

女

22.1%

29.8%

1.0%

18.3%

6.7%

8.7%

違反者

高齢者

相手

高齢者

相手

高齢者

相手

男

28.9%

55.6%

11.3%

20.4%

1.4%

15.5%

女

29.8%

57.7%

6.7%

20.2%

1.0%

18.3%

令違反（以下法令違反）が原因で発生した事故２４６件
（男１４２件女１０４件、６０～６４歳男４件女７件、６５～６
９歳男２３件女２９件、７０～７４歳男５５件女３６件、７５
歳以上男６０件女３２件）の違反状況を調査した。

男は対自動車／対自転車＝１.７８、女は対自転車／
対自動車＝１.７９で相反し、いずれの事故発生場所で

３－１．事故件数割合
法令違反が原因で発生した事故件数に対する違反
者別事故件数割合（相互に違反があるときは相互各１
件とする）は高齢者違反が男４１.３％女３７.５％、相手
違反が男９５.８％女９８.１％で、高齢者自らの法令違
反による事故件数割合は男が高いが相手の違反によ
る巻き込まれ事故件数割合は女が高い。
法令違反が原因で発生した事故件数に対する法令
違反内容別事故件数割合結果を違反者別男女別で
表１に示す。

違反内
容

線路では女は対自動車１件対バイク２件で他は全て対
自転車である。
事故件数割合の年代別推移で、男は交差点、直線
路いずれも年代の上昇と共に減少するが７５歳以上で
再び増加する。車種別で対自動車はいずれの場所で

速度過多

男

33.1%

41.5%

8.7%

44.4%

89.4%

7.0%

7.7%

女

27.9%

32.7%

8.7%

44.3%

85.6%

9.6%

11.5%

年代の上昇と共に交差点は減少、直線路は増加する。
車種別で対自動車は交差点で年代の上昇と共に増加
年代の上昇と共に減少し直線路で増加、７５歳以上で

相手

通行位置違
通行位置違
一時不停止 周囲不確認
一時不停止 周囲不確認
反・信号無視
反・信号無視

昇と共に減少するが７５歳以上で再び増加する。女は

するが直線路は１件のみである。対自転車は交差点で

交通法令違反内容別事故件数割合
高齢者

も男は対自動車、女は対自転車の割合が高く、特に直

も変化は小さく、対自転車はいずれの場所も年代の上

３－２．法令違反内容

違反者

対自動車と対自転車の合計割合並びに事故発生
場所別割合は男女に差はないが、事故の相手車種が

３．結果

表１

18.3%

相手車
種

５歳以上男２１７４６人女９７０９人）を対象にして、平成２
５年から２９年までの５年間に自転車利用時に交通法

事故発生場所別事故件数割合

事故発
生場所

６０～６４歳男２４３７人女１７１７人、６５～６９歳男１２１６
０人女７１６３人、７０～７４歳男１７８８４人女７５２２人、７

事故の相手車種別事故件数割合

相手車
種

は直線路での事故件数割合が交差点より高くなる。
違反者別では直線路の高齢者で男が女の１.７倍で

高齢者自らの法令違反では一時不停止、周囲不確
認による事故件数割合は男が高いが、相手の法令違

ある以外は男女に差がない。
４．考察

反では通行位置違反・信号無視、速度過多による事
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内容と事故時の進行状況から発生場所別に考察する。

０％のうちの８.０％を占めている。この右左折時は男女

交差点において法令違反が原因で発生した事故件

共６０歳代より７０歳代が高く、主たる発生原因である一

数に対する違反内容別事故件数割合結果を違反者

時不停止と周囲不確認の割合は違反者が高齢者・相

別男女別で表４に示す。

手いずれも７０歳代は男が女より高く、年代の上昇と共

表４

交差点での法令違反内容別事故件数割合
高齢者

違反者

にその差が大きくなり、７５歳以降での差が高齢者は一
時不停止５.６ point 、周囲不確認８.９ point 、相手は一時

相手

違反内
通行位置違
一時不停止 周囲不確認
容
反・信号無視

速度過多

一時不停止 周囲不確認

通行位置違
反・信号無視

速度過多

男

27.5%

27.5%

3.5%

0.0%

26.7%

51.3%

6.3%

5.6%

女

24.0%

25.9%

6.7%

1.0%

26.0%

46.2%

9.6%

11.5%

交差点における主たる事故発生原因は違反者が高
齢者・相手いずれも一時不停止と周囲不確認である。

不停止３.６point、周囲不確認８.３point である。男の高齢
者が自ら一時停止と周囲確認を怠ったため、対向自
動車の右折時における一時不停止と周囲不確認を見
逃した結果と考えられる。

６５歳以上で年代の上昇による違反割合の変化範囲

対自転車事故で男女差が大きいのは右から直進す

は、男は対自動車では一時不停止が高齢者３.９ point

る自転車との事故が女の対自転車事故割合を高くし、

相手３.９point、周囲不確認が高齢者３.９point 相手２.９

男女差１１.５％のうちの８.９％を占めている。特に右側

で変化は小さく、対自転車では一時不停止が高

横断歩道通行時が女は５.８％に対して男は０％、相手

齢者９.６point 相手１２.４point、周囲不確認が高齢者９.６

の違反で速度過多が女は男の２.１倍である。右側横

相手４.０point で７５歳以上の一時不停止・周囲不

断歩道で横断開始時に右確認を怠ったことと相手自

point

point

確認が７０歳代前半と比較して急増し、特に高齢者は

転車が交差点付近で徐行しなかった結果と考えられる。

いずれの違反も２.０倍であることが対自転車の増加原

直線路において対自動車で相手の進行方向は女

因である。女は対自動車では一時不停止が高齢者２.

が後方１.０％のみであるが男は前方５.６％後方５.６％

５point 相手２.５point、周囲不確認が高齢者２.５point 相

で年代による変化は小さい。対自転車で相手の進行

手１４.７point で相手の周囲不確認が年代の上昇と共に

方向は男が前方７.０％後方２.８％に対して女は前方６.

増加していることが対自動車の増加原因であり、対自

７％後方１１.５％で男女に反対の傾向があるが、男女・

転車では減少範囲は一時不停止が高齢者８.９point 相

方向いずれも７５歳以上の割合が６０歳代後半の割合

手１１.３point、周囲不確認が高齢者８.９point 相手１８.５

に対して男３.１倍女２.７倍に増加している。

point

で高齢者も相手も周囲不確認が年代の上昇と共

に減少していることが対自転車の減少原因である。

違反内容は対自動車では高齢者も相手も一時不停
止、周囲不確認、交錯時の車幅不足が主であるが、特

また交差点において法令違反が原因で発生した事

に男は相手の周囲不確認割合９.９％車幅不足４.２％

故件数に対する違反時の進行方向別事故件数割合

で他の違反内容より高く年代を問わずに関係している

結果を相手車種別で対自動車を表５に、対自転車を

ことから、対自動車の進行方向に関係なく無理な交錯

表６にそれぞれ違反者別男女別で示す。

が高齢者を事故に巻き込んでしまう原因と考えられる。

表５

対自転車では高齢者は一時不停止が男２.８％女３.

交差点での対自動車進行方向別事故件数割合
高齢者の
進行方向
相手の進
左から直進
行方向
男

11.3%

女

11.5%

右から直進

高齢者の
進行方向
相手の進
右から直進
行方向

表６

８％、周囲不確認が男４.９％女４.８％で差は小さいが

左側直進
後方から直
同方向左折
進

1.4%

2.1%

1.9%

0.0%

右側直進

対向右折

左から右折

4.2%

9.9%

0.0%

1.0%

1.9%

1.0%

相手は一時不停止が男２.８％女２.９％、周囲不確認
が男９.９％女１６.３％で、女は相手の一時停止と周囲
不確認が７５歳以降で急増し、７０歳以降で男の２.１～

左折

対向左折

対向右折

同方向左折

男

2.1%

1.4%

0.0%

0.7%

女

1.0%

0.0%

2.9%

1.0%

２.３倍である。また、高齢者で男は車幅不足、女は右
側通行があり、これが前方からの自転車との事故発生

交差点での対自転車進行方向別事故件数割合
高齢者の
進行方向
相手の進
左から直進
行方向

左側直進
右から直進

後方から直
進

右から直進

右から左折

男

8.5%

2.8%

1.4%

0.7%

0.0%

女

8.7%

4.8%

1.9%

9.6%

1.0%

高齢者の
進行方向
相手の進
左から直進
行方向

左折

手の一時不停止、周囲不確認の他、相手の追い越し
時の車幅不足が男の２.２倍あり、女は男よりも道路の
中央寄りを通行している可能性が高いと考えられる。

右折

右から直進

後方から直
進

右から直進

男

2.8%

0.0%

0.7%

1.4%

女

1.0%

1.0%

1.0%

0.0%

となっている。女が後方からの自転車との事故割合が
男より高く、かつ年代の上昇とともに増加する原因は相

右側直進

------------

対自動車事故で男女差が大きいのは右左折時、特
に対向しながら右折する自動車との事故で男女差１１.

<< 連絡先 >>

------------

谷田貝一男
日本自転車普及協会 自転車文化センター
〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-1
電話 03-4334-7953
E-mail: yatagai@jifu.jp
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3－1

学校教員の身体活動量、仕事時間、及び健康状態に関する調査
○高崎裕治
秋田大学教育文化学部

１．はじめに
OECD 国際教員指導環境調査（2013）により、中等
教育段階（中学校）の教員の仕事時間が日本は極め
て長く、働き過ぎていることが話題となった。OECD の

表２ 仕事の概要
コマ数/週 学級担任 課外活動の
平均 範囲 人（％） 指導，人（％）
男 19.9 0-29 24(60)
3(8)
小学校
女 23.4 0-30 65(81)
4(5)

調査に限らず、日本の学校教員の多くは職務に多忙
感を抱いており、ストレスによる身体的、精神的健康の
悪化が懸念されている。このような状況を改善するため
には、単に仕事時間の長さだけでなく、職務の実態を
多面的に把握しておく必要がある。
本研究は学校教員の中でも従事者の多い小中学校

中学校

の健康推進活動に役立てることを目的としている。
秋田市内小中学校の校長会会長を通じて調査対象
校を定め、各学校長から調査の許可を得た。秋季（9

中学校

ら書面によりインフォームドコンセントを得るとともに、活
動量計、及び仕事時間と健康状態の調査票を配布し
た。活動量計は、普通に勤務する日に着衣時から脱
衣時まで腰部に装着するよう指示した。
３．結果と考察
2017～8 年の調査により、小学校 5 校、中学校 7 校
の学校教員合計 308 人（小学校 120 人、中学校 188

男 100 22.7
女 88 22.4

0-44
0-38

81(81)
50(57)

男
女

20(20)
25(28)

9(9)
19(22)

54(54)
64(73)

仕事時間
平均
範囲
男 11時間07分 9時間20分-12時間50分
小学校
女 10時間40分 8時間40分-12時間50分

～11 月）に調査対象校へ出向き、被験者となる教員か

中学校

56(56)
55(63)

表４ 仕事時間

２．方法

人）から資料を得た（表 1）。
表１ 調査対象者（学校教員）
通算勤務年数
N
平均 範囲
男 40 25.8
0-40
小学校
女 80 25.2
0-37

0-27
0-26

表３ 健康状態
自覚症状 過去1か月に 悩みやストレス
人（％） 欠勤，人（％） がある，人（％）
男
8(20)
3(8)
21(30)
小学校
女 24(30)
9(11)
54(68)

の教員を対象に日常の身体活動量、仕事時間、及び
健康状態を調査してその実態を明らかにし、学校教員

男 18.7
女 18.3

中学校

男 12時間23分 5時間50分-16時間20分
女 11時間51分 9時間00分-15時間10分

表５ 身体活動量
エクササイズ*
平均
範囲
男 5.5 1.7-15.4
小学校
女 6.0 2.9-13.6

平均
9395
8280

歩数（歩）
範囲
4227-16708
4171-17915

男 5.0 1.1-11.7 8270 3567-16180
女 5.1
1.6-9.3
8148 3305-15109
*3METS以上のエクササイズ合計（メッツ・時／日）
中学校

表 4 は出勤時刻（学校到着）から帰宅時刻（学校出

年齢（歳）
平均 範囲
49.8 22-63
49.6 22-60
47.1
47.0

22-65
22-66

発）までを仕事時間として示したものである。毎月勤労
統計調査（平成 31 年１月）の全国平均の実労働時間
は 8 時間 24 分であり、学校教員の仕事時間はこれを
はるかに上回るものであった。
身体活動量を歩数でみると、国民健康栄養調査

表 2 は小中学校教員の仕事の概要を示している。小

（2017）の結果より少し多かったが（表 5）、厚労省が健

学校と中学校の大きな違いは課外活動の指導を担当

康日本 21（二次）で掲げる目標値に近く、身体活動量

しているかどうかであり、特に中学校の男性教員の大

は過度に多くないと考えられた。指摘されているように

部分が仕事時間としては最も長いと回答していた。

仕事時間の長さそのものの負担が大きそうであった。

表 3 は国民生活基礎調査の質問票を参考にして健
康状態を調べたものの一部である。2016 年の国民生

本研究は科研費（課題番号 17K01815）で実施した。

活基礎調査と比較すると、中学校の女性教員で過去 1
か月に欠勤した者の割合が約 2 倍であった。小中学校
ともに、女性教員において自覚症状があったり悩みや
ストレスを抱えていたりする者の割合が高かった。

------------

<< 連絡先 >>

------------

高崎 裕治
秋田大学教育文化学部
〒010-8502 秋田市手形学園町 1-1
電話 080-3145-8872 E-mail: takasaki@gipc.akita-u.ac.jp
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3－2

ダイバーシティインクルーシブに向けた早期教育への示唆
○高田亮子 1)、山崎智恵 1)、鈴木晶子 2)
1) 富山福祉短期大学, 2)東京工科大学 ,
１．はじめに

ほとんどがネガティブな表現であり、違い・こわいや差

外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管

別といった内容も含まれていた。しかし、後では、ネガ

理法が国会で成立し、新たな在留資格が設けられた。

ティブな表現は、1 つであり、体験を言語表現する視点

今後、より多くの外国人を受け入れるにあたり、ダイバ

が、対象の特性に言及しているものが多く、接し方や

ーシティマネジメントが重要となる。ダイバーシティ(多

共生という対象理解にとどまらず幅広い言語表現にな

様性)の概念は、自身とは異なる他者を認め、互いを

っていた。

尊重することを根底としている。ダイバーシティ教育の
観点では、文部科学省では、2012 年に「インクルーシ
ブ教育システム」に主眼が置かれ、主に障がい児教育
に焦点が当てられている。
今回、地域を知り、地域を担う人材育成を目的とし
た科目を看護基礎教育の 1 年生に行った。題材として、
「ダウン症候群をもつ人とのマナー講座」を企画し、1
単位 30 時間で、直接接触 4 コマ計 8 時間を、1 年生
6 名が体験した。この中で、前後の学生の認識の変化
を把握するため、内容をコード化し、カテゴリー化を経
て、構造化した。その結果、接触経験によって、未知
から生まれた偏たよった見方に変化が生まれ、さらに
関わり方といった方法論にも気づけ、共生できる対象
であるといった認識の変化につながっていた。
このことから、その接触体験の効果を、ダイバーシテ
ィインクルーシブの観点から、早期教育への示唆を得

荒金

1)

は、組織マネジメントの視点で、「表層的か深

たいと考え、本研究に取り組むことにした。

層的か」、「可視的か不可視的か」、或いは「一次的次

２．方法

元か、二次的次元か」に分類している。表層的(一次元

1)対象 食事のマナー講座に参加した看護短期大学

的、可視的)なダイバーシティとは、外見で識別可能な

1 年生 6 名(19 歳、女子学生)

属性をいう。交流前のイメージは、「みんな同じ顔」「身

2)方法 食事のマナ―講座前後の看護短期大学の 1

体が小さい」といった主に外見に限定したものが多くみ

年生 6 名の認識をワードで記入し、KJ 法を用いて、構

られていた。それに対して、深層的(二次元的、不可視

造化を行った。

的)なダイバーシティに関する内容が、「一生懸命しゃ

3)データ収集方法について

べろうとしてくれる」「大人よりも礼儀正しい」「感受性が

事前に口頭で研究の主旨および調査の目的及び

豊か」「自分の意思を貫く」「積極的に行動する」といっ

方法を説明し承諾を得た学生に、体験前後の認識を

たものが交流後のイメージに多くみられていた。ともに

ワードでの回答を依頼した。

同じ講義を受けた事や食事行動を共に体験したことで、

３．結果および考察

身近で深いかかわりがもて、内面上の属性である深層

1)接触体験の実際

的な部分にふれることができたことで認識の変化につ

(1)参加学生数 看護学科 6 名 (年代 18 歳～19 歳)

ながったと考えられる。また、荒金 2)は、「深層的ダイバ

ダウン症候群をもつ人 5 名 (年代 20 歳代から 30

ーシティは、一見同じに見えても、その内面や属性に

歳代)

大きな違いがあり、それが問題を複雑にする要因(であ

(2)接触体験の内容

り)・・・組織マネジメントの視点からは表面にあら

2) 接触体験前後の結果

われにくく、理解するのに時間のかかる深層のダイバ

前後のワード数は、体験前が 50 個、体験後が 85 個
であり、体験後では 1.6 倍であった。また、体験前では、

ーシティをどう活かしていくかが(経営上)の大きな課題
となる」としている。深層的ダイバーシティの内面理解
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表２ 看護学生のダウン症に対するイメージの変化（交流後）

ず、共に学びあう場を設定し、その中で健常児も障が

大項目
中項目
身体の特 顔
徴

い児も平等かつ包括的に教育を行うこと」とある。今回

体型
不器用

行動

動きが大きい

突然な行動
感情と楽
しみ

自分から話す

話す

いつも笑顔

活発
ポジティブ

何事も一生懸命

性格

感性

思うまま

受容的
真面目

接し方

仕事・趣
味・生活

家族・周
囲のサ

共生

小項目
みんな似た顔(特に女子)
顔が似ている
やせている人もいる
肥満
ナイフの切り方が難しそうだった
ナフキンを折るのがとても上手だった
手伝うとうまくできた
細かい作業が苦手
不器用
声が大きい
動きは割と速い
走り出す
身振り手振りが多い
動き回る
突然声を発したり、動き出したりした
奇抜だった
一生懸命話そうとしてくれる
コミュニケーション力が高い
話が合う
自分のことをよく話してくれる
自己表現が上手
積極的に話す
よくしゃべる
おしゃべり
話しやすい
にこにこしている
よく笑う
笑顔
表情筋がゆるい
元気（２）
元気だった
明るい（２）
楽観的
楽しいじゃん
自分でできることは自分でする
パンをかじっていた
ヒトと食べるペースを合わせられない
スープの皿を持って飲んでいた
一生懸命しているからかわいい
一生懸命やっていた
感受性が豊か
一人ひとりの性格が違う
個性豊か
笑顔に楽しい感情が出ていて素敵だった
自分の意思を貫く
自由
マイペース
優しい
優しい人ばかり
誠実
大人よりも礼儀正しい

は、同じマナー講座の体験を学生とダウン症をもつ人
とペアリング状態となって、共有したことで、より深く個
別に関わり、深層のダイバーシティに触れることにつな
がったと考えられた。また、谷口 5)は、ダイバーシティに
対する企業行動の進捗度や浸透度を測定する上で指
標になる考え方として、企業行動の発展段階を抵抗、
同化、分離、統合の 4 つのステージに分類している。
第一ステージの抵抗とは、違いに対する拒絶的反応を
示す状態であるとしている。第二ステージの同化を、違
いを同化させる或は(個人の能力の)違いを無視する防
衛的反応を意味するとしている。ダイバーシティ教育を
早期に行っていくことで、実際、抵抗や同化のステー
ジを組織の中で踏まずに第三ステージの違いを認め
るや第四ステージの違いを活かすに移行しやすくなる
と考えられる。今後も、教育の中でダイバーシティ教育
を、より深く身近にともに関わる方法論の開発が望まれ

自分たちを受け入
れてくれていた
個性
いろんな子がいる
おとなしい子もいる
関わり方
教えながら何でもできる
簡単な言葉を使った
文字を理解するのに時間がかかる
ゆっくりと教えたらわかってもらえた
皆同じ
他の子と変わらない
意外と普通の人
覚えが悪い
趣味
音楽が好き
アイドルが好き
趣味が多い
仕事
給料が安い
お金をもらっている
仕事をしている
家族との仲
両親と仲良し
家族も笑顔
関係が深い
協会内の絆が強い
親がサポートしている
家族のサポートが大事
共に楽しむ
何をしても楽しそうな感じ
楽しそう
何でも楽しんでいる
周りを楽しませてくれようとしている
積極的に行動する
距離が近い
共にいる
話をしていると楽しい
一緒に楽しむ

る。
４．結論
1) 障がい者との食事マナーの共有体験は、身近で深
いかかわりがもて、内面上の属性である深層的な部分
にふれることができていた。
2)同じ学習の場で同様の体験をすることは、表層的理
解から深層的理解につながった。
５．今後の課題
本学でも、外国人留学生を本年は 10 名受け入れて

の困難さに言及し、簡単に理解にはつながりにくいと

いる。効果的なダイバーシティ教育を進めていく必要

述べている。たしかにこのような困難な局面の打開は

がある。今回は、データ数が少なく結論を導き出すに

難しい。しかし、今回のような体験を丁寧に重ねること

は、限界がある。今後も、継続して研究を進めたい。

で、内面理解を深化させていくことが、可能となるかと

引用・参考文献

も思われる。つぎに、ダイバーシティ教育の観点にお

1)荒金雅子:多様性を活かすダイバーシティ経営,日本

ける障害理解教育の必要性について、芝田

3)

は、「障

規格協会,P21

害教育は、人間理解そのものであり、障害理解の社会

2) 同上

的向上を図るために次世代を担う生徒に対する教育

3) 芝田裕(2013) 人間理解を基礎とする障害理解教

4)

P21-23

が不可欠である」と述べ、さらに權 は、「障害を人間の

育のあり方. 兵庫教育大学研究紀要, 43, P25-36.

多様性として捉え多様な人材を社会で活用するという

4) 權 偕珍他:ダイバーシティ教育の観点に基づく障

ダイバーシティ教育の観点から、障害理解教育を考え

害理解教育カリキュラム開発のための基礎研

る必要がある」とも述べといる。また、權らは、カリキュラ

究,Journal of Inclusive Education,Vol6,41-55

ム開発のための基礎的理論として障害理解教育は教

5)谷口真美:ダイバーシティ・マネジメント多様性を活か

育の方法論の一つであるとし、構成概念を理論的領域
と方法論的領域に分けて設定している。理論的領域の
中にはダイバーシティ教育の観点に基づいた障害理
解教育の基礎的な考え方に、「人権」「ノーマライゼー
ション」「インクルーシブ」「ダイバーシティ」を設定して

す組織,白桃書房,2005,P265
--------------《連絡先》----------------高田亮子 富山福祉短期大学
〒939-0341 富山市射水市三ケ 579(5 号館)
電話 076-55-5567 FAX 0766-55-5645
E-mail t-fukushi.urayama.ac.jp

いる。特に「インクルーシブ」の中で「障害の有無によら
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3－3

精神的健康に影響を及ぼす社会経済およびライフスタイルに関する
リスクファクターの特定：日本家計パネル調査(JHPS)を用いて
○長須美和子 1、2)、小木和孝 2) 、山本勲 1)
1) 慶應義塾大学, 2) 公益財団法人大原記念労働科学研究所

１．はじめに
開発途上国のみならず先進国でも社会経済的要因
(socioeconomic status)に起因する健康格差は徐々に
拡大しており、社会問題として取り組むべき喫緊の課
題である。社会経済的要因、中でも各世帯の可処分
所得や雇用形態、および日々実践しているライフスタ
イルと、精神的健康の関連を明確にし、リスクファクタ
ーとなる要因を特定することは、健康格差の是正に不
可欠である。そこで、本研究では、日本家計パネル調
査(JHPS)から 5 ウェーブ(5 年間分)のパネルデータを
用いて、精神的健康状態に影響を及ぼす社会経済お
よびライフスタイルに関連する要因の中からリスクファ
クターを特定することを目的とした。

また、表 1 に示した固定効果モデル(Fixed effects
model (FEM))とランダム効果モデル(Random effects
model (REM))の結果をみると、社会経済的要因では、
男性の無職と可処分所得が 200 万円未満群、女性で
は 600 万円以下の群は、「不健康状態」との有意な関

２．方法

連が見られた。また、男女共にライフスタイル要因では、

本研究は、慶應義塾大学パネルデータ設計・解析

短い睡眠時間と運動習慣の無い者に、精神的な「不

センターが 2004 年から実施している日本家計パネル

健康状態」との有意な関連が見られた (表 1 参照)。

調査(JHPS)の中から、研究目的に即した質問が含まれ

表 1.性別にみる GHQ 得点とリスクファクターの関連

ていた 2014 年から 2018 年に実施された 5 ウェーブ分
年齢

をデータ解析に用いた。

同居人なし

本研究に用いたデータは 22 歳から 59 歳までの日

無職

本在住の日本人 3,501 人が 5 年間に回答した観察数

自営業

14,717 件(男性の観察数：7,215 件、女性の観察数：

非正規労働者

7,502 件)である。質問票は、精神的健康を測定する尺

200万～600万円未満

度 と し て 開 発 さ れ 日 本 語 に 翻 訳 さ れ て い る The

200万未満

General Health Questionnaire-12 (GHQ12)日本語バ

睡眠時間：6～7時間

ージョン、および社会経済とライフスタイルに関する質

睡眠時間：6時間未満

問で構成されていた。GHQ12 の得点化は、項目ごと

運動習慣：運動しない
飲酒：週3回以上

にポジティブな回答には０点、ネガティブな回答には１

回答数
回答者の数
モデルタイプ
Hausman 検定

点を与え、合計得点を計算した(0～12 点)。3 点以下を
良好(ダミー変数=0)、4 点以上(ダミー変数=1)を精神的
健康度が低い「不健康状態」とした。

男 性
0.984*
0.962
(0.967 - 1.001) (0.907 - 1.020)
1.416*
1.078
(0.942 - 2.129) (0.607 - 1.913)
8.036***
5.702***
(4.217 - 15.31) (2.330 - 13.96)
0.909
1.121
(0.613 - 1.347) (0.557 - 2.256)
1.336
1.051
(0.811 - 2.202) (0.549 - 2.010)
1.138
0.951
(0.903 - 1.435) (0.712 - 1.271)
1.705**
1.350
(1.076 - 2.704) (0.762 - 2.392)
0.940
0.984
(0.752 - 1.174) (0.758 - 1.279)
1.616***
1.452**
(1.206 - 2.165) (1.009 - 2.089)
1.756***
1.532**
(1.233 - 2.501) (1.015 - 2.311)
0.790
0.680
(0.569 - 1.097) (0.409 - 1.130)
6,270
2,748
1,657
RE
FE*
0.078

女 性
0.992
0.992
(0.978 - 1.006) (0.941 - 1.045)
0.976
0.914
(0.610 - 1.563) (0.435 - 1.921)
0.861
1.088
(0.613 - 1.210) (0.629 - 1.881)
0.628**
0.924
(0.414 - 0.953) (0.445 - 1.919)
0.720**
0.758
(0.542 - 0.957) (0.482 - 1.192)
1.372***
1.263*
(1.115 - 1.688) (0.979 - 1.631)
1.959***
1.456
(1.337 - 2.871) (0.877 - 2.418)
1.284**
1.286**
(1.060 - 1.556) (1.030 - 1.607)
1.687***
1.504**
(1.303 - 2.184) (1.073 - 2.107)
1.527**
1.319
(1.090 - 2.139) (0.869 - 2.004)
0.761*
0.822
(0.553 - 1.046) (0.505 - 1.340)
6,411
3,244
1,702
RE*
FE
0.5867

一方で、飲酒しない群に比べて、飲酒習慣のある群
は、特に男性の高収入群と、女性では収入は問わず、

３．結果
5 年分のプールドデータを用いて解析を行った結果、
GHQ12 を用いた精神的健康度の不健康な状態(4 点
以上)を示したのは、男性の 36.1%、女性の 42.0%であり、

正規労働者群以外のすべての群で飲酒習慣は精神
的健康状態に良い影響を与えていることが示唆された。
４．考察

男女に有意差が見られた(図 1 参照)。

社会経済的要因では、男性の無職と可処分所得が
200 万円未満群、女性でも 600 万円以下の群は、「不
健康状態」との有意な関連が見られた。これまでの研
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究でも、経済的な困窮は、メンタルヘルスへの悪影響

化した効果的なヘルスプロモーションプログラムの開

が指摘されており[1, 2]、社会経済的要因がどのように

発が求められている。

精神的健康に影響を及ぼしているか、メカニズムの解
明が必要である。

参考文献
1.

Employment status and income as potential

表 2.男性にみる GHQ 得点とリスクファクターの関連
年齢
就労形態：正規以外の労働者
睡眠時間：6-7 hours
睡眠時間：6時間未満
運動習慣：しない
飲酒：週2回以下
飲酒：週3回以上
回答 数
回 答 者の 数
モ デ ル タイ プ
Hausman 検定

600万円以上
0.962***
(0.937 - 0.988)
0.972
(0.570 - 1.658)
0.903
(0.614 - 1.330)
1.457
(0.914 - 2.322)
1.801*
(0.991 - 3.273)
0.588**
(0.350 - 0.987)
0.663
(0.388 - 1.133)
2,343
857
RE*

世帯の可処分所得
600万円未満
600万円以上
0.930
0.991
(0.839 - 1.031)
(0.971 - 1.012)
1.181
1.562**
(1.093 - 2.232)
(0.490 - 2.847)
1.076
0.893
(0.632 - 1.830)
(0.683 - 1.167)
1.770
1.646***
(1.152 - 2.352)
(0.852 - 3.674)
1.723**
1.712
(0.779 - 3.759)
(1.112 - 2.671)
0.457*
0.883
(0.609 - 1.280)
(0.181 - 1.151)
0.839
0.260**
(0.0870 - 0.776)
(0.563 - 1.250)
842
3,962
FE

0.6238

600万円未満
0.975
(0.901 - 1.054)
1.439
(0.821 - 2.522)
0.857
(0.629 - 1.167)
1.202
(0.777 - 1.858)
1.478
(0.857 - 2.549)
1.046
(0.625 - 1.751)
0.798
(0.420 - 1.516)
1,553

1,260
RE*

Katikireddi, S.V., C.L. Niedzwiedz, and F. Popham,

FE
0.164

mediators of educational inequalities in population
mental health. European Journal of Public Health,
2016. 26(5): p. 814-816.
2.

Christensen H., et al., Age differences in

depression and anxiety symptoms: a structural
equation modelling analysis of data from a general
population sample. Psychol Medicine, , 1999. 29: p.
325–39.
3.

また、ライフスタイル要因では、男女共に短い睡眠

Ichikawa, K., et al., The relationships of sleep

duration

and

mental

health

with

時間[3]と運動習慣の無い者[4, 5]に、精神的な「不健

electrocardiographic findings: a retrospective-

康状態」との有意な関連が見られた。これまでの横断

cohort study in Okinawa, Japan. Environmental

研究でも同様の結果が指摘されており、縦断研究でも

Health and Preventive Medicine, 2008. 13(4): p.

同様の結果が得られたことになる。

227-233.

特に、表 1 の女性の運動習慣がない因子では、RE

4.

Sagara, T., et al., Common risk factors for changes

モデルで有意、FE モデルでは有意ではなかった。こ

in body weight and psychological well-being in

のことは、人々の中の Within-person effect の影響で

Japanese male middle-aged workers. Environmental

はなく、運動をしている群と運動していない群との有意

Health and Preventive Medicine, 2009. 14(6): p.

な Between-person effect が示唆された。よって、運動

319.

をしている人に比べ、運動をしていない人は、有意に

5.

精神的に「不健康」であるといえる。

Hori, D., et al., The associations between lifestyles

and mental health using the General Health

表 2 でも同様に、男性の収入が 600 万円未満群で

Questionnaire 12-items are different dependently

は、睡眠が 6 時間の因子は、RE モデルで有意、FE モ

on age and sex: a population-based cross-sectional

デルでは有意ではなかった。このことは、有意な

study in Kanazawa, Japan. Environmental Health

Between-person effect による群間差が示唆された。よ

and Preventive Medicine, 2016. 21(6): p. 410-421.

って、睡眠時間が 6 時間未満の者は、6 時間以上睡眠
をとっている者に比べ、精神的に「不健康」であるとい

------------------

える。

長須美和子 慶応義塾大学
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45
TEL: 03-5427-1597 (内線 ex.：23542)
Email: mnagasu555@gmail.com,

５．まとめ
本研究によって、人々のライフスタイルに関連する
睡眠時間の長さや運動習慣の有無、また社会経済状
態に関連する雇用形態や可処分所得の多寡は精神
的健康に影響を及ぼすリスクファクターに有意になりう
るという結果がみられた。精神的健康を良好に保つに
は、様々な社会経済的背景をもつ人々の間で生じて
いる社会経済的格差の是正と不健康なライフスタイル
の改善の必要性が示唆された。社会経済的格差を是
正するには、可処分所得を増やしたり、労働状況を改
善することが、ひいては健康格差の是正に重要である。
また、より健康的な生活を送るために睡眠や運動に特
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3－4

大学生の身体活動から考察する
コミュニケーションスキルと不安感情における研究
○江川 潤 1､2) 芳地 泰幸 3) 岩浅 巧 4) 富樫 恵美子 5) 稲葉 健太郎 2) 水野 基樹 6)
1)神田外語大学 体育・スポーツセンター 2)順天堂大学博士後期課程 3)日本女子体育大学体育学部
4)順天堂大学スポーツ健康科学部 5)千葉県立保健医療大学 6)順天堂大学

１．研究背景

２．対象者および研究手順

後藤ら（2003）は、大学生の対人関係状況とコミュニ

２－１ 課題 1 及び 2

ケーション状況の観点から、大学生におけるコミュニケ

首都圏の大学生約 500 人を対象に、笹川スポーツ財

ーションの実際を調査し、大学生は初めて会った人と

団「スポーツライフ・データ」およびスポーツ庁「スポー

のコミュニケーション、高齢者、偶然会った知人とのコミ

ツ実施状況等に関する世論調査」の調査項目を参考

ュニケーションは一般的には得意ではないことを明ら

に、著者が独自に作成した身体活動における調査用

かにしている。浜野ら（2000）は、大学生を対象に STAI

紙、また、コミュニケーションスキル尺度および STAI に

の研究をおこない、競技終了後の状態不安は、勝った

おける質問紙調査を実施した。全ての実施に際して、

試合は開始前より低くなり、負けた試合は開始前より高

書面と口頭による同意を得た。

くなる傾向があり、重要だと考える競技前には状態不

２－２ 課題３

安が高くなる傾向を明らかにしている。一方、様々な領

統制群および対照群を設け、対照群においては 40

域において「身体活動を伴った有効性」が報告されて

名前後とし、2018 年 9 月から約 5 ヶ月間で１回あたり

いる。高橋ら（2018）は身体活動による視力向上効果を

の時間は 90 分で最大 14 回の実施であった。

検証すること、小泉ら（2017）は幼児期における生活リ
ズムを確立するために身体活動を用い、その有効性を
述べている。

２－３ 調査内容及び分析方法
アウトカム測定は、藤本ら(2007)が作成した６つの下
位尺度を持つコミュニケーションスキル（以下「CS」）

本研究においては近年、スポーツチームや企業研

を採用した。「かなり得意=7 点」から「かなり苦手=1 点」

修、学校教育において不安感に満ちた状態から高い

までの 7 件法によって回答を求めた。また、STAI は

成果を出すチームビルディング（以下「TB」）に着目を

Spilberger ら(1970)が作成した日本語版、清水ら（1981）

する。TB における研究は、水野ら（2015）や菊池ら

を採用した。State-Trait Anxiety Inventory の訳で特

（2005）によって対象グループのパフォーマンス促進、

性・状態不安が基になっており、「全くない=1」から

相互理解を目的とした、メンバー間の感情の動きや態

「はっきりある=4」までの 4 件法であった。

度変容を明らかにした研究が取り組まれており注目を

２－４ 本研究で採用したチームビルディング

浴びている。そこで本研究は、身体活動を伴った組織

本研究で扱う TB は Outward Bound の手法をより身

開発プログラムが大学生の STAI（状態-特性不安）とコ

近に、短期間で、反復可能、取り組みやすい形で国内

ミュニケーションスキルにどのような影響を及ぼすのか、

に普及されているアドベンチャープログラムを採用した。

心理的側面から組織開発プログラムの効用を明らかに

２－５ TB（アドベンチャープログラム）の概要

し、大学生の STAI（状態-特性不安）とコミュニケーショ

2018 年度後期開講科目「Adventure Communication

ンスキルにおける知見、及び基礎的資料を得ることを

ProgramⅠB（以下「ACP」）」を対象とした。時間は 1 回

目的とした。

辺り 90 分とし、場所においては通常、屋外実施とし、

目的を達成させるために、以下の課題を設定する。

雨天時においては屋内で実施した。プログラムは毎回

課題１：首都圏の大学生を対象に質問紙調査を実施し、

クロージング前にリフレクション（内省活動）とグループ

STAI（特性‐状態不安）及びコミュニケーション

内でのシェアリング（スモールグループ→ラージグルー

スキルを明らかにすること。

プ）、全 15 回の初回及び最後においては調査用紙へ

課題２：上記２つの関連性について検討を試みる。

の記入の時間とした。

課題３：身体活動を伴った組織開発プログラムを実施
し、実験群との比較検証をおこなう。
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３．結果

程が高いことを示している（塚本 1996）。本研究で女

男女別結果においては自己統制と特性不安に有意

性の特性不安が高いのは、後藤ら（2016）が STAI の男

な差が認められた。相関分析においては、コミュニケ

女比較の結果と同様で、支持している結果であった。

ーションスキルの全ての下位尺度同士において正の

久井（2015）は悩みやストレスを感じる程度は女性の方

相関、状態・特性不安と表現力、自己主張においては

が有意に高い、と報告しているように、普段から心配し

負の相関関係が認められた。統制群と対照群の比較

やすかったりする性格を表していることが考えられる。

においては、統制群の解読力、他者受容、状態・特性

課題 2 においては、STAI の特性不安・状態不安と表

不安において有意な差がみられた。対照群において

現力、自己主張において負の相関関係が見られた。

は自己統制のみに有意な差が認められている。

能動・主体型である表現力、自己主張と、普段から、ま
たは状況による危険、不安、心配といった状態との関
連性が考えられるため後藤ら（2003）を一部支持した

Table 1. 男女別における検定結果 （課題1）
男女別における結果

男性(n=53)

結果である。課題 3 においては、統制群において、解

女性(n=409)

下位尺度

M

SD

M

SD

t(476)

自己統制

4.74

1.00

4.44

0.98

2.13

0.03*

表現力

4.22

1.28

4.07

1.63

0.84

0.40

認められた。身体活動を用いない、講義形式だったた

解読力

4.78

1.19

4.70

1.06

0.48

0.63

自己主張

4.49

3.32

3.89

1.07

1.35

0.18

め、理解するなどの受動系が有意に高くなり、逆に不

他者受容

5.12

0.96

4.86

1.08

1.87

0.07

安に関しては、理解・受動系が高くなったことから不安
感情においては、有意に低くなったのではないかと思

p

読力、他者受容、状態不安、特性不安に有意な差が

関係調整

4.82

1.05

4.74

1.10

0.49

0.62

コミュニケーションスキル

4.83

1.21

4.85

4.56

0.07

0.94

状態不安

53.18

10.96

55.48

11.86

1.45

0.15

特性不安

51.61

8.35

55.70

9.67

3.37

0.00***

われる。対照群においては、自己統制に有意差が認
められた。

***p<.001 **p<.01 *p<.05

５．今後の取り組み
今後の取り組みは、STAI およびコミュニケーションス
Table 2. コミュニケーションスキルとSTAIにおける相関分析結果 （課題2）
n

A

B

C

D

E

F

G

H

I

キルの事前平均値の低群と高群に分けた値を基準に

A

自己統制

462

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

B
C

表現力

462

.29

**

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

分析をおこなっていくこと、運動部活動毎、練習時間

解読力

462

.49

**

.41

‐

‐

‐

‐

‐

‐

D

自己主張

462

.27**

.60**

‐

‐

‐

‐

‐
‐

毎、週の練習期間毎などを独立変数、コミュニケーショ

E
F

他者受容

462

.53

.32

‐

‐

‐

‐

‐

関係調整

462

.51**

.31**

‐

‐

コミュニケーションスキル

462

.39

.46

‐

‐

‐
‐

ンスキル、STAI を従属変数にするなどして分析をおこ

G
H

状態不安

462

-.05

I

特性不安

462

-.07

-.21

**

**

**

**

**

.41**

‐

.53

**

.33

.56**

.30**

**

**

.74**

‐

.44

**

.45

-.16**

-.03

-.05

-.06

‐

**

-.02

-.05

.00

.65

**

.42

.37

-.16**

-.03

**

-.00

-.27

**

‐
‐

**

なっていく予定である。

***p<.001 **p<.01 *p<.05

------------

４．考察
課題 1 においては、自己統制と特性不安において
男女差に有意な差が認められた。男性の方がより、外
的な監視が無い状況で、相対的に困難な目標志向的
行動を自分の意志・意図に基づいて維持・遂行する過

<< 連絡先 >>
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江川 潤
神田外語大学 体育・スポーツセンター/順天堂大学大学院
スポーツ健康科学研究科 博士後期課程
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
電話 0476-98-1001(代表)
FAX 0476-98-1011（代表）
E-mail: egawa-j@kanda.kuis.ac.jp

Table 3. 統制群と対照群の結果比較
統制群

対照群

Pre(n=485)

Post(n=387)

Pre(n=45)

M

SD

M

SD

ｔ

自己統制

4.63

3.36

4.53

0.92

0.57

0.57

自己統制

5.04

0.77

4.65

0.99

2.08

0.04*

表現力

4.03

1.13

4.10

1.11

0.87

0.38

表現力

4.51

0.99

4.29

1.11

0.97

0.34

解読力

4.70

1.08

4.91

0.99

2.92

0.00**

解読力

5.12

0.95

4.95

0.98

0.82

0.41

自己主張

3.96

1.54

3.97

1.08

0.08

0.93

自己主張

4.14

0.97

4.16

0.95

0.12

0.90

他者受容

4.87

1.08

5.08

0.94

2.94

0.00**

他者受容

5.57

0.86

5.35

0.98

1.10

0.28

関係調整

4.75

1.09

4.82

1.01

0.97

0.33

関係調整

5.04

0.84

4.90

0.95

0.75

0.46

コミュニケーションスキル

4.65

4.19

4.57

0.70

0.44

0.66

コミュニケーションスキル

4.90

0.68

4.72

0.75

1.18

0.24

状態不安

55.66

16.67

42.62

8.52

14.96

0.00**

状態不安

50.33

11.27

50.33

11.27

0.00

1.00

特性不安

55.27

9.58

47.67

10.10

11.27

0.00**

特性不安

54.12

8.34

53.83

8.48

0.16

0.88

p

M

***p<.001 **p<.01 *p<.05
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Post(n=44)
M

SD

ｔ

p

***p<.001 **p<.01 *p<.05
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4－1

プロ野球における社会戦略に関する研究
―読売巨人軍の戦略的 CSR の視点から―
○山越拓也 1）、芳地泰幸 2）、水野基樹 2）
1)株式会社タナベ経営 2)日本女子体育大学体育学部 3）順天堂大学スポーツ健康科学部

２．調査方法

１．はじめに
昨今、安全や品質に関する企業不祥事や地球環境
問題への対策など、「企業と社会」にみられる様々な局
面において、企業の社会的責任（Corporate Social
Responsibility: CSR、以下 CSR）を問う声が高まって
きている。CSR 元年と呼ばれた 2003 年以降、ソニー
やパナソニックなどの一部先進企業は、それまでの環
境経営から CSR 経営への転換を打ち出し、関連の部
署や担当役員の設置、報告書の発行など経営体制の

２－１．対象
現在球団の CSR に関する事業に参画している、
もしくは過去に参画したことのある職員を対象に
インタビュー調査を実施した。読売巨人軍における
CSR 事業は、特定の部署が担うのではなく部署横
断的なプロジェクトであるため、対象者の選定は所
属部署問わずに実施した。
表 1.インタビュー対象者属性
年代

整備を行った。しかしながら、CSR 経営を効果的に機
能させるためには、これらの対応だけでは十分とは言

性別

所属部署

A 30 代 男性

ファン事業部

CSR 課題を発見し、それに対応していく創造的な戦

B 30 代 男性

総務人事部

略が重要であると述べており、今や多くの企業がその

C 30 代 女性

野球振興部

D 20 代 女性

ファン事業部

E 60 代 男性

野球振興部

えない。谷本（2014）は、それぞれの企業に求められる

事業のあり方や戦略自体を問い直す必要に迫られて
いるといえる。
このような潮流はスポーツ業界においても同様であ
り、企業スポーツチームやプロスポーツクラブによる社
会貢献活動は近年盛んに行われている。それは日本
の代表的なスポーツといえるプロ野球でも例外ではな
く、リーグを統括する NPB だけでなく、所属する各球
団が社会貢献を目的とした取り組みを主体的に実施し
ている。とりわけ読売巨人軍は「球団の歴史」「観客動
員数」「純利益」などで秀でた存在であり、かつ全国規
模で展開する球団であることから、戦略的に様々な取
り組みを実施していることが考えられる。
一方、プロスポーツクラブによる社会貢献活動が消
費者に与える影響に関する研究は、認知レベルから
実際の消費行動に関するものまで多岐にわたるが、取

/ 広報部

/ ファン事業部

２－２．調査方法
本研究では、一人につき 40 分から 1 時間の半構造
化インタビューによりデータを収集した。また面接前に
研究目的と意義、調査面接内容の取扱い等に関する
説明をした後、面接の実施と IC レコーダーを用いた録
音について承諾を確認した。
２－３．調査項目
球団経営や種々の取り組み・CSR 活動の現状とそ
の背景や方針を明らかにするため、以下の点につい
てインタビューを実施した。
表２．半構造化インタビューの基盤質問項目

り組む主体となる球団の背景や方針、現状について明

Q1

らかにした研究は散見される程度である。現行の CSR
活動に注目することで、複雑多様な CSR の内容を、何
を基準に、どのように選択し、どのような態度で実践し

Q2 担うべき使命や役割について
（対ファン,スポンサー企業等）
Q3

以上のことから本研究では、読売巨人軍の球団職
員へのインタビュー調査を実施し、球団経営の取り組
みのひとつである CSR 活動の背景や現状、その方針
等を明らかにすることを目的とする。
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(球団経営における課題,マーケティング戦略等）
読売巨人軍をはじめ、日本プロ野球が

ていくかについて明らかにすることは、スポーツ界全体
においても非常に有益である。

読売巨人軍の現状について

巨人軍の球団経営における
CSR 活動の捉え方や考え方について
今後読売巨人軍、日本プロ野球がさらに

Q4 発展していくために必要なことについて
（今後の展望やビジョンについて）
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２－４．分析

４．考察

本研究の分析には、質的帰納的分析である KJ 法

球団経営における CSR 活動の主な目的の一つは、

とテキストマイニング（text mining：以下 TM）を

短期的な業績を向上させるものではなく、長期的視野

併用した、混合研究法（mixed methods research）

での野球振興や、プロ野球界の継続的発展が目指さ

を採用した。

れていることが明らかになった。さらにコストという観点

３．結果

からみれば、親会社が 100％株主となるため説明責任

KJ 法によるグループ編成で得た 10 の最終ラベル
をもとに、それらを構成する中ラベルないしは小ラ

等を果たす必要が一般企業に比べて弱くコストベネフ
ィット的な考え方は低いと考えられる。

ベルをまとめた。各カテゴリ間の関係性はスライド

プロ野球球団が発展していくための鍵という点で見

にて表示する。

れば、球団内での共通認識として、選手ないしはスタッ

表 3.

フも含んだ人的な資源の重要性というものが認識され

KJ 法によるカテゴリ化の結果

ている。プロスポーツ界における CSR 活動は大きく①
リーグが推進する活動②各チームがそれぞれで行う活
動③選手個人が行う活動の 3 つのセクターが挙げられ
るが、それらを融合しより活性化させるためには、中長
期的な視点からの教育システムの構築が重要であると
考える。また球団外部やステークホルダーたちへの影
響だけではなく、プロ野球球団としての使命や役割等
の倫理的な面も踏まえたビジョンのもとに、様々な取り
組みを展開していく必要があると推察される。
また TM によって抽出されたカテゴリの出現頻度
およびカテゴリ間の重複度合いを視覚的に確認す
るため「カテゴリ棒グラフ」および「カテゴリ Web

５．本研究の結論
本研究において、以下の 3 つの結論を得た。
①「人材の育成及び有効活用」は、球団における最
重要課題であり、「系統的かつ組織的な人材育
成」の実現が必要不可欠である。
②戦略的 CSR の多くは「ファン」をターゲットに実施さ
れており、その背景には活動を通したレピュテーシ

（グリッドレイアウト）」の二種類の結果を質問毎

ョンの向上やブランディング、将来的なファンの創

に示した。具体的には「カテゴリ棒グラフ」によっ

造が存在する。

て出現度数とその割合を示し、またその出現度数の

③球団における CSR は決して戦略的とは言えず、とり

高かった上位３つのカテゴリ（野球/巨人/CSR を除

わけ読売巨人軍においては統一されたビジョンは存

く）について、
「カテゴリ Web（グリッドレイアウ

在せず、体制も整備されていない現状がある。

ト）」を示すことでカテゴリ間の重複度の高さや、

６．引用・参考文献

重複先のカテゴリが他のカテゴリとどのように繋

谷本寛治（2002）『企業社会のリコンストラクション』千

がっているかを視覚的に確認した。
※以下代表例として記載

倉書房。
水野基樹（2012）「職場のコミュニケーションを考える：

図 1：読売巨人軍の課題について

組織論の視点から」労働の科学 67(2),68—73
森本三男（2004）『企業社会責任の経営学的研究』白
桃書房。
読売巨人軍ホームページ, http://www.giants.jp
------------

図 2：「人材」を中心としたカテゴリ間の共通性

<< 連絡先 >>

------------

山越 拓也（TAKUYA Yamakoshi）
株式会社タナベ経営 経営コンサルティング本部
東京ドメインコンサルティング本部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉄鋼ビル 9F
電話：090‐1297‐8879
E-mail：yamay.0615@gmail.com
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4－2

スポーツを通じた大学と地域の連携
-聖カタリナ大学と北条地区の活性化に向けて○大城 卓也 1)、稲田 俊治 1)
1)聖カタリナ大学人間健康福祉学部
はじめに
近年、「大学全入時代」という言葉が叫ばれ始めて
いる。これは「統計上、日本の大学への入学希望者総
数が入学定員総数を下回る状況」を指す言葉である。
言い換えると、「大学、学部にこだわらなければ、志願
して願書を出すと誰でも大学に入れる状況」ということ
となる。この状況は、多くの大学が抱える問題となって
いる。日本私立学校振興共済事業団が 2016 年に行っ
た調査では、日本国内の私立大学の定員割れは
44.5％であることが明らかとなった。収入の約 77％を学
生納付金が占める私立大学では、学生数の減少は経

る運動部等による学生スポーツは、大学教育の一環と
して培われてきた人的・物的資産であり、かつ、わが国
のスポーツ振興を支える社会的資産であること、今後
の一層の発展によって、学生スポーツはわが国のスポ
ーツの中核の拠点となり、スポーツ振興や地域社会の
活性化に貢献していくことが期待されるからである。
そこで、本研究では聖カタリナ大学がスポーツを通
じて地域社会（松山市北条）への活性化にどのように
関わっているのか、また、今後どのような課題を解決し
ていく必要があるのかを明らかにする。

営状況に大きな影響を及ぼすことになる。特に、地方

２．方法

私立大学にとっては大学の存続に直結する大きな問

２－１．インタビュー調査

題となっており、現場の教職員は、日々、その打開策

現在、聖カタリナ大学がどのようにして地域住民と関

を考えるのに必死になっている。そのため、本来の目

わっているのかを明らかにするために、北条地区まち

的や役割より先に、大学の存続のための活動に教職

づくり協議会、北条地区公民館、北条地区社会福祉

員が注力せざるを得ない状況が生まれている。具体的

協議会の 3 団体を対象にインタビュー調査を行った。

な取り組みとして、オープンキャンパスの開催数を増や
し、無料送迎バスの手配や参加記念品の配布を行う

表 1 インタビュー調査実施日程と対象団体

等をして大学の認知度を高めたり、入試の成績優秀者

日時

対象者

に対して入学金や授業料の免除制度などを採用し経

2018 年 7 月 18 日

北条地区まちづくり協議会（3 名）

済的負担を減らすことで優秀な学生を確保しようとする

2018 年 8 月 18 日

北条地区公民館（3 名）

こと等が挙げられる。しかし、入学した学生に対して高

2018 年 9 月 13 日

北条地区社会福祉協議会（5 名）

い質の教育を提供する余裕がなく、そのまま卒業生を
輩出していくサイクルが構築されてしまっている大学は
少なくない。

表 2 インタビュー調査の基盤質問項目
①北条地域における組織の位置づけ

これらのことから、高等教育機関としての在り方、教

②それぞれの使命とビジョン

育研究の新しい在り方をいかにして発展させ、学生の

③これまでの主な取り組み

質・量を確保するかが今後、地方私立大学が生き残っ

④「健康づくり」や「スポーツ活動」を対象とした事業の

ていくかの課題となっている。

有無

この地方私立大学の課題解決について、文部科学
省（2011）は「大都市に基盤を置く大学は、大企業と同
様に競争原理、市場原理によって、全体が進んでいく
可能性を持つが、小さな地域では社会との連携、協力
なしに機能できない」と述べ、疲弊が進んでいる地域
社会と協力して、地域社会の活性化を目指し、さらに、
地方の中小企業を支える人材を供給することを提言し

⑤大学との連携の現状
⑥教育機関との連携の現状
⑦スポーツ団体との連携の現状
⑧福祉関係団体との連携
⑨スポーツ活動を通した大学との連携に期待すること
⑩組織活動をしていくうえで支障となっていること

ている。
文部科学省は学生スポーツと地域社会の連携の必
要性を訴えている。その理由として、私立大学におけ
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3.結果

開催するノウハウが存在し、多くの参加者を募りたいも

北条地区 3 団体のインタビュー調査により、3 団体が

のの、その告知や開催方法が上手くいっておらず、若

行っている活動、課題、本学との連携の可能性を明ら

い人間や新たな参加者が集まっていない。聖カタリナ

かにすることができた。

大学としては、大学生という若い人材は豊富だが、実

北条地区まちづくり協議会は様々なイベントを実施

際にイベントを企画、運営するといった生きた学びを提

しており（北条楽市、鹿島写生大会等）、すべての活動

供する場がない。このことから、聖カタリナ大学と北条

を Facebook や Twitter などの SNS を用いて発信して

地区が具体的な活動計画を立て、実行に移すことが

いる。広報活動にも力を入れていることから、多くの人

できれば Win-Win の関係性を築くことができる。さら

の目に触れる機会も多い。しかし、閲覧する人や実際

に、生涯スポーツや健康スポーツなどのスポーツの可

に行事に参加する人間が変わらないという課題があ

能性に焦点をあて、聖カタリナ大学健康スポーツ学科

る。聖カタリナ大学と連携を取りたいと強く考えており、

の学生や施設を地域貢献活動に活用することで、学

北条地区まちづくり協議会学生部の立ち上げを検討し

生との交流を通じて地域活性化を図ることができるよう

ている。

になる。また、北条地区独自のまちづくり企画を模索す

北条公民館は多くのスポーツイベントを開催するも、

ることもできるだろう。そのためにも、今後はゼミ活動や

地域住民のみの参加となっている。それも毎回同じメ

授業の一環として具体的なプログラムを構築し、北条

ンバーであり、新規の参加者をどのように増やすのかと

地区 3 団体と協力し、実践していく必要がある。多くの

いう方法を模索しなければならない。しかし、参加人数

課題に直面すると考えられるが、その都度、様々な事

が増やすということはそれを運営しうるだけの設備と人

例を参考にし、課題を解決できるよう励み、本研究を

材を整える必要がある。現状、どのくらいの規模までが

通して北条地区と聖カタリナ大学がお互いに好影響を

許容範囲なのかは、まだ把握できていない。聖カタリ

及ぼす関係づくりに貢献していきたい。

ナ大学には、スポーツ施設の開放、健康やスポーツに
関するセミナーの開催などを望んでいる。

------------

北条地区社会福祉協議会は、市町村や都道府県
が母体となっているため、大規模な地域活性化イベン
トの開催が可能である。現在も、日本赤十字奉仕団、
北条地区の小学校への給食サービス事業、敬老訪問

<< 連絡先 >>

------------

大城 卓也
聖カタリナ大学人間健康福祉学部
〒799-2496 愛媛県松山市北条 660
電話 089-993-0702
E-mail: ohshiro-t@catherine.ac.jp

などの活動を自主事業として行っている。しかし、新規
会員が非常に少なく、その募集方法を模索している。
聖カタリナ大学とは、大学内のボランティアセンターを
通じて活動をすることが多い。
3 団体とも、課題は共通しており、それは「イベントに
若い人間が参加せず、同じメンバーのみが参加してい
ること」である。若い人間や新規の人間の積極的な参
加がないため、イベントを開催しても限られた人間しか
参加せず、イベント自体がマンネリ化してしまう。それ
が、新たなアイデアが生まれてこない原因ともなってお
り、イベントの周知方法、開催内容を根本的に見直す
必要があるといえる。

４．今後の課題
今後は、北条地区の 3 団体が開催するイベントを地
域住民や学生にどのように認知させ、足を運んでもらう
かが課題となる。その課題を解決の一助として、大学
が学生を派遣し、様々な活動を一緒に行っていく必要
がある。北条地区の 3 団体としては様々なイベントを
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4－3

J リーグ得点発生率の分布 -2018WC での日本代表の戦いを思う○大箸純也、袋将大
近畿大学 産業理工学部 経営ビジネス学科
１．はじめに

分得点率と同じである。なお、上記の通り、2009 年度

2018 年 FIFA ワールドカップにおける日本代表の戦

以前は、ロスタイムでの得点を、前半・後半の最終分に

いにおいて、予選リーグでのポーランド戦における試

含めている。この最終分は１分あたりの得点とはならな

合終了近くでのパス回しと、決勝トーナメントにおける

いため、全年度において毎分得点率の分析からは外

ベルギー戦での 2 点リードからの逆転負けは、大きく報

した。ただし、１試合 90 分あたりの平均毎分得点率とし

道された。サッカーに関心のない著者にとっては特異

てはロスタイムでの得点も用いた。なおリーグ戦におい

的と感じた事例であったが、本当に特異的なことなの

ては、J2 では 2001 年まで、J1 では 2002 年まで延長戦

かどうかを、J リーグの記録から考えてみた。

の記録がある。この延長戦部分での得点は、得点率の
算出には用いなかったが、勝敗には用いた。PK 戦とな

２．方法

った試合は引き分けとした。

データの入手
J リーグの公式データサイトにおける 2018 年までの記
録を用いた。対象となった期間と試合数は、J1 は 1993
年から 26 年間の 7350 試合、J2 は 1999 年から 21 年
間の 7073 試合、J3 は 2014 年から 5 年間の 1216 試合
であった。試合展開を知るために、得点時間（分単位）
の記録を用いた。各試合ごとの web サイト上での関連
する表示文字を、コピー＆ペーストすることでデータを
入手した。その入手の操作は操作自動化ソフトウェア

得点率を毎分で求めてはいるが、主に 5 分間毎の 18
区分と 1 試合分全体（試合全体と略す）にまとめたもの
で分析している。統計的比較は対応のある t 検定を用
いた。各年度の集計値での結果を 1 データとして扱っ
た。J3 は 5 例しかないことになり、統計的検定はしなか
った。得点の展開（勝敗）については、2 項検定かχ

2

検定を用いた。危険率は 5%とした。
３．結果

（うみうみ氏作 UWSC、マイクロソフト社 windows 用）を

平均毎分得点率（年度別での最低、最高）は、

用いて行った。なお、2009 年度までの試合では、ロスタ

J1/J2/J3 で 0.032(0.028-0.038)/0.028(0.024-0.030)/

イムでの得点は、前半は 44 分、後半は 89 分の得点に

0.028(0.027-0.029)点/分であり、それに対応する 1 試

含めて記録されている。また 2009 年度以前は、試合開

合当たりの平均得点は、2.86(2.52-3.40), 2.50(2.19-

始 0 分での得点が存在し、90 分での得点は存在しな

2.71), 2.54(2.46-2.65)点となった。

い。一方、2010 年度以降は、試合開始 0 分での得点

毎分得点率は試合経過に伴って上昇する傾向があ

は存在せず、90 分での得点は存在する。これらから、

った。5 分刻みでの比較では、差が有意となったのは

2009 年までは秒部分を切り捨て、2010 年以降は次の

「前半と後半の間」、「前半・後半共に最初の 5 分間が

分への繰り上げの記録とみなした。そのため、2009 年

低い傾向」、J1 において、「上位チームでは後半最後

以前の記録は、2010 年以降と同じにする目的で時刻

の 5 分間が『後半の中の前半分』よりも高い」、「下位チ

に 1 分加算した。本報告での「得点時間が 1 分」とは、

ームでは『前半に対する後半の増加の有意例』が少な

試合開始直後から 1 分まででの得点を意味する。

い」ことであった。上位の方が下位よりも得点率は高い

以上のデータを、マイクロソフト社製エクセル上のデ
ータベースとして構成して、分析に利用した。

が、J2,J3 共に経過に伴う得点率の変化傾向はどのク
ラスも同じであった。J1 においては、5 分毎の検定で、

本報告での「全試合」とは、上記の通り、公式データ

得点率/失点率において差が有意となった区分数は、

サイト上で「リーグ戦」として分類されているものの全て

上 位 と 中 位 の 間 で は 16/6 、 中 位 と 下 位 の 間 で は

の試合のみである。分析において、順位で 3 分割した

12/14 であった。上位と中位の間は得点率、中位と下

場合は、上位と下位はチーム数の 3 分の１の切り捨て、

位の間は失点率の差が目立つことになった。

中位は残りのチームとした。

決勝点となる得点の毎分得点率の試合経過中での

得点率

分布は、全ての得点の場合と同様に試合経過に伴っ

試合中の各分についての得点頻度を求めた。これを

て上昇する傾向であった。どの時間帯でも上位クラス

1 試合、1 分間あたりの得点率（点/分）として毎分得点

の方が高い傾向にあり、特にどの時間帯でクラス間で

率と呼ぶ。なお、単に得点率と記す部分もあるが、毎

の違いが大きいかは分らなかった。決勝点となる失点
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についても同様であった。

４．考察

ホームとアウェイの比較では、勝敗結果においては、

サッカーをよく知るものであれば、以上の結果の適切

ホームの方が約 10%勝率が高く、互角とは有意に異な

な解釈が可能であろう。しかし、サッカーに関心・知識

った。毎分得点率においても、ホームの方が高い傾向

のない著者が先ず思ったのは、「サッカーの試合展開

があった。J1,J2 で共通して差が有意となった 5 分間隔

は無作為事象発生の世界」ということであった。得点発

での時間帯は、40-45,45-50,80-85 分であった。

生から、次の得点発生までに、最初の 2 分間は発生率

月別の毎分得点率の差は時間帯別では不明確であ

が低いが、J1 であれば 3 分目には期待値と同レベル

り、試合全体での比較では以下となった。J2 では「5 月

になってしまう。試合開始 1 分以内に得点が発生した

＜6 月」であった。J1 では、低温の月が低くなる傾向が

のは、J1 において今までに 90 試合（1.2%、82 試合に 1

あり、「2,3 月＜6-9 月」、「4 月＜6-7 月」、「10 月＜7-8

回、年 3.5 試合程度）発生している。最初の 2 分間が

月」、「11/12 月＜8 月」であった。

他の時間と比べて低めなのは、ボール、選手の初期状

試合開始時間帯を 12 時台～14 時台、15 時台から

態が、位置と動きにおいて即時に得点するのに適さな

17 時台、18 時台から 20 時台の 3 群間で得点率を比

いためであると考える。その特殊な 2 分間を除けば、試

較した。試合全体での比較で有意な違いはなかった。

合終了間際も含めて、ほとんど均一な攻守が展開され

毎分得点率から 1 試合当たりの総得点の分布の期

ているのには驚きを感じた。しかし、当たり前のことであ

待値を求めて、実際の分布と比較した。J1,J2,J3 の全

る。プロのハイレベルの選手が常に全力で臨んでいる

てにおいて、期待値とは有意に異なった。実際の試合

のであるから。当然その中には、試合の駆け引き、気

数 が 期 待 値 よ り も 小 さ か っ た の は 、 J1:2,3,4 点 、

のゆるみの発生もあるであろうが、非定時的で量も低

J2:2,4,9 点、J3:2,4,5,9 点であった。J1 では、より拮抗し

いために、誤差的なものにしかなっていないのであろう。

た試合と乱戦となる試合が、期待値よりも多いことにな

得点率を以上のように解釈するのであれば、条件間

る。また、J1 では期待値では「総得点 2 点試合＞総得

による得点率の違いの原因は運動能力状態の差とし

点 3 点試合」となるが、実際には逆となった。すなわち

て解釈することになる。試合経過に伴って、得点率が

J1,J2,J3 の全てで、総得点 3 点試合の発生率が高めと

上昇傾向にあるのは、運動継続によるウォーミングアッ

なった。

プやグラウンド、選手間の状態の理解向上によるもの。

各試合当り総得点において、片チームへの得点の偏

ホームグラウンドで得点率が高いのは、試合頻度が高

りの割合を期待値と比較した（検定可能な範囲は総得

いためのグラウンド条件の熟知。サッカーは冬のスポ

点 6 以下）。総得点 2 と 3 では有意差はなかった。総

ーツというのが著者のイメージであったが、J1 において

得点 4 以上では、1 例（総得点 5 の J1）以外は全て有

は高温の時期の方が得点率が高かった。持久力、運

意差があった。期待値に対して、偏りが大きい配点が

動能力を高めることで高温には対応でき、その一方で、

増える傾向であった。すなわち、総得点が大きくなると、

高温は体の動きを高めるということなのだろうか。

期待値よりも一方的な試合の割合が高かった。

技術を含めた運動能力で偶発的に決定される勝負

得点発生後または試合開始からの時間と次得点の

で勝率を高めるためには、精神論ではなくて具体策が

発生確率の関係を求めた。最初の 2 分間は期待値より

必要となる。2018WC 日本代表が選んだ戦法は、サッ

もかなり小さいが、その後は低めではあるが差は小さく、

カーの試合展開の厳しさを知った者ゆえの判断という

20 分目あたり以降では、やや高めとなった（検定はし

ことが理解できた。また、2 点差の逆転は、実力の差が

ていない）。

発生させてしまったものと受け入れることができた。プ

逆転の発生頻度を調べた。2 点差を逆転した例は、

ロのサッカーは、一寸先がどうなるか分からない展開を

J1/J2/J3 で 123(3.2%)/62(2.0%)/13(2.4%)であった。3 点

見せる。そのハラハラ・ドキドキが、強い魅力であるの

差逆転の例は、8(.6%)/3(.3%)/1(.4%)であった。総得点

だと思った。以上、プロのスポーツ競技としては当然の

が 5 点の試合で、2 点差を逆転した割合は、J1/ J2/J3

ことであるが、データを見ることで認識できた。

で 8.4/8.3/10.8%であり、期待値の 6.3%とは構成比が
有意に異なった。期待値との有意差のある条件として
は他に、J1 の総得点 3 点の試合で逆転する組み合わ
せがあった。なお、J1 で 3 点差を逆転した例では、総
得点が 7/8/9/10 点の試合の数は 2/2/3/1 であり、乱

------------

<< 連絡先 >>

------------

大箸 純也
近畿大学産業理工学部経営ビジネス学科
〒820-8555 福岡県飯塚市柏の森 11-6
電話 0948-22-5655(内線 351)
E-mail: johashi@fuk.kindai.ac.jp

戦の中での逆転となっていた。
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4－4

都心部施設内休憩場所の緑地景観特性が心理的評価に及ぼす影響
見原魁人 1)、○下田政博 2)、福本寛之 2)
1)東京農工大学大学院農学府,

2)東京農工大学大学院農学研究院

中で用いた「緑」という語は、草木や自然を意味するも

１．はじめに
近年、都市緑地で休憩することによる心理的な快適
性・居心地の良さなどの効果が示唆されており

1), 2)

市緑地に対し休憩場所としてのニーズも高い

3)

、都

。特に

都心部においては、限られた面積において効率的に
緑地を整備し、人々の安らぎの場を提供することが求
められるが、休憩利用時の心理的効果を最大限発揮
するための適切な緑地景観整備の在り方について議
論するために、さらなる情報の蓄積が必要である。
そこで本研究では、都心部の施設に整備された緑
地を対象とし、休憩場所としての利用を想定した際の
景観整備の方向性、および休憩時の心理的効果に影
響する景観の特性を明らかにするための定量的な情
報を得ることを目的として、緑地景観写真に対する印
象評価実験を行った。

のとし、実験の際にも被験者に同様に説明した。評価
尺度の段階数は一般的に用いられる 7 段階とした。
２－４．実験手順
１つの景観パノラマ写真から、景観が水平にスクロ
ールする映像１つ（30 秒、合計 12 種類）を作成した。
実験では、“普段の生活の合間に休憩をする”という仮
定のもと、液晶プロジェクターを介してスクリーン上に
同じ映像を３周（90 秒間）連続提示した。被験者は、提
示された景観のそれぞれについて、SD 法に加え、そ
の景観を休憩場所として利用したい度合い（利用した
い度）を４段階で評価した。
２－５．データ解析
まず、各景観写真について、緑の構成、緑の配置な
どの景観特性（以下）を分析・記録した。
緑の構成（表１）：景観画像の緑視領域に占める、

なお、本研究は JSPS 科研費 JP16H02996 の助成を

中高木、低木、刈り込み・芝生等の面積率（緑視

受けたものである。

率、％）

２．方法

緑の配置：視距離 10m 以内の近景木の有無

２－１．被験者

緑以外の要素：画像全体に占める空の割合（空

実験には、健康な大学生および大学院生 42 名（男

率、％）、視距離 100m 以上にあるビルの割合（眺

性 18 名、女性 24 名、年齢 18～25 歳）が参加し、全員

望ビル率、％）、空間の正面奥行き（1．１０m 未満、

が視覚に日常生活上の問題を有していなかった。

2．１０m 以上）、空間の最長見通し距離（1．１０m

２－２．景観写真

未満，2．３０m 未満、3．５０m 未満、4．５０m 以上）

景観サンプル写真の撮影対象地は、東京都心部（千

※距離は Google マップ測定値を使用した。

代田区、港区、中央区）における施設敷地内の公開さ
れた緑地空間の代表的なものとして、公益財団法人都

表 １ 緑視領域に占める各種植物の割合

市緑化機構による「SEGES 都市のオアシス（公開性・
安全性・環境性の基準からの評価の高い緑地空間）」
の認定を取得している緑地・緑化空間を中心として選
定した。現地での撮影により 40 地点分のパノラマ写真
を収集し、緑視率 50％を超えるものを除外したうえで、
景観特性のばらつきなどを考慮して 12 枚の写真を評
価対象として選んだ。景観写真の空間タイプとしては、
現地観察及び写真選定を通し最も基本的なものと考
えられた「広場型」と「通路型」で構成された。
２－３．SD 法

景観評価実験で得られたデータについては、因子

景観映像の印象評価方法として SD 法を採用した。

分析および回帰分析を行い、対象景観の印象評価の

SD 法に用いる形容詞対は、他の緑地景観を対象とし

構造、印象評価と休憩場所として利用したい度合との

た既往研究で用いられていたものから抜粋し、予備実

関連を分析した。さらに、景観特性の差異が印象評価

験を通じて最終的に 13 組を採用した。なお、形容詞対

へ及ぼす影響についての回帰分析を行った。
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３．結果

景観における緑視率は、心理的快適性を高めること

SD 法による印象評価データの因子分析の結果、対

が報告されている。本研究では、緑地のもつ景観特性

象景観の評価は主に、「自然性に関する因子（因子

の影響を検討するために緑視率 50%以下の景観写真

１）」、「快適性に関する因子（因子２）」、「開放性に関

を用いたが、「快適性」の因子に対する負の影響が確

する因子（因子３）」で構成されると解釈された（表２）。

認され、都市緑地を対象とした既往研究・調査 4), 5)とは
異なる結果となった。また、緑の構成の違いによる印象

表 ２. SD 法による印象評価データの因子分析結果

評価への影響も認められなかったことから、本研究で

（上：因子負荷量と因子寄与率、下：因子間相関）

検討できなかった要素（植物の詳細な種類や管理状

評価尺度

因子1

因子2

開放的な

0.046

立体感のある
眺めの良い
整然とした

態、全体デザインなど）の差異が「快適性」の因子に影

因子3

響を及ぼしているかもしれない。

-0.155

0.957

0.265

0.092

0.06

緑以外の要素としては、眺望ビル率や空率が「開放

0.173

-0.083

0.87

性」の因子に対して正の影響を及ぼしていることが確

-0.559

0.301

0.282

0.733

0.021

0.012

潤いのある

0.44

0.392

0.13

周囲の建物による遮蔽が少ない場合には、空や眺望

さわやかな

-0.168

0.439

0.478

が良く見えるようにして開放性を高めるような植栽整備

快適な

-0.061

0.805

0.158

も、休憩場所の景観の心理的評価を高めるために有

落ちつく

0.053

0.927

-0.22

好きな

0.065

0.902

-0.046

効である可能性が示唆された。

自然的な

0.749

0.138

-0.063

緑の量が多い

0.843

0.016

0.069

緑の種類が多い

0.932

-0.059

0.065

寄与率

0.256

0.217

0.161

累積寄与率

0.256

0.473

0.634

多様な

認され、屋上緑化景観における結果 5)と同様であった。

参考文献
1) 那須守, 岩崎寛, 林豊. 2011. 都市の建築外部空間を
構成する緑地のもたらす生理・心理的効果. 清水建設
研究報告, 88, 19-26.

因子1

因子2

因子3

2) 石田都, 岩崎寛, 山村真 司, 吉田雄 史, 小川 貴裕 .

因子1

1

-0.238

0.574

因子2

-0.238

1

0.227

因子3

0.574

0.227

1

2012. 都市勤務者の都市緑地に対する意識調査および
都市域における緑地が保有する心理的効果. 日本緑化
工学会誌, 38(1), 123-126.

景観ごとの「休憩場所として利用したい」という度合

3) 川口徹也, 岩崎寛. 2010. オフィスワーカーの緑に対す
る意識と利用に関する研究. 日本緑化工学会誌, 36(1),

いの評価値を目的変数とした重回帰分析の結果、利
用したい度合に対し、これら３因子の因子得点のいず
れもが正の影響を与えていることが確認された。

211-214.
4) 国土交通省. 2005. ～真夏日の不快感を緩和する都市
の緑の景観・心理的効果について～都市の緑量と心理

因子分析によって抽出された３因子の各因子得点

的効果の相関関係の社会実験調査について. 記者発

を目的変数とした重回帰分析の結果、景観の緑視率
には、「自然性」の因子に対する正の影響が確認され
たが、「快適性」の因子に対しては負の影響が確認さ

表資料.
5) 佐々木ゆき, 岡田準人, 下村孝. 2004. 緑化された屋上
における景観要素の違いが利用者の景観評価に及ぼす

れた。また、緑の配置（近景木の存在）は「快適性」の

影響. 日本緑化工学会誌, 30(1), 157-162.

因子に対し正の影響を与えることが確認された。
４．考察

------------

緑地景観の印象評価は、自然性、快適性、開放性
の３因子で構成されることが確認され、那須ら 1)の結果
と類似していた。また３因子の全てが、緑地を休憩のた
めに利用したい度合に対して正の影響を有していた。

<< 連絡先 >>

------------

下田 政博
東京農工大学大学院農学研究院健康アメニティ科学
〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
電話 042-367-5642
E-mail: shimoda@cc.tuat.ac.jp

よって、休憩場所としての利用を想定した際、緑地景
観における３因子の評価を高めることで、休憩場所の
魅力・総合的な質の向上に貢献しうると考えられた。
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4－5

都心部施設内休憩場所の緑地景観特性と生理的変化の関連性
○加知大靖 1)，菅原衣織 1)，石黒貴幸 1)，岩見智志 1)，桝永理気 1)，福本寛之 2)，下田政博 2)
1) 東京農工大学農学部健康アメニティ科学研究室,

１．はじめに

2) 東京農工大学大学院農学研究院

用いたスペクトル解析により，副交感神経活動を反映

大規模な開発が進み，過密化や人工的環境の増加

する高周波成分である HF，低周波成分である LF を

に付随するストレス要因の多い都心部においては，都

算出して，交感神経活動を反映する LF/HF を求めた。

市生活者に対して休憩場所として提供される都市緑

２－５．気分プロフィール（POMS2）

地空間は非常に重要な存在であると考えられる。

心理的指標として POMS2 を用いた。被験者には，景

オフィスワーカー等の都市勤務者が主に利用するよ

観評価実験前後で記録用紙に記入してもらった。「総

うな複合施設敷地内の緑地の休憩場所については，

合的気分状態（TMD）」は，「怒り-敵意（AH）」・「混乱-

1)

緑視率が生理的効果に影響すること が知られている

当惑（CB）」・「抑うつ-落ち込み（DD）」・「疲労-無気力

が，その他の景観特性については検討されていない。

（FI）」・「緊張-不安（TA）」の 5 つの尺度の合計得点か

そこで本研究では，緑化空間滞在を模擬的に実施し

ら，「活気-活力（VA）」の得点を引くことで求めた。

て，都心部施設内休憩場所の緑地景観特性と生理的

２－６．データ解析

応答の変化との関連性を検討し，それを考慮した緑地
休憩場所の在り方を探ることを目的とした。

12 枚の景観パノラマ写真は，緑の構成，緑の配置，
および緑以外の要素の特性の観点から分析した（表

なお、本研究の一部は JSPS 科研費 JP16H02996 の
助成を受けた。

1）。SD 法による景観評価の得点は，探索的因子分析
を行なった。因子の解釈は，各因子において因子負
荷量が上位のものを参考に決定した。心拍数（HR），

２．方法

心拍変動（HF，LF/HF）の解析区間は，安静時（5 分

２－１．被験者

間）の開始 0 秒から 30 秒間を除いた 4 分 30 秒間，景

実験には健康な成人 16 名（男性 12 名，女性 4 名，

観パノラマ写真提示中（3 分間）の開始 0 秒から 30 秒

年齢 21-23 歳）が参加した。実験に先立ち被験者全員

間を除いた後の 1 分 30 秒までとした。HF，LF/HF は，

が視覚に日常生活上の問題を持たないことを確認した。

自 然 対 数 変 換 し ， 安 静 時 HR に 対 す る 比 率 と し

２－２．景観映像評価実験

て%HF，%LF/HF とした。景観特性をもとに「空間タイプ

実験で用いた景観サンプルの撮影対象地は，東京

（広場と通路）」，「近景木の有無（有と無）」，「正面奥

都心部（千代田区，港区，中央区）における施設敷地

行（1 と 2）」を分類し，被験者ごとの平均値を算出した。

内の公開された緑地空間の代表的なものとして公益

その後景観特性ごとで対応のない t 検定を実施した。

財団法人都市緑化機構による「SEGES 都市のオアシ

「緑視率」，「見通し距離」，「空率」，「眺望ビル率」に

ス」の認定を取得している緑地・緑化空間を中心として

ついても分類し被験者ごとの平均値を算出した。その

選定した。現地でパノラマ写真 40 地点分を撮影し，そ

後一元配置分散分析を行なった。POMS2 の得点は，

れらの中から景観特性のばらつきなどを考慮して 12 枚

尺度ごとに実験前後での対応のある t 検定を行なった。

を評価対象の写真とした。

なお有意水準は全て 5%とした。

２－３．SD 法

表 1．景観別の特性

被験者には評価対象とした 12 枚のパノラマ写真が水
平にスクロールする映像を室内のスクリーン上 3 分間
提示し，景観ごとに評価してもらった。評価には，景観
に対する直感的な印象について 13 組，7 段階の形容
詞対で評価する SD 法を用いた。
２－４．心電図記録と心拍変動解析
実験では，胸部誘導法により被験者の心電図を記録
した。まず，安静状態で 5 分間の心電図を記録し，そ
の後被験者には景観評価を行ってもらった。心拍変動
解析のために，得られた心電図の R-R 間隔データを

※正面奥行: 10m 未満を 1，10m 以上を 2 とした順序尺度
※見通し距離: 10m 未満を 1，10m 以上 30m 未満を 2，30m 以上 50m 未満を 3，
50m 以上を 4 とした順序尺度
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３．結果

図 1．景観評価実験前後での POMS2 の得点変化

３－１．因子分析によって抽出された景観評価因子
SD 法による景観映像に対する印象評価の因子分析
の結果，算出された因子負荷量から，因子 1 は「快適
な」，「落ちつく」，「好きな」などの快適性に関する因子
と解釈した。因子 2 は，「自然的な」，「緑の量が多い」，
「多様な」といった自然性に関する因子，因子 3 は「開
放的な」，「眺めの良い」といった開放性に関する因子
＊ p < 0.05, ＃ p < 0.10

として解釈した（表 2 左）。因子間相関として，因子 2 と
因子 3 に中程度の正の相関がみられた（表 2 右）。

４．考察

表 2．因子分析結果（左: 因子負荷量，右: 因子間相関）

都心部施設内休憩場所の緑地景観の心理的評価は，
主に快適性に関する因子，自然性に関する因子，開
放性に関する因子で構成されており，これらの因子の
心理的評価を高めることで，休憩場所としての魅力や
総合的な質の効果に貢献し得ることが考えられる。
いっぽう、生理的指標である%HF の結果から，景観画
像における視点（撮影地点）から距離 10m 以内に，舗
装面から単体で植わる中高木が有ると，副交感神経活
動の活動水準を高め，リラクゼーション効果が高まる可
能性が示された。細野ら 2)の研究においても高速道路
休憩施設屋外で座観する景観において，近景（視距

３－２．景観特性と心拍変動

離 410 ㎝や 530 ㎝）の位置に中木や高木を配置した

安静時の HR が高かった 3 名についてはすべての解
析，統計処理から除外した。

場合に，何もない場合と比べ「快適な」，「落ち着く」等
の評価が高まるということが示されており，本研究もそ

HR，%HF，%LF/HF について景観特性ごとに統計処

れを支持する結果となった。

理を行ったが，有意差は認められなかった。近景木が

以上のことから，「快適な」，「落ちつく」といった快適

ある場合には，それがない場合に比べて%HF の値が

性に関する因子だけでなく，自然性に関する因子，開

高くなる傾向が見られた（p < 0.10）（表 3）。

放性に関する因子の評価を高め，さらに近景の位置

表 3．緑地景観特性と心拍変動変化

に中木や高木を配置するような景観整備を行うことで，
緑地休憩場所でのストレス緩和効果が得られることが
示唆された。
本研究では，景観評価前後で TMD 得点が低下した
ことから，「SEGES 都市のオアシス」の認定を取得して
いる緑地・緑化空間は総合的気分をポジティブにする
ことが示された。今後は生理的応答と併せた景観特性
ごとのより詳細な検討が必要である。
４．参考文献

表内の値: p 値

３－３．POMS２
図 1 には景観評価前後での POMS2 の得点を示す。
「怒り-敵意（AH）」，「混乱-当惑（CB）」，「緊張-不安
（TA）」で有意な改善がみられた（p < 0.05）。また「総合
的気分状態」を反映する TMD 得点についても有意な
低下が確認されたことからポジティブな感情が増した
（p < 0.05）。

1. 国土交通省. 2005. ～真夏日の不快感を緩和する都市の緑の
景観・心理的効果について～都市の緑量と心理的効果の相関
関係の社会実験調査について. 記者発表資料.
2. 細野哲央, 佐藤將, 若林美之, 松本脩. 2017. 高速道路休憩
施設におけるアプローチ広場の植栽がもつ生理・心理的効果.
ランドスケープ研究 (オンライン論文集), 10, 31-36.

------------ << 連絡先 >> -----------下田 政博
東京農工大学大学院農学研究院自然環境保全学部門
〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
電話 042-367-5642
FAX 042-367-5642
E-mail: shimoda@cc.tuat.ac.jp
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5－1

職種の特性に応じて参加型職場環境改善を効果的に実践する段取り
○長須美和子 1、2) 佐野友美 2)、小木和孝 2) 、吉川徹 3)
1) 慶應義塾大学, 2) 公益財団法人大原記念労働科学研究所,
3) 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所

現地の良好事例の収集は、工場を 4 か所訪問し、写

１．はじめに
労働による死者数は、2017 年の推定では約 278 万
人と 2014 年の 233 万人に比べ増加 1)しており、世界的
に労働者の安全と健康および人権の確保が喫緊の課
題である。特に、労働災害防止と職業病予防活動に
関心が寄せられ、職場環境改善を目的とした参加型
改善活動は、アジア地域の中小企業・農業従事者を
はじめ、国内外とも多業種で広く取り組まれている。
そこで、本研究では、2013 年にインド・チェンナイで
実施した職場環境改善活動を例とし、１.職種の特性
に応じて参加型職場環境改善を効果的に実践する段
取りについて、２.参加者の労働安全衛生に関する理
解度とトレーニングワークショップ後に実施された改善
例を明らかにすることを研究目的とした。

真撮影を行い、適宜イラストを作成した。また教材は、
タミル語に翻訳した。
(2) 4 日間 TOT ワーク
ショップ×1 回を実施：
工場労働者（安全衛生
委員、安全衛生担当
者、組合の代表）26 名
（13 職場から 2 名ずつ）
を参加者として、4 日間
のトレーナー育成ワー
クショップを開催した。
ワークショップでは、
工場訪問（チェックリスト演習）を行い、また職場環境を
改善するための技術領域として、①物の運搬と保管

２．方法

②ワークステーション ③機械の安全 ④作業場環境

2013 年 11 月から 2014 年 10 月、南インド・チェンナ

⑤福利厚生 ⑥環境保護について改善策を学習した。

イで、労働組合に所属する機械工業労働者を対象に

（3）4 日間 CTT 育成ワークショップ×1 回を実施：TOT

The Participation-Oriented Safety Improvements by

ワークショップに参加した 25 名を対象に、4 日間のコ

Trade Union Initiative (通称：POSITIVE)プログラムを

ア・トレーナー育成ワークショップを実施した。

実施した。4 種類の目的の異なるワークショップで構成

（4）1 日職場ワークショップ×13 回を実施：CTT トレー

し、実施した。

ニングを受けた 25 名（１職場から２名ずつ）が主体的に、

(1) 4 日間の POSITIVE トレーナーのためのトレーニン

トレーナーとしてそれぞれの職場で現場労働者を対象

グワークショップ(TOT ワークショップ)

とし、１日職場ワークショップを行った。合計 13 回実施

(2) 2014 年 2 月に実施したコアトレーナー育成ワーク

し、参加人数は、476 名であった。

ショップ(CTT ワークショップ)

（5）3 日間評価ワークショップ×1 回を実施：1 日職場ワ

(3) 8 月に実施した評価ワークショップ

ークショップを行った 23 名が、各職場で行った改善活

(4) ワークショップ参加者がトレーナーとなって各職場

動や良好事例を報告し、全員で共有する 3 日間の評

で同僚を対象に行った 1 日職場ワークショップ

価ワークショップを実施した。 (1)から(5)の活動を通し
た参加者数は、表 1 のとおりであった。

３．結果

表 1. 参加者数と欠席者数

３－１．実践した段取り
これまでの多職種における実施結果に基づき参加
型職場環境改善を企画、立案し、本プロジェクトで実
践した段取りは下記のとおりである。
(1)現地の良好事例を用いたトレーニング教材の開発:
トレーニングマニュアル（①プラクティカル・ガイド：職場
環境改善のための参加者手引書 ②ワークショップで
用いるプレゼンテーション用スライド集 ③スライド集を
印刷した紙芝居版を作成し、ワークショップで使用した。

出席者数
欠席者数

TOT

CTT

評価ワークショップ

26

25

23

0

1

1)

3

2)

注１) 1:転勤、注 2) 1:転勤、2:労働争議
３－２．参加者の労働安全衛生に関する理解度とワー
クショップ後に実施された改善
(1）質問票調査による評価では、2013 年 11 月から
2014 年 9 月に実施された 3 回のトレーニングプログラ
ムにすべて参加した 23 名の安全衛生に関する知識の
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正解数の平均点は、ワークショップ開始前とワークショ

いきたい」、トレーニングを行ったことで「会社から感謝

ップ後では 7.5 点から 9 点と有意に正解が増えた。お

された」等のコメントが質問紙調査のコメント欄に多数

よび参加者が各自の職場で実施した 1 日職場ワーク

みられたことから、今後も職場の労働者を対象に、安

ショップの参加者も 6.8 点から 8.1 点と有意に正解数

全衛生ワークショップを主体的に実施できることが期待

が増えた。

できる結果を得た。
４－２．参加者の労働安全衛生に関する理解度とトレ
ーニングワークショップ後に実施された改善
質問票調査による評価では、参加者の安全衛生に
関する知識の正解数は、ワークショップ開始前とワーク
ショップ後では有意に正解数が増えた。この結果から
ワークショップを通じて参加者が労働安全衛生に関す
る正しい知識を得たといえる。
また、本ワークショップの参加者による改善事例は
188 事例が報告された。この報告件数は、2011 年から

図 1.参加者の労働安全衛生に関する知識レベルの変化

2012 年に同様のアプローチで実施した紡績工業に従

(**=p<0.01)

事する労働者を対象としたプロジェクトの 2 倍以上であ

(2）本プロジェクトは実質 10 カ月間であったが、参加

った。また、改善された分野も、多岐にわたり、ワークシ

者による改善事例数として 188 事例が報告された。改

ョップで得た知識を基に、各自のニーズに合わせて改

善された分野は多岐にわたり、福利厚生施設や労働

善したことが示唆された。特に、本プロジェクトの参加

環境の改善、健康障害を引き起こす職場の有害物管

者は工業機械を扱う技術を有しており、工場の廃材を

理、物品の運搬と保管、生産的なワークステーションへ

使って自ら工作できることから、改善を行いやすい状

の改善、外傷予防のための機械の安全確保、労働者

況にあったと考えられた。

が行うことのできる環境保護活動、労使関係の改善等、
労働者の安全と健康を確保する低コストの改善が行わ
れた。
表 2. 改善内容と報告数

技術領域への分類

CTT

評価

合計

物の運搬と保管

15

18

33

ワークステーション

20

44

64

機械の安全

7

15

22

作業場環境

8

11

19

福利厚生

10

22

32

環境保護

8

6

14

本研究により、現地の良好な実践例に基づいた教

その他

1

3

4

材を開発し、改善活動ワークショップを実践できるトレ

69

119

188

ーナー養成ワークショップを段取りに則って実施するこ

合

計

５．まとめ

とで、ワークショップを実施できるトレーナーが養成でき

４．考察

ることが示唆された。また、労働安全に関する知識レベ

４－１．実践した段取りを通じて
2 回のトレーナー養成ワークショップに参加すること
で、23 名がトレーナーとして 1 日職場安全衛生ワーク
ショップを自ら運営し、476 名が新たにワークショップを

ルの向上、および実際に改善が行われることが検証で
きた。
参考文献：GLOBAL ESTIMATES OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND

受講した。この結果から、本プロジェクトで用いた段取

WORK-RELATED ILLNESSES 2017, P. Hämäläinen et al., Workplace Safety

りを踏むことにより、ワークショップを運営できるスキル、

and Health Institute, 2017.

労働安全衛生に関する知識、参加型で改善を行う有
用性を理解したコアトレーナーが育成されたといえる。
また、トレーナーとしてワークショップを実施したこと
で、「今後も継続的に会社内でトレーニングを実施して

------------

<< 連絡先 >>

長須美和子 慶応義塾大学
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45
TEL: 03-5427-1597 (内線 ex.：23542)
Email: mnagasu555@gmail.com,
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5－2

外食産業における参加型職場環境改善に有効なツールの開発
○佐野 友美 1）、、松田 文子、小木 和孝１)
1) 公益財団法人大原記念労働科学研究所,
１．はじめに

３．結果・考察

外食産業の現場は、製造業やオフィス職場など従
来の労働安全衛生活動の現場と異なる点が多く、それ

３－１．外食産業事業所の安全衛生の参加型改善を
支援するアクションチェックリスト

ゆえに外食産業の現場条件に合わせたリスク管理が

現場の意見も含め修正し、下記 22 項目に設定した。

求められる。現場ではさまざまな対策がなされており、
すでに行われている良い事例に即して取り組みやす
いすすめ方を工夫する必要がある。
外食産業の特徴としては、店舗が小規模で独立性
が高い、雇用形態の異なる作業者で構成される、離職
率が高いなどが挙げられる。事業場の規模にかかわら
ず安全衛生施策を包括的に取り上げ、継続していくよ
う支援するという課題が指摘されている。そこで、事業
場の規模に関わらず現場で簡便に応用でき、かつ労
使の自主対応が行いやすいリスクアセスメント手法の
開発を目的とし、参加型職場環境改善を推進でき、外
食産業の現場に特化した職場環境改善の支援ツール
開発を行った。
２．方法
２－１．外食産業事業所の安全衛生の参加型改善
を支援するアクションチェックリスト開発
参加型職場環境改善を支援する既存のツールを参
照して、外食産業の現場の安全衛生への自主対応を
図る職場改善アクション型チェックリスト案（以下アクシ
ョンチェックリスト）を作成した。既存の参加型職場環境
改善のチェックリスト（中小企業・メンタルヘルスなど）の
各チェックポイント改善項目をもとに、産業安全衛生お
よび人間工学の視点から外食産業の現場で共通に重

【表１： 外食産業アクションチェックリスト 改善項目】

外食産業アクションチェックリスト項目
A. 安全な作業
１通路の確保
２作業効率の良いレイアウト
３安全な運搬・台車の使用
４機械・器具の安全
５ラベル・警告・標識の表示
６肘の高さでの作業のための調整
B. 作業環境
７電気配線や機械・器具の安全点検
８快適な照明
９適切な換気・局所排気装置の使用
10寒さ・暑さへの対策
１１災害時への対策
C. 安心できる対策
１２適切な衛生環境の確保（手洗い等）
１３休憩時間や設備の確保
１４救急・緊急時への対応
１５勤務体制や休暇の調整
１６受動喫煙防止対策
D. 職場内のコミュニケーション
17安全で効率的な業務に関する意見交換や改善
１８従業員同士の相互支援の促進
１９上司への相談体制構築
２０職員の多様性への理解・環境調整
２１作業計画・情報共有
２２クレーム・暴力・ハラスメント対策

要と認められる 34 項目からなる原案を作成した。項目

参加型職場環境改善の特徴である「低コスト改善」と

の選定は、産業安全衛生・人間工学の実務家・研究

「すぐに実践できる改善」の視点に加えて、外食産業

者によって行われた。項目作成後、実際に小規模の

での労働災害に多い「挟まれ・巻き込まれ」、「転倒」、

外食産業 3 事業場を訪問し、現場での労働安全衛生

「切れ・こすれ」に関する対策を項目に入れた。現場で

に関する良好事例の取り組みを把握するとともに、現

のヒアリングからは、「１．通路の確保」などの「A 安全な

場労使 5 人から意見を求め、修正を加えた（表１）。

作業」に関するものと、「１７.安全で効率的な業務に関
する意見交換や改善」、「１８.従業員同士の相互支援

２－２．アクションチェックリストの現場応用

の促進」などの「D 職場内のコミュニケーション」に関す

２－１で開発したアクションチェックリストを用いて、小規

るものが多く認められた。従業員にとって身近な項目

模外食店舗 A（従業員 23 名）において実際の職場環

に関心が寄せられたと考えられる。反対に「B 作業環

境改善検討会を開催しツールの現場応用を行った。

境」の項目や「A 安全な作業」での「機械・器具の安全」

職場環境改善とアクションチェックリストに対する評価と

に関しては身近でないこと、従業員のみで改善するこ

利用上の際の注意点について意見を収集した。

とが難しいことが意見として挙げられた。これらに関し
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ては実際の現場で紹介される良好事例などを現場条

ことで改善に対する共通のイメージを持ち、職場環境

件に見合って提示し、改善の具体的なイメージを持て

改善について具体的に討議を行える事が明らかにな

るようにすることが必要だと考えられる。

った。一方で「良好事例の一部が自分たちの職場とか
け離れている印象もある」というような意見も出された。

３－２．アクションチェックリストを用いた実際の職場環
境改善検討会実施

良好事例やチェックリストに関しては、現場へのヒアリ
ングをもとにどの職場でも共通して必要とされる項目を
選別しているが、実際の職場環境改善のさいには各

【表２ 外食産業アクションチェックリストを使用し提案さ

項目と現場での状況を併せて、多少の追加と削除を行

れた職場の良い点・改善点】

う必要が認められた。現場の状況に応じたアクションチ

外食産業アクション
職場の良い点
チェックリストの領域
1
A. 安全な作業
0
B. 作業環境
6
C. 安心できる対策
11
D. 職場内のコミュニケーション

ェックリストをにカスタマイズしやすいように工夫する必

改善が必要な点

要性が認められた。

7
8
1
1

４．まとめ
外食産業の安全衛生を支援する参加型改善アクショ

開発したアクションチェックリストを用いて対象職場 A

ンチェックリストを開発し、実際の現場で使用した結果

の職場の良い点と改善点について討議した。討議結

に基づき、アクションチェックリストの効果と現場応用に

果は表に示す（表２）。自職場の良い点として、アクショ

ついて意見を集めた。従業員の構成や働き方が多様

ンチェックリスト領域の「A 安全な作業」のほか、「C 安

な条件下にある外食産業の現場においても、幅広い

心できる対策」、「D 職場内のコミュニケーション」に関

視点から実際の具体例に基づきまとめられたアクショ

する意見が多く出された。「社員・バイト共にコミュニケ

ンチェックリストの利用が具体的な改善イメージを提供

ーションがとり易い」、「シフトの融通が付きやすい」、

し、従業員自身の安全・健康に関する意識を醸成する

「“まかない“がおいしい」、「急な休みにも対応してくれ

可能性が示唆された。

る」など、良好なコミュニケーション、フレキシブルな勤

今後は現場応用での意見を参考に修正を加え完成

務体制、福利厚生の分野での意見が多かった。正職

させるとともに、職場環境改善の時間確保や一度に現

員・パート職員との良好な信頼関係が仕事を続けるモ

場の従業員を集めることが難しいなどの外食産業の特

チベーションとなっていることがメンバー間で共有され

性に合わせた参加型職場環境改善の取り組み方を支

ていた。

援していくとともに、外食産業に適合した参加型職場

改善点としては、アクションチェックリスト領域の「A 安
全な作業」、「B 作業環境」に関するものが多く、「階段

環境改善のすすめ方を構築し、種々の事業場へ展開
する予定である。

が暗い」、「3 階では注文が入ったことが分かりにくい」、
「2 階のバックヤードが暑い」など、照明・温度といった
職場の作業環境および業務に関する情報共有の分野
での意見が出された。
３－３．アクションチェックリストの現場応用に関する意

------------

<< 連絡先 >>

------------

佐野友美 公益財団法人大原記念労働科学研究所
〒169-0073 東京都新宿区百人町 3-23-1 桜美林大学キャ
ンパス内 1Ｆ
TEL: 03-6447-1331
Email: y.sano@isl.or.jp

見
アクションチェックリストへの効果および感想につい
て、ヒアリングを実施し、以下のような意見が述べられ
た。良い点としては「イラストをみることで改善のイメー
ジが簡単にできた」、「職場の安全・健康のためにこうし
たらよいという具体的な方向性がわかった」など、実例
をもとにしたツールの使用で具体的な改善のイメージ
を持てたという意見があった。労働安全衛生に関する
経験が少ない従業員、また、雇用形態や年齢条件が
異なる従業員に対しても具体的な事例を紹介していく
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5－3

病棟に勤務する看護師の職務満足とチームワークに関する一考察
－看護師のキャリア開発からのアプローチ－
○富樫恵美子１）， 岩浅 巧２）， 林 英範３）， 芳地泰幸４）， 山田泰行２），
岡田 綾５）， 水野有希４）， 水野基樹２）
1)千葉県立保健医療大学健康科学部，

２）順天堂大学スポーツ健康科学部，

３）順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院， ４)日本女子体育大学体育学部，
５）順天堂大学医学部附属練馬病院
１．はじめに

年数 7.45 年（SD7.66）であった。

少子高齢化社会におけるわが国の看護師は、24 時

経験年数を 5 段階に分けたところ①1 年未満が 6 名、

間を通じ患者の最も身近にいる医療専門職として、第

②2～3 年が 8 名、③4～9 年が 7 名、④10～19 年が

一線で状態の変化を即座に察知し、必要な医療・看

10 名、⑤20 年以上が 2 名であった。（表１）

護をタイムリーに提供している。また、複雑な状況にあ

33 名のチームワーク点数と職務満足度の点数の相

る患者の急増に伴い、個別性に対応しつつ、より総合

関をみたところ、Peason の相関係数は 0.211 と相関は

的な看護を提供する役割を担う必要がある。そのため、

みられなかった。次に、経験年数別に「チームワーク」

看護の質確保と資質向上を目的に、臨床研修等の努

「職務満足度」（図 1）の各平均点を比較してみた。そ

力義務が課せられ（公益社団法人日本看護協会，

の結果、どちらも「2～3 年」が一番低いことがわかった。

2012）特に新入職者に対して手厚い教育支援が定着

さらに、一番点数の低かった「2～3 年」と「「1 年未満」

しつつある。また、専門性を高めるべく認定看護師や

「4～9 年」「10～19 年」「20 年以上」をそれぞれ t 検定

専門看護師、また、特定行為研修制度など、より高度

にて相違を調べた結果、「チームワーク」において有意

で質の高いい医療・看護の提供体制が導入され、病

差はみられなかったが、「職務満足」においては「2～3

院施設においては、クリニカルラダーという段階別教育

年」と「20 年以上」の間で 5％水準の有意差がみられた。

システムが導入され、人材育成を行っている。一方、病

t（8）＝3.05，ｐ＜．05

院における正規雇用看護職員の離職率の推移をみる
と、2016 年度における新卒の離職率は 7.6％（2015 年

表１：看護師の経験年数でみた構成

度は 7.8％）に対し、正規雇用全体では 10.9％（2015
年度も 10.9％）と横ばいになっており、新卒の離職率
に比べ正規雇用全体では改善がみられていない。そ
れは何を意味するのか。病院に勤務する看護師は、
多職種との協働を含め、チームに所属し活動すること
が不可欠である。よって、今回、病棟に勤務する看護
師の職務満足度とチームワークについて、経験年数別
から実態を明らかにし、キャリア開発の視点から考察す
ることを目的に調査を行った。

経験年数

人数 (n=33)

割合(%)

1年未満

6

18

2～3年

8

24

4～9年

7

21

10～19年

10

31

20年以上

2

6

5

＊

4

２．方法

3

大学病院の病棟に勤務する看護師 33 名を対象に、
自記式質問紙を用いて調査を行った。質問紙の項目
はフェイスシートの他、①看護師チームのチームワーク

2
1
1年未満 2～３年

測定尺度、②職務満足度等で構成した。研究は対象
となる施設の倫理審査委員会の承認を得て実施した。
３．結果
対象者となる病棟に勤務する看護師 33 名全員から
回答を得た。平均年齢は、31.63 歳（SD=7.57）、経験

4～9年 10～19年 20年以上

チームワーク

職務満足

図 1：経験年数別チームワークと職務満足平均点
（＊＝p＜.05）
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と考えられる。
４．考察

看護師が専門職として社会の期待に応えられる人

看護師のキャリア開発の視点から今回の調査結果に
ついて考察する。

材となるためには「基礎教育後に免許を獲得後も継続
教育を生涯続けなければならない」ことや「医療あるい

新人である経験 1 年未満の看護師は「チームワーク」

は看護は本質的にサービス業であり、個々の看護職

「職務満足」共に低い結果とはならなかったことは、臨

員および看護チームそのものが病院の商品であると考

床研修制度による密な指導体制等の教育システムが

えられる。」という組織の視点、及びまたそこで働く看護

成果を表していると考えられる。しかしその一方で、経

師個々のキャリア発達の視点からも、「個人の職業を通

験 2～3 年の看護師が、「チームワーク」「職務満足」の

じての成長・発達と組織の目的達成を通じての拡充・

両方において、他の経験年数よりも低い値となってい

発展を両立・統合し、相互に開発していくというキャリア

た。これらは成田らの看護実践環境と職務満足の関連

開発」の視点からのアプローチが重要であるといえる。

についての研究結果と一致するものであった。臨床研
修制度が終了し、上司や周囲のサポートが次の新人
世代へ移行した時に経験 2～3 年は、まだキャリア初期

５．まとめ
病棟に勤務する看護師の職務満足とチームワークは、

段階であり、直面する一般問題としての「独立を求める

直接的な相関はみられなかったが、年代別にキャリア

自己の欲求と、従属・依存期間の間の組織の制約・要

開発の視点での支援体制を構築することにより、職務

求とを調和させる」時期にあると考える。そのことは。

満足もチームワークも向上する可能性が考えられる。

「性格悪い人は移動してほしい（2～3 年）」という自由
記述の表現からも、まだ不安定な状態であることが読

特に臨床研修制度が終了したキャリア初期の看護師
経験「2～3 年」への支援が、重要であると考察する。

み取れる。成田は「卒後 2～3 年目の看護師が、自らが
組織の一員であることを認識し、組織貢献意識が高ま

６．主要参考文献

るためには、上司の支援が必要であると考える」と述べ

１）平井さよ子（２００９）：看護職のキャリア開発，日本看

ているように、キャリア中期のステージへ移行できるよう、

護協会出版会

新人看護師とは別に上司や周囲からの支援体制のし

２）エドガーH.シャイン著，二村敏子・三善勝代訳（２０

くみを構築する必要があると考える。

１０）：キャリア・ダイナミクス，白桃書房

更にその上の年代の自由記載からは「ただ働くので

３）成田真理子，石井範子（２０１５）：看護師の看護実

はなくて、目標を持つこと、モチベーションを保つ方法

践環境と職務満足との関連－卒後２～３年目の特徴を

を見つけていくことがチームとして大切だと思いますが、

探る－，秋田大学保健学専攻紀要，２３（２９），３５‐

迷走しているスタッフがいると思うので、どう解決してい

４７．

けばいいのか私はわからなくて困っている（4～9 年目

４）水野基樹（２０１８）：激変期を生き抜く看護師採用・

看護師）」とあり、次の年代のキャリア中期における「自

確保，定着の戦略的アプローチ，日総研，看護部長通

分自身の仕事の責任だけでなく、他者のそれも含むよ

信，１５（６），ｐ２－１１．

り高度の責任を引き受ける」という発達段階が読み取
れる。また、「エビデンスのある看護ケアを推進していき
たいため、学ぶこととどうしたら周知できるかを考えて
いきたい（4～9 年）」などチームの質向上を見据えた視
野を持てる状況に発達していることが伺われる。
ベナーの論ずる達人のレベルとなる年代において

------------

<< 連絡先 >>

------------

富樫恵美子
千葉県立保健医療大学 健康科学部 看護学科
〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉 2-10-1
電話 043-296-2000（内線 328）
E-mail: emiko.togashi_62@cpuhs.ac.jp

は「一般社会のノウハウも取り入れて無駄を省きたい
（10～19 年）」との自由記載があり、看護以外の領域か
らも学ぼうとする広い視野へと成熟していることが伺わ
れる。これらのことからも、「職務満足」「チームワーク」
共に安定している「4～9 年」以降の年代から、キャリア
初期にある「2～3 年」への支援のしくみを構築すること
により、チーム全体の「チームワーク」や「満足度」向上、
及び看護師個々への更なるキャリア開発の機会となる
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5－4

学校現場における特別支援教育コーディネーターに関する実証的研究
○杉浦貴紀 1、)渡邉貴裕 1）2）、岩浅巧 2)、水野基樹 1）2）
1)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

１．はじめに

2)順天堂大学スポーツ健康科学部

２．調査方法

中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）により、
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ
ム構築のための特別支援教育の推進（報告）」におい

２－１．調査対象
千葉県の公立小学校２校（A 校１名、B 校３名）に在
籍する特別支援教育コーディネーター4 名とする。

て、「特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、イ
ンクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠

表１．インタビュー対象者属性

なものである。そのため、特別支援教育を発展させて

コーディ

いくことが必要である」としている。また、インクルーシブ

status 所属 性別 勤務歴 ネーター
歴

教育システムの構築は全ての学校で取り組む必要の

特別支援
兼務職務
免許の有無

ある課題であることについて全ての教員が理解を深め、

A（教諭） A校 女性 36年

17年

有

特別支援教育に関する専門性を高めるとともに、学校

B（教諭） B校 男性 15年

１年

無

全体で特別支援教育への対応を充実させていくことが

C（養護
B校 女性 36年
教諭）
D（教諭） B校 女性 5年

10年

無

2年

無

求められると指摘している。
田中（2017）は、特別支援教育の中核的な推進役を

特別支援学級
担任
特別支援学級
担任

通常学級担任

担う校務分掌として新たに位置づけられたのが特別支
援コーディネーターであるとしている。また、コーディネ

２－２．調査方法

ーターの役割として、校内外の様々な関係者・関係機

本研究では、A 校 1 名へのインタビューと B 校 3 名

関との連携を図るといったようなコーディネーション機

のコーディネーターへのグループインタビューを実施

能が期待されていると述べている。しかし、田中・上村

し、約５０分から 1 時間の半構造化インタビューにより

（2017）は、コーディネーターの職務内容はその性質

データを収集した。 また、面接前に研究目的と意義、

上勤務時間外にしか出来ない特徴があることや、学級

調査面接内容の取扱い等に関する説明をした後、面

担任との兼務の場合は直接的な指導補助や担任から

接の実施と IC レコーダーを用いた録音についても承

の情報提供などの時間を確保することが困難となり、

諾を得て実施した。

児童生徒の実態把握活動を阻む可能性があることを
指摘している。

２－３．調査項目

三宅ら（2008）の調査においても、「巡回相談、専門
家との連携」、「関係機関との連携」については取り組

活動の現状と課題を明らかにするため、以下の点に
ついてインタビューを実施した。

めていないことが明らかになった。これは、校務分掌を
兼務し、時間的に余裕がないことや、担当授業時間の

表 2．半構造化インタビューの質問項目

多さからコーディネーターとしての職務に取り組む時

的研究を発展させていくことが必要であると考える。そ

問4

コーディネーターの業務について
（内容、求められる事、苦労や課題）
学校内からのサポートについて
（校長や教職員）
学校におけるインクルーシブ教育推進の
ための取組みについて
教科ごとのインクルーシブ教育について

こで、本研究ではコーディネーター3 名小学校 2 校の

問5

コーディネーターに必要な資質について

小学校教員 4 名の特別支援教育コーディネーターを

２－４.分析

問1

間数の確保が難しく、学校外部の関係機関との「連携」
までは対応できないことを示していると考えられる。

問2

これまでの先行研究においては、質問紙調査による

問3

量的調査が多く、現場の職務実態や課題について質

対象にインタビューによる質的調査を実施し、特別支

半構造化インタビューによって得られたデータの解

援教育の実態と課題を明らかにすることを目的とする。

析には、IBM SPSS Text Analytics of Surveys 分析ツー
ルを用いて、テキストマイニングの手法で分析を行った。
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３．結果

４．考察

半構造化インタビュー調査によって得られたデータを、

本研究において、両校のナラティブデータからもイン

テキストマイニングで分析した結果、図１、2 に共通する

クルーシブ教育推進にむけて、両校のコーディネータ

カテゴリとして、「交流」「担任」「連携」「コーディネータ

ーが児童同士の「交流」を大きく位置づけていると考え

ー」などが抽出された。また、抽出された各カテゴリは

られる。さらに、2 校のコーディネーターの共通カテゴリ

互いに共通性を有していることが示された。

である「連携」「コーディネーター」の共通性が高いこと
からも、コーディネーターが教職員や専門機関との連
携を重視して活動を行っていることが示唆される。
コーディネーターの職務体制の異なる A 校・B 校を
比較すると、３名のコーディネーターが所属する B 校に
おいては、各コーディネーターの業務面の負担は増え
るが、それぞれの立場からの知見を出し合い、連携す
ることで、コーディネーター業務の質の向上につなが
ったと考えられる。

図 1.抽出されたカテゴリ間の共通性（Web グラフ：グリ
ッドレイアウト）A 校（A のインタビュー）

４．今後の展望
通常学校の特別支援教育において、コーディネータ
ーが中核的な役割であることは示唆された。学校現場
における特別支援教育コーディネーターの実態や課
題を明らかにしていくためには、教職員の連携と校内
体制という部分に焦点を当て、更に調査を進めていく。
また、コーディネーターの職務体制の異なる 2 校を
比較することによって分析を行ったが、2 校のみの調査
となった。活動実態と課題についてさらに調査・分析を
進めていく為には、各学校のさらなる事例の蓄積が必
要である。

図 2.抽出されたカテゴリ間の共通性（Web グラフ：グリ

引用・参考文献

ッドレイアウト）B 校（B、C、D のグループインタビュー）

三宅康勝・横川真二・吉利宗久（2008）「小・中学校に

さらに、インタビューデータを確認すると、【児童同士

おける特別支援教育コーディネーターの職務と校

の交流】【コーディネーターの連携】についてのナラテ

内体制」岡山大学教育実践総合センター紀要,第 8

ィブデータが得られた。

巻,117-126.

表 3．インタビューのナラティブデータ

田中真理（2017）「通常学校における特別支援教育の
現状と課題-特別支援教育コーディネーターの活動

児童同士の「交流」

に着目して-」鹿児島県立短期大学地域研究所研

「交流」という言葉をすごく大切にしていて、その
方法や内容は常に考えている。
交流はあくまで目的であって、お互いが相互理解す

究年報,第 49 号,57-67.
中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）「共生社
会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築

るっていうところを目的にしているので。
交流することで、周りの子達への心情面の耕しは大
きいのかなあとは思うので。

のための特別支援教育の推進（報告）」
渡邉貴裕（2017）「保健体育科教職課程に位置付けた
障害者スポーツ指導者養成の取り組み」日本体育

コーディネーターの連携
打ち合わせ等の業務面の負担が増えたとしても、連
携が広がっていきます。
話し合いの時にでも、偏らずに色々な分野から意見
が出しあえる。
それは心理面のプレッシャーが無くなりますしね。

学会大会予稿集,第 68 回,58_1．
------------ << 連絡先 >> -----------杉浦 貴紀
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
電話 0476-98-1001（内線 3２７）
FAX 0476-98-1011（代表）
E-mail: sugi.takanori@gmail.com
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6－1

大学生を対象とした小型植物設置による生理的・心理的効果に関する研究
○井川なつみ 1)、下田政博 2)、福本寛之 2)
1)東京農工大学大学院農学府健康アメニティ科学研究室,

2)東京農工大学大学院農学研究院

心理的指標には、POMS2 を用いた。POMS２は、対

１．はじめに
オフィスワーカーにとってオフィスとは、一日の大部
分を過ごす空間であり、作業等によるストレスを受ける
空間である[1]。オフィス環境は、作業者の快適性や作
業の生産性に影響を及ぼすため[2]、快適な職場環境
の形成を図ることが重要であり、そのための一方法とし
て、室内緑化に注目が集まっている。橋本らは、模擬
執務空間内に植物があることで、植物がない場合より
も心理的・生理的評価が高くなることを明らかにした
[3] 。オフィス内に植物を設置することで、オフィス内環

境が改善し、オフィスワーカーのストレス軽減や作業効
率の向上につながると考えられる。
しかし、既存のオフィス緑化では、大型の植物を公
共スペースに設置するケースが多く、通路の邪魔にな
る、休憩室が狭くなるという不満や、誰が世話をするの
かといった問題点がある。一方、小型植物の設置に関
する研究は未だ少ないものの、場所をとらない、自分
で管理ができるといった意見が示されている[4]。
そこで本研究では、小型植物を机上に設置した際
に生理的・心理的効果を得られるのかどうかを検討す
ることを目的とした。

象者が置かれた条件により変化する一時的な気分、感
情の状態を測定できる気分プロフィール評価である。
本実験では、「怒り-敵意」・「混乱-当惑」・「抑うつ-落
ち込み」・「疲労-無気力」・「緊張-不安」の５つの尺度
の合計得点から、「活気-活力」の得点を引いた TMD
得点を求め、それを標準化した T-score を算出した。
また、作業効率として、内田クレペリン検査にて時間
内に計算された数である作業量と計算の正答率を求
めた。
２－３．実験の流れ
被験者には、まず POMS２による気分評価を行って
もらい、その後 5 分間の安静をとった後、15 分間のスト
レス負荷作業を行ってもらった。そして、5 分間の休憩
を挟み、再び 15 分間のストレス負荷作業を実施後、
POMS2 による気分評価をしてもらった。5 分間の休憩
時には、被験者ごとに異なる植物設置条件で、白い鉢
に入った高さ約 15ｃｍのポトス（図１）を机上に置いた。
安静時、ストレス負荷作業時、休憩時には、心拍変動
と脳波を記録した。ストレス負荷作業には、ランダムに
並んだ 1 桁の数字の足し算を連続して行う、内田クレ
ペリン検査を用いた。

２．方法

２－４．植物の設置条件

２－１．対象

植物の設置条件は、植物なし、ポトスを 1 鉢設置（以

実験は大学生 18 名を被験者とし、大学キャンパス

下、「植物 1」）、ポトスを 2 鉢設置（以下「植物 2」）の 3

内の静かな実験室で実施した。

条件とした（図 2）。小型植物は、手の届く範囲の設置

２－２．効果の指標

にすることで印象評価が高くなること[5]から、被験者か

生理的指標には、脳波と心拍変動を用いた。脳波

ら 60cm の位置に設置した。また、緑視率によってスト

は 10-20 法に基づき、活性電極 9 部位（Fz, Cz, Pz,

レス緩和効果に差があること[3]から、植物 1、植物 2 の

F3, F4, C3, C4, P3, P4）と、不関電極 2 部位（A1, A2）

条件を設定した。被験者はこれら 3 条件に振り分けた。

を設定して記録した。記録した脳波データは周波数解

植物なし

析を行い、α波（8.0~13.0Hz）、β波（13.0~30.0Hz）の

植物 2

60cm

両成分から、各部位におけるα波含有率を求めた。な
お、瞬目が多くノイズを除去しきれない被験者のデー

：ポトス

タは解析対象から除外した。心拍変動は、記録した心
図 1

電図の R-R 間隔データを用いたスペクトル解析により、
副交感神経活動を反映する高周波成分である HF を

植物 1

ポト

図 2

：机

：被験者

植物の設置条

ス

２－５．統計解析

算出するとともに、低周波成分である LF を算出して、

POMS、心拍変動、作業効率の統計処理は、設置

交感神経活動を反映する LF/HF を求めた。脳波と心

条件と作業前後の 2 要因の分散分析を、脳波はこれら

拍変動の解析区間は、安静時、作業時、休憩時の各

に導出部位を加えた 3 要因の分散分析を行った。有

区間の開始 30 秒を除いた 4 分 30 秒とした。

意水準は全て 5％とした。
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３．結果

POMS２の T-score における TMD 得点が、植物のあ

３－１．生理的指標の結果

る条件では作業前に比べて作業後に小さくなっていた

脳波のα波含有率は、植物の設置条件の主効果と

ことから、植物の設置により気分が改善したことが示唆

作業前後の主効果がみられたが、交互作用は見られ

された。これは、室内空間に植物がある場合は植物が

なかった。植物なしの条件に比べて、植物ありの条件

ない場合よりも心理的評価が高くなるという、橋本ら [3]

の方が、作業時の安静時に対するα波の含有率が高

と同様の結果を示している。

くなる傾向があった（図 3）。

作業量の増加割合が、休憩時に植物を設置すること

心拍変動は、HF、LF/HF のどちらにおいても、植物

α波含有率(%)

の設置条件による主効果はみられなかった。

で減少したのは、植物を置くことで被験者がリラックス
状態となったことや、覚醒水準が低下し作業に対する
集中力が低下してしまったことが考えられる。休憩時の

65

みの植物設置は、休憩後の作業効率を向上させる効

55

果はみられなかったが、作業時にしっかりとリラックスを
させる効果が認められた。

45

安静時

休憩時

植物なし

植物1

図3

５．まとめ

植物2

本研究の結果から、休憩時における小型植物の設

α波含有率

置は、大学生に対して生理的・心理的効果があるとい
３－２．心理的指標の結果

うことが示唆されたが、作業効率の向上には至らなか

POMS２について、TMD 得点の T-score に植物の設
置条件による主効果と作業前後の主効果はみられな
かった。しかし、作業後の T-score は、植物なし条件で

った。今後は、休憩時のみといった短時間の植物設置
だけでなく、机上に設置し続けた場合といった、長時
間の設置による効果を検討していく必要がある。

は作業前に比べて大きくなっており、植物１，植物２の
植物のある条件では、小さくなる傾向がみられた（図 4）。

[1]橋本幸博, 鳥海吉弘. 模擬執務空間の写真による

80.0

T-score

６．参考文献
アンケート結果の検討. 日本建築学会計画系論文集.

60.0
40.0

2013;78(691):1939-45.

20.0

[2]宗方淳, 田中知世. オフィス環境が執務者のモチ

0.0

植物なし

植物１

作業前

図4

植物２

ベーションに及ぼす影響に関する研究. 日本建築学

作業後

会環境系論文集. 2014;79(695):19-25.

POMS T-score

[3]橋本幸博, 鳥海吉弘. 被験者実験による模擬執務

３－３．作業効率の結果

空間の最適な緑視率の検討. 日本建築学会計画系

作業効率について、作業量と正答率に、植物の設

論文集. 2014;79(700):1309-14.
[4]岩崎寛, 菊池典子, 大塚芳嵩, 山田隆介, 中村勝.

時に植物を置くことによって、休憩後の作業量増加割

オフィスにおける植物の設置が勤務者の心理に及ぼ

合が小さくなる傾向があった（図 5）。

す影響. 日本緑化工学会誌. 2015;41(1):239-42.

増加割合

置条件による主効果はみられなかった。しかし、休憩

1.5

[5]長谷川祥子, 下村孝. 植物の形状と大きさおよび

1

設置距離が室内植物の印象評価に及ぼす影響. ラン
ドスケープ研究 (オンライン論文集). 2011;4:24-32.

0.5

[6]仁科弘重, 中本有美, 渡森里, 増井典良, 橋本康.

0

植物なし

図5

植物1

植物2

観葉植物が人間の心理に及ぼすアメニティ効果の脳

作業量の増加割合

波 お よ び SD 法 に よ る 解 析 . 植 物 工 場 学 会 誌 .
1998;10(2):65-9.

４．考察
脳波のα波含有率は、植物がある条件下の方が、
ない条件下に比べて、安静時に対するα波の含有率
が高くなっていた。この結果から、植物の存在によって、
被験者は休憩時にリラックス効果を得られたと考えられ、

------------ << 連絡先 >> -----------井川なつみ
東京農工大学大学院農学府自然環境保全学専攻
〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8
電話 042-367-5642
E-mail: s186481y@st.go.tuat.ac.jp

これは仁科ら[6]と同様の傾向を示している。
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6－2

大学生の専攻分野が障害者に対する意識に及ぼす影響
○中島史朗 1)，二宮康輔 2)，新井野洋一 3)
1)愛知大学地域政策学センター, 2)岐阜プラスチック工業株式会社，3)愛知大学地域政策学部

による障害者の生活支援や施策に関する考え方つい

１．はじめに
アダプテッド・スポーツ論受講前は,障害者に関する
理解不足から,困っているときに対応できなかったが,
受講後声をかけ対応出来るようになったという学生から
の意見から意識変化が見られた.このように,学生の障
害者に関する知識習得が意識変化に関連している事
が考えられる.そこで本研究は,専攻分野が障害者に対
する学生の意識に及ぼす影響について明らかにする
ことを目的とした.

て意識が高かった.
４．考察・結論
障害に関する講義の受講の有無により,障害者に対
する意識に影響を与えていた．菊池(2011）は,大学の
授業経験の有無によって,発達障害に関する知識量に
有意な差がみられた.さらに細川他（2016）は,全学部を
対象とした一般教養科目等で,障害の対応について学
習する機会を設ける必要があるとしている．このように,
障害関連科目が大学生の意識に影響を与えることが

２．方法
A 大学・T 大学・N 大学における地域政策学部及び
文学部・リハビリテーション学部・健康科学部の 4 学部
を対象に障害者に対する意識及び科目等に関する質
問紙調査を 2018 年 11 月に実施した.統計解析は,障
害に関する講義の有無と意識についてｔ検定を用いて
比較後,学部間における一元配置分散分析を実施した.
学部間に有意差が認められた場合,多重比較
Bonferroni を実施して検討した．SPSS12.0 日本語版を
使用し有意水準を 5%とした.

明らかとなった.
現在大学において,障害に関する講義は一般教養
科目とされていないため,専攻分野により講義の有無
が異なり専攻分野が大学生の障害に対する意識に影
響を及ぼしていることが考えられる.今後,少子高齢社
会がより進行していく中,高齢者や障害者の増加が考
えられる.それを防ぐためには共生社会の確立が必要
である.例えば学校運営協議会制度（コミュニティ・スク
ール）や学校支援地域本部など,地域と連携した学校
づくりを進めるに際しても,障害のある子どもへの対応も
念頭に置き,地域の理解と協力を得ながら連携して取り

３．結果
障害者と一緒にいると苦痛に感じるかの項目では特
に専門的に学んでいるリハビリテーション学部では高
い値を示した（p<0.05）.リハビリテーション学部と地域
政策学部,リハビリテーション学部と文学部の学部間に
有意差が認められた（p<0.05）.このように,専攻分野に
よる意識の違いがみられた.障害者に対する差別や偏
見は,健康科学部が一番高い値を示したが有意差は
認められなかった. 地域政策学部とリハビリテーション
学部,地域政策学部と文学部の学部間に有意差が認
められた（p<0.05）.地域政策学部が障害者の生活支
援や施策に関する考え方について意識が一番低かっ
たのに対して,文学部が高い値を示した.
障害に関する講義の受講有無と意識は,受講無より
受講有が高い値であり有意差が認められた（p<0.05）.
しかし受講の有無に関わらず,障害者と一緒にいても
苦痛を感じていなかった.障害者に配慮した交通機関
や道路を増やすべきでは受講無より受講有が高い値

組んでいく必要がある.障害者関連科目を開講すること
は,共生社会づくりに貢献する人材を排出することに効
果的であると考えられる.
文献
菊池哲兵(2017)教育学部学生における発達障害のイ
メージ～接触経験・知識との関連～熊本大学教育実
践研究 28 57-63
細川絢加 三浦靖史(2016) 視覚障碍者の移動支援
に関する大学生の意識調査, 日本補助犬科学研究
10 (1) p. 28-34
------------ << 連絡先 >> -----------中島史朗
愛知大学 地域政策学センター
〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町 1-1
愛知大学豊橋体育研究室
電話 0532-47-4180
FAX 0532-47-4151
E-mail: a1301638@vega.aichi-u.ac.jp

を示し有意差が認められた（p<0.05）.このように,受講
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6－3

大学野球部における学生コーチの役割に関する予備的研究
○菅野航也 1)、岩浅巧 2）、芳地泰幸 3）、水野基樹１）2）
1)順天堂大学大学院、2）順天堂大学、3)日本女子体育大学

1.はじめに

2.方法

テイラーの科学的管理法（1911）以降、組織の合理

2-1．調査対象

化および能率化を実現するために職能的管理組織や

本研究では、公益財団法人全日本大学野球連盟に

職能職長制度が様々な組織に導入されてきた。特に、

加盟する大学野球部 3 大学の学生コーチ 4 名を対象

中間管理職となるミドルマネジャーの重要性について

とした。

は H.ミンツバーグはじめ、様々な研究者によって論じ

表１.インタビュー対象者の概要

られている。例えば西村・西岡（2015）は、ミドルマネジ
ャーが日常的な業務に加えて「部下育成」、「組織管
理」、「例外対応」、「情報伝達」のバランスを取りながら
活動していることを明らかにし、その役割の重要性を述

年齢

競技歴

学生コーチ歴

A1

22

16

2 年 7 ヶ月

A2

21

15

6 ヶ月

B1

22

16

1 年 3 ヶ月

C1

21

14

5 年（高校時代含む）

べた。また山崎（2001）によれば、ミドルマネジャーの役
割は、個人の能力を最大限に引き出す手段として非
常に有効であると指摘している。したがって、企業にお
けるミドルマネジャーの存在は、組織だけでなく個人に

2-2．調査方法
本研究では、1 人につき 20 分から 30 分の半構造化

対しても大きな影響を与えていると考えられる。そし

インタビューによりデータを収集した。場所は調査対象

て、ミンツバーグ(1993)は企業組織におけるマネジャー

校のグランドに併設している来賓室及びミーティングル

の役割として 10 の役割を提唱し、それらを「対人関係

ームで行なった。またインタビュー調査実施前に研究

の役割」、「情報関係の役割」、「意思決定に関する役

目的と意義、調査内容の取り扱い等に関する説明をし、

割」に分類していることからも、マネジャーには多様な

面接の実施と IC レコーダーを用いた録音について承

能力が求められていることがわかる。

諾を得て、実施した。

一方、近年の運動部活動において、小川（2007）ら

2-3．調査項目

は「情報社会が進む中、従来までの指導者から選手へ

学生コーチの活動や取り組み、大学野球の現場に

の「情報伝達」を中心としたチーム運営が困難になっ

おける役割を明らかにするため、以下の質問項目につ

ているなど、新たなチームマネジメントの視点が必要と

いてインタビューを実施した。

される」とし、またそのような中、小野里ら(2016)は大学

表 2.半構造化インタビューにおける基盤質問項目

野球部に着目し、学生コーチとは「指導者との連携を
図る役割を果たし、チームの活動が円滑に行われるた
めの存在」と述べている。スポーツ現場、とりわけ大学
野球部に着目すると、近年の潮流として指導者と選手
の中間に位置して活動する「学生コーチ」という役職を
取り入れている大学が増加してきている。公益財団法
人全日本大学野球連盟に加盟する関東圏内 1 部校の
9 割もの野球部が学生コーチを取り入れているように、
大学野球の現場において「学生コーチ」の重要性は一
定程度共有されていると推察される。しかしながら大学
野球の現場において、指導者および選手が学生コー
チにどのような役割を期待するのか、また学生コーチ
を明確にした定義は存在しないのが現状である。
以上を踏まえ本研究では、学生コーチの役割を構
造化することを目的とした予備的研究を半構造化イン
タビューを実施した。

Q1

学生コーチの仕事内容

Q2

指導者との関わり

Q3

学生コーチが求められること

2-4．分析
半構造化インタビューによって得られたナラティブデ
ータを定性的データとして扱い、KJ 法を用いて分析を
実施した。その際に、3 つの質問項目についてそれぞ
れ KJ 法を実施した。分析には、筆者と普段から KJ 法
による分析を行っている経営組織学を専攻とする博士
後期課程 2 名およびスポーツ心理学を専攻とする博士
前期課程 1 名の大学院生計 4 名で実施した。
3.結果
分析から以下の結果が示された。
3−1 学生コーチの仕事内容
逐語化したデータをもとに KJ 法によるグループ編成
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の結果、１段目のラベル集めにより１１の表札ができた。

は、自分のためではなく、指導者や選手が取り組み

次に小ラベルをもとにグループ編成を行った結果、学

やすい環境、動きやすい環境、すなわち環境づくり

生コーチの仕事内容には【技術指導】、【中立な立場】、

が求められていると考えられる。特に指導者と選手

【リーダーシップ】、【管理】の４つの項目が存在した。

を繋ぐパイプ役としての役割を担うことで、組織が

3−2 指導者との関わり

円滑に回ると考えられる。また指導者の意見のみな

１段目のラベル集めにより７つの表札ができた。次に

らず、選手の意見や考えについてコミュニケーショ

小ラベルをもとにグループ編成を行った結果、学生コ

ンをとることにより、より良い環境作りになってい

ーチは指導者との関わりの中で【悩み・葛藤】、【気配

くのではないかと考えられ、チームが成長するため

り】、【中継役】の３つの項目が存在した。

に学生コーチの存在は必要不可欠である。また学生

3−3 学生コーチが求められること

コーチが求められていることの回答として「選手の

１段目のラベル集めにより 17 の小ラベルができた。

考えていることを同じ立場で考えられるのが学生

次に小ラベルをもとにグループ編成を行った結果、学

コーチなので選手の考えを伝えて欲しいのかなと

生コーチが求められることには【環境づくり】、【指導】

思います」といった回答もあった。学生コーチが指

【リーダーシップ】、【仲介役】、【臨機応変】、【中立な立

導者と選手の伝達役を担う為にも、学生コーチは指

場】、【やりがい】の６つの項目が存在した。

導者と選手の中間に位置することが大切だと考え
られる。

4.考察
4−1 学生コーチの仕事内容

5.今後の展望と課題

大学野球チームにおける学生コーチは現場におい

本研究は、大学野球チーム３チームを事例とし、研

て【技術指導】、【中立な立場】、【リーダーシップ】、【管

究を進めた。これまでに大学野球の主将やマネージャ

理】を行なっていることが示唆された。

ーを対象とした研究が取り組まれてきているが、学生コ

まず、学生コーチは選手に対しての技術指導も活

ーチを対象にした研究はまだ蓄積されていない。今回

動の一環になっている。また学生コーチは指導者と選

は、限定された事例ではあるが、学生コーチの活動や

手との中立な立場にいることが推察され、選手に対し

取り組みが明示できたと考えられる。一方で、本研究

て手本となるような言動を心がけていることが示唆され

で取り上げた事例は少ないため、今後、様々なチーム

た。さらに管理に関して、指導者の目が行き届かない

を取り上げるとともに、指導者や選手からみる学生コー

部分に対して、十分な注意を払い、問題対処、リスクマ

チの取り組みを見ていく必要があると考える。また今後

ネジメントを行なっていることが伺えた。このようにミンツ

は学生コーチの役割を構造化していくためにも、フレ

バーグ理論と比較検討してみると、リーダー的役割や

ームワークを用いた研究などが必要になってくると考え

妨害排除者としての役割を担っていることが推察され

られる。

た。
4−2 指導者との関わり

6.引用・参考文献

本研究は、学生コーチの役割を構造化するために

ミンツバーグ、H．(1993)『マネジャーの仕事』、奥村哲

向けた予備的研究だったが、指導者との関わりにお

史・須貝栄訳、白桃書房．

ける【悩み・葛藤】がラベルの上位概念に位置した。

西村孝史・西岡由美(2015)「ミドルマネージャの役割が

これは、目的である役割の構造化とは若干異なる概

組織パフォーマンスに与える影響」−戦略的人的資

念になるが、とても興味深い結果であった。また学

源管理の視点から− リクルートワークス研究所、

生コーチは指導者と選手の中間に位置することか

Works Discussion Paper Series No.2、2 頁．
佐久間信夫・坪井順一(2016)第三版現代の経営管理
論、学文社．
------------ << 連絡先 >> -----------菅野 航也
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
電話 0476-98-1001(内線 327)
E-mail:kanno19951223@yahoo.co.jp

ら板挟み状態であることが示唆された。特に選手と
の距離感や、指導者からのトップダウンな指示に、
悩みや葛藤を抱えていることが明らかになった。学
生の立場上、指導者に対して常に気を配っているこ
となどが悩み、葛藤につながっているのではないか
と考えられる。
4−3 学生コーチが求められていること
大学野球において学生コーチに求められること
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6－4

大学運動部活動における選手のレディネスと指導者のリーダーシップに関する研究
-SL 理論に基づく検討○高鷹 達 1)、水野基樹 2)3)
1)株式会社ディスコ,

2)順天堂大学スポーツ健康科学部,

１．はじめに
近年、大学スポーツ界において様々な不祥事や組
織の旧態依然の体制が問題視されており、スポーツの
在り方が見直されている。とりわけ学生のスポーツ指導
現場に目を向けてみると、指導者の一方的な指導が
選手の心身を追い込んでいる事例などが挙げられ指
導者のリーダーシップに対する関心が高まっている。
スポーツ指導現場においては、指導者のリーダーシッ
プ発揮だけに焦点を当てるのではなく、選手個々の特
徴にも焦点をあて指導のあり方を考えなければならな
い。

3)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

SL 理論をスポーツに援用した研究は極めて少数で
あり、この理論を用いた研究の課題としてリーダーシッ
プ・スタイルやレディネスを測定する方法や尺度が確
立されていない点などが挙げられる。以上を踏まえ、
本研究では、大学運動部活動における選手のレディ
ネスと指導者のリーダーシップの関連性を SL 理論の
視点から検討することを目的とした。
２．方法
選手のレディネスと指導者のリーダーシップの関連
性を検討するために、大学生運動部活動の選手 435

そこで本研究において着目したのが企業組織にお

名（男性 272 名、女性 162 名、平均年齢 19.89 歳

いて研究が進んでいる理論の一つである SL 理論

±1.19 歳）を対象に質問紙調査を行なった。また、SL

(Situational Leadership Theory) で あ る 。 Hersey &

理論に基づいたリーダー行動が認知されているの

Blanchard により提唱されたこの理論はリーダーシップ・

かを検証することを目的として追加検証として３名

スタイルを指示的行動と協労的行動の 2 次元の組み

を対象にインタビュー調査を行なった（考察にて記載）。

合わせによって捉え、状況変数としてフォロワーのレデ

⑴フェイスシート

ィネス(成熟度)を挙げている。SL 理論におけるレディネ

⑵大学生アスリート版レディネス尺度

スとは、「特定課題達成に対するフォロワーの能力と意

⑶監督の PM 式リーダーシップ尺度

欲の程度」と定義されており、レディネスの構成概念で

⑷スポーツ・コミットメント尺度

ある「能力」は知識、経験、技能、「意欲」は自信、熱意、
動機の強さの 6 つに分類される。

高

以上を質問紙の構成内容とした。そして、 大学生ア
スリートのレディネスの適性を検証するためにレディネ
スとスポーツ・コミットメントの相関分析を行った（表１）。

【リーダー行動】

また、レディネスレベルごとのスポーツ・コミットメントを

参加型
（

低指示
高協労

レディネス

比較するために、スポーツ・コミットメント尺度の合計得

高指示
高協労

点を従属変数とした一元配置分散分析を行った（表２）。
さらに選手のレディネスと監督の PM 行動との関連の
検証するために大学生運動部活動生のレディネスと監

）

支
援協
労
的的
な
行
行
動
動

説得的

督の PM リーダーシップとの相関分析を行った（表３）。

委任的 教示的
低指示 高指示
低協労 低協労

３．結果
レディネスとスポーツ・コミットメントとの間に正の相関

指示的行動
（ガイダンスを与える）

低

高

ルごとにスポーツ・コミットメント尺度の合計得点を従属

【フォロワーのレディネス】
高
・能力高い
・意欲高い

変数として一元配置分散分析を行った結果、R1 と R4

中程度
・意欲低い
・能力高い

図１. SL 理論モデル

が認められた(表１)。また、分類されたレディネスレベ

・意欲高い
・能力低い

低

の間に有意差が認められた（表２）。さらにレディネスの

・意欲低い
・能力低い

「能力」と P 機能の間にとの低い正の相関が認められ
たレディネスにおける能力、意欲と M 機能の間にも低
い正の相関が認められた（表３）。
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追加検証のインタビュー調査で「競技理解が高くて、

表１ レディネスとスポーツ・コミットメントの相関

経験値もあるので戦術に関してはとても勉強させてもら
ってますね。相手チームの分析とかもすごくされてます
ね。」という語りが得られたように選手にとっては直接的
な戦術指導だけではなく、指導者の競技理解度が高
いという認識があることも重要であることが示唆された。
さらに、練習や試合においてより良い心理状態でパフ
ォーマンスを発揮するためにも指導者の M 機能が能

表２ レディネスレベル別のスポーツ・コミットメントの比較

力との間に相関が認められたと考えられる。意欲は大
学生アスリートのレディネスの心理的な要素であり、指
導者の M 機能は選手の動機づけを高め、チームの調
和を保つような行動であることから相関が認められたと
考えられる。追加調査の「監督さんは選手によって伝
え方を変えていたりして、工夫はしてると思います。た

表３ レディネスと監督の PM 機能との相関

だ、それが逆に『なんで違うんだよ』っていう反発もあり
ますね。監督は気を使って色々と変えてると思うんで
すけど、中々良く思わない選手もいるんですよね。」と
いう語りから、選手のレディネスに応じてリーダーシップ
の発揮の仕方を変えることが必ずしも良いわけではな
いということも示唆された。

４．考察
①スポーツ・コミットメントは、競技スポーツを対象とし
て、スポーツの重要性、スポーツへの時間的投資、ス
ポーツの継続意図などを個人がどの程度認知している
かを評価するものであるとされている。このことから大
学生アスリートのパフォーマンス発揮に対する自信や
モチベーションの向上により選手本人の中でのスポー
ツの重要性や価値の認知が高まることが考えられるた
め両者の間に相関が認められたと示唆される。
②指導者は試合において選手の起用やチーム内で
の役割を与える際は、競技レベルだけではなく選手の
意欲も考慮した教育的な対応も必要であると考えられ
る。先行研究では、選手の意欲に対して注目すること
の重要性を述べており、今回の調査結果から知識や
技術を含めた能力的な面だけではなく、モチベーショ
ンや自信といった意欲の面もレディネスを検討する際
には重要であることが示唆された。指導場面において

引用・参考文献
ハーシー・ブランチャード・ジョンソン（2000）.新版行
動科学の展開–人的資源の活用–.山本成二・山本あ
ずさ訳,東京,日本生産性本部.
Kotaka, et al. （ 2018 ） .Preliminary study for
development of follower's readiness scale in sports
team.20th

Congress

International

Ergonomics

Association, Poster session.
前田博子・山口泰雄（2011）.体育大学生のレディネ
スの違いによるリーダー行動の評価に関する研究-SL
理論に基づく関係性の検討-.神戸大学大学院人間発
達環境学研究科研究紀要.4（2）,49-56.
神力亮太（2017）.運動部活動における状況適応型リ
ーダーシップの研究-SL 理論の視座を援用して-.九州
工業大学博士学位論文

は、選手のパフォーマンスのみならずモチベーション
など心理的な側面にも十分に配慮することが重要にな
るだろう。
③スポーツにおける P 機能は技術的な指導が主とな
り、その行動によって選手はパフォーマンスが向上す
ると推察される。また、技術的な指導だけでなく、戦略

------------

<< 連絡先 >>

高鷹 達
株式会社ディスコ
電話 090—9079—2467
E-mail: hk_jtd_7@yahoo.co.jp

や戦術面などの知識に関する指導も選手の自由な発
想と選手同士の知識の共有も促進される要因であると
考えられる。
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第54回人類働態学会全国大会を応援します！
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第54回
人類働態学会全国大会
大会長：早弓 惇（日本女子体育大学 名誉教授）
＜実行委員＞
森田陽子（日本女子体育大学）
水野有希（日本女子体育大学）
水戸和幸（電気通信大学）
水野基樹（順天堂大学）
松田文子（大原記念労働科学研究所）
池上 徹（大原記念労働科学研究所）
高野 修（サレジオ工業高等専門学校）
中山貴太（小田原短期大学）
＜事務局＞
芳地泰幸（日本女子体育大学）
嶋田 卓（日本女子体育大学大学院・助手）
＜運営スタッフ＞
日本女子体育大学 森田研究室・芳地研究室
＜協賛企業・団体＞
有限会社 大国屋
株式会社 Ark（アーク）
学校法人二階堂学園 日本女子体育大学
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2018 年 12 月 22 日（土）
会場：広島市立大学サテライトキャンパス
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第 43 回人類働態学会西日本地方会のご案内
実施概要

◆発表用機器としてプロジェクタ（VGA 端子，XGA

期日：2018 年 12 月 22 日（土）

対 応 ）Windows PC（Windows 10 Pro，Microsoft

会場：広島市立大学サテライトキャンパス

Powerpoint 2013）を準備いたします．

（広島市中区大手町四丁目1番1号 大手町平和ビル9階）

◆発表者が準備した PC を使用される際は，必要な変

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/service/category0004/

換コネクタは各自でご準備ください．

※会場に駐車場はございません

◆発表者は発表前のセッション開始までに PC 等の動

大会事務局・大会長：髙橋雄三

作確認を行ってください．

広島市立大学大学院情報科学研究科 高橋雄三研究室内
（広島市安佐南区大塚東三丁目 4 番 1 号）

アクセスについて

e-mail：west43hes@gmail.com

◆ JR 広島駅：バス・路面電車で 20 分程度

参加費（当日支払いのみ）

路面電車：広島電鉄 1 号線

会員：1,000 円，非会員：2,000 円，学生：無料

バス：複数のバス会社が複数の路線を運行しており

（学生の方は学生証をご持参ください）

ます．広島駅前のバスターミナルで「市役所

スケジュール

前」を経由するバスにご乗車ください．

12 月 22 日（土）
12:00 ～ 14:00
11:45 ～ 12:00
12:25 ～ 12:30
12:30 ～ 14:10
14:10 ～ 14:20
14:20 ～ 15:40
15:40 ～ 15:50
15:50 ～ 17:10
17:10 ～ 17:30

◆広島バスセンター
受付
幹事会
開会・大会長挨拶
セッション 1
休憩
セッション 2
休憩
セッション 3
表彰式・事務局連絡・閉会

徒歩：20 分程度
バス：10 分程度．複数のバス会社が複数の路線を運
行しております．広島バスセンターにて「市
役所前」を経由するバスにご乗車ください．
発表について
若手優秀発表賞を受賞された方は，
受賞の感想並びに地方会に関する感想・意見

発表について

を 400 ～ 800 字程度で執筆し，
平成 31 年 1 月 6 日
（日）

◆発表時間は 14 分，質疑応答 5 分，入替 1 分の計

までに大会事務局（west43hes@gmail.com）までお送

20 分です（10 分：1 鈴，14 分 2 鈴，19 分：3 鈴）
．

り下さい。
広島駅北口（新幹線口）
広島空港リムジンバス乗り場

JR山陽新幹線
JR広島駅
至 博多

至 新大阪

広島駅南口
バス乗り場

広島バス
センター 広島
そごう

紙屋町東

広島駅南口
広島電鉄 広島港方面乗り場

八丁堀

平和記念
公園

広電 本線

本
通

平和大通り

広電 皆実線

的場町
原爆
ドーム

市役所前

大手町
平和ビル
国道2号線
会場 9階
セミナールーム1

広島市役所

《空路》
広島空港⇒リムジンバス（約55分）⇒広島駅新幹線口⇒バス・路面電車
《新幹線》
広島駅南口⇒バス・路面電車
《高速バス》
広島バスセンター⇒徒歩・バス
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第 43 回人類働態学会西日本地方会のプログラム
2-2：肥満の身体健康情報のリスク分析，武山祐樹 1)，

12:00 ～ 14:00 ■受付

藤井勝紀 1)，糟谷浩輔 1)，可兒勇樹 1) ／ 1) 愛知工業

12:25 ～ 12:30 ■開会・大会長挨拶

大学大学院経営情報科学研究科

12:30 ～ 14:10 ■セッション 1

2-3：解析プロトコル：発達障害児を持つ母親への支援
方策の実践と効果測定，松木太郎 1)，大橋圭 2)，福

座長：大箸純也／近畿大学産業理工学部
1-1：人間工学における科学コミュニケーションの実践

原里美 2)，今枝正行 2)，宮地泰士 2)，浅井朋子 2)，山

―ErgonomicThon ワークショップの開催と評価―，山

本孔次郎 1)，榎原毅 1)，上島通浩 1) ／ 1) 名古屋市立

田泰行 1)，榎原毅 2) ／ 1) 順天堂大学大学院スポーツ健

大学大学院医学研究科 環境労働衛生学分野，2) 名古屋市

康科学研究科，2) 名古屋市立大学大学院医学研究科

立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野

1-2：主観・客観測定の違いによる身体不活動時間のバ
1)

2)

2-4：企業女子スポーツ選手の初経遅延リスクマネジメ

3)

イアス評価，榎原毅 ，東凌平 ，庄司直人 ，松

ント，糟谷浩輔 1)，藤井勝紀 1)，可兒勇樹 1)，武山

河剛司 4)，山田泰行 5)，栗原崇浩 1), 山田翔太 1)，山

祐樹 1) ／ 1) 愛知工業大学大学院経営情報科学研究科

本孔次郎 1)，上島通浩 1) ／ 1) 名古屋市立大学大学院
医学研究科，2) 名古屋市立大学医学部，3) 朝日大学保健

15:40 ～ 15:50 休憩

医療学部，4) 愛知工業大学情報科学部，5) 順天堂大学大

15:50 ～ 17:10 ■セッション 3

学院スポーツ健康科学研究科
1）

1-3：マリンスポーツにおけるバリアフリー，中島史朗 ，
2）

湯川治敏 ／ 1) 愛知大学地域政策学センター，2) 愛知

座長：岡田明／大阪市立大学大学院生活科学研究科
3-1：チームスポーツにおける選手相互の協調行動ダイ
ナミクスの定量的検討，原浩樹 1)，髙橋雄三 2) ／ 1)

大学地域政策学部

1-4：体性感覚版ホロプターに重力加速度が及ぼす影響，
永井正太郎

1)2)

2)

3)

，内海章 ，山下久仁子 ，岡田明

広島市立大学情報科学部，2) 広島市立大学大学院情報科

1)

／ 1) 大阪市立大学大学院生活科学研究科，2) 株式会社

学研究科

3-2：日本における身長の経年的変動に基づくベルクマ

国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所，

ンの法則の適用可能性を探る，可兒勇樹 1）2），藤井

3) 大阪市立大学研究支援課

勝紀 1），糟谷浩輔 1），武山祐樹 1）／ 1) 愛知工業大学

1-5：足踏み動作の時間因子を用いた移動能力評価にお
ける年齢別標準値の作成，Minsoo KONG1)，妻木翔太 1)，
1)

1)

大学院経営情報科学研究科，2) 東海学院大学短期大学部

3-3：ヨーロッパにおける身長の時代的変動とベルクマ

2)

Jeewon CHOI ，Wen Liang YEOH ，LOH Ping Yeap ，村

ンの法則，藤井勝紀 1）／ 1) 愛知工業大学大学院経営

木里志 2) ／ 1) 九州大学大学院芸術工学府，2) 九州大学

情報科学研究科

3-4：現代社会における生きづらさの模索と仏教の役割

大学院芸術工学研究院

ー思春期・若者支援コーディネーター養成研修会か
14:10 ～ 14:20 休憩

らのアンケート分析ー，武田正文 1) ／ 1) 浄土真宗本
願寺派高善寺

14:20 ～ 15:40 ■セッション 2
座長：村木里志／九州大学大学院芸術工学研究院
2-1：バイノーラル録音された交差点サウドスケープに

17:10 ～ 17:30 表彰式・事務局連絡・閉会

おける予見情報の周波数特性，北村颯馬 1)，髙橋雄
三 2) ／ 1) 広島市立大学情報科学部，2) 広島市立大学大
学院情報科学研究科
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人間工学における科学コミュニケーションの実践
―ErgonomicThon ワークショップの開催と評価―
○山田泰行 1)、榎原 毅 2)
1) 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科，2) 名古屋市立大学大学院医学研究科
１．はじめに
学術団体が研究による社会貢献のレベルを最大化するためには，国民と研究者が楽しみながら科学情報を共有する科学コミ
ュニケーションの推進が不可欠である．科学コミュニケーションとは，科学に対する認識，楽しみ，興味，意見形成，理解を生む
ように，適切な技術，媒体，活動，対話を使うことの総称である(Burns TW, 2003)．国際的な学術団体や欧米の研究・教育機関で
は科学コミュニケーションのガイドラインを作成し，科学コミュニケーターの育成を推進するなど，そのアクティビティは高い．し
かしながら，国内では十分に普及していない現状にある(山田 他, 2018)．そこで著者らは，人間工学の研究知見を楽しみながら
発信するための科学コミュニケーションイベントとして｢ErgonomicThon(エルゴノミクソン)｣を企画した．これは｢Ergonomics｣と
｢marathon｣を組み合わせた造語であり，IT 分野で新たなプログラムやサービスを考案する催しである｢ハッカソン｣に倣ったもの
である．今回のエルゴノミクソンの目的は，｢どうすれば人は本気で非難するか？｣という課題に対してアイデアを出し合うプログ
ラムを通して，人間工学的視点と人間工学要素 4M(Man-Machine-Media-Management)の活用法を知ってもらうことである．本研
究は，エルゴノミクソンの参加者アンケートを集計した上で，人間工学が取り組むべき科学コミュニケーションの課題を考察する．
２．方法
2018 年 10 月 20 日(土)に日本人間工学会東海支部 2018 年研究大会の若手人材支援企画として｢ErgonomicThon ワークショッ
プに参加して人間工学のオープンイノベーション手法を学ぼう｣と題した科学コミュニケーションイベントを開催した．参加者は
19 名，見学者は 14 名であった．プログラムは表１の通りである．イベントの運営には科学コミュニケーションのガイドラインである
｢Science Communication; A practical guide for scientists｣を取り入れた．具体的には，参加者の学習効果を最大化するために学習
特性(Learning Preference)に対応した(表 2)．参加者アンケートでは満足度と期待するテーマについて回答を求めた．
３．結果と考察
アンケートの結果，｢興味度合い｣は 33 名(100%)が｢おもしろかった｣と回答し，｢アイデア創出｣は 29 名(87.9%)が｢勉強
になった｣と回答した．｢グループワーク｣では 27 名(81.8%)が｢刺激になった｣と回答した．本研究が踏襲した科学コミュ
ニケーションのガイドラインを人間工学にローカライズすることで，参加者の満足度をより高められる可能性がある．｢エ
ルゴノミクソンに期待するテーマ｣の回答は，
｢高齢者｣が18名(0.55%)，
｢安全｣が14名(0.42%)，
｢製品開発｣が12名(0.36%)，
｢市場調査｣が 9 名(0.27%)，｢教育｣が 9 名(0.27%)，｢労働衛生｣が 7 名(0.21%)，｢ヒューマン｣が 5 名(0.15%)，｢データ解
析｣が 5 名(0.15%)であった．人間工学の得意分野から科学コミュニケーションを展開する戦略も良策と考えられる．

表 2 科学コミュニケーションガイドラインに基づく学習特性への対応

表 1 プログラムの流れ（90 分）
時間(分)

学習特性

プログラム内容

Visual

0-5

ErgonomicThon の概要説明

5-15

テーマの説明・基礎講義

15-35

個人ワーク（アイデアの創出）

35-55

グループワーク（アイデアのブラッシュアップ）

55-70

グループ発表

70-90

総評・解説

学習特性への対応
概要説明・基礎講義でスライドを使用
スライドにインフォグラフィック・図・表を挿入

Aural

口頭説明で防災書籍を例示
グループ討議と発表を促す会場のデザイン

Read/write

個人・グルーフﾟでアイデアを記入(付箋・模造紙)
アイデアシートを配布(4M-人間特性ポートフォリオ)

Kinaesthetic

グループ討議による災害・避難体験の共有
グループ発表による災害・避難体験の共有
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主観・客観測定の違いによる身体不活動時間のバイアス評価
○榎原 毅 1)，東 凌平 2)，庄司直人 3)，松河剛司 4)，山田泰行 5)，栗原崇浩 1),
山田翔太 1)，山本孔次郎 1)，上島通浩 1)
1)名古屋市立大学大学院医学研究科，2)名古屋市立大学医学部，3)朝日大学保健医療学部
4)愛知工業大学情報科学部，5)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
１．はじめに
世界保健機関(WHO)の報告書“Global Health Risks”では，身体不活動は「身体活動・運動を日常的に行わないこと」と定義
し，主に「座りがちな状態」のことを指す．身体不活動は全世界の死亡リスクの 5.5％と推定され，高血圧（12.8％）や喫煙
（8.7％），高血糖（5.8％）と並んで，現代の第四の健康リスクとして位置づけている．Biswas らによるメタ解析は，座位時間は総
死亡，心血管疾患，Ⅱ型糖尿病と関連することを示しており，身体不活動を新たな健康リスクと位置づける研究が，近年注目
されている．
しかし，多くの既存の研究では，国際標準化身体活動質問票(IPAQ)のような主観的測定によるものに依存している．IPAQ
では座位時間を「During the last 7 days, how much time did you spend sitting on a week day?」のように時間を直接質問する方
法を採用しており，それは仕事・家庭でのテレビ視聴や読書，デスク座位時間などを包括的に回答している．想起しやすいイ
ベントのみが主観回答に反映されるリコールバイアスにより，一日における実際の総身体不活動を反映していない可能性も
ある．そこで，本研究では，日本人のオフィスワーカーと営業職を対象に，休日を含む連続 7 日間の主観的・客観的身体不活
動時間を計測・記録し，比較を行った．
２．方 法
20～40 代の日本人男性のオフィスワーカー・営業職各15 名の計30 人を対象とした．データ欠損のある 5 名をリスト毎除外
し，解析対象は 25～48 歳のオフィスワーカー14 名，営業職 11 名の計 25 名．身体不活動時間の計測には，学術研究用スマ
ホアプリ「MotionLogger ver.1.5」を用いた．このアプリをインストールしたスマホを就寝時以外，できるだけ胸ポケットなどに入
れて携帯してもらうことで，スマホに内蔵されているセンサーが得た情報を 5 秒ごとに収集することができる．本研究では，運
動強度 2Mets が歩行に該当するので歩数センサーの情報を用い，未歩行時間を客観的測定による身体不活動時間とした．
主観的測定は，アプリによる翌朝のアンケートで，前日にどのくらい身体不活動の時間があったと思うかを回答してもらった．
３．結果および考察
労働日においては，オフィスワーカーの客観身体不活動時間は 838.9 分／日，営業職は 761.5 分／日であった（睡眠
時間を除く）
．勤務時間に占める身体不活動時間の割合は両職種とも約 80%であった．一方，主観身体不活動時間はそ
れぞれオフィスワーカー： 330.0 分／日，営業職： 300.0 分と客観報告に比べ，いずれも約半分以下であった．また，
労働日よりも休日の方が両職種とも客観身体不活動時間は短くなる傾向を示した．また，Bland-altman 解析により，
主観身体不活動時間は客観時間に比べ低く見積もられるという固定誤差（系統バイアス）が示された．線形回帰モデル
の非標準化β係数は 0.21(95%CI:-0.19-0.61, p=0.29)となり，比例誤差は認められなかった．
４．結 論
身体不活動時間の主観報告は，客観測定よりも過小報告されるという系統バイアスがあることが示された．多くの主
観報告による知見により，身体的不活動の健康影響がこれまで明らかにされてきたが，その知見も過小評価されている
可能性がある．客観測定による身体不活動のエビデンスを統合し，健康リスクの推定を行うことが必要である．
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マリンスポーツにおけるバリアフリー
○ 中島 史朗 1）， 湯川 治敏 2)
1) 愛知大学地域政策学センター，2) 愛知大学地域政策学部
１．はじめに
日本のダイビング人口は 170 万人余りであり，障がい者や高齢者を含めた幅広い年齢層が楽しんでいるスポーツの 1 つであ
る。Tripp.et.al (1995) は､スポーツや身体活動を通した交流が信頼関係､平等意識の形成等から障がい者の社会的適応を促す
効果があることを指摘している．本研究は，沖縄及び奄美大島で実施されている障がい者マリンスポーツの事例を報告する．
２．方法・アルゴリズムなど
2018 年 8 月から 12 月にかけて沖縄県及び鹿児島県奄美大島において障がい者のマリンスポーツに関するヒヤリング及び
実態調査を実施した．
３．結果と考察
沖縄には日本バリアフリーダイビング協会の本部があり，1998 年から全国大会を毎年開催している．障がいの種類によ
ってはマウスピースを安定的に口にくわえ続けることが難しい場合も存在する．その際にはフルフェイスマスクを使用す
ることにより通常と同様の呼吸をする事が可能となっている．さらに，障がいを持つ方でも安全にセーリングが楽しめる
ようオーストラリアのクリス・ミッシェル氏が誰でも乗れるように考案したものがハンザクラスヨットである．特徴とし
てはセンターボードと呼ばれるヨットの安定性を保つおもりが小さい艇にもかかわらず非常に重く，転覆する可能性がほ
とんど無いこと．また，図 1（右）に示すようにコックピット後部の布シートに進行方向に正対して座った状態で操船出
来ることが大きな特徴である．これにより本来は全身の移動を伴う操船が座ったまま可能となるため障がい者ひとりでも
操船が可能になり，障がい者に大きな達成感を得られることが可能である．また，視覚障がい者が電波誘導により単独で
帆走するレースも実施されており，非常に広範囲にわたる障がいに対応したディンギーである．しかしながら，実際の乗
船，下船の際には多くのサポートが必要であり，施設・設備の充実と共に人的なサポート体制の充実が求められている．
４．まとめ
障がい者に身体活動の機会を提供しているマリンスポーツにおける支援は，普及のための環境整備的支援，金銭的支援
及び物理的支援にとどまらず，障がい者をサポートする人的支援の拡充が大きな問題である．
参考文献
1) Tripp, A., French, R., & Sherrill, C.: Contact theory and attitudes of children in physical education
programs toward peers with disabilities, Adapted Physical Activity Quarterly, 12(4): 323-332(1995).

図 1 エレベータ付きダイビング用ボート(左)とハンザクラスヨット(右)
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体性感覚版ホロプターに重力加速度が及ぼす影響
○ 永井 正太郎 1） 2）， 内海 章 2)， 山下 久仁子 3）， 岡田 明 1）
1) 大阪市立大学大学院生活科学研究科，2) 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所，
3) 大阪市立大学 研究支援課
１．はじめに
ヒトの空間知覚において物理量と感覚量の間にズレがあることが明らかとなっている[1]。さらに、筆者らが行った実験[2]より、
体性感覚を用いたポインティングにおいて、重力加速度方向の違いや体幹へのひねりが加わった状態ではズレの傾向が異な
ることが示唆された。本研究ではこの要因を明らかにするため、複数の重力加速度条件下でポインティング課題を行った。
２．実験方法
20-25 歳の学生、延べ 12 名を対象に以下の実験を行った。なお、本実験は大阪市立大学生活科学部・生活科学研究科倫理
委員会の承認のもと行われている（承認番号 18-37）。
重力加速度による影響を検討するため、立位状態で水平面へのポインティングを行う立位条件、そして立位条件と同様の位
置関係を異なる角度で行う伏臥位条件と 2 種類の横臥位条件(図 1)、合計 4 姿勢でポインティング実験を行った。参加者には原
点と原点から指定した長さ(15cm,25cm の 2 条件)の場所に角度を変えながら約 10-15 回、交互に右手でポインティングするよう
に指示した。視覚による影響を回避するため、実験はアイマスクを取り付けた状態で実施した。
３．分析方法
原点から参加者がポインティングを行った場所までの直線距離を分析対象とした。重力加速度による影響を検討するた
め原点から右側に伸びる直線を基準として、0°～90°、90°～180°に分割し、長さ条件ごとに「角度」と前述の「姿勢」
を要因とする繰り返しのある二元配置分散分析を行った。
４．結果と考察
15cm においては「姿勢」(F(3,289)=27.2, p<0.01)、
「角度」(F(1,289)=9.7, p<0.01)が主効果として確認され、25cm
においては「姿勢」(F(3,361)=35.4, p<0.01)が主効果として確認されたが、交互作用は見られなかった。図 2 に示すよ
うに 15cm では立位と比較して横臥位、伏臥位条件においてポインティング距離が短くなっている。重力加速度の方向と
の関連はみられないことから、ポインティング時の負荷そのものが距離知覚に影響しているものと考えられる。
参考文献
1) 大倉ら：人間の空間知覚特性，日本バーチャルリアリティ学会論文誌，9（1）
，pp.41-50（2004）
．
2) 永井ら：体性感覚版ホロプターに関する予備的検討，
電子情報通信学会技術研究報告.MVE，
118（211）
，
pp.49-52（2018）
．
謝辞
本研究は JSPS 科研費 JP17H01782 および JP16H02862 の一環として行われたものである。本研究の実施にあたり、ご指導いた
だきました須佐見憲史教授（近畿大学総合社会学部心理系専攻）に感謝いたします。

図 1 ポインティング課題時の姿勢の例（右横臥位）
図 2 姿勢毎のポインティング距離（15cm）
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足踏み動作の時間因子を用いた移動能力評価における年齢別標準値の作成
○ Minsoo KONG 1)，妻木翔太 1)，Jeewon CHOI 1)，Wen Liang YEOH 1)，LOH Ping Yeap 2)，村木里志 2）
1) 九州大学大学院芸術工学府，2) 九州大学大学院芸術工学研究院
１．はじめに
足踏み動作とは、立位姿勢からその場で左右交互に足部の挙上を行う動作であり、歩行動作と比較し省スペース性や簡便性
に優れた動作である。そのため足踏み動作は、歩行動作に変わる移動能力評価の手段として注目されている 1)。
先行研究 1)では、足踏み動作の時間因子の変動係数の増加に伴う加齢変化や移動能力（TUG）の低下が報告されており、これ
らの関係を用いて移動能力を評価できることが示唆されている。一方、この研究の被験者は 20 代と 70 代のみに限られている
が、足踏み動作を移動能力評価として確立するためには年齢別標準値が必要であると考えられる。
足踏み動作の測定を普及させるためには、測定の全体的な時間を短縮すること、自然な動作が行えること、少人数で測定がで
きることなどが望まれる。足踏み動作の時間因子を計測する方法としては三次元動作解析システムや Foot Switch、あるいは加
重の有無によって反応するマットなどがある。しかし、前者は身体に装置を装着することによって測定準備に多くの時間が必要
であり、後者は両足がそれぞれに決まっている領域の境界を超えてはいけなく、足元を気にする必要があり、不自然な動作を
起こす可能性がある。一方、前述した要求事項を満たす方法として台はかりの利用が考えられる。台はかりとは十分な広さを持
っていること、境界がないこと、装置の設置や測定が簡単であることから、足踏み動作の時間因子を測定する方法として優れて
いると考えられる。しかし台はかりを用いた測定法の場合、両足それぞれの接地、離地の判断が難しく、立脚期、遊脚期、両脚
支持期の分類を試みた研究は見当たらない。
そこで本研究では、足踏み運動の時間因子の年齢別標準値を作成するための前段階として、台はかりの課題である時間因子
の測定方法の確立を試みる。
２．方法
両足に Foot Switch を装着し、台はかりの上で足踏み動作を行う。台はかりの生データだけでは接地と離地の測定が困難であ
ることから、フィルターや Signal Transform を用いてデータを処理する。そして Foot Switch および台はかりを用いて測定した接
地と離地の誤差を比較することによって、台はかりを用いた時間因子の測定法が妥当であるかを検討する（図２）。
３．展望
台はかりによる時間因子の測定方法が確立でき次第、年齢別標準値の作成を行う予定である。
参考文献
1) 田中颯 他：足踏み動作と歩行動作における関係性の検討，人間工学 Supplement，53，pp.256-257 (2017)．

図 1 台はかり

図 2 台はかり、Foot Switch からの接地と離地の比較の例
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バイノーラル録音された交差点サウンドスケープにおける予見情報の周波数特性
○ 北村 颯馬 1）， 髙橋 雄三 2）
1) 広島市立大学情報科学部，2)広島市立大学大学院情報科学研究科
１．背景
日本での交通事故死者数は減少傾向にあり平成 29 年では過去最少となった 1)．しかし生活道路の事故の減少割合は小さく，
生活道路で最も多い事故類型は歩行者の場合は横断中，自転車の場合は出会い頭である 2)．以上より，生活道路交差点で起き
る交通事故は直接視界で接近対象が捉えられないことが原因であると考えられる．本研究では交通コンフリクト状態を未然に防
ぐ手掛かりとしての交差点サウンドスケープの周波数特性について，交通環境との関連と併せて検討することを目的とする．
２．実験概要・解析
先行研究 3)において H 市内の事故多発生活道路交差点を調査し,生活道路交差点付近の環境情報をバイノーラル録音され
た音響と映像を解析することで 2,500 Hz 帯の音響情報が車両を予見する音であると推定されたが，音源の実態は明らかにはな
らなかった．そこであらためて交差点サウンドスケープを調査し，車両が来なかった場合と来た場合の特徴を見つけるためスペ
クトル解析を行った．ヒヤリハット体験が多数報告されている H 市 M エリアにある 4 交差点を調査対象とした．測定は測定者に
対して交差点を中心に右・左方向からの車両の接近がある場合と，車両の接近がない場合の 3 パターンとした．車両が目の前
を通過する 15 秒前までの両耳の音響データを解析対象として，スペクトル解析を実施し周波数特性の変化について検討した．
３．結果と考察
車両が左方向から来た場合の左右の元々の音信号を図 1 に，図 1 の音信号をスペクトル解析した結果を図 2 に示す．得
られた結果から車両が来なかった場合に現れたピーク周波数帯域の幾つかが見られ，車両が来た場合ではピーク周波数が
ずれて観察された．また車両が来なかった場合に元々あったピーク周波数帯域が車両が来た場合には抑制される傾向も観
察された．ヒヤリハット多発交差点では視覚的には問題がなくてもサウンドスケープが車両によって変化し，車両を予見
させる情報が欠落する，もしくは混乱を招く原因があるのではと考えられる．
４．まとめ
今回のスペクトル解析で交差点におけるサウンドスケープの周波数特性の違いを得ることができたが，本研究では車両
が目の前を通過する 15 秒間で解析しているので，今後は解析区間 1 秒で解析する．また車の種類によってピーク周波数
帯域も変わってくると予測できるので映像を確認し車種の影響も検討する必要がある．
参考文献
1) 国土交通省：交通事故の現状 http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/pdf/2-2-1.pdf（2018.12）
．
2) 国土交通省：生活をとりまく環境 http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/life_road/pdf01/4.pdf（2018.12）
．
3) 安達勇樹，高橋雄三：危険回避行動を促すバイノーラル予見音解析手法の検討，日本人間工学会第 59 回大会予稿集，
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肥満の身体健康情報のリスク分析
○ 武山 祐樹 1）， 藤井 勝紀 1)， 糟谷 浩輔 1)， 可兒 勇樹 1)
1)

愛知工業大学大学院経営情報科学研究科

１．緒言
肥満に関する多くの知見では重度肥満者や中度肥満者を一括して扱っており，同じ肥満者として検証を行っているものが多
い．つまり，肥満の程度の違いによるリスクを明確に示した知見はあまり見当たらない．そこで本研究では，重度肥満と中度肥満
を分類し，健康に対するリスクを身体健康情報の経年的スパン標準化チャートから解析し，肥満の程度によるリスクを明確にする．
さらに，BMI の変動に伴う身体健康情報の傾向を判断することにより，明確に肥満によるリスクを分析することを目的とした．
２．方法
対象は 2008 年から 2016 年の健康な男子大学生（16122 名）を扱った．測定項目は身体健康情報である最高血圧，最低血圧，
骨密度，最大酸素摂取量を使用した．まず，対象の中から重度肥満（BMI≧30）と中度肥満（25≦BMI＜30）の者を抽出し，項目
ごとにウェーブレット補間法を用いて作成した経年的スパン標準化チャートに身体健康情報項目を適応した．そして，肥満の程
度によるリスクの違いがあるのかを検証した．次に，対象から BMI が 14 から 34 の者を，各 BMI 数値の 1 単位ごとに健康情報項
目の平均値を算出し，BMI の変動に基づく各項目の平均値の変化傾向を解析することで，肥満の程度によるリスクを分析した.
３．結果と考察
重度肥満者と中度肥満者の身体健康情報項目を比べた結果，最高血圧，最低血圧，最大酸素摂取量の項目では重度肥満者
が 0.5SD～1.5SD の間を推移しており肥満のネガティブな傾向を示した．それに対し中度肥満者では，0.5SD 付近を推移してお
り，標準体重の者よりはネガティブな傾向であったが，標準帯に近い傾向が示された．また，骨密度では重度肥満者と中度肥満
者ではどちらも標準帯に収まっており肥満のリスクは見られなかった．したがって，骨密度では肥満による影響は見られなかっ
たが，血圧系，最大酸素摂取量の項目では，肥満の程度によるリスクの違いがみられた．次に，BMI が 14 から 34 の者を 1 区切
りずつ抽出し，BMI の変動に伴う身体健康情報項目の傾向を見た結果，骨密度では，やはり BMI が 23 以降はあまり変化がない
が，肥満による影響は見られなかった．最高血圧は BMI の変動に伴い常に上昇傾向であり，最低血圧，最大酸素摂取量は BMI
が 20 付近から上昇傾向であることから，重度な肥満になるにつれより重大なリスクを負う傾向であることが分かる．
４．結論
本研究では，肥満を一括りとして扱うのではなく，肥満の中でも重度肥満と中度肥満を分類しリスク分析を行うことによって肥満
の程度によってリスクの違いがあることを明確にした．また，BMI の変動に伴う身体健康情報の傾向を見ることにより，中度肥満
から重度肥満者になるまでの身体健康情報の傾向が明確化された．やはり，重度の肥満になるにつれより重大なリスクを負うこ
とが分かった．また，項目によっては BMI の変動によって身体に与えるリスクが変わっており，今後，肥満のヘルスマネジメント
をするにあたっての指標となるのではないかと考えた．
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解析プロトコル：発達障害児を持つ母親への支援方策の実践と効果測定
○ 松木 太郎 1）， 大橋 圭 2）， 福原 里美 2)， 今枝 正行 2)， 宮地 泰士 2)， 浅井 朋子 2)， 山本 孔次郎 1），
榎原 毅 1）， 上島 通浩 1)
1) 名古屋市立大学大学院医学研究科 環境労働衛生学分野， 2) 名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野
１．はじめに
発達障害児の親への主な心理社会的支援としてはペアレント・トレーニングが挙げられるが，親の養育ストレスを必ずしも低減
するわけではないことなどの課題がある。こうした課題を補う心理社会的支援として考えられるのが，マインドフルネス・トレーニ
ングである。しかし，国内外の研究において，発達障害児の親がマインドフルネスの涵養によってどのような効果を得るかにつ
いて明らかにした臨床介入研究はほとんど行われていない。そこで本研究では，準ランダム化比較試験による臨床介入研究を
通して，親がマインドフルネスを涵養することによって，親や発達障害児（Autism spectrum disorder: ASD および Attention-deficit
hyperactivity disorder: ADHD）にもたらされるマインドフルネスの効果を解明することを目的とした解析プロトコルを作成する。
２．検討した研究・解析プロトコル
【目的(Primary)】： マインドフルネス・トレーニングの実施により，養育スタイル，実施者自身のメンタルヘルス，さらには，子の行
動面，情緒面，発達面などに対してもたらされる効果を測定
【目的(Secondary)】： ペアレント・トレーニングおよびマインドフルネス・トレーニングの各々が有する特徴の違いに着目すること
により，両トレーニングの長所を生かした支援方策のあり方を検討
【研究デザイン】： クロスオーバー型の準ランダム化比較試験．介入・対照条件を入れ替えて行う（8 週間×2 条件）。
【研究対象者】： 名古屋市立大学附属病院小児科を受診する ASD または ADHD と診断された（疑いを含む）未就学児の母親
約 40 名。内訳は，ペアレント・トレーニング（PT）→マインドフルネス・トレーニング(MT)群： 約 20 名， MT→PT 群: 約 20 名。
受診時に説明と同意取得を実施。割付は二重盲検法を予定。
【調査手続き】：継続のフォローアップおよび効果測定が可能なスマートフォン用アプリを開発し，研究参加者自身がこれを用い
て，自主的に各トレーニングを実施(8 週間×2 条件)。
【効果測定アウトカム】
トレーニング後の親の個人内変化を捉える指標として，①マインドフルネス，②養育スタイル，③抑うつ・不安傾向，④主観的幸
福感，などを測定する尺度を用いる。また，トレーニング後の子の個人内変化を捉える指標として，向社会性，多動・不注意，情
緒，行為，仲間関係の 5 つの側面から成る「子どもの強さと困難さアンケート」（Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ）を用
いる 1)。
【調整因子（交絡・統制要因）】：母親の年齢，子の年齢，母親の既往歴などを調整。
【統計解析】： PT 群および MT 群の各時点における各尺度得点の変化量を構造方程式モデリング(SEM)による潜在曲線モデル
で解析予定。
３．実施計画
2019 年 4 月～2019 年 12 月の期間で介入試験を実施予定。
参考文献
1) Goodman, R.：The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note.，J Child Psychol Psychiatry，38（5）
，頁
（pp.581-586）
（1997）
．
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企業女子スポーツ選手の初経遅延リスクマネジメント
○糟谷浩輔，藤井勝紀，可兒勇樹，武山祐樹 1)
1)愛知工業大学経営情報科学研究科
１．はじめに
企業に従事する女子アスリートにとっては仕事をこなしながら，仕事後に競技トレーニングを行うといったハードな生活を送っ
ていることは想像できるであろう．中でも女子アスリートにとって競技生活を送る中で月経と付き合いながら競技生活を送ることは
避けられないものである．能瀬（2017）は実際に月経関連疾患に悩む女子選手が多くいる中で，選手自身はもちろん，対応に悩
む指導者も多いとも述べており，このような問題がある限り事前の対策の必要性があると考える．そこで本研究では，企業に所属
する女子スポーツ選手に対してアンケート調査を実施し，初経年齢と月経状態を調査することによって初経遅延状況や月経状
態を把握し，企業女子スポーツ選手に対する初経指導や選手に見合ったトレーニングを行うことに繋げるための初経遅延リスク
マネジメントの提唱することを目的とした．
２．方法と対象
対象は，愛知県の某企業スポーツに所属する女子アスリート 58 名に対して(サッカー42 名，バスケットボール 16 名)アンケー
ト調査を行った．アンケート調査の内容は生年月日，小・中・高における運動実施状況について，月経状態に関する調査を行っ
た．月経状態に関する測定方法として Numerical Rating Scale（NRS)を使用し，月経周期，月経痛を調査した．
本研究における企業女子スポーツ選手に対する初経遅延判定について
本来であれば初経遅延を行う場合，成熟度の指標となる身長の MPV 年齢を基準とし，そこからの初経年齢とのズレをみること
で初経遅延判定を行っている．しかしながら，本研究においては身長の MPV 年齢を把握していないために，女子サッカー，女
子バスケットボールにおける初経年齢の統計値+0.5SD 値を初経遅延の可能性が高いと判断し，その値を仮定することによって
企業女子スポーツ選手における初経遅延判定を行った．
３．結果と考察
女子サッカーにおいては初経年齢が高い者で月経痛・月経困難症・月経不順・月経周期が高い（乱れる）者と低い（乱れがな
い）者に分かれる結果となった．本研究の収集したアンケート調査結果から，女子サッカーと女子バスケットボールにおいてトレ
ーニング回数とトレーニング時間に大きく異なる結果が示された．女子サッカー選手の方が小学時から高校時までのトレーニン
グ時間において，週に行う平均練習回数が約 3 日多く，一日の平均時間も 1 時間程度長く行っていることが示された．女子バス
ケットボールの本研究の対象 3 名の傾向としては初経年齢が高い者は月経痛・月経困難症・月経不順・月経周期が高く，精神
的・身体的に競技生活やトレーニングによる影響を受けやすいことが考えられる．
４．結論
企業に所属する女子アスリートまたはトレーニングコーチが，本研究によって検証された初経遅延から引き起こされる月経異
常の傾向を把握することで，実際に月経異常を引き起こしている選手に対してトレーニングの見直しや生活習慣の改善を促す
ための知識として役立てることが可能となった．今後はさらに多くの女子アスリートの初経遅延と月経状態を検証し，現

状として多くの女子アスリートが抱える問題としての世の中に浸透させるためにも，さらに警鐘を鳴らしていく必
要があると考える．
参考文献
1)

藤井勝紀:日本女子スポーツ選手における初経遅延の検証：ウェーブレット補間法による解析,体育学研究,（48）,(pp．523539)(2003).

2)

能瀬さやか：女子アスリート特有の健康問題 10 代の女子選手が抱える月経関連疾患，全国高体連ジャーナ
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チームスポーツにおける選手相互の協調行動ダイナミクスの定量的検討
○ 原 浩樹 1），髙橋 雄三 2）
1) 広島市立大学情報科学部，2) 広島市立大学情報科学研究科
１．はじめに
昨今リーダーシップ行動が支配型から奉仕型へと変化している．リーダーの行動が変化すればフォロワーの行動も変化しなけれ
ばならない．本研究ではフォロワー同士が結びつき，リーダーからの支援をもとに行動する協調的フォロワーシップ行動 1）に注目
し，フォロワーの行動がチームの目標に貢献できているか否かを判断するための指標の構築を目指す．本報告ではチームスポー
ツでの各選手の協調の程度やチームの得点パフォーマンスの優劣を定量的に評価できる指標について検討することを目的とする．
２．方法
本研究では 6 人制バレーボールをチームスポーツの例として採用した．分析は広島県内の H 高校の女子バレーボール部 12
人の選手による約 30 分間の紅白戦を対象とした．試合中の選手の床面二次元平面上の位置を Frame-DIASⅤ（DKH）を用いて 60
fps で算出し，コート上のネット（N 軸）とサイドライン（S 軸）を座標軸とし，各選手とボールの位置を，サーブを打つ瞬間から得点が
決まるまでの区間に分け，各チームがボールの所有権を保持していた時間帯（以下 Occ）毎に分割した．本報告では最初の得点
（以下，「得点１」）と５６点目（以下，「得点 56」）を分析対象とした．「得点１」は６個，「得点 56」は２個の Occ で構成されていた．Occ
毎に選手相互，選手とボール，チームの重心位置とボールとの間の相互相関関数（cross-correlation function）を算出し，Oｃｃ毎の
協調行動ダイナミクスについて定量的に検討した．
３．結果・考察
両チームの「得点 1」の５番目の Occ での相互相関パターンを図 1 の a に，
「得点 56」の１個目の Occ での相互相関パター
ンを図 1 の b に示す．
「得点 1」はＡチームの得点，
「得点 56」はＧチームの得点であった．分析の結果，得点したチームに
おいてボールと各選手の位置との間の相互相関係数が高くなる傾向が認められた．相互相関係数が高かったことから相手チ
ームよりも安定した集団行動をとっていたことが考えられ，その結果として次の攻撃・守備への準備が素早く整っていたと
考えられる．したがってチームとしての戦術の共有ができていたことが協調行動の誘発につながったものと考えられる．
４．まとめ
本報告では選手相互のコート上での位置，ボールの位置との間の相互相関関係から，選手相互の協調行動ダイナミクスに
ついて定量的に検討した．ボールと選手の相互相関関係だけでなく，選手相互の相互相関関係がチームの得点パフォーマン
スにつながる協調行動ダイナミクスを定量的に表している可能性が示唆された．
参考文献
1) 髙橋雄三，小川紗知：チームスポーツにおける協調的フォロワーシップ行動の定量的評価の試み，第 53 回人類動態学
会全国大会抄録集，pp.25-26（2018）.
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図 1：ボールと選手の位置の相関関係（左：Ａチーム，右：Ｇチーム）
選手番号

S軸で|0.8|以上の相互相関係数

N軸で|0.8|以上の相互相関係数
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日本における身長の経年的変動に基づくベルクマンの法則の適用可能性を探る
○可兒勇樹 1）2），藤井勝紀 1），糟谷浩輔 1），武山祐樹 1）
1) 愛知工業大学大学院経営情報科学研究科，2）東海学院大学短期大学部
１．緒 言
文部科学省から公表されている「学校保健統計調査」によると、17 歳時の男子の平均身長の年次推移を見てみると，1900 年度
からの 50 年間で 157.9cm から 161.8cm と 3.9cm の伸びに対し，1950 年度から 2016 年度の 66 年間では，161.8cm から 170.7cm
と 8.9cm と倍以上伸びた．しかし，1982 年度に 170.1cm と 170cm を突破した後，約 30 年間は横ばいで推移している．そこで本
研究は，人的環境を受けたと考えられる高度経済成長期からその後の停滞期に焦点を当て， 65 年間の身長の推移に対してウ
ェーブレット補間モデルを適用し，日本における身長の経年的推移を平均化し，その統計値から経年的推移標準化チャートを
構築する．その評価チャートに 47 都道府県の身長の経年的推移を当てはめ，経年的推移の評価を導く．これによって，各県の
経済成長を考慮しながら身長の経年的変動分布に対してベルクマンの法則を適用する．ベルクマンの法則（Bergmann’s rule）
(植原，1974)とは，Bergmann (1847)が発表した理論で，「恒温動物においては，同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体重
が大きく，近縁な種間では大型の種ほど寒冷な地域に生息する．」という法則である．
２．方法
本研究において，対象は文部科学省から公表されている学校保健統計調査から，1955 年度から 2010 年度まで 5 年刻みの都
道府県別の高校 3 年生（17 歳）の男子の平均身長発育データを使用した．解析手法は，平均身長発育データを 5 年刻みでウェ
ーブレット補間モデルを適用し，身長の経年変動曲線を導く．全都道府県の身長の平均値±0.5SD および±1.5SD の標準偏差
値に対してウェーブレット補間モデルを適用し，身長の経年変化に基づく経年的推移標準化チャートを構築する．構築された
経年的推移標準化チャートに同年度の都道府県別の平均身長発育データを当てはめ，実際の評価を行う．
３．結果
本研究で提唱した身長の経年的推移標準化チャートを 47 都道府県の身長の経年的推移に適用した結果，1955 年から
2010 年までの約 55 年間のスパンの身長変化から判断すると，日本における寒冷地域である東北・北陸地方と温暖地域で
ある四国・九州地方の県の身長推移の評価が把握できる．つまり，ベルクマンの法則に関係していると考えられる．
４．考察
本研究において，東北・北陸地方である秋田県，富山県など多くの県では 1975 年以前は標準帯及びやや低い評価帯か
ら 1975 年頃からは高い及びやや高い帯へ移行し，その後も同評価帯を推移する傾向を示した．この移行は高度経済成長
という社会経済状況による影響が推測される．しかし，Fujii(1998)の知見によれば，時代的推移における差違と同質の
要因を有しており，その国の経済的成長要因と深く関わっていると指摘した．つまり，生活環境やインフラ整備が進むほ
ど身体発育も促進化され，その結果，地域的差違が狭まる構図を示す．また，横家(2010)が栄養素摂取量やバランスが地
域均一化したため気候などの環境要因による地域差が表面化した．と述べている．つまり，このような状況を考慮すると
評価帯が上がったのちそのまま高い身長を推移している要因としてベルクマンの法則が都合よく説明することができる
のではないかと推測できる．科学的には検証できないが，教育的な説明は成り立つのではないだろうか．もちろん今後は
ベルクマンの法則が科学的に検証されることが望まれる．
５．引用文献
1）Bergmann C ：Über die Verhältnisse der Wärmeökonomie der Thiere zu ihrer Grösse. Göttingen(1847).
2）Fujii, K：A scientific approach to growth and development –Physical information science for growth and
development & health， Sankeisha, Nagoya(2006).
3）森地茂：
「国土の未来」
，日本経済新聞社，pp.507-511(2005).
4）
「学校保健統計調査」(2015) http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chosa05/hoken/kekka/k_detail/1365985.htm
(2018.10).
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ヨーロッパにおける身長の時代的変動とベルクマンの法則
○ 藤井勝紀 1)
1) 愛知工業大学大学院経営情報科学研究科
１．緒 言
ベルクマンの法則（Bergmann’s rule）(植原，1974)とは，Bergmann (1847)が発表した理論で，「恒温動物においては，同じ種で
も寒冷な地域に生息するものほど体重が大きく，近縁な種間では大型の種ほど寒冷な地域に生息する．」という法則である．つ
まり，寒冷地域に生息する動物は温暖な地域に生息する動物よりも体形が大きいということである．ベルクマンの法則がヒトの進
化に直接適用できるかというと，それに関しては，森本ら(2015)は問題が多いことを指摘しており，よくアレンの法則（Allen, 1877：
寒冷地の動物は身体の凹凸が少ないという理論）と一緒に論じることが妥当としている．いずれにせよ，ベルクマンの法則を近
年のヒトに適用しようとしても，民族，経済発展，その国の人的環境等の問題があり，身長を代表とする身体の大きさは自然環境
の影響だけでは判断できない．そこで，ヨーロッパ圏において，19 世紀から近年に至る 150 年間の身長の歴史的推移に対して
ウェーブレット補間モデルを適用し，ヨーロッパ圏における各国身長の経年的推移を平均化し，その統計値から経年的推移評
価チャートを構築する．その評価チャートに各国身長の経年的推移を当てはめ，経年的推移の評価を導く．これによって，各国
の経済成長を考慮しながら身長の経年的推移分布に対してベルクマンの法則を適用する．
２．方法
本研究において，対象は OECD（Organization for Economic Cooperation and Development：経済協力開発機構, URL:
https://www.clio-infra.eu/data/Height_Compact.xlsx）による統計結果から，ヨーロッパにおける身長の 1820 年から 1980 年まで
の経年的推移データを得た．このデータから年代を 1850 年から 1980 年に限定し，データが揃っていたチェコ(Czech Republic)・
デンマーク(Denmark)・フランス(France)・ドイツ(Germany)・イタリア(Italy)・オランダ(Netherlands)・ノルウェー(Norway)・スウェーデ
ン(Sweden)・ポルトガル(Portugal)・スペイン(Spain)・イギリス(United Kingdom)の 11 か国男女平均の身長データを使用した．
解析手法は，ウェーブレット補間モデル(Wavelet Interpolation Model：WIM)を使用し，この手法は，与えられた発育データから
真の発育曲線を近似的に記述するためのものである．そのため，データとデータをウェーブレット関数によって補間し，発育現
量値曲線を描き，その描かれた現量値曲線を微分して得られた発育速度曲線から思春期最大発育速度(MPV：maximum peak
velocity)年齢を特定する方法である．
３．結果
本研究で提唱した身長の経年的推移標準化チャートをヨーロッパにおける各国の身長の経年的推移に適用した結果，
1860 年から 1980 年までの約 120 年間のスパンの身長変化から判断すると，明確にヨーロッパにおける北方，南方，中間
に位置する国の身長推移の評価が把握できる．つまり，ベルクマンの法則が都合よく説明することができるのである．し
かしながら，ベルクマンの法則の科学的な検証は今後にゆだねられることになろう．
４．考察
本研究において，北方のスウェーデン，ノルウェー，デンマーク，オランダは身長が高く推移しているが，スウェーデ
ンとノルウェーは 1860 年頃が高く，1930 年頃からはやや高い帯で推移する類似した傾向を示した．一方，オランダ，デ
ンマークは前者の両国とは異なり，1860 年頃は標準帯で，1930 年頃からやや高いから高い帯へ推移している．この傾向
はベルクマンの法則が適用されるより，これら両国の人的環境による影響が推測できる．つまり，第二次世界大戦後の社
会経済状況によるプチ進化ではないだろうか．いずれにせよ，ベルクマンの法則がヒトの身長の経年的推移傾向に完全に
適用できたわけではなく，都合よく当てはまっているといえる．科学的には検証できないが，教育的な説明は成り立つの
ではないだろうか．そうであればベルクマンの法則の教育的生産性は意義があると考えられる．もちろん今後はベルクマ
ンの法則やアレンの法則が科学的に検証されることが望まれる．
５．引用文献
Bergmann C (1847) Über die Verhältnisse der Wärmeökonomie der Thiere zu ihrer Grösse. Göttingen
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現代社会における生きづらさの模索と仏教の役割
～思春期・若者支援コーディネーター養成研修会からのアンケート分析～
○ 武田 正文
1) 浄土真宗本願寺派高善寺
１．はじめに
2500 年前にはじまった仏教は、それぞれの時代において様々な役割を果たしてきた。医療や教育、行政的機能を果たしたり、
公共事業のようなことを行ったりしてきた。社会の「生きづらさ」に合わせて様々な活動を行い、仏教の思想をベースに人々のた
めになる活動を模索し続けてきた。しかし、近年、葬式仏教と言われるように儀礼のみを行い、人々の「生きづらさ」に寄り添って
いないという批判の声も少なくない。こうした現状のなか、日本仏教の各宗派では様々な取り組みが始まっている。
本発表では、浄土真宗本願寺派が現代社会における「生きづらさ」に向き合っていく活動に焦点を当てる。思春期・若者支援コ
ーディネーター養成研修会では、これまで仏教と関わりの少なかった世代の「生きづらさ」を学び、現代社会における仏教の役
割について新たな方向性を見出すことを目的としている。現代における仏教の活動の変遷を実証的に検証することは、大きな
時代の流れにおける人類の活動の変遷を描き出すことに繋がるのではないだろうか。
２．方法
思春期・若者支援コーディネーター養成研修会は、セクシャリティやデート DV,性暴力、HIV、AV、カウンセリング、依存、カル
トなどの時代の流れを反映し、かつこの世代に重要なテーマを岩室紳也（泌尿器科医）、松本俊彦（精神科医）の監修により講義
内容が設定された。3回の研修の終了後にアンケートを実施した。アンケート項目を集計し、自由記述についてはテキストマイニ
ングを用いて分析を行った。
３．結果と考察
参加者の興味の高いプログラムは「自死、自傷、カルト」であり、満足度は「自死、自傷」に加え「思春期の生と性」
「性暴力と被害者支援」が高くなっており、性に関する話題の満足度が高かった。思春期でイメージする単語の変化につ
いて初回を図.１、最終回を図．２に示した。初回では年代や不安定さ、恋愛といったイメージとして持っていたが、最
終回には性や暴力など具体的なイメージに変化していることがうかがわれた。僧侶やお寺が取り組むべき課題としては
「相談」
「人とのつながり」
「お寺の雰囲気」が高く、研修を重ねるごとに「法話」への関心が高まっていた。
以上の結果から、研修会を通して「現代社会の生きづらさ」への理解が深まり、そのイメージを具体的に抱くことがで
きるようになったことが明らかとなった。一方、自分に対応できるのだろうかという不安を同時に持っているが、研修が
深まると、改めて「法話」などの仏教の教えに立ち返っていることが分かる。
仏教の長い歴史のなかでは、このように社会に目を向け、不安を抱えながらも教えに立ち返りながら仏教の役割を模索
し続けてきたものと考えられる。現代社会における仏教の展開について今後も実証的な研究を続けていきたい。
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第 43 回 人類働態学会西日本地方会 報告
髙橋雄三
（広島市立大学大学院情報科学研究科）
第 43 回人類働態学会西日本地方会 大会長
2018 年 12 月 22 日（土）広島市立大学サテライトキャンパスにて第 43 回西日本地方会を開催しました．本地方
会では 13 件の研究発表が行われ，20 名を超える参加者による活発な議論が行われました．12 月 22 日という年末
の忙しい時期であるにも関わらず，東は千葉県から西は福岡県まで，広範囲にわたる地域から演題登録をいただ
き，厚く御礼申し上げます．
今回の地方会では学生による 8 件の研究発表が行われ，卒業論文にまとめる直前の研究から学位論文をまと
める直前の研究まで，人類働態学を取り囲む最前線の研究発表に触れることができました．
地方会の存在意義として「学生のための研究発表の場」を強調される方が多いですが，発表する側は真剣勝負
で発表しているのですから，聞く側も，質問する側も真剣勝負で臨む必要があります．今回，遠くから駆けつけてく
ださった先生方からの質問は，研究デザインの根幹に関わる質問や選択した研究手法に関する疑問，そして，結
果の解釈や結論までの道筋に関する質問が行われ，発表した学生たちには所属する研究室でのゼミ発表では得
ることのできない，貴重な質疑応答が行われたものと確信しております．今後も地方会での発表が今回のような丁
丁発止の真剣勝負で行われる場になることを期待しております．
さらに今回の地方会は現職研究者による発表も多岐にわたっており，プロ同士の有益な情報交換・情報収集
の場であったと確信しております．“ErgonomicThon”というあらたなコミュニケーション・ツールの有用性に関する報
告から始まり，最後は人類の進化の反動で生じる“生きづらさ”という問題を宗教とサイエンスの融合で解決するあら
たな試みに関する報告で終了しました．
現在，西日本地方会は開催時期の問題や会員の減少にともなう演題数の減少など，さまざまな問題を抱えて
おります．しかし，今回の地方会を開催させていただいたことを通じて，地方会がアカデミック・ソサエティの開催す
る「研究発表の場」としての機能を重視し，さらにその機能を拡充していくことこそが，若い研究者たちの支援につ
ながるだけでなく，地方会の活性化や人類働態学領域の研究の拡大・拡充につながるものと確信しました．
「地方会は学生が発表すれば良い」というスタンスでは，地方会は維持できません．まず現職研究者が地方会に
参加すること，そして，真摯に若手の研究発表と向き合い，質疑応答に臨むことこそが，地方会活性化の第一歩だ
と思います．

学会発表の様子（12 月 22 日）
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会場からの質疑の様子（左の写真），
優秀発表賞受賞者（右の写真）左から永井さん，高橋先生（大会長），原さん

優秀発表賞 受賞者の声
原浩樹
永井正太郎

（広島市立大学情報科学部）

（大阪市立大学大学院生活科学研究科）
この度は，若手優秀発表賞をいただいたこと大変嬉
この度は人類働態学会第 43 回西日本地方会にお

しく思います．自分の研究ならび発表が評価され，こ

いて若手優秀発表賞をいただきありがとうございます．

の学会に向けて努力したことが結果に表れ非常に嬉し

今回発表を行った体性感覚版ホロプターの実験は当

い限りです．地元である広島という地で開催されその

初，手でポインティングを行う位置が加速度条件によっ

場で受賞できたこともあり感無量です．これを励みに自

て影響を受けるのかどうかという疑問から始まりました．

身の研究をより進め，今回以上の発表ができるよう精

しかし，様々な加速度条件を実験条件として準備する

進していく所存です．

というのは難しく，まずは重力加速度が異なる条件で

そして，この学会で多くの先生方の発表があり，私

実験を行うことにしました．そして，その条件を充実さ

の見識を広げる機会を得ることができました．特に私の

せたうえで比較を行ったのが今回の研究発表でした．

印象に強く残っている発表は可兒先生の「日本におけ

条件の種類が多く結果や考察の分量も増えたことから，

る身長の経年的変動に基づくベルクマンの法則の適

原稿 1 ページ，発表時間 14 分で十分に内容が伝わる

用可能性を探る」，藤井先生の「ヨーロッパにおける身

か心配でしたが，受賞に結びついたことをうれしく思い

長の時代的変動とベルクマンの法則」，そして武田先

ます．

生の「現代社会における生きづらさの模索と仏教の役

人類働態学会に参加したことで高橋雄三先生（広

割～思春期・若者支援コーディネーター養成研修会

島市立大学大学院情報科学研究科），池上徹先生

からのアンケート分析～」です．第 47 回人類働態学会

（大原記念労働科学研究所）をはじめとした様々な分

東日本地方会での藤井先生の「Scammon の発育曲線

野の先生方から有益なアドバイスをいただくことができ

から Fujimmon の発育曲線へ」を拝聴したこともあり，今

ました．今後の実験計画にぜひ反映させていきたいと

回の学会での藤井先生・可兒先生の発表は人間およ

思います．

び動物の発育の傾向を把握することのできる興味深い

最後になりましたが，これまで実験に協力をしていた

発表だと感じました．武田先生の発表では，仏教の活

だいた皆様，そしてこの実験を始めるきっかけとなるホ

動にも私たちのイメージからあまり想像できない活動を

ロプターについて教えていただいた近畿大学総合社

していることを知る機会となり，思春期を迎えた若者と

会学部須佐見憲史先生に深く感謝いたします．

の関わりを具体的に示していたと感じました．私たちが
思う支援と，若者が求めている支援のズレをしっかりと
認識することができました．

- 91-

事務局から
人類働態学会会報
バックナンバーと製本版販売のご案内

人類働態学会の「働態研究の方法」を販売し
ています

◆人類働態学会会報の第 1 号(1970 年 9 月 1 日)か

人類働態学会会員の最近

ら第 77 号(2000 年 6 月 1 日)までを 1 冊にまとめた製

の成果をまとめた「働態研究

本版を、よりお求めやすい安価にて提供しています。

の方法」が学会創立 40 周年

研究会時代から会員の議論の場として、また情報交

の機会に合わせて出来上が

換の場として活用されてきた会報の貴重なバックナン

りました。すでに会員の皆様

バーを一括してそろえるチャンスです。第 1 回からの人

にはお手元に届いているこ

類働態学会大

とでしょう。幸いに多くの会

会開催一覧もつ

員からご投稿いただき、102

いております。

編が収録されています。人の働態をとらえる視点を俯

価格：25,000 円

瞰するよい冊子となりました。

↓

働態をみる視点の広がりと深みは、この本の 4 章の

6,000 円

区分けにもよく現れています。集まった投稿を反映して、

（税・送料込み）

この 4 章は、「生活の構造をみる」、「働態を観測する」、
「生活働態を調べる」、「改善を支える」に分けられてい
ます。内容は多岐にわたりますが、研究視点の拠りど
ころと方法の工夫や展開ぶりを知るのに役立つ研究方

◆人類働態学会会報の第 78 号(2000 年 9 月 1 日)
から第 95 号(2011 年 11 月 4 日)は通常版(冊子)です。
価格：1,000 円(税込み・送料別)

法コンテンツ集となっています。
本書は、人類働態学会の研究動向をお互いに知って、
深みのある示唆と手がかりを共有する目的で企画され

※送料は冊数によります。実費のご負担をお願いしま

ました。その目的にそった刊行ができたことを喜んでい

す。個人で、研究室で、図書館等で、ぜひご購入くださ

ます。随所に目を通されて、大いに活用してくださるよう、

い。

編集ワーキンググループ一同心から願っています。
人類働態学会「働態研究の方法」編集

申込方法：

ワーキンググループから

（小木和孝 記）

メール(secretariat@humanergology.com)で「送り先」
をお知らせください。

「働態研究の方法」の購入方法

お送りする際に振替用紙を入れさせていただきま

◆E-mail にてお申し込みください。代金の振込用紙を

す。

お送りします。入金の確認後、「働態研究の方法」を

※公費でのご購入など、必要書類がある場合はお

お送りします（振込受領書をもって領収書とさせてい

問い合わせください。

ただきます）。
※E-mail

secretariat@humanergology.com

人類働態学会事務局(http://www.humanergology.com)

（事務局代表）へ、

〒169-0073 東京都新宿区百人町 3-23-1
桜美林大学内

公益財団法人大原記念労働科学
研究所内（担当：鈴木）

TEL: 03-6447-1331 FAX: 03-6447-1436

①購入者名 ②冊数 ③送付先 ④電話番号
を明記してください。
◆1 冊 2,000 円(税込み・送料別)です。
◆送料は購入者でご負担ください。冊数により異なりま

E-mail secretariat@humanergology.com（事務局）
entry@humanergology.com (入退会専用)

すのでお問い合わせください。
※送料の例 1 冊なら『レターパックライト』でお届け
→ 送料 360 円(全国一律)

＊お問い合わせは極力メールでお願い致します。

◆購入にあたり、ご所属先等で所定の書式がある場合
や別途領収書が必要な場合は、お申し出ください。
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編集（委員長）後記
先日、ある書類に「令和 31 年」と記載されている書類
を見かけました。それは、「令和」という言葉が、ようやく
耳や身体全体に、自然と馴染んできたと感じ、PC でも
一発変換できるようになった、ある日のこ とでした。

さて、令和になって最初の記念すべき全国大会は、日
本女子体育大学で開催されます。開催に向けてご尽
力くださっています大会関係者の皆さま、発表者の皆
さま、どうぞ、よろしくお願いいたします。（岩浅 巧）

JHE
論文原稿募集中
人類働態学会の英文機関紙 Journal of Human Ergology では、新規投稿論文を募集しています。論文の形式は
Original papers または Communications の 2 種類があります。原稿の投稿要領の詳細については、本誌掲載の
投稿規定をご覧ください。
原稿ファイルは、メールに添付してつぎの投稿受付アドレスまでお送りください。jhe@humanergology.com
(JHE 編集委員長)
編集委員会では、6 月と 12 月の年 2 号の定期刊行継続を目指しています。正常な定期刊行を維持していくため
に、会員の皆様からの積極的なご投稿をお待ちしています。とくに若い会員からの投稿を期待しております。本学
会の全国大会や地方会で発表した内容をまとめて発表する場として JHE を活用していただきたいと思います。まず
は学会発表の内容を短くまとめた Communications に挑戦してみてはいかがでしょうか。この形式では、含まれる図
表は 1-2 個が目安となります。投稿論文の受付、査読、受理までの一連の手続きの短縮化を図り、できるだけ早く
掲載するように努めます。
なお、本学会大会、地方会で発表された優秀な研究に対しては、個別に投稿を依頼する場合があります。その
折にはよろしくお願いいたします。
（JHE 編集委員会 〔編集委員長 下田政博〕）
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