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人類働態学会 事務局
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
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第４８回人類働態学会東日本地方会
抄録

2019 年 11 月 10 日（日）
電気通信大学 創立 80 周年記念会館 3 階フォーラム
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第 48 回人類働態学会東日本地方会のご案内
第 48 回人類働態学会東日本地方会を下記のとおり開催いたします。多くの会員および関係の皆様のご参加をお
願い申し上げます。

期日：2019 年 11 月 10 日（日）

発表機器はプロジェクターになります。接続ケー

会場：電気通信大学 創立 80 周年記念会館 3 階

ブルは Mini D-sub15 ピンです。

（東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1）

プロジェクターの解像度は、XGA（1024×768）対

http://www.uec.ac.jp/about/profile/access/

応となっています。

大会長，事務局：水戸和幸（電気通信大学）

発表用 PC は発表者各位でご用意頂くか、事務

Tel: 042-443-5554

局で準備した PC（OS は Windows 10 、プレゼン

E-mail: east-hes@human.inf.uec.ac.jp

ソフトは Microsoft Power Point 2013）をご利用下

参加費（当日支払いのみ）：

さい。発表者は発表前のセッション開始までに PC

会員：1,000 円

等の動作確認を行って下さい。

非会員：2,000 円

休憩・昼食

学生： 無料

休憩・食事には、会場をご利用下さい。なお、今回は
お弁当の予約受付を行っておりません。会場周辺のコ

大会の時間構成
9:30～10:20

ンビニエンスストア、飲食店をご利用下さい。

受付

アクセスについて

10:20～10:30

開会の挨拶

10:30～12:10

一般発表・セッション 1

京王線調布駅下車徒歩５分（新宿から京王線特

12:10～13:40

昼食／理事会

急で２駅１５分）

13:40～15:20

一般発表・セッション 2

JR 中央線の吉祥寺駅、三鷹駅、武蔵境駅の各駅

15:20～15:40

事務局連絡，表彰式，閉会

から調布駅北口行きのバス（京王バス、小田急バ
ス）も出ております。

発表に関して
発表時間は 14 分、質疑応答 5 分、入替 1 分の
計 20 分です。
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周辺地図および構内案内図
会場の建物は「東地区」にございます。

3 階フォーラム
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第 48 回人類働態学会東日本地方会プログラム
9:30～10:20

■ 受付

10:20～10:30

■ 開会・大会長挨拶

10:30～12:10

■ セッション 1

○鰐部 大貴 1)，海老根 菜々子 1)，加藤 天音

座長：水戸和幸／電気通信大学

1)，佐々木 雄也 1)，吉田 圭吾 1)，菅野 航也 2)，

13:40～15:20

■ セッション 2
座長：髙橋雄三／広島市立大学

2-1 スポーツ観戦意欲に関する研究

1-1 マトリクス表面筋電図による運動単位活動の空

杉浦 貴紀 2)，水野 基樹 1) 2) ／1) 順天堂大学ス

間分布に関する研究

ポーツ健康科学部，2)順天堂大学大学院スポーツ健

○細井 駿平，白井 礼，水野 統太，板倉 直明，

康科学研究科

水戸 和幸 ／電気通信大学情報理工学研究科

2-2 公立小学校教員のインクルーシブ体育授業にお

1-2 ワイヤレス式足底圧センサーを用いた歩行分析

ける教員の態度に関する研究

システムの開発

○杉浦 貴紀 1)，渡邉 貴裕 1) 2)，岩浅 巧 2），

○河内 仁志 1)，渡部 祥輝 1) 2)，水野 統太 1)，

水野 基樹 1) 2) ／1)順天堂大学大学院スポーツ健

板倉 直明 1)，水戸 和幸 1) ／1)電気通信大学情

康科学研究科, 2)順天堂大学スポーツ健康科学部

報理工学研究科，2)東京工科大学保健医療学部

2-3 Mintzberg 理論を用いた大学野球部の学生コーチ

1-3 免許返納高齢者の移動における自転車活用の

に関するナラティブ分析

あり方

○菅野 航也 1)，岩浅 巧 2），芳地 泰幸 3），

○御子柴 慶治 1)，内海 潤 2)，楠田 悦子 3)，

水野 基樹１） 2） ／1)順天堂大学大学院，2）順天

鴇田 修一 4)，三石 茂樹 5) ／1)日本自転車文化

堂大学，3)日本女子体育大学

協会, 2)ＮＰＯ法人自転車活用推進研究会, 3)モビリテ
ィジャーナリスト, 4)早稲田大学総合研究機構システム

2-4 大学生アスリートにおける学内健康管理施設の
利用を阻害・促進する要因

競争力研究所, 5)矢野経済研究所

○中村 美幸 1) 2)，川田 裕次郎 3)，山口 慎史

1-4 独立成分分析を用いた重心動揺に含まれる視覚

2)，広沢 正孝 1) 3)，柴田 展人 1) 2) 3) ／1)順

性立ち直り反射成分抽出の試み

天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科, 2)順天堂

○髙橋 雄三 ／広島市立大学大学院情報科学研

大学 スポーツ健康医科学研究所

究科

2-5 精神科看護師の就業継続意向と職務満足の関

1-5 ラグビーチームの組織変革におけるコア・バリュ

連性

ーとメンバーの相互作用

○林 英範１）, 岩浅 巧 1)2), 新井 由美 1),

○庄司 直人 1)，水野 基樹 2) ／1)朝日大学保

杉浦 貴則 1), 吉岡 貴美代 3), 會田 秀子 4),

健医療学部，2)順天堂大学スポーツ健康科学部

水野 基樹 1),2) ／1)順天堂大学スポーツ健康科学
研究科，2)順天堂大学スポーツ健康科学部，3)首都医

12:10～13:40

校，4)順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

昼食 ・
理事会（創立 80 周年記念会館 2 階）

15:20～15:40
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事務局連絡，表彰式，閉会

マトリクス表面筋電図による運動単位活動の空間分布に関する研究
○細井駿平，白井礼，水野統太，板倉直明，水戸和幸
電気通信大学 情報理工学研究科
ーラップ 50％，hamming 窓関数，周波数帯域は 10-

１．はじめに
筋収縮のメカニズムとして，一つの運動ニューロンか
ら生じた神経軸索を通じて筋線維へと信号が送られる
ことによって筋収縮が行われる．ここで，1 つの運動ニ

250Hz，解析区間 4 秒間とした．解析区間 4 秒間に対
して 100 ポイント(48.82ms)おきに RMS，遅延時間を 81
区間分算出した．

ューロンとそれに支配される筋線維群を運動単位と呼
ぶ．一般的に表面筋電図(sEMG)による筋機能評価で
は，1 対のみの電極を用いた計測方法や，電極を直線
状に並べたアレイ電極を用いた計測方法が利用され
ており，振幅情報，周波数情報等から筋機能評価を行
っている[1][2]．しかし，従来の報告では単一筋におけ
る筋の一部分のみの信号を計測，評価しており，筋線
維ごとの筋活動のふるまいは明らかになっていない．

図 1：実験概要図

筋線維は遅筋線維と速筋線維の 2 種類があり，発揮筋
力によってその動員パターンも異なるため、筋の一か
所ではなく，筋全体で測定することが重要である．
そこで本研究は，単一筋全体を測定できるマトリクス
電極を用いて，運動単位活動の空間分布を解明する
ことを目的とし実験を行った．

３．結果と考察
結果の一例として，被験者 A における 20，80%MVC 時
の RMS，MDF，遅延時間の平均と標準偏差を図 2～
図 4 に示す．
発揮筋力の増加に伴ってすべての部位で RMS，

２．実験方法

MDF が増加し，遅延時間が減少する傾向が見られ，こ

２－１．実験手順

れは従来の報告と一致する[1]．この要因としては筋発

被験者は健常成人男性 7 名(23±0.8 歳)とし，被験
筋を上腕二頭筋として実験を行った．被験者には座位

揮の増加に伴い運動単位の動員数が増加し，さらに
速筋線維の活動割合が高くなったことが挙げられる．

の状態でディスプレイに表示される発揮筋力を確認さ

各チャンネルに注目した際，6-7ch では RMS の平均

せながらロードセルを用いて等尺性収縮運動を行わ

と標準偏差が低く，MDF の値が高く，遅延時間の平均

せた．発揮筋力は最大発揮筋力（MVC）における 20%，

が低く標準偏差が高かった．信号の伝播を見るために

40%，60%，80%MVC とし，各条件において 7 秒間維持

相互相関係数を用いた結果，6-7ch で平均が低く標準

させた．

偏差が高かったため，6-7ch での各指標の値には神経
支配帯が影響していることが挙げられる．また，RMS，

２－２．信号計測
マトリクス電極は図 1 で示す 5 列×11ch で構成され
る OT-Bioelettronica 製 ELSCH064NM2 IED を使用
した．電極の長辺を上腕二頭筋の筋線維方向に沿わ
せ設置し，接地電極(アース)は左右の鎖骨に設置した．
周波数帯域 10~1000Hz，増幅率 1000 倍，サンプリン
グ周波数 2048Hz として sEMG を計測した

MDF，遅延時間で特に row5 において近位側(1,2ch)の
方が遠位側(10,11ch)より低い値を有しており，これは
近位側が筋末端に近いことが要因として挙げられる[2]．
列ごとにおける各指標の値に注目した際，RMS，
MDF，において row1 が最も値が高くそこから離れるほ
ど低くなり，row5 が最も低くなった．列ごとにおける遅
延時間では有意な差は見られなかった．また RMS，遅

２－３．解析方法

延時間において内側の方が外側よりも標準偏差が低

筋発揮 7 秒間のうちの安定した 4 秒間を信号の解析

かった．この要因として，筋厚の高い筋腹では放電量

区間とし，振幅量の指標として二乗平均平方根 RMS，

が高くなることが報告されているため，内側の row1 が

周波数情報の指標として 中央パワー周波数 MDF，筋

筋腹に位置しており，RMS，MDF，遅延時間も増加し

線維タイプの指標として遅延時間を用いて評価を行っ

たことが挙げられる．同様の理由で筋厚の低い外側

た．MDF の算出において FFT サイズ 2048 点，オーバ

row5 は各指標の値が低くなったと思われる．
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列ごとにおける各指標の値の推移に注目した際，違
いが表れたため，中央の row3 と各列との相関係数を
表 1 に示した．RMS,MDF,遅延時間において row3 か
ら離れた列ほど相関係数が下がる傾向が，すべての
発揮筋力で示された．この要因として，row3 が位置す
る列と row1,row5 が位置する列とでの筋線維群が，異
なるふるまいをしたことが原因に挙げられる．

図 4：部位ごとの遅延時間
表 1：row3 と各列との相関係数
発揮筋力 row5
RMS
MDF
遅延時間

row4

row3

row2

row1

20%MVC

0.12

0.48

1.00

0.63

0.12

80%MVC

0.48

0.56

1.00

0.73

0.46

20%MVC

0.38

0.74

1.00

0.87

0.73

80%MVC

0.51

0.66

1.00

0.74

0.43

20%MVC

0.07

0.44

1.00

0.50

0.38

80%MVC

0.25

0.87

1.00

0.76

0.56

赤：強い相関あり 黄：やや相関あり 青：弱い相関あり

４．まとめ
図 2：部位ごとの RMS

本研究ではマトリクス電極を用いて，単一筋全体に
おいて，運動単位活動の空間分布を解明することを目
的とした．その結果，単一筋肉での筋活動に部位差が
表れ，筋厚の高い筋腹では筋活動が活発になり，そこ
から内側・外側・遠位・近位側になるほど筋活動が弱く
なるという傾向が示された．また，神経支配帯上では
RMS，遅延時間が低く，MDF が高い傾向を示した．さ
らに，中央の row3 から離れた列ほど相関係数が低くな
ることから，各列が位置する筋線維群は異なるふるま
いをすることが分かった．
参考文献
[1] Li W, Sakamoto K, “The Influence of Location of Electrode on
Muscle Fiber Conduction Velocity and EMG Power Spectrum during
Voluntary Isometric Contraction Measured with Surface Array
Electrodes”, Appl Human Sci, 15(1), pp． 25-32 (1996)．

図 3：部位ごとの MDF

[2] De Luca, CJ, "The Use of Surface Electromyography in
Biomechanics," J Appl Biomech, vol． 13, no． 2, pp． 135-163, 1997．
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ワイヤレス式足底圧センサーを用いた歩行分析システムの開発
河内仁志 1)、渡部祥輝 1)2)、水野統太 1)、板倉直明 1)、水戸和幸 1)
1)電気通信大学情報理工学研究科、2)東京工科大学保健医療学部

つき 5 個の圧力センサーが Lan ケーブルによって、接

１．はじめに
65 歳以上の割合が 1/4 を超えるほど、我が国におい
ては高齢化が進んでいる。また、運動器の障害が要支
援・要介護の原因のうち約 1/4 を占めている。そのなか
でも、高齢者の歩行速度と 10 年後の生存率との間に
正の相関があることが報告されており [1]、健康寿命
評価などに必要な歩行能力の評価や歩き方の有効な
改善手法が求められている。
臨床現場における歩行能力の評価は、主に目視や

続されている。この配置とセンサー数は理学療法士と
相談して決定した。この通信ユニットと電源はポーチに
入れて腰に固定する。
フィルム型圧力センサーは面荷重とコンダクタンス
（抵抗の逆数）が比例関係にある [4]。センサーの抵
抗値

Instruments）で構成される非反転増幅回路によって、
(1) 式で表される変換で行われる。このとき、基準電圧
と固定抵抗

ビデオ撮影による体節の変化をとらえる動作分析が行

客観的な指標を得る方法として、三次元動作解析シス

を定数で与えると、面加重と

= 3kΩ とした。基準電圧は可変抵抗の分圧によっ

て生成される。

=

テムや床反力計による歩行動作分析があるが、大規
模な専用の実験室が必要であり、特別な環境下でもあ
るため実生活と異なる歩行となる可能性もある。
そのためウェアラブルな床反力計の開発が進められ
ているが、小型のフォースプレート(隅に 3～4 個の力
覚センサーを配置した床反力を計測する装置)を内蔵
する方式 [2] では硬い金属板が履物本来の特性を
失わせる。多数の圧力センサーを敷き詰める方式 [3]
では線が多く歩行に干渉してしまうか、製品化されて
いる商品では 1 つにつき数十万円～数百万円と高額
である。本研究では、実生活における歩行情報を計測
するために、１つ当たり数百円程度の安価なフィルム

−

= 0.2V で

が比例する。本システムでは、

われている。しかし、評価者の知識と経験に依存する
こともあり、診断結果の客観性が問題となることもある。

はオペアンプ LM324 （Texas

と出力電圧

1+

(1)

出力電圧は 0 から 3.3V を 12bit で量子化する 8ch
AD 変換器 MCP3208 （Microchip Technology Inc.）に
よって数値化され、基準電圧を変換した数値の差分を
センサー数値とする。
AD 変 換 器 と 通 信 用 マ イ コ ン ESP32 （ Espressif
Systems）は SPI 通信によって接続され、マイコン内蔵
のタイマによって 100Hz で計測される。取得したデータ
はその場で Bluetooth による無線シリアル通信で PC に
送信する。
３．フォースプレートとの比較実験

型圧力センサーを用い、センサー数も必要最低限とし

簡易的なフォースプレートであるバランス Wii ボード

たワイヤレス式の歩行計測システムの開発を目的とす

（任天堂）の上からシステムを履いた片足を載せ、前後

る。

左右に体重をかけた。足を載せる前に、Wii ボードの
ゼロキャリブレーションと圧力センサーの基準電圧値は

２．ワイヤレス歩行分析システム

計測しておいた。
この時の、Wii ボードの COP（圧力中心）とシステムの
圧力センサーの加重平均の比較をする。座標系は図
1 で示したとおり Wii ボードの中心を原点としており、
Wii ボード COP は四隅の荷重を

kg として各軸の

センサー間距離 (mm) を

とすると、(2) 式

と

で与えられる。圧力センサーの加重平均も同様に、図

図 1. 圧力センサーの配置と座標系
フ ィ ル ム 型 圧 力 セ ン サ ー （ FSR402, Interlink
Electronics Inc.）と、圧力センサーの抵抗を電圧に変
換するアンプ・AD 変換・通信用マイコンをまとめたユニ
ットによって構成され、図 1 のように配置された片足に

1 の座標系で各センサー中央座標を
し、圧力センサー数値を

,

,

mm と

としたとき、(3) 式で計算

する。この時、Wii ボードは平均 61Hz でデータ送信し
たため、そのデータにセンサーデータを線形補間によ
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って同期した。
⎧
⎪

=

⎨
⎪
⎩

=

センサー数の不均衡によることが考えられる。センサー
(

+

(

+

)−(
∑
)−(
∑
=

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

=

∑
∑

∑

∑

)

+

∙

)

+

の配置と数自体は理学療法士と相談した結果である

∙

(2)

∙

であるため、グラウンド線を除いて片足につき最大の 7

と圧力センサーの

スマートフォンなどに内蔵される加速度センサーを使

30

30

15

15

0

0

のみを対象としたが、このことを利用して両足の COP を
算出できる。
５．まとめ
高齢者の運動機能評価などに用いられる評価指標と

-30
-30
15000 16000 17000 18000 19000

して、歩行分析がある。その客観的指標として用いるこ
とができる、ワイヤレス式足底圧センサーを用いた歩行

経過時間 (msec)

分析システムを開発した。フォースプレートとの比較と

図 2. x 軸方向における Wii ボード COP
センサーの加重平均

サーは踵部に配置する。

動速度を推定可能である。現在は静的な片足の COP

-15

ボードx
加重平均x

つにセンサーを配置する。そして、増やす 2 つのセン

うことによって、歩数計同様のアルゴリズムで歩幅・移

xmean (mm)

xCOP (mm)

の時間変化は図 2 のようになった。

-15

るために、踵部のセンサーを増やすことで荷重を分散

( )

静止状態から x 軸方向に体を傾けている間の、x 軸
加重平均

ていなかった。そこで、センサー数の不均衡を解消す
することを計画している。接続部の Lan コネクタは 8 線

∙

方向における Wii ボード COP

が、圧力センサーのハードウェア特性までは考慮され

と圧力

の時間変化

同様に、静止状態から y 軸方向に体を傾けている間
の、y 軸方向における Wii ボード COP

と圧力セ

して、バランス Wii ボードの COP と圧力センサーの加
重平均が高い正の相関を示した。
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の時間変化
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においても 0.88 の正の相関を示した。ずれは、x 軸に

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

おいて平均 2.90±2.39mm で、y 軸においては平均
23.5±15.3mm だった。
４．考察
x 軸と比べて y 軸のずれが大きくなった理由としては、
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電気通信大学大学院 情報理工学研究科 情報学専攻
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水戸研究室
電話 042-443-5554
E-mail: k1830043@edu.cc.uec.ac.jp
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免許返納高齢者の移動における自転車活用のあり方
○御子柴慶治 1)、内海 潤 2)、楠田 悦子 3)、鴇田 修一 4)、三石 茂樹 5)
1)日本自転車文化協会,

2)ＮＰＯ法人自転車活用推進研究会, 3)モビリティジャーナリスト,

4)早稲田大学総合研究機構システム競争力研究所,

１．はじめに

5)矢野経済研究所

クルマがなければ生きていけない深刻な状況が示唆さ

２０１９年４月１９日１２時２５分ごろ東京都豊島区東池

れ、同乗など家族の負担も重くなっている。

袋にて発生した自動車暴走死傷事故直後の現場にい

図表２ ７５歳以上の交通手段別構成比（％）

た発表者は、その凄惨さに大きな衝撃を受けた。電動

三大都市圏
地方都市圏

アシスト自転車のアルミフレームは真二つに折れ、内
蔵されたケーブルまで引きちぎられていた。悲劇をくり
かえさないための抜本的対策の必要性を痛感し、有志

鉄道バス

クルマ（運転）

クルマ（同乗）

二輪

徒歩

19.1
8.3

18.4
32.8

17.5
22

15.2
13.2

29.8
23.8

出典：国土交通省全国の都市における人の動きとその変化（平成２７年）より抜粋

２－３．高齢者の運転免許返納

による研究会を立ち上げ議論を重ねてきた。

日本の後期高齢者の人口は１７４８万人で、総人口

この問題の背景には高齢者の移動手段の歪みがあ

に占める割合は１３．８％。その過半数が歩行困難（歩

る。そもそも「自由な移動」は人間の本質であるが、免

行可能距離１ｋｍ未満）とされている３）。 外出困難者の

許返納高齢者にとって可能な自由な移動手段は現状

一日あたりの外出率(平日)は３９．６％であり、外出困

「徒歩」か「自転車」しかない。自転車の活用のあり方

難なしの者（外出率６９．１％）と比較すると大幅に少な

について提議する。

い。その上、外出困難者の移動手段はクルマ（運転）

２．日本の「移動」実態

が１３％、クルマ（同乗）３８％とクルマ依存が明確だ。

２-１．全国の傾向

警察庁によれば「運転免許を自主返納しようと思ったこ
１）

国土交通省全国都市交通特性調査 によると、全国

とのある運転継続者」の約７割が、「クルマがないと生

の三大都市圏、地方都市圏共にトリップ原単位の減少

活が不便」と言う理由で返納をためらっている。クルマ

が続いている。（図表１） 人々は年々移動しなくなって

のような便利で自由な移動手段が他にないからだ。

きている。
図表１ トリップ原単位の推移
地域
平日休日
1987
平日
2.51
三大都市圏
休日
1.94
平日
2.73
地方都市圏
休日
2.33

（トリップ数/人・日）

2005
2.31
1.82
2.31
1.88

2015
2.16
1.63
2.18
1.73

出典：国土交通省平成２７年度全国都市交通特性調査結果（速報版）より御子柴作表

２－２．７５歳以上の後期高齢者の移動状況
７５歳以上の後期高齢者では運転免許証保有状況、
クルマの保有形態（保有の有無。その中身―本人専
用か、家族との共用か否かなど）、さらには健康状態に
よって移動の状況が大きく異なっている。７５歳以上で
運転免許を保有しない人の外出率は５０％を切る。ま
た７５歳以上でクルマを保有しない人の外出率も５０％
を切っている ２） 。 クルマがないと外出しない―即ち移
動をクルマに依存している状況が類推される。

者数は２００４年から２０１４年までの１０年で１００万人増
加した。加えて、運転免許返納件数は年々増加してい
る（図表３）が、２０１７年/２０１８年には連続して４０万人
/年 越えとなった。免許保有率の高い団塊の世代が７
５歳を迎え始めており、運転免許返納者はさらに激増
すると予測されている。
国・自治体は、対策として高齢ドライバーに対する限
定免許などの規制強化、踏み間違え防止装置など安

公共交通が未発達である地方都市圏における７５歳

全装置の開発・実装やその購入補助、ＭＲＭ（ ミニマ

以上の交通手段をみると、自らクルマを運転する者は
３２．８％、家族などのクルマに同乗する者は２２％で合
計５４．８％となっている。(図表２) 地方都市圏での７５
歳以上の後期高齢者の交通手段はクルマに依存し、

高齢化社会の進展に伴い、６５歳以上の免許非保有

ム・リスク・マニューバ）４）などの安全技術開発、ＭａａＳに

よるサービスコンテンツとしての新型輸送サービスの導
入構想などが検討されている。しかし法規制改正が必
要な対策は時間が必要とされ、自動運転もレベル４実
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現は現在のところ見通せていないなど、免許返納高齢
者の現実的な「自由な移動手段」は、行動範囲の広い
自転車しかないのが実情だ。

を与えることが報告されている。（図表５）

図表５ 自転車に乗ることによる健康への効果

３．自転車利用による健康効果
ＷＨＯは、健康について「病気でないとか、弱ってい
ないということではなく、肉体的にも、精神的にも、社会

生活習
慣病の
予防

的にも、すべてが満たされた状態にある事」と定義５）し
ている。 高齢者にとって、介護を必要とせず生活がで

体力の
維持向
上

筋力の

脳の

強化

活性化

子ども

学 生

きる健康寿命の延伸こそが自由な移動の基盤となるも
ので、肉体的、精神的、社会的に満たされた状態の維
持につながると考えられる。
図表４ 健康寿命延伸と自転車通勤
性別
男性

予防

運動器疾患
女性

疾患

脳血管/心疾患 脳血管疾患
心疾患
認知機能低下 認知症
関節疾患
骨折・転倒
フレイル
認知機能低下 認知症

介護要因 要因合計
メタボリック
シンドローム
メンタル疾患
ロコモティブ
シンドローム
メンタル疾患

23%
6%
15%
13%
15%
15%
21%

自転車通勤効果

高齢者

生活習慣病の予防

44%

大 人

脳の活性化

出典：佐藤洋一郎（北海道科学大学）2019 「健康とまちづくり」より作成

筋力の強化

64%

体力の維持向上
脳の活性化

出典：浅野健一郎（フジクラ）「健康経営における自転車通勤の効果」/佐藤洋一郎（北海道科学大学）「健康とまちづくり」/

４．考察
運転免許返納者の移動問題は健康寿命の延伸をど

阿部竜二（シマノ）「自転車の健康価値とは」 各資料より御子柴作成 （２０１９．１１．）

健康寿命延伸に対する自転車走行（通勤など）の効

うするかに直結している。しかし抜本的には、日本の過

果を見ると、生活習慣病の予防、筋力の強化、体力の

度なクルマ依存社会を変革していく過程に帰結する。

維持向上、脳の活性化に有効であることが複数報告さ

自転車の活用は有力な選択肢のひとつだ。７５歳以上

れている。（図表４）

の後期高齢者への焦点化に留まらず、子ども、学生、

自転車はマイペースで活動でき、効率的なエネルギ

大人も含めて考えるべきであろう。早急に「人」×「道路

ー消費が可能だ。単位時間当りで歩行と比較するとエ

インフラ」×「移動手段」の観点で総合的な施策を打ち

ネルギーの消費が多く、コースティング（ペダルをこが

出す必要がある。注目のＭａａＳ×マイクロモビリティ活

ずに滑走）特性で負荷を調整しやすい。またペダルの

用には道路の再配分や免許制度改正が欠かせず、残

円運動で体幹の筋肉が効率的に増えるなど介護の要

念ながら時間を要しそうだ。その中で各自治体におけ

因とされるメタボリックシンドロームやロコモティブシンド

る「自転車活用推進計画」策定を活用することは非常

６）

ローム、メンタル疾患に効果的であること がわかって

に効果的と思われる。

きた。 また自転車通勤により「落ち着き度」や「やる気

５．参考文献

７）

度」が高まり、会社の業績向上に寄与する事例 も報

１）国土交通省「全国都市交通特性調査」（平成２７年）

告されている。

２）国土交通省「全国の都市における人の動きとその変化

高齢者ばかりでなく、子どもや学生にとっても自転車
８）

高齢者の運転免許の保有有無別外出率」

に乗る事によって健康への好影響が指摘 されている。

３）内閣府「平成３０年度高齢社会白書（全体版） 高齢化の

２－１で示したように、国民全体で移動の低下がみられ、

現状と将来像」

特に２０代の移動の減少は７０代をも下回っている。こ

４）鎌田 実「自動運転車の安全ガイドラインについて」

れはいずれ外出機会の減少を招き、ひいては地域の

５）日本ＷＨＯ協会「健康の定義について」

活力を低下させてしまう懸念がある。しかし、子ども時

６）阿部竜二（シマノ）「自転車の健康価値とは」２０１９資料

代から自転車に乗ることが習慣づけられれば、外出機

７）浅野健一郎（フジクラ）「健康経営における自転車通勤の

会が増大し、地域も活性化するし、筋力の強化や脳の

効果」２０１９資料

活性化に好影響をおよぼす。オランダやデンマークで

８）佐藤洋一郎（北海道科学大学）「健康とまちづくり」２０１９

は子どものころから自転車の使い方を学ぶ教育プログ

資料

ラムとともに道路環境の整備が進められており、非常に

------------ << 連絡先 >> -----------御子柴慶治
日本自転車文化協会 理事
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-34 102 ＲＰＪ内 ）
電話 03-5950-6002
E-mail: keiji@riteway-jp.com

多くの老若男女が自転車での移動を日常的に行って
いる。このことは高齢者社会が進展する今後の日本に
対し大きなヒントになろう。日本でも自転車の効果は、
高齢者ばかりでなく広範な世代に対し健康へ好影響
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独立成分分析を用いた重心動揺に含まれる視覚性立ち直り反射成分抽出の試
み
○髙橋 雄三
広島市立大学大学院情報科学研究科
18
17

テクノロジーの進歩に伴い，バーチャルリアリティ体
験時などで誘発される不快感の訴えは大幅に軽減し
てきた．今後は間接認知される非明示情報に関する更

電圧 [volt]

１．はじめに

なる研究が必要である．一般に視覚性立ち直り反射の

16
15
14
CH01
CH03

13

不具合は中心視野や周辺視野にある対象の運動特

CH02
CH04

12

性が原因と考えられる．そこで本研究では，注視対象

60

62

64

66

の運動特性が立ち直り反射に及ぼす影響について，

68 70 72
時間 [sec]

74

76

78

80

図 1：各センサでの荷重値の時系列変化：20 秒抜粋
（被験者 A，視対象の運動が横方向 0.08Hz）

重心動揺計から出力される荷重値の時系列データに
対する独立成分分析の検討結果について報告する．

3

２．方法

2

実験では 8 名の被験者に視距離 1.2 m の位置に提
示した運動する注視対象（半径 1cm の黒色円）を 10
分間，起立姿勢で注視させた．注視対象の運動特性

出力値 [a.u.]

２－１．実験概要

は速度（静止，0.08 Hz または 0.25 Hz の往復運動）と

1
0
-1
-2

方向（縦・横・斜め（右上⇔左下と左上⇔右下））とした．

左右方向

前後方向

独立成分

-3
60

併せて開眼（注視対象あり，なし）と閉眼も負荷した．
２－２．解析

62

64

66

68

70 72
時間 [sec]

74

76

78

80

図 2：抽出された独立成分の時系列変化：20 秒抜粋
（被験者 A，視対象の運動が横方向 0.08Hz）

起立中の重心動揺は 4 点式重心動揺計（S510-U，
サカモト）を用いて測定した．入力値は各センサの荷

1.0

除去を目的とした 4 点の合計荷重値の時系列データ

0.8

と，更に 2 種の乱数系列を加えた計 7 系列とした．7 系
列を入力値として独立成分分析（fastICA）を行い，入
力値相互，入力値と独立成分との間の相互相関解析
を実施した．解析には統計パッケージ R（CRAN）を用

Spectrum [volt2/Hz]

重値の時系列データとデータに含まれる DC 成分 1)の

いた．図 1 に例示する各センサの荷重値の時系列デ

0.08Hz近傍

開眼
横方向×0.08Hz
横方向×0.25Hz

0.6
0.4
0.2
0.0

ータに対して独立成分分析を行い，図 2 に例示する 3

0.00

種或いは 4 種の独立成分を抽出した．抽出成分の内，

0.10

0.20
0.30
周波数 [Hz]

0.40

0.51

図 3：抽出された独立成分の周波数解析（被験者

2 種は重心動揺の左右・前後の運動と関連し，残りの
独立成分は重心運動と関連しない成分が抽出された．

0.25Hz近傍

反射成分が含まれている可能性が示唆された．
参考文献

３．まとめ
本報では 3 名の分析結果をもとに報告する．重心運
動に関連しない独立成分に対する周波数解析の結果，
18/34 の分析系列で視運動性体反射由来と考えられる
周波数帯のピークが観察された．このことから，重心運
動との相関関係が弱い独立成分には視覚性立ち直り

1) 髙橋雄三：立位姿勢維持精度に影響を及ぼす視運動性
体反射成分同定の試み，産業保健人間工学会誌，vol.20
(Supplement), pp.35-36(2018）
------------ << 連絡先 >> -----------髙橋雄三
広島市立大学大学院情報科学研究科
〒731-3194 広島県広島市安佐南区大塚東 3-4-1
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電話 082-830-1817(研究室直通)
E-mail: y-taka@hiroshima-cu.ac.jp
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ラグビーチームの組織変革におけるコア・バリューとメンバーの相互作用
○庄司直人 1)、水野基樹 2)
1)朝日大学 保健医療学部、2)順天堂大学 スポーツ健康科学部

プトと共起の双方を用いた。

１．はじめに
近年、国内外のスポーツに関する組織で倫理観の
欠如による問題が数多く発生し、組織のガバナンスの
再構築をはじめ組織変革に関する知識が要求されて
いる（Shilbury, 2016）。しかし、スポーツに関する組織
の組織変革に関する研究は散見される程度であり、効
果的に変革を促すエビデンスの蓄積が急務である（高
松, 2019）。本研究では、組織変革の過程において、
チームの中核をなす価値観（コア・バリュー）と組織のメ
ンバーがどのように作用しあうのか検証する。

ネットワークレイアウトの作成は、下部階層を含めた
カテゴリーに含まれる名詞、組織名、人名を用い、それ
ぞれのコンセプトと共起に基づき行った。すべてのカテ
ゴリーを用いると過分に複雑なネットワークになったた
め、共通のコンセプトが 12 以上観測されたカテゴリー
に限定しネットワークレイアウトを作成した。
対象チームは、組織変革のひとつとして、チームの
理念を再設定しており、その中核に仕事とラグビーの
両立が据えられている。そのため、ネットワークレイアウ
トの作成は、「仕事」と「ラグビー」の 2 つのカテゴリーと

２．方法

その他のカテゴリーの関連を示す方法をとった。

２－１．対象者

本研究は、著者所属機関の研究倫理審査委員会の

本研究の対象者は、ジャパンラグビートップリーグの

承認を受けた方法で実施した（承認番号 2017017）。

下部リーグであるトップチャレンジリーグに属するチー
ムのゼネラルマネージャー（GM）、監督、コーチ（4 名）、
スタッフ（1 名）、選手（10 名）の合計 16 名であった。

３．結果
インタビューデータの最頻出の名詞は「選手」、次い
で「チーム」、「ラグビー」（同数）、「仕事」と続き、対象

２－２．データ収集
データ収集は半構造化インタビューにて行った。GM、
コーチ、スタッフ、選手は 1 対 1 で実施し、監督・ゼネ
ラルマネージャーと組織行動学・メンタルマネジメント
の専門家の計 4 名のフォーカスグループ・ディスカッシ
ョンが一度含まれた。場所は、対象チームの母体企業
本社および営業所内、チームのクラブハウスであった。

者が「仕事」を重視することがあらわれた。名詞、組織
名、人名を用いたカテゴライズの結果、「ラグビー」、
「仕事」、「選手」、「練習」、「チーム」など、90 のカテゴ
リーが作成された。ネットワークレイアウトは、「仕事-ラ
グビー」、「仕事-選手」、「仕事-練習」の 3 つの組み合
わせを中心に強く関連することが示された（図）。

時間は 30～60 分間であった。3 名の外国人コーチ・選
手に対しては、チームの通訳が同席した。期間は、チ

４．考察

ームが組織変革に着手した 2018 年 4 月～シーズン終

本研究で得られたネットワークレイアウトは、「仕事」、

盤の 12 月の間であった。主題は変革への取り組み、

「ラグビー」、「選手」、「練習」を核に構成されていると

変えずに残すべきこと、変えるべきことであった。

解釈可能であろう。
ネットワークレイアウトを構成するカテゴリーに「1 番」

２－３．データ分析

というコードがある。これは、構成するサブカテゴリーと

収集されたデータはテキスト化し、対象者から得た

それらの基盤となったインタビューデータを見ると、「一

376 のインタビューへの応答をデータベース化した。そ

番○○」のようにいずれも対象者が大切にする価値観

の デ ー タ ベ ー ス を 用 い 、 SPSS Text Analytics for

にかかわるものと考えることができる。

Surveys(ver.4.0.1)により、テキストのカテゴライズと、ネ

この「1 番」が「仕事」と「ラグビー」の間にレイアウトさ

ットワークレイアウトによりカテゴリー間の関連を可視化

れていることは、「仕事」と「ラグビー」の双方を重視して

した。

いることを示唆し、両者を両立しトップリーグを目指すと

カテゴライズは名詞、組織名、人名を用い言語学的

いう、チームの基本方針が浸透しようとしていることの

手法に基づき行われた。サブカテゴリーによる階層を

表れだともいえよう。日本最高峰のトップリーグを目指

出力し、グループ化には、各データに含まれるコンセ

す以上、「仕事」に費やす時間を短くして練習時間を
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回答数

図 「仕事」および「ラグビー」とその他のカテゴリーの関連
確保しようという考え方もあるなかで、チームのコア・バ

軸に、自分自身と仕事・ラグビーとの関わり合いを示す

リューである「仕事」と「ラグビー」の両立がチームのな

カテゴリー間のつながりが集合している。これは、チー

かで浸透しつつあることを示しているとも考えられる。

ムのコア・バリューが選手にキャリア観や、キャリア形成

そして、そのコア・バリューと「チーム」のメンバーであ
る「選手」の相互作用を考えると、強く作用しあう「仕事」

上の重要な信念の再構築を迫ることを示しているかも
しれない。

と「ラグビー」から右方向の「選手」へと線がつながり、さ
らにその先に「練習」がある。このレイアウトは、「選手」

５．結論

は「仕事」および「ラグビー」と相互に作用しあうことを示

本研究で作成されたネットワークレイアウトから、「仕

している。また、「仕事」と「ラグビー」を両立するための

事」と「ラグビー」の両立というチームのコア・バリューは、

「選手」の思考や行動が「練習」に作用し、「選手」の影

選手と相互に作用しあう関係にあり、さらに同時に「練

響を受けた「練習」も「仕事」および「ラグビー」と相互に

習」を媒介に作用するというストーリーが浮かび上がっ

作用しあうと読み取ることができる。つまり、「選手」の、

た。さらには、「仕事」と「ラグビー」の両立には、選手の

「仕事」と「ラグビー」の両立へ向けた言動は日々の「練

キャリア観にも大きく関わるような「仕事-自分-ラグビー」

習」の質を左右し、「選手」は直接的に「仕事」と「ラグビ

の三者間の関係の再考を伴うことが示唆された。

ー」の両立の担い手となるだけでなく、「練習」を媒介と
して「仕事」と「ラグビー」の両立というコア・バリューに

６．引用文献

影響を及ぼしていると考えられる。

1. Shilbury, D. et al. (2016) Towards a research

そして、「練習」の対極にも「練習/練習＆ラグビー」

agenda in collaborative sport governance. Sport

というカテゴリーがあるが、位置関係を見ると相反する

Management Review, 19, 479-491.

カテゴリーであることがわかる。これは、右側には、「練

2. 高松祥平他（2019） プロスポーツ組織の成長プロ

習」のうち、選手が影響を及ぼすことができる範囲が位

セスとステークホルダー・マネジメント, 体育学

置しており、左側には「練習もしくはラグビーに関する

研究, 早期公開

活動」のうちでも選手らが影響を及ぼすことのできない

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpehss/a

範囲が位置すると考えられるのではないだろうか。

dvpub/0/advpub_19021/_pdf）

また、「仕事」の右側には、「仕事/仕事＆1 番」、「仕
事/仕事＆両立」と続き、「チーム/チーム＆練習」は位
置が近いにも関わらず線が繋がっていない。これは仕
事と練習を両立させるための葛藤が存在することを窺
わせる。
最後に、ネットワークレイアウトの左上には、仕事を

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

<< 連絡先 >>

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

庄司直人
朝日大学 保健医療学部健康スポーツ科学科
〒501-0296 岐阜県瑞穂市穂積 1851
電話 058-329-1000 （1857）
E-mail: shoji@alice.asahi-u.ac.jp
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スポーツ観戦意欲に関する研究
○鰐部大貴１）海老根菜々子１）加藤天音１）佐々木雄也１）吉田圭吾１）菅野航也２）杉浦貴紀２）水野基樹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

２．方法

2013 年 9 月 8 日、日本のスポーツ界にとって非常

２－１．調査方法

に重要な一日となった。それは 1964 以来となる「東京

質問紙調査を行った

オリンピック・パラリンピック」の決定である。この決定に、

《質問項目》 フェイスシート

多くの日本国民は喜びを分かち合ったことだろう。そん

1 直近一年でスポーツの直接観戦を行ったか
2 直近一年でスポーツのメディア観戦を行ったか

な「２０２０東京オリンピック・パラリンピック」が開催され
るまで残り一年をきった今、オリンピックに関連するニュ
ースや特集をより一層、目にすることが多くなった。そ

3

のことからも、オリンピックに対するムーブメントというも

4

のが確実に起こってきていると考える。
そこで、本研究の目的は、スポーツを「する」「みる」
「支える」の三つの観点から紐解いていき、特に「みる」
スポーツに焦点を当て、「日本への愛着とスポーツ観
戦意欲」について明らかにすることとする。
まず、スポーツにおける「する」「みる」「支える」スポ
ーツの概念を整理していく。まず、「するスポーツ」とは、
実際に身体を動かすことである。これは定期的に部活
動や選手として真剣にスポーツに取り組む「競技として
のするスポーツ」と、頻度を問わず、健康などを目的と
した「レクリエーションとしてのするスポーツ」の２つに分
けることができる。 次に、「支えるスポーツ」とは、自ら
の意思でスポーツを支援することと広く定義されている。
支える立場は、指導者や専門スタッフ，サポーター、ボ
ランティア、チームの経営者や施設管理者など様々な
立場がある。最後に、「みるスポーツ」とは、スポーツを

5
6
7
8
9

リオ以前のオリンピック・パラリンピックを観戦して
いたか（メディア含む）
東京オリンピック・パラリンピックを観戦したいと思
うか
東京オリンピックのチケットに応募したか
日本という国に愛着はあるか
日本人であることを誇りに思うか
日本代表チームへの愛着はあるか
日本代表チームを応援しようと思うか

２－２ 対象者
Ｙ市産業イベント来場者（１0 代～80 代）
配布数：347 枚、有効回答率：89.0％
有効回答数：309 枚 （男性：136 名、女性：173 名）
平均年齢：43.5 歳±39.5 歳
２－３ 場所
千葉県Ｙ市総合運動公園
２－４ 分析方法
ＳＰＳＳ 一元配置の分散分析、ｔ検定

観戦することを指し、するスポーツや支えるスポーツと
３．結果

異なり、明確に定義されていない。
本研究において、みるスポーツに焦点をあてた背景

本研究では、調査を行ったＹ市の住民と、その他の

には「スポーツ立国戦略」というものがある。この「スポ

地域の住民を比較して、日本への愛着とスポーツ観戦

ーツ立国戦略」とは文部科学省（2012）が、今後のわが

意欲の関係を明らかにした。
以下、4 つの結果が導き出された

国のスポーツ政策の基本的方向性を示すものとして策
定したものである。しかし、ここに含まれる５つの重点戦

「日本への愛着」と「日本人であることを誇りに思うか」と

略については、機会の創造や育成といった「する」スポ

いう項目を、Y 市以外の市民に分けて、調べたところ、

ーツ、また社会全体でスポーツを「支える」スポーツと

「日本への愛着」はＹ市（3.5 点）Ｙ市以外（3.6 点）、「日

いった内容はあるにも関わらず、「みる」スポーツに対

本人であることを誇りに思うか」Ｙ市（3.4 点）、Ｙ市以外

する具体的な施策がない。スポーツが発展していくた

（3.6 点）と日本への愛着に大きな差はなかった。

めには「する」「みる」「支える」のバランスが非常に重要

３－１.スタジアムでのスポーツ直接観戦の有無
世代ごとに平均で比較すると、Ｙ市では 20 代の「い

であると考えた。そこで本研究では、未だ定義されてい
ない「みる」スポーツに着目して調査を進めていく。

いえ」と答えた人が最大となった（72％）。そして、Ｙ市
以外では、反対に 20 代では「はい」と答えた人が最大
となった（76％）。
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３－２.メディアでのスポーツ観戦の有無

行くのが困難」、「テレビのほうが見やすい」などといっ

世代ごとに平均で比較した結果、Ｙ市の住民もＹ市

た、回答者の声も挙げられておりこのような結果になっ

以外の地域の住民も、メディアでの観戦率は非常に高

たと考える。

いという結果となった。

４－３．東京オリンピック・パラリンピックのチケット応募
チケット応募が少ないという結果から、Y 市とその他

メディアでのスポーツを

観戦しましたか（Ｙ市）

の市を比較すると、Ｙ市の 70 代とその他の市の 70 代

2

の日本への愛着は非常に高いが、チケットの応募には

1.8

繋がらなかったため、日本への愛着とチケット応募に

1.6

関係性はないと考える。日本への愛着が強く、オリンピ

1.4

ックには興味があっても、チケットの金額が高いこと、

1.2

応募方法が複雑であることが原因でチケットの応募に

1

は至らない人も多いのではないかと考える。今回の研
1

2

3

4

5

6

7

8

究では日本への愛着とスポーツ観戦意欲の関係は示

年代

されることはなかった。
今後の展望として、「スポーツ立国戦略」に「みる」ス

メディアでのスポーツを

観戦しましたか（Ｙ市以外）

ポーツに関する具体的な策がない。そのため、それら

2

に対応する策を創出するべく、今後は東京オリンピック
に焦点を当て、日本への愛着とスポーツ観戦の関連
性についてより精査する必要があると考えている。また、

1.5

今回はＹ市のイベントに参加していた人を対象に調査
を行ったが、今後他の地域でも調査を行い、比較を行
1
1

2

3

4

5

6

7

うことで研究を広げていくことができると考える。また、

8

毎年Ｙ市の産業イベントで調査を行っているため、来

年代

年も調査を継続して行っていきたいと思う。

３－３.東京オリ・パラのチケット応募の有無

《引用・参考文献》

世代ごとに平均で比較した。その結果、Ｙ市もＹ市

・澤田大祐(2011)『スポーツ政策の現状と課題-「スポーツ基

以外の地域においても、全体としてチケットを応募した
人は少なく共通して 70 代の応募は 0 人となった。

本法」の成立をめぐって-』, 調査と情報,No.722,1-12
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empirical

questions,
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of

Environmental Psychology, 21, pp.273-281.

４－２．メディアでのスポーツ観戦に関して

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

メディアを通したスポーツ観戦率が高いという結果か
ら、Y 市とその他の市の全体を比較すると、どちらもメ
ディアを通した観戦率が高く、どちらも日本への愛着が
高い。メディアでの観戦率が高いという結果に関して、
日本への愛着が高く観戦意欲はあるが、「直接会場に

<< 連絡先 >>

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

鰐部大貴
順天堂大学 スポーツ健康科学部 スポーツ経営組織学ゼ
ミナール
〒270-1606 千葉県印西市平賀学園台 1-1
電話 0476-98-1001
E-mail: ｓｈ1317021＠stud.juntendo.ac.jp
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公立小学校教員のインクルーシブ体育授業における教員の態度に関する研究
○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, 2)順天堂大学スポーツ健康科学部
２－２．質問紙の構成

１．はじめに
中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）により、

⑴ フェイスシート
性別、年齢、勤続年数、特別支援教育の免許の

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

有無、交流学習の経験の有無等について回答を

ム構築のための特別支援教育の推進（報告）」におい
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

求めた。
⑵ インクルーシブ体育の指導体制
萩原（2019）が検証した通常学級での障害のある

なものである。そのため、特別支援教育を発展させて

児童の体育授業の指導体制の類型を援用した。

いくことが必要である」としている。また、システムの構

質問項目は 10 項目で、各質問項目に対して「全く

築は全ての学校で取り組む必要のある課題であること

そう思わない」1 点から「非常にそう思う」5 点で自

について全ての教員が理解を深め、特別支援教育に
関する専門性を高めるとともに、学校全体で特別支援
教育への対応を充実させていくことが求められると指

己評価し回答とした。
⑶ 日本語版 Moberg Attitude Scale
Moberg ら （ 2003 ） が 作 成 し た Moberg Attitude

摘している。一方、インクルーシブ教育の下で行われ

Scale を基に、牟田ら（2016）が日本語版で作成し

る体育の授業を「インクルーシブ体育」と呼ばれる。身

た「インクルーシブ教育への態度」尺度を用いた。

体活動を通した学習という特徴から、インクルーシブ教

質問項目は 19 項目で、各質問項目に対して「全く

育の中でも実施しやすい教科として注目されており、

当てはまらない：1 点」から「とても当てはまる：6 点」

今後より積極的に取り組んでいくことが求められている。
また草野（2003）は、できなかったことが出来るようにな
る場面が多いことなどから、インクルーシブ教育の推進

で自己評価し回答とした。
⑷ 自由記述
「インクルーシブ教育に関する現場の現状や考え」

において他の教科よりもより大きな可能性を持っている
ことが示されている。今後、インクルーシブ体育は学校
体育の中で積極的に展開されなければならない。
しかし、推進されていくためには、教員の特別支援と

について回答を求めた。
２－３．分析方法
➀インクルーシブ体育の指導体制を明らかにするため
に、探索的因子分析（最尤法，Varimax 回転）を行っ

体育の知識の両側面を併せ持つ指導能力が求められ
るが、現在の教員免許法ではこの二つを学習する仕
組みにはなっていない。小学校教員養成となると特別
支援や体育に関することを学習する機会はさらに減っ
てしまう。

た。
②インクルーシブ体育の指導体制の類型別に高群・
低群に分け、ｔ検定を行う。
②教員の「特別支援学校教諭免許の有無」、「特別支
援学級の担任の経験の有無」、「交流学習の経験

そこで本研究では、通常学校における教員のインク

の有無」別に「インクルーシブ教育への態度」につい

ルーシブ体育の指導体制を類型化し、それぞれのタイ

てそれぞれｔ検定を行った。

プ別に教員の態度を明らかにすることで、今後のイン
クルーシブ体育の推進において検討すべき要因を探

３．結果

ることを目的する。

３－１．対象者の基本属性
有効回答者 123 名のうち、男性は 50 名、女性は 73

２．方法

名であった。平均年齢は 42．32 歳（SD＝11.79）。

２－１．調査対象
2019 年 10 月から 11 月にかけて本研究の調査対象
者の千葉県 10 校の公立小学校に勤務する一般教員
計 131 名（男性 50 名、女性 73 名、未回答 8 名）を対
象に、以下の設問で構成された質問紙を用いて自記
式質問紙調査を実施した（有効回答数：93.9%）。

３－２．インクルーシブ体育の指導体制の構造
インクルーシブ体育の指導体制の因子を明らかに
するため、探索的因子分析（最尤法，Varimax 回転）を
行った。因子分析の結果、２因子が抽出された。
第１因子は萩原（2019）の「協働化」と「統制化」の項
目から構成されていた「複数指導体制」と、第 2 因子は
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「個業化」の項目で構成される「個人指導体制」で構成
されていた。

「個人指導体制」の下位尺度得点の高群が、インク
ルーシブ教育の第１因子との得点が有意であることが

さらに、α係数を算出することで尺度の信頼性の検

認められた。牟田ら（2016）は障害のある生徒への教

討を行った。第 1 因子「複数指導体制」（α＝0．719）と

育の質を保つこと、重い障害のある生徒への教育は通

第 2 因子「個人指導体制」（α＝0.758）が算出された

常学級では適切ではないと考えている傾向があるとし

為、項目間の内的整合性を示す Cronbach のα係数

ており、インクルーシブ教育に否定的な傾向があること

は基準値である 0.70 を満たしていた。

が示唆された。

３－３．インクルーシブ体育の指導体制の分類とイン

５．今後の展望

クルーシブ教育の態度の関連についての検証

本研究において、インクルーシブ体育の指導体制

本研究で抽出した「複数指導体制」、および「個人

の類型とインクルーシブ教育の態度との関連について

指導体制」について「下位尺度得点」で算出した平均

の検討を試みたが、特別支援学校免許、特別支援学

値を基準に高群と低群に分け、「インクルーシブ教育

級の担任、交流学習の経験等の有無は「インクルーシ

への態度」についてｔ検定を行った。

ブ教育の態度」に有意差が認められなかった。

その結果、「複数指導体制」の高群が低群よりインク

今後さらに、質問紙の自由記述の分析を進めていく

ルーシブ教育への態度因子の第４因子である「障害の

ことで本研究の結果との関連を明らかにしていく。

ない学生のための質の高い教育」得点が有意であっ

４．引用・参考文献

た（ｔ（110）=2.80，p<.0１）。

1)萩原大河・金山千広・國士将平（2019）『インクルー

また、「個人指導体制」の高群が低群よりインクルー

シブ体育における指導体制と授業実践に対する教

シブ教育への態度因子の第一因子である「社会的公

師の評価‐A 県における小学校の通常学級担任お

平さと通常学級にいる障害のある生徒への教育の質」

よび特別支援学級担任の意識のもとに‐』アダプテッ

得点が有意であった（ｔ（115）=2.70，p<.0１）。

ド・スポーツ科学,第 17 巻(1),3‐13．

３－４．インクルーシブ教育への態度との関連項目

2)草野勝彦・西洋子・長曽我部博・岩岡研典（2003）

「特別支援学校免許」の有無別による「インクルーシ

『インクルーシブ体育の創造-共に生きる授業構成

ブ教育への態度」の平均点の±標準偏差は「免許有」
が 3.31±0.37 で、 「免許無」が 3.50±0.59 で、（ｔ（122）

の考えと実践‐』市村出版。
3)牟田悦子・安藤壽子，是永かな子，月森久江，木下

=1.71，ｐ=0.89 であり、有意差は認められなかった。

智子(2016)「日本の教師におけるインクルーシブ教

「特別支援学級の担任の経験」の有無別による「イン

育への態度-Moberg Attitude Scale-」

クルーシブ教育への態度」の平均点の±標準偏差は

4)Sakari Moberg and Hannu Savolainen ． （ 2003 ） ．

「免許有」が 3.47±0.50 で、 「免許無」が 3.48±0.43

Struggling for inclusive education in the North and

で、（ｔ（122）=0.18，ｐ=0.91 であり、有意差は認められ

the South: Educators' perceptions on inclusive

なかった。

education in Finland and Zambia．Internal Journal of

「交流学習の経験」の有無別による「インクルーシブ

Rehabilitation,21-31.

教育への態度」の平均点の±標準偏差は「免許有」が

5)中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）「共生

3.48±0.47 で、 「免許無」が 3.47±0.42 で、（ｔ（122）

社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構

=1.78，ｐ=0.86 であり、有意差は認められなかった。

築のための特別支援教育の推進（報告）」

４．考察

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

イ ン ク ル ーシ ブ 体 育 の指 導 体制 の 類型 は 、 萩原
（2019）の「複数指導体制」と、「個人指導体制」の 2 因
子構造と同じ結果となったことから、「複数指導体制」
は「統制化」と「協働化」が集約したものと考えられる。
「複数指導体制」の下位尺度得点の高群がインクル

<< 連絡先 >>
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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

ーシブ教育の第 4 因子との得点が有意であることが認
められた。これは複数での指導体制によって、障害の
ない児童への教育の質を高める意識に何らかの関連
があることを示唆するものであると考える。
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Mintzberg 理論を用いた大学野球部の学生コーチに関するナラティブ分析
○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

2-2．調査方法
本研究では、1 人につき 30 分から 45 分の半構造
化インタビューによりデータを収集した。またインタビ
ュー調査には IC レコーダーを用いて実施した。
2-3．調査項目
本研究では、Mintzberg が提唱したマネジャーの
10 の役割をもとに調査を展開した。インタビィー調
査を実施するにあたり、質問項目を作成するために
以下の手順を踏み、本研究の質問項目を作成した。
①Mintzberg のマネジャーの役割 要約
マネジャーの役割 要約
対人関係の役割
求

フィギアヘッド 組織の代表として、数多く雑務を遂行すべき責任を担っている
リーダー

組織をリードし、動機づけるとともに、個人の欲 と組織の目標を結合する

リエゾン

外部情報を自組織に送り込み、内部情報を部下へ伝え、組織内の連結役を担う

モニター

組織内外の情報を収集し、組織を詳細に把握している

周知伝達

外部や部下などから得た情報を自分の組織のメンバーに伝える

情報関係の役割

環

意思 定の役割

求

環

組織の 境変化を め、組織変革を成し遂げるためのマネジャーの自発的な行為
生

企業家

決

スポークスマン 組織の情報を外部 境に広める

重要で予期せぬ障害が

じたときに対処する

資源配分者

自分の組織がどこに努力を傾注するかを める

交渉者

主要な交渉にあたって組織を代表する責任

決

障害処 者

②Mintzberg のマネジャーの役割 スポーツ版
版

マネジャーの役割 スポーツ
対人関係の役割

理

求

フィギアヘッド チームの代表として、数多くのタスクを担い、責任を持って遂行している
リーダー

チームをリードし、選手の動機づけを行うと共に、選手の欲 とチームの 念目標を結合する

リエゾン

外から得た情報をチームに伝え、チーム内の情報を共有させる役割

モニター

チーム内外の情報を収集し、チームを詳細に 解する役割

周知伝達

外部や選手から得た情報をチーム全体に伝える役割

理

情報関係の役割

環

意思 定の役割

求

環

チームの 境変化を め、変革を成し遂げるために自発的に行動する役割
生

企業家

決

スポークスマン チームの情報を外部 境に広める役割

理

重要で予期せぬ障害が

資源配分者

チームがどこに力を注げばいいかを める役割

交渉者

主要な交渉にあたってチームを代表して行う役割

じたときに対応する役割
決

障害処 者

③本研究の質問項目完成
（学

生

版

スポーツ

コーチ）のマネジャーの役割 質問項目
対人関係の役割

先して行動し選手のモチベーションに関与したり、選手の意見とチームの目標を合わせることはありますか
汲

リーダー

リーダーとして責任を持っていると感じる場面は
率

フィギアヘッド

チーム内の 況を詳細に

み取り、意見を共有させたりしますか？

周知伝達

チーム内の情報を分析し、得た情報をチームに伝えたりしますか

スポークスマン

チームの活動や情報を外部に発信することはありますか

企業家

チームを変革に導くために、アイディアを出し、それを実行に移すことはありますか

理

指導者と選手の意見を

モニター

状

リエゾン

情報関係の役割

解するために、選手や指導者また外部から情報を得たりしますか

定の役割

理

問題を見過ごすことなく、改善するためにどのように行動していますか
理

者

決

意思
障害処

理

2.方法
2-1．調査対象
対象は公益財団法人全日本大学野球連盟に加盟

する大学野球部 4 大学の学生コーチ 6 名とした。
表１.インタビュー対象者の概要

理

1.はじめに
近年、スポーツ界の組織不祥事というべき事案が
様々なスポーツ組織・団体において顕在化した。そ
して、学校体育教育現場やスポーツ界に根深く存
在してきた指導者のあり方と再教育への必要性が各
方面から求められている（池川,2016）。そのことから
も、従来のトップダウン型の組織管理の変革が急務
であり、新たなチームマネジメントの視点を模索して
いかなければならない。そこで、スポーツ現場、とり
わけ大学野球部に着目してみると近年の潮流として、
「学生コーチ」という役職を採用している大学が増加
してきている。小野里（2016）らによると学生コーチと
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」であると述べら
れており、組織管理の側面からも非常に重要な役
職であることが考えられる。
一方、マネジメントの主眼と言える、企業組織内
に目を向けてみると、1910 年にテイラーにより開発さ
れた科学的管理法以降、組織の合理化および能率
化を実現するために、職能的管理組織や職能職長
制度が様々な組織に導入された。近年の潮流として
森谷（2018）は「企業の成長や競争優位の獲得にお
いてミドルマネジメントが主要なファクターとなりうるこ
とが強調され、組織や戦略の転換や再構築を伴う
戦略的変革を担う中心的主体」と述べたようにミドル
マネジメントの重要性が注目されてきている。ミドル
マネジャーの重要性については Mintzberg をはじめ、
様々な研究者によって論じられてきている。そのよう
な中、Mintzberg は企業組織におけるマネジャーの
役割として 10 の役割を提唱し、それらを「対人関係
の役割」「情報関係の役割」「意思決定に関する役
割」に分類したことからも、マネジャーには多様な能
力が求められていることがわかる。
以上を踏まえ、本研究では企業組織における組
織マネジメントの研究において多くの知見を見出し
てきた Mintzberg が提唱したマネジャーの 10 の役
割に着目し、大学野球部における学生コーチの役
割を経営学的観点から明らかにしていくこととする。

資源配分者

チームに何が必要か 解し、どこに力を注げばいいか 解している

交渉者

責任者（指導者等）や他の組織との交渉事に参加することはあるか

質問項目を作成するにあたり、Mintzberg が提唱
したマネジャーの 10 の役割を、スポーツ経営組織
学を専攻とする大学教員 2 名と合意の上、作成した。
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完成した質問項目を実際に学生コーチとして活動し
ている野球部員 2 名と確認をし、その後最終確認の
ため大学教員と再度確認作業を行い、完成に至っ
た。
2-4．分析方法
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 の テ キ ス ト 分 析 に は 、 IBM SPSS Text
Analytics for Surveys 4.0.1 による感性分析を用いて
実施した。
3.結果
半構造化インタビューから得られたナラティブデ
ータをテキストマイニングにより抽出されたカテゴリの
「カテゴリ Web（グレッドレイアウト）」を①対人関係の
役割②情報関係の役割③意思決定の役割の項目
ごとに結果を示した。
①対人関係の役割（フィギアヘッド・リーダー・リエゾ
ン）の質問項目から得られたカテゴリ Web

②情報関係の役割（モニター・周知伝達・スポークス
マン）の質問項目から得られたカテゴリ Web

③意思決定の役割（企業家・障害処理者・資源配分
者・交渉者）から得られたカテゴリ Web

4.考察
①対人関係の役割
学生コーチは対人関係の役割の中で最も接触の
多いのは「選手」であり、このことからも学生コーチの
立場として、選手とより密接に関わりながら行動して
いることが伺える。「監督」や「キャプテン」とあるよう
に学生コーチがリーダーとしての役割を担うのでは
なく、あくまでサポート役であることが考えられる。
②情報関係の役割
学生コーチにおける情報関係の役割には、学生
コーチはチームの状況等を理解するために、「指導
者」や「選手」から情報を得ていると考えられる。しか
しながら情報関係の役割における「スポークスマン」
に関する役割は存在せず、外部に情報を発信する
ことはないのが現状である
③意思決定の役割
指導者や選手を除くカテゴリの中では、「意見」「ミ
ーティング」「対処」などが得られたことにより、学生コ
ーチは意思決定の役割を少なからず担っていると
考えられる。ただ、実際にはあくまで学生コーチと指
導者との話し合いの中で、指導者が意思決定を行
っていると考えられる。
5.本研究の結論
「指導者」「選手」「意見」「ミーティング」のカテゴリ
が得られたように学生コーチは指導者と選手の中間
に位置し、調整役を担っていることが考えられる。こ
れは Mintzberg によるリエゾンの役割と同じではない
かと考えられる。しかしながら本研究では他の役割
に関しては関係性が見られなかったことからも企業
組織におけるマネジャーの役割とは異なる存在では
ないかと考えられる。
6.引用・参考文献
・池川哲史（2016）「スポーツ指導者の教育的マネジ
メントに関する一考察」京都学園大学総合研究所
所報,(17),10-20.
・ミンツバーグ、H．(1993)『マネジャーの仕事』、奥
村哲史・須貝栄訳,白桃書房．
・小野里真弓（2016）「大学野球の組織マネジメント
に関する基礎的研究」-基本的な組織機能に着目
して- 日本女子体育大学紀要 47,13-23-03.
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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 354)
E-mail:kanno19951223@yahoo.co.jp
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大学生アスリートにおける学内健康管理施設の利用を阻害・促進する要因
○中村美幸 1), 2)、川田裕次郎 3)、山口慎史 2)、広沢正孝 1), 3)、柴田展人 1), 2), 3)
1)順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科, 2)順天堂大学 スポーツ健康医科学研究所,
3)順天堂大学 スポーツ健康科学部

調査を行った。質問内容は、表 1 に示した。

１．はじめに
地域社会や学校教育におけるスポーツに対する価
値の認識や関心の高まりに伴い、体育・スポーツ系学
部の増加やスポーツ推薦枠が活発に利用されている
が、学生へのサポート体制が構築されていないのが現
状である。学生アスリートは、学業と競技の両方で成果
が求められ、勉強時間の確保や大会・試合による講義
の欠席といった学業とスポーツの両立、さらに、周囲か
らのプレッシャーや競技でのケガの受傷によるメンタル
ヘルスの問題など学生アスリート特有の問題を抱えて

本研究で対象とした学内健康管理施設は、安全衛
生管理室（健康管理室; 学生・教職員の健康管理や
外傷・急病時の応急手当等）と学生相談室（学生生活
に関する相談等）である。これらは管轄部署が異なる
ため、施設ごとに分析を行った。
表 1. インタビューの質問内容
質問番号
質問内容
安全衛生管理室（健康管理室）は、どのような部分
質問 1
で来室しにくいか。
安全衛生管理室（健康管理室）は、どのような部分
質問 2
で来室しやすいか。

いる（長倉, 2016; Putukian, 2016）。また、プロや企業

質問 3

学生相談室は、どのような部分で来談しにくいか。

のスポーツ選手と比較して周囲の健康管理体制が整

質問 4

学生相談室は、どのような部分で来談しやすいか。

っておらず、健康管理に対する認識が低いことが危惧
されている（岡ら, 1998）。

２－３．分析方法
インタビューで得られた内容を全て逐語録データとし

このような問題を踏まえ、各国では大学生アスリート
に対するサポート体制を整備し、支援する活動を行な
っている。しかし、学生アスリートは、専門機関への援

て文章に起こした。分析は、テキストマイニング用ソフト
KH Coder を用いた（樋口, 2019）。
KH Coder は、調査で得られた質的データを数量化

助に対し否定的なイメージを抱いており（Gulliver et al.,

し、数値データと同様に使用することで、分析者の恣

2012）、一般大学生に比べ、専門機関への来談率が

意的・主観的となりえる語の選択を回避することができ

低い（堀・佐々木, 2005）。

る客観性を担保した分析手法である。

上記の問題点から、専門機関への来談率の低さの

本研究では、インタビューで得られた内容の関連を

解消や学生アスリートの心身の諸問題を予防するため

明らかにしカテゴリーとして分類するため、共起ネットワ

には、学内でのサポート体制を強化し、学生アスリート

ーク分析（サブグラフ検出）を用いた。各カテゴリーの

が抱く専門機関へのイメージや来談を阻害する要因を

命名には、健康心理学を専門とする大学教員 1 名、精

明らかにし、学生アスリートへのサポート体制を確立す

神保健学を専門とする大学院生 2 名、スポーツ心理学

る必要がある。

を専門とする大学院生 2 名全員の合意を得てカテゴリ

そこで本研究は、大学生アスリートにおける学内健康
管理施設の利用を阻害・促進する要因を明らかにする

ーを分類し、命名した。
共起ネットワーク分析の「共起」とは、テキストデータ

ことを目的とした。

内である語と他の語が一緒に出現することであり、共

２．方法

起する語を線で結んだものが「共起ネットワーク」であ

２－１．調査対象者および調査期間

る。共起ネットワーク分析（サブグラフ検出）とは、共起

運動部活動に所属する大学生 21 名（男性 12 名、女

の程度が強い語を線で結び、お互いに結びついてい

性 9 名、平均年齢 20.6 歳±0.81）を対象とした。対象

る語の部分を自動的に検出してグループ化を行う。語

者の所属競技は、個人競技が 9 名、団体競技が 12 名

の共起の程度には、Jaccard 係数を用いた。計算式は

であった。競技経験年数は、11.1 年±2.5 であった。

下記の通りである（牛澤, 2018 より一部引用改変）。

調査期間は、2019 年 4 月〜6 月であった。
２－２．調査方法および調査内容
本研究では、半構造化面接法を用い、インタビュー

2 つの用語 X と Y が出現する文書の数を次のように表す：
・ X、Y のどちらか一方が出現する文書数：n（X∪Y）
・ 両方が同時に出現する文書数：n（X ∩ Y）
Jaccard 係数：n（X∩Y） / n（X∪Y）
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３．結果

ことから、学内健康管理施設をサポート源として提供

３－１．共起ネットワークの分析結果

するためには、施設や設備など目に見える物質的な面

共起ネットワーク分析の結果、安全衛生管理室の利

（ハード面：Tangible）と人間関係や組織運営など目に

用を阻害する要因では、「羞恥心」、「安全衛生管理室

見えない心理的な面（ソフト面：Intangible）の 2 つの側

に対する威圧感」、「第一印象」、「安全衛生管理室の

面を考慮する必要がある。さらに、本研究では、安全

設置場所」の 4 種類、促進する要因では、「職員へ安

衛生管理室と学生相談室で異なる要因が抽出された。

心感」、「親しみやすさ」、「安全衛生管理室の設置場

このことから、施設ごとに異なるアプローチ方法を確立

所」、「安全衛生管理室の対応」、「安全衛生管理室に

する必要があると考えられる。

対する印象」、「部活動との情報共有」の 6 種類のカテ

本研究は、大学生アスリートへのサポート体制を確立

ゴリーが抽出された。学生相談室の利用を阻害する要

するための第一歩として、学内のサポート施設に着目

因では、「認知度の低さ」、「安全衛生管理室との認識

し、大学生アスリート（利用側）の視点から利用を阻害・

の違い」、「周囲の目」、「存在感の欠如」、「利用に対

促進する要因を明らかにすることができた。本研究で

する敷居の高さ」の 5 種類、促進する要因では、「相談

新たな知見を得ることができたが、1 大学の調査であり、

できる環境」、「学生相談室に対する印象」、「相談員

大学によって学内健康管理施設の組織形態が異なる

への期待」、「解決への期待」の 4 種類のカテゴリーが

こと、また、サポート体制の確立には、サポートを行う側

抽出された。結果の図は、図 1-4 に示した。

の意見を考慮する必要がある。今後、本研究で得られ
た結果を各施設の教職員と吟味し、運営側の課題も
踏まえ適用可能性と限界を加味した改善策を確立し、
実際に効果を検証することで大学生アスリートのサポ
ート体制を確立し発展することができると考えられる。
５．結論

図 1. 安全衛生管理室の利用を
阻害する要因

図 2. 安全衛生管理室の利用を
促進する要因

本研究の結果から、大学生アスリートにおける学内
健康管理施設の利用を阻害する要因として安全衛生
管理室では「羞恥心」、「安全衛生管理室に対する威
圧感」、「第一印象」、「安全衛生管理室の設置場所」
が、学生相談室では「認知度の低さ」、「安全衛生管理
室との認識の違い」、「周囲の目」、「存在感の欠如」、
「利用に対する敷居の高さ」が抽出された。また、促進

図 3. 学生相談室の利用を
阻害する要因

図 4. 学生相談室の利用を
促進する要因

する要因として安全衛生管理室では「職員への安心

４．考察

感」、「親しみやすさ」、「安全衛生管理室の設置場所」、

本研究は、学内健康管理施設の利用を阻害・促進
する 2 つの要因を明らかにすることを目的とした。

「安全衛生管理室の対応」、「安全衛生管理室に対す
る印象」、「部活動との連携」が、学生相談室では「相

本研究で得られたデータから、安全衛生管理室の利

談できる環境」、「学生相談室に対する印象」、「相談

用を阻害・促進する要因では、「安全衛生管理室の設

員への期待」、「解決への期待」が抽出され、学内健康

置場所」、「安全衛生管理室に対する威圧感」などの

管理室施設の中でも部署が異なる場合、利用を阻害・

物質的で目に見える要因と、「羞恥心」や「安全衛生管

促進する要因が異なることが明らかになった。

理室に対する威圧感」、「職員への安心感」や「部活動
との連携」などの職員との関わりや組織間での連携と
いった目に見えない心理的要因の 2 つの側面があると
考えられる。また、学生相談室の利用を阻害・促進す
る要因も同様に、「相談できる環境」などの施設や環境
といった目に見える要因と、「相談員への期待」や「解
決への期待」、「周囲の目」や「存在感の欠如」などの
情報の認知や利用に対する不安といった目に見えな
い心理的要因の 2 つの側面があると考えられる。この

【謝辞】
本研究は、2019 年度順天堂精神医学研究所「大学
生アスリートから見る健康管理室・学生相談室のイメー
ジと現状」の助成を受けたものです。
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E-mail: miyuki.naka12345@gmail.com
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精神科看護師の就業継続意向と職務満足の関連性
○林英範１）、岩浅巧１）２）、新井由美１）、杉浦貴則１）、吉岡貴美代３）、會田秀子４）、水野基樹１）２）
1)順天堂大学スポーツ健康科学研究科、２）順天堂大学スポーツ健康科学部
３）首都医校、４）順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

１、はじめに

表１
属性

昨今、メンタルヘルスに対する社会的関心は高

性別

区分
女性
男性

属性

人数
68
32

である精神科看護師のバーンアウトの発生率の高
さが指摘されている（藤原ら；2001,山崎ら；
2002）。その理由に先行研究では精神科看護は可

年令

一般職
管理職(看護師長以上）

91
9

20代
30代
40代

20
42
32

1年未満
1～5年未満
5から10年未満
勤続年数
10～15年未満

50代以上

視化しにくく不達成感があると指摘しており、ま
た看護師は病院から病院への転職も多く、年間10%

区分
1年未満
1～5年未満

看護師経
5から10年未満
験年数
10～15年未満
15～20年未満
20年以上

まりをみせている。その一方で精神医療の担い手
職位

ｎ=100
属性

6

人数
6
14

15～20年未満
20年以上

3-2.職務満足の因子構造
職務満足度の結果を最尤法、プロマックス回

あるともいわれている。その理由に、女性が多い

転で4因子を抽出し、因子負荷量が.40以上の項

職業であることから、結婚、出産などのライフイ

目を取り上げ、再度因子分析を行ったところ①

ベントや、国家資格かつ看護師不足で医療機関が

やりがいと達成感②上司③人間関係④承認⑤労

常に人材を求めていることから再就職が比較的容

働環境⑥給与と業務量⑦ワークライフバランス

易である点にある。そこで精神科看護師の就業継

（WLB）⑧尊敬の8つの因子構造が確認された。

続意向と職務満足に注目し関連性を明らかにする

3-3-1.職業継続意向、職務満足の結果と考察

こととした。

表２ 就業継続と職務満足の結果

２、研究目的

今の 部署で働き続けたい
就業継続 今の 病院で働き続けたい
今の 職業で働き続けたい
達成 とやりがい
上司
人間 関係
承認
職務満足
労働 環境
給与 と業務量
WLB
尊敬

性を明らかにする。
３、研究方法
2-1.分析対象
首都圏の大学附属病院精神科単科の病院に勤

7
30
30
17
10
6

の看護師が離職し、7割が1度は離職、転職経験が

精神科看護師の就業継続意向と職務満足の関連

17
22
25
16

ｎ=100
M
3.580
3.260
3.830
3.330
3.320
3.745
3.286
2.345
3.510
3.567
3.920

SD
0.896
0.955
0.872
0.694
0.832
0.611
0.728
0.607
0.608
0.687
0.688

務する看護師120名を対象に①属性（性別、年

就業継続意向の結果では、次の通りであっ

齢、職位、看護師経験年数、対象機関での勤務

た(表2)。
「職業」が最も高く、ついで「部署」、

年数）②就業継続意向③職務満足からなる無記

「病院」となった。これらは水野ら(2017)の先

名自記式の質問紙調査への回答を5件法で求め

行研究を支持する結果となった。「職業」が高い

た。

のは、看護師という職業を選んで就業している

2-2.分析方法

ことを考えると当然の結果といえる。一方で、

質問紙調査の結果をIBM SPSS Statistics

「病院」
「部署」では、心理的距離が近く、人間

23を使用し、属性（性別、職位、年齢、看護師

関係や活動の拠点となる「部署」が高くなると

経験年数、病院勤務年数）、職務満足について

示唆される。また慣れた環境に留まろうとする

因子分析、職務満足と就業継続意向「今の部署

現状維持バイアスの効果も示唆される。

で働き続けたい(以下、職業)」、「今の病院で

職務満足の結果からは、尊敬できる同僚がい

働き続きたい(以下、病院)」、「今の職業で働

たり、人間関係は比較的良いが、「承認」や「上

き続けたい（以下、職業）」についてt検定、一

司」の存在、「達成とやりがい」が総体的に低い

元配置分散分析で検証を行った。

因子であった。F,Herzbergの2要因理論の動機づ

３、結果と考察

け要因における「承認」や「達成」は重要な要

3-1.属性

素であり、
「承認」や「達成」の充足を通し離職

結果を表（１）に示す。

予防や職務満足につなげる必要がある。
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3-2.属性と就業継続意向、職務満足の分析結果と

（F(4,95)=5.650,p<.01）
。この結果より、看護

考察

師経験年数により「部署」、「病院」に対する就

3-3-2.性別、職位と就業継続意向、職務満足と

業継続意向に差があるといえる。また多重比較

ｔ検定の結果と考察

を行ったところ(表4)、「部署」と「病院」にお

表3 性別と就業継続のｔ検定結果
女性

いて、20年以上の看護師経験とその他の看護師

男性

M
3.63

SD
.862

M
3.41

SD
1.103

F
1.116

df
98

P
.267

経験年数との間に有意差が見られた（p<.05）
。

職業

3.32
3.82

.937
.880

3.06
3.78

1.105
1.039

1.225
.211

98
98

.223
.833

その結果、20年以上の看護師経験が就業継続意

達成とやりがい

3.44

1.226

2.97

1.282

1.771

98

.080

上司
人間関係

3.76

.883

3.38

.942

2.015

98

.047

向に大きく関与することが明らかになった。

3.99

.782

3.94

.878

.274

98

.785

就業
継続
意向

職務
満足

ｎ=100

部署
病院

承認

3.65

.943

3.28

.888

1.843

98

.068

3-3-4就業継続と職務満足の相関分析の結果と

労働環境
給与と業務量

4.34
3.93

.660
1.163

3.88
3.06

.942
1.268

2.840
3.366

98
98

.005
.001

考察

WLB

3.51

.970

2.94

.982

2.231

98

.028

尊敬

4.46

.656

3.94

.982

2.766

98

.007

表5
Pearson の 達成とや
相関係数
りがい
**
部署
.261
病院
.162
職業
.117

性別と就業継続意向について平均値では、部
署、病院、職業の全てに男性よりも女性が高い

就業継続意向と職務満足の相関分析の結果
給与と業
上司
人間関係
承認
労働環境
務量
**
**
**
.095
.124
.282
.378
.384
**

.262

*

.222

**

**

.275
.449
*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側)
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)

結果となったものの、t検定による統計的な有意
差は見られなかった（表3）。職位では、一般職

.133
.012

**

.156

.276

**

.064

.326

WLB

尊敬
*

.215
.046

**

.326

*

.221

職務満足の下位因子「承認」、「給与と業

と部署（t=2.680,df=98,p<.05)、
「職業」

務量」は就業継続意向との相関は確認されな

（t=2.021,df=98,p=.05）で有意差がみられた。

かった（表5）「上司」、「人間関係」、「労

職務満足の下位因子では上司、労働環境、給

働環境」は全ての就業継続意向の因子との相

与と業務量、WLB、尊敬において、いずれも女性

関が認められた。これらをF,Heazbergの2要因

が高い結果となった。なかでも給与と業務量に

理論で検討すると、動機づけ要因である「達

おいて、有意差1%水準で女性に比べ男性の満足

成とやりがい」「承認」よりも、衛生要因で

度が低い結果となっている。平成30年賃金構造

ある「人間関係」、「上司」、「人間関

基本統計調査(厚生労働省)によると、看護師の

係」、「労働環境」「尊敬」が関係している

年収は女性の平均年収を上回っているものの、

ことを意味し、衛生要因が就業継続意向に関

男女問わない全職種の平均年収で見ると、男性

連しているという2要因理論を支持する結果と

看護師は約20万円低い結果となっている。精神

なった。

科において、男性看護師は女性看護師よりも、

5.主要参考文献

暴力や暴言などを発する患者との対峙頻度が高

1)水野基樹.経営視点に立った看護師のリテンション・マネジメント

い。また患者の移送など体力的な業務を担う頻

実践入門-人材流出を防ぎ、働き続ける魅力ある組織づくりを実践

度が高い。このような、業務内容の違いが業務

する-,看護部長通信,Vol.15,No.6,pp2-11,2018.

量と給与に対する満足度に男女差を与えた可能

2)水野基樹,新しい働き方を探る(23)リテンション・マネジメント,

性が示唆される。加えて、看護という女性中心

労働の科学,Vol.61,No.12,2006．

の労働環境が、男性に比べ女性の職務満足が高

3)水野基樹,山田泰行、広沢正孝,看護師の職務不満足要因に影響を

いという結果に影響した可能性がある。

及ぼす衛生要因の検討,産業保健人間工学研,Vol.14,No.1,pp.17-

3-3-3,就業継続意向の一元配置分散分析の結果

24,2012.

表４ 就業継続と看護師経験年数の多重比較
1年未満

部署
病院
職業

M
SD
M
ＳＤ
M
ＳＤ

4)田邊

ｎ=100

１～５年未満 ５～１０年未 １０～１５年 １５～２０年
満
未満
未満

20年以上

ｎ= 6

n= 15

n= 16

n= 22

n= 25

n= 16

4.17
.408
3.83
.753
4.17
.753

4.00
.756
3.53
.743
3.93
.799

3.38
.806
2.75
1.183
3.63
.957

3.77
.752
3.59
.666
3.95
.950

3.72
.843
3.36
.860
3.96
.735

2.56
1.094
2.56
1.209
3.31
1.195

智美, 岡村仁，看護師の離職意向に関連する要因の検討-緩

和ケア病棟における調査結果をもとに-Palliative Care Research

F

P

6.67

.000

4.12

.002

1.55

.181

2011;Vol,6,1:pp.126-132
5)厚生労働省,平成 30 年賃金構造基本統計調査

結果の概要,賃金構

造基本統計調査.

看護師経験年数の違いにより、就業継続意向
に差があるか一元配置分散分析を行った。分散
分析において看護師経験年数と「部署」の間に
1％水準の有意差が見られた
（4,95)=8.459,p<.01,）
。また、看護師経験年数
と「病院」との間に1％水準で有意差が見られた
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第 54 回人類働態学会全国大会 優秀発表賞 受賞者の声
杉浦 貴紀

井川なつみ

（順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科）

（東京農工大学大学院農学府自然環境保全学専攻）

この度は、第 54 回人類働態学会全国大会（日本女

この度は人類働態学会第 54 回全国大会において、

子体育大学）におきまして、優秀発表賞という大変名

優秀発表賞をいただきありがとうございました。このよう

誉な賞をいただき誠にありがとうございます。

なすばらしい賞を受賞することができ大変嬉しく思いま

発表のタイトルは「学校現場における特別支援教育

す。

コーディネーターに関する実証的研究」であり、通常

今回発表させていただいた「小型植物による生理

学校の現場における特別支援教育コーディネーター

的・心理的効果に関する研究」は、みどりによるリラクゼ

に焦点を当てた研究でした。インタビュー調査にご協

ーション効果を、定量的に示してみたいと思ったのがき

力いただいた 4 名の小学校教員の方々のおかげで本

っかけではじめた研究でありました。その中でも特に、

研究を完成させることが出来ました。

小型植物の設置では室内でも気軽にその効果を享受

私自身、学校の教員になることを目指しており、特
別支援教育について学んでいたことが今の研究活動

できるのではないかと考え、その設置に着目して実験
を進めてきました。

を始めた契機となりました。コーディネーターという特

発表当日は少し緊張していましたが、発表演壇の脇

別支援教育の中核的な役割となる方々へのインタビュ

に素敵なお花が活けてあったことで、私自身も植物に

ーを通して直に現場の声を聞くことで、論文やデータ

よる効果を享受することができたおかげか、リラックスし

だけでは知ることの出来なかった課題が山積みである

て発表に臨むことができました。また、人類働態学会の

ということを実感いたしました。近年、障害に対する認

和やかな雰囲気によって、落ち着いて発表することが

知が世間では少しずつ広まっていますが、日本の特

できました。そして、質疑応答では、貴重なご意見やア

別支援教育についての研究はまだまだ発展途上であ

ドバイスを頂くことができ、また、大会を通じて様々な先

ると考えます。本大会での受賞を今後のより一層の励

生方の発表を拝聴することで、発表の仕方やスライド

みとして研究活動を進めていき、特別支援教育の研究

の見せ方の工夫など多くのことが学べました。今回い

の発展に努めていきたいと考えております。

ただいたアドバイスや学びを活かして、今後も研究に

最後になりましたが、このような学び多き場を提供し

励んでまいります。

てくださった本大会の大会長である早弓惇先生（日本

最後に、このようなすばらしい大会を開催、運営して

女子体育大学）、学会長である岡田明先生（大阪市立

くださった、先生方に深く感謝いたします。また、ご指

大学）、そして指導教授である水野基樹先生（順天堂

導くださいました、下田先生、福本先生、発表の練習

大学）、貴重なご助言をくださいました渡邉貴裕先生

に際してたくさんのアドバイスをくださった研究室の皆

（順天堂大学）、岩浅巧先生（順天堂大学）、調査協力

様、実験に協力してくださった被験者の方々に心より

を頂きました研究室のメンバーに心より感謝申し上げ、

感謝申し上げます。

受賞の御礼とさせていただきます。
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宮中 翼
（順天堂大学スポーツ健康科学部）
この度、第 54 回人類働態学会全国大会で「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－」の発表
を行い、優秀発表賞という素晴らしい賞を頂きました。
いくつもの研究発表があった中でこのような賞に選出
されたことを光栄に受け止めております。
函館市観光改善という着想に至ったのは、地域ブラ
ンド調査 2018（ブランド総合研究所）が函館市を「日本
で最も魅力的な市町村」に位置づけたことがきっかけ
です。日本を代表する観光都市がどのような創意工夫
を凝らして観光満足度を高めているのか純粋に疑問を
抱きました。そこで、本研究では函館市を訪れる観光
客の 8 割が利用する函館空港を舞台に、観光満足度
を高める良好事例を収集し、さらなる改善提案を導くた
めの参加型改善を行いました。観光都市とはいえ、空
港はあくまでも交通機関であるため、そこに観光満足
度に影響するような良好事例があるのか最初は半信
半疑でした。しかし、実際に現場を訪れると、そこには
数多くの良好事例が実践されており、少なくとも 157 の
良好事例データ（画像ファイル）を収集することができ
ました。私が感動した良好事例は、空港から駐車場・
公共交通機関の動線に設置されていた雪像とイルミネ
ーションです。とりわけ、雪像は「函館に来たんだ」とい
う実感を喚起させると同時に、私のような内陸県で育っ
た者や、雪の降らない国からの観光客に大きな感動を
与えていました。今回は空港の限られたエリアを集中
的に観察したことから、普段なら見過ごしてしまいそう
な良好事例まで目を向けることができたと思います。学
会では学術的な内容だけでなく、フィールド研究の学
びや感動まで語らせていただきました。質疑応答では
「良好事例の因子構造に“ふれあい”という因子を加え
てはどうか？」など、多くの先生方から貴重なアドバイ
スを頂きました。書き留めたアドバイスは次回の観光改
善に最大限に役立てていきたいと思います。
最後に、本研究にご協力をいただきました函館市、
函館空港、商工会の皆様と、本研究の発表にあたりお
世話になりました大会事務局の皆様に心より感謝を申
し上げ、受賞の御礼とさせていただきます。

- 28-

会報担当よりお詫び
2017 年度夏季研究会の参加記につきまして、2017 年中に会報へ掲載する予定としてお
りましたが、会報担当の不手際で掲載が大変遅くなりました。執筆いただきましたお二
方ならびに会員の皆様に心よりお詫び申し上げます。

2017 年度夏季研究会に参加して
堀野定雄（神奈川大学）

私は直前に急用が発生、初日夕食時からの参加となり楽しみにしていた体感プログラム
には参加できなかったのが残念です。皆様の印象などを聞き、想像しながら自主参加しまし
た。夕食時テーブルを共にした学生二人からそれぞれの体験と感想を聞き、特に感電体験な
どはリアルに怖かった、挟まれるシーンは本当に心理的に痛く感じたなど、大変充実してい
たのだと印象深く伺いました。私自身、テーマもさることながら、参加者にリアル感を高揚
させる技法に関心がありました。
川野政彦様（JP ハイテック安全品質環境管理部長、産業安全保健エキスパート、労働安
全コンサルタント）の「労働安全衛生の基本」
（英語表記すれば：Introduction to Occupational
Health and Safety か・・・）と題する講演は広範囲の課題をカバーし、その内容も深く熱気
あふれるものでした。私なりに考えながら聞いていて、敢えて章立てを付けるなら、第 1 章
産業安全の歴史、第 2 章 産業安全の組織と仕組み、第 3 章 法工学への誘い、第 4 章 ヒュ
ーマンエラーとその背景と対応の仕方、第 5 章 事例から学べる教訓、など目前で死亡事故
を体験された実践現場からの生の声として迫力があり、新たに学ぶ貴重な知見でした。あり
がとうございました。できれば講演後、受講した学生諸君の質問や感想などを聞きたかった
です。
ただ、最終日の江口剛史氏（日本電子）の講話も含めて気になる下りがありました。事故
に合わない様にするにはと言うお話の中で「急に安全人間にはなれない。
」安全と健康を意
識して見ようと呼びかけ、１．家庭、ゼミで、２．外出、車の運転、歩行（スマホ）、３．
規則正しい生活、３食バランスよく、４．趣味を持つ、相談できる人を持つ、と強調されま
した。
その４に関連して、広告大手電通に勤務する優秀な若い女性社員で過労自殺した高橋ま
つりさん（2016-12、当時 24）は仕事ばかりで自分を追いつめた様だと指摘され、出席する
若い学生達に向かって親切な助言と言う文脈でした。近未来貴君らも現実化するであろう
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職場での出来事に、あまりにも真面目に対応すると神経をすり減らし自滅する事になる、日
頃からあらゆる環境に耐えられる様なしたたかさを鍛えるべきであると言う主旨の助言を
述べられたと記憶しています。
自殺した高橋さんの個人属性に問題があり悲劇が起こったとも解釈できるお二人の見解
は、労働基準法違反容疑で書類送検された石井直社長が辞任（2017-1）した経緯と不整合な
関係になります。人間工学視点では、長時間労働問題は社員の個人属性でなく、企業組織の
管理属性であるという認識をしっかり共有することの大切さを確認したいと思います。長
時間労働を是認する社内文化が背景要因として大きかった事は否定できない訳です。若い
世代には残業、長時間労働が当然であるという悪しき日本の産業労働文化を継承して欲し
くないことから言っても、そもそも過重な労働時間を避けるべきであることについて真剣
に考えて頂き、人間工学原理に整合する合理的な新しい労働文化をこそ、励起して欲しかっ
たなと残念に思いながら話を聴いていました。今後の私達の共同の取り組みとして重要な
ことなので付言させて頂きます。
今や“KAROUSHI”は国際的にも知られている日本語由来の英語です。因みに、本来の英
語は“Overwork death”です。この和製英語を見て欧米専門家は発音がパキスタンの首都に似
ていると「カラーチ」と発音してその場に居合わせた日本の専門家は苦笑したエピソードも
残っているほど、悪名高き過労問題です。大型トラックの左折巻き込み事故裁判で 1980 年
代一緒に仕事をした私の親しい社会派弁護士川人博氏は長年「過労死 110 番」の事務局長
をしておられ、昨今よくテレビでお目にかかりますが、彼がいつ暇になるのか、彼自身が過
労で倒れないか心配する毎日です。
「こども叱るな、気づかせよう」をテーマに、小中高生向けグループワーク「実践的安全
体感教育プログラムの開発・発表会」は活気があって大変興味深かったです。参加学生の幼
少時代の事故経験共有から始まり、自転車事故、家庭内災害、水難事故、スマホ歩き事故、
情報リテラシーなど時代を反映した共感を呼ぶ課題に取り組んだ若者らしい溌剌とした、
大学の壁を超えた一体化した共同作業成果に惜しみない拍手を送りたいです。
2 日目の午後、学生参加者がグループワークに励んでいる時間帯、社会人参加者は、新日
鉄住金鹿島製作所工場見学の機会を得、新たな経験をさせて頂きました。実際には見学者通
路下のコントロールルームで 2 人が監視作業をしているそうですが、見学者の見た目には
完全な無人の 1500℃厚板工場圧延ラインを目の当たりにして、私自身の体験として学生時
代以来５、６回見学した内外の圧延工場に比べて、隔世の感を禁じえませんでした。世界最
高水準を行く大型技術の最前線を見せて頂き、感謝します。この工場は人間工学原理に整合
する経営実践を続ける限り、今後半世紀、或いは一世紀以上、世界から厚板や薄板の注文が
続き、操業は続くだろうと実感しました。
以上、思いつくままに帰宅早々メールで送った御礼返信に加筆しました。又の機会が楽し
みです。本プログラムを企画・運営して下さった関係者の皆さま、3 日間、お世話になりま
した。貴重な思い出深い経験がまた一つ増えました。ありがとうございます。
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夏季研究会に参加して感じたこと
松井 英樹（まつ井工務店株式会社）
落下、転倒、巻き込み、感電、これらは、私の働く建設現場でもタブーとされるキーワー
ドです。そんな忌み嫌う事が体感できますよ！と言うドキドキする様な体感メニューを労
働科学研究所の研究者の方よりお誘いを受けましたが主催が「人類動態学会」と聞き所属さ
れている皆様の様に学識者でも研究者でも無い私が場違いでは無いかと戸惑いながらも、
ぜひ体感研修を受けてみたい一心で今回お邪魔させていただきました。
日頃は、当社建築現場の作業者の皆さんに対して工程管理と安全管理を行っていますが
「これぐらい大丈夫」「面倒くさいから」という慢心が事故を引き起こすという事を自分の
体験を（高所からの墜落、回転体による切創など）基に指導、解説をしながらも果たして上
手く作業者皆さんに伝わっているのだろうかと手法を模索しながらの毎日で今回は日鉄住
金ビジネスサービス鹿島の講師の皆様の解説、指導方法をぜひ参考にと当日を迎えました。
体感実習が始まりますと流石現場を経験されている講師の皆様方です。要所は締めなが
らも飽きさせず、また本当に危険を体感させながら笑いも含ませ 45 分の経つのが早い事に
驚きでした。講師の皆様も先輩や後輩が就労現場で事故に被災し、命を落とされたり、障碍
が残ったりと辛い経験をされておられ講習の中には、悲しい事故に遭って欲しくないと言
うメッセージが込められた温かい講習であったと感じ得ました。
また、二日目には学生さんに対してのグループワークがあり、事務局より出された課題に
沿って各々が「体感、安全プログラム」を作成するというもので、三日目の発表では、視点
や切り口が十人十色で年齢と共に凝り固まりつつある私の固い頭に刺激を与えてくれまし
た。
私もそうでしたが、
「安全」と言うキーワードに対しては「生命の危機」を連想してしまい
ますが中にはモバイルセキュリティーをテーマにされた学生さんもおられ、実務では顧客
情報も多々取り扱っておりますので情報漏洩などの事態となれば企業生命も危ぶまれると
いう点ではネットセキュリィーもこれからの時代は「安全」の一部に含まれるのだと気づか
せていただきました。
最後に今回、この様な素敵な企画を立てていただきました人類動態学会夏季研究会事務
局の皆様そして、参加されました皆様に感謝とお礼を申し上げます。また機会がありました
ら、ぜひ参加させていただきたいと思っておりますのでその節はよろしくお願い致します。
翌日、京都に戻り自社の現場に立ち「危険な箇所や不安全な作業をしていないかな」と現
場を見回しますと、荷受けした舗石材を不安定な地盤面に仮置きをしており「こんなズボラ
な積み方をすれば荷崩れした場合に石材が落下して手を潰しますよ」と手を実際に置いて
みればタイミング悪く私の手の上に石材が落下しまして一週間右手が痛くて使えなくなっ
てしましました。どうぞ皆さん「ご安全に」
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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
いよいよオリンピックイヤーの 2020 年を迎えました。
世界中から多くの人たちが日本を訪れ、注目が集まり
ます。大会期間中は、武蔵野大学有明キャンパスの目
と鼻の先にある「夢の大橋」のたもとに聖火台が設置さ
れ、観戦チケットを持たない人でも見学できるなど、大
会を象徴する中心エリアになるそうです。
この近辺に在住し、観戦チケットになかなか当選し
ない私は、"タダ"でオリンピックの雰囲気だけでも味わ
おうと期待を寄せている一人ですが、JOC による最新
の発表では、選手・スタッフ、観戦者を含め、一日あた
り最大 15 万人がこの臨海エリアに集中するとのことで
す。この数値で連想されるのが、毎年 8 月と 12 月に
「東京ビッグサイト」で開催される世界最大の同人誌即
売会、通称「コミケ」の人手です。昨夏のコミケの来場

者数は 4 日間で 73 万人だったそうです。この期間中は、
真っ黒い人の波が「国際展示場駅」から会場までの道
路を埋め尽くします。もちろん駅構内も人で一杯です。
ホームドアが設置されるまでは、この期間の駅利用は
まさに"命がけ"でした。この駅を頼りにする私たち地域
住民の最近の話題は、このエリアに集積する 7 つの会
場で開会式の翌日から 16 日間連続で開催される大会
期間中の"生活の足"をどう確保するかについてです。
なかには「働き方改革」という名目で勝ち取ったロング
バケーションで海外逃亡をするツワモノもいます。
まだ先と思っていた 2020 を目前にして、課題も山積
されているようですが、このビッグイベントへの期待も最
高潮に達しようとしています。大会が成功裏に開催さ
れることを祈ってやみません。（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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