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平昌、東京そしてその後へ

大阪体育学会第  回学会大会
平昌、東京そしてその後へ

－オリンピックを通して体育、スポーツを再考する
日程 2018（平成 30)年 3 月 11 日（日）11:00 (受付 10:30~) ~17:00
会場 関西学院大学梅田キャンパス K.G.ハブスクエア大阪
〒530-0013 大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー14 階 TEL06-6485-5611
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大会会長挨拶

河鰭 一彦 / Kazuhiko Kawabata
関西学院大学人間福祉学部人間科学科教授
大阪体育学会副会長

今、この稿を書いているとき「平昌オリンピック開会式」がはじまろうとしています。
第 56 回大阪体育学会大会の時にはその結果があきらかになり、各方面からの評価がなされ
ていると考えられます。わたくしも選手として指導者としてオリンピックが究極の目標で
ある「競技スポーツ・アスレチックスポーツ」にうちこんだ時期がありました。多くの会
員の皆様も同じではないかと考えます。われわれ体育 ･ スポーツを専門にするひとびとは
オリンピックを賞賛するために言葉を紡ぐことはたやすいことです。しかし、現実のオリ
ンピックを見るとき「多額の金銭が動く」「政治利用」「薬物問題」「犯罪」など一般社会と
変わらない問題が起きていることもまた事実です。大げさに言えばオリンピックは現代社
会の縮図ともいえます。本年以降わが国はオリンピックの話題でもちきりになるでしょう。
この時期にわれわれ「体育 ･ スポーツ人」はオリンピックを通してわれわれの立脚点であ
る「体育 ･ スポーツ」をより深く考える必要があると思うに至りました。
そこで、大阪体育学会第 56 回大会はテーマを「平昌、東京そしてその後へ

―オリンピッ

クを通して体育 ･ スポーツを再考する」とさせていただきました。各セッションにて活発
な議論をお願いする次第です
末筆になりましたが、本大会を運営するに当たり、多くの方や企業のご尽力があったこ
とに感謝申し上げます。
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ࡗରүָճ  յճ͟Ҍ಼


ճτʖϜ
ʰฑথɼ౨ͨͱͨ͢ښޛʷΨϨϱϒρέΝ௪͢ͱରүʀηϛʖςΝ࠸ߡͤΖʷʱ


̏ɿೖఖ ฑ  ೧  ݆  ೖʤೖʥʁʛʤण ʁʛ 
̐ɿճ ָؖӅָࡗഗీΫϡϱϏη
ˡ ࡗࢤۢணԲௌ  Πϕϫʖθνϭʖ 
̑ɿճ֕གྷ
  ̏ʥҲൢڂݜනʁʁʛʁ
  ̐ʥಝพةժʁָ෨ਫ਼ϛηνʖනʁʛʁ
  ̑ʥ૱ճʤʁʛʁʥ
  ̒ʥεϱϛζΤϞ Ҳൢޮʁໃྋ ʁʁʛʁ
    τʖϜʰΨϨϱϒρέΝ௪͢ͱରүōηϛʖςΝ࠸ߡͤΖʱ
    εϱϛζηφʁ
ʤ̏ʥཾ࢚ʤຘೖซࡗຌऀӣಊ෨෨ௗʥ
ʤ̐ʥ㝜౽࢛ʤࡗରүָճཀྵࣆௗ ࡗࢊۂָηϛʖς݊߃Ռָ෨ָ෨ௗ
   ݫ೧ϫγϱκϩηΨϨϱϒρέਭځೖຌେනकগʥ
ʤ̑ʥഗ֠ඔʤࡗରүָگदʥ
    ࢚ճʁߗൻஎඛ ָؖӅָਕؔෳࢳָ෨ਕؔՌָՌگद 

̒ɿָճຌ෨ةժ ʁʛ     
τʖϜʰ౨ښΨϨϱϒρέʀϏϧϨϱϒρέگүखૌΊʱ
ߪࢥʁൡీ ʤ౨ָܵښָگदʥ
࢚ճʁྜྷ रʤՐࢃָگदʀࡗରүָճཀྵࣆʥ
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ճʀϓϫΠʖҌ಼
ʴΠέιηʵ
ָؖӅָഗీΫϡϱϏη .*ύϔηέΦΠࡗ ʛ ࣪گ
ʤˡ ࡗࢤۢணԲௌ  Πϕϫʖθνϭʖ  7(/ʥ

ʕࡗٺʰഗీӼʱ ணԲௌրࡵΓΕ ైิ̓
ʕ̡̩ʰࡗӼʱޜಌ۔ड़͖Δైิ  

ʕஏԾరޜಌ۔તʰഗీӼʱ͖Δైิ   ʰӼʱ͖Δైิ̒
ʽ࠹رΕࢬઅʾ ϙτϩࡗٺϱνʖψεϥψϩ ഗీܵढ़ܸ
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日
会場
時間

A会場
1405教室

程
Ｂ会場
1406教室


｜


休憩室
1403教室

受付




｜


Ｃ会場
1407教室

一般発表

一般発表

特別企画
学生発表

※12:10まで

※12:10まで

※12:30まで

昼食・休憩
※教室内での食事はご遠慮下さい
飲み物はペットボトルは可


｜


総会


｜


シンポジウム


｜


学会本部企画

理事会
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昼食・休憩
※教室内での食事はご遠慮下さい
飲み物はペットボトルは可

ָճճͶࢂՅͤΖ๏͟Ҍ಼

̏ɿणʤʛ  ʥ
ʀճҽ๏ͺɼणͶͱϋʖϞϕϪʖφΝ͕ण͜खΕԾ͠͏ɽ

̐ɿࢂՅඇ
ʀࡗରүָճҽ๏ͺໃྋͲͤɽ
ʀೖճҽ๏ͺɼणΩΤϱνʖͶͱ  ԃΝ͕ࢩ͏Ծ͠͏ɽ
ʀ͵͕εϱϛζΤϞ͕Γ;ָճຌ෨ةժΊࢂՅͺໃྋͲͤɽ

̑ɿҲൢڂݜනं͕͏ب
ōϏϭʖϛϱφΝ༽͏ͱන͠ΗΖͺɼන༽υʖνϓΟϩΝ 86% ϟϠϨ
Ͷฯଚ͢න͠ΗΖιρεϥϱ͗࢟ΉΖ  ΉͲͶනճणʤ$ ճɼ%
ճʥͶ͟ड़͚ͫ͠͏ɽ
ʀഓࣁྋͺɼන͠ΗΖιρεϥϱ͗࢟ΉΖ  ΉͲͶනճणʤ$
ճɼ% ճʥͶ͟ड़͚ͫ͠͏ɽࣁྋͶͺԍୌ൬ߺɼԍୌɼනंࢱ໌ɼॶΝ
͏͚ͫ͠ͱ͢ىɽ͵͕ɼഓࣁྋͺ  ෨ఖౕ͟६ඍ͚ͫ͠͏ɽ
ʀҲൢන࣎ؔͺɼ̏ԍୌͶͯ͘  ؔʤන  ؔɼ౾٠  ؔʥͲͤɽන
͗࢟Ήͮͱ఼̗࣎Ͳ̏ྵɼ ఼࣎Ͳ̐ྵɼ ఼࣎Ͳ̑ྵਦΝߨ͏
Ήͤɽ

̒ɿಝพةժʤָਫ਼ʥනं͕͏ب
ʀϛηνʖනͲͺŌʛ ؔͺɼ֦ࣙϛηνʖͶཱིͬŌϓϫΠʖ
๏ʓઈɼ࣯ٛԢΝߨͮͱ͚ͫ͠͏ɽҲਕͽͳΕන࣎ؔͺઅఈ͢ΉͦΞ
Ͳɼ֦ࣙࣙ༟Ͳ͵౾Νغଶ͢Ήͤɽ
͵͕ɼϛηνʖγθͺԥ FPʹॐ FP Ґ಼Ν҈Ͷࡠ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

̓ɿ࠴ௗ͕͏ب
 ʀ͟୴ιρεϥϱ࢟  ΉͲͶɼනճणʤ$ ճɼ% ճʥͶͱण
ΝࡃΉͦͱ͚ͫ͠͏ɽ
 ʀߨ͗ηϞʖθͶΓ͑Ͷɼන͕࣎ؔΓ;౾٠࣎ؔΝݭग͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

̔ɿճཤ༽ͶͤؖΖқࣆߴ
 ʀճͺસےԐͲͤɽৱࣆͺ͟ԗ͚ྂͫ͠͏ɽӁΊͺϘρφϚφϩΊՆͲͤɽ
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εϱϛζΤϞ
ʤʁʛʁʥ

ʰΨϨϱϒρέΝ௪͢ͱରүōηϛʖςΝ࠸ߡͤΖʱ
     
  ࢚ճʁߗൻஎඛʤָؖӅָʥ


ʴεϱϛζηφʵ




ཾ࢚
ʤຘೖซࡗຌऀӣಊ෨෨ௗʥ




㝜౽࢛
ʤࡗରүָճཀྵࣆௗ ࡗࢊۂָηϛʖς݊߃Ռָ෨ָ෨ௗ

  ݫ೧ϫγϱκϩηΨϨϱϒρέਭځೖຌେනकগʥ



ഗ֠ඔ
ʤࡗରүָگद ࡗରүָճཀྵࣆʥ
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ཱྀ 㝯ྖ
Takiguchi
滝口
隆司/ Takashi
/ Takashi
Takiguchi
                 ẖ᪥᪂⪺㜰ᮏ♫㐠ື㒊㒊㛗
                     
毎日新聞大阪本社運動部部長
                                                

࠙ࣉࣟࣇ࣮ࣝࠚ
1967 ᖺࠊ㜰ᗓ⏕ࡲࢀࠋ㛵すᏛࢆ༞ᴗࡋࠊ90 ᖺẖ᪥᪂⪺♫ධ♫ࠋ㐠ື㒊グ⪅ࡋ࡚㸲
ᗘࡢ㍯ࡢࠊ㔝⌫ࠊࢧࢵ࣮࢝ࠊࣛࢢࣅ࣮࡞ᖜᗈࡃᢸᙜࠋ㐠ື㒊⦅㞟ጤဨࠊỈᡞᨭᒁ
㛗ࢆ⤒࡚ 2017 ᖺࡽ㜰ᮏ♫㐠ື㒊㛗ࠋ㐃㍕ࠕ㍯ࡢဴே ᓥ㙊ྜྷ≀ㄒ࡛ࠖ 14 ᖺᗘࡢ
࣑ࢬࣀࢫ࣏࣮ࢶࣛࢱ࣮㈹ඃ⚽㈹ࠋⴭ᭩ࠕࢫ࣏࣮ࢶሗ㐨ㄽ ᪂⪺グ⪅ࡀၥ࠺࣓ࢹࡢ
どⅬࠖ㸦ᩥ⏬㸧ࠋ16 ᖺࡽⲈᇛᏛ㝔ࡶᅾ⡠୰ࠋ
࠙ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘Ⓨゝせ᪨ࠚ
ᖹᫀᏘ㍯ࠊᮾி㍯ࡢᚋព㆑ࢆྥࡅ࡚ࡳࢀࡤࠊ2022 ᖺࡣி࡛Ꮨ㍯ࡀ㛤ࢀ
ࡿࠋ㡑ᅜࠊ᪥ᮏࠊ୰ᅜᮾࢪ࡛ 3 㐃⥆ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡾࠊ㍯ྐୖࠊ␗ࡶ࠸࠼ࡿ
≧ែࡔࠋ2022 ᖺᣍ⮴࡛ிதࡗࡓࡢࡣ࢝ࢨࣇࢫࢱ࣭࣐ࣥࣝࢺࡢࡳࠋ2024 ᖺኟᏘ
㍯ࡶ❧ೃ⿵ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ㒔ᕷࡀ┦ḟ࠸࡛ᣍ⮴࣮ࣞࢫࡽ᧔㏥ࡋࡓࠋࣃࣜࣟࢧࣥࢮࣝࢫ
ࡔࡅࡀṧࡗࡓ⤖ᯝࠊᢞ⚊ࡉ࠼⾜ࢃࢀࡎࠊ2024 ᖺࡣࣃࣜࠊ2028 ᖺࡣࣟࢧࣥࢮࣝࢫ୍ᣓỴ
ᐃࡋࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡀ♧ࡍࡢࡣ㍯㛤ദࢆᮃࡴ㒔ᕷࡢ⃭ῶ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ⮳ୖ⩏ࠖࡢᔂ
ቯࡢጞࡲࡾ࠸࠼࡞ࡃࡶ࡞࠸ࠋࡢ⫧ࠊᅜᐙ㈈ᨻࢆᅽ㏕ࡍࡿᕧ㢠ࡢ㛤ദ㈝⏝ࠊᚋ
⏝ࡵࡀ❧ࡓ࡞࠸➇ᢏタ⩌ࠊࢻ࣮ࣆࣥࢢࢆࡣࡌࡵࡍࡿ➇ᢏ⪅ࡓࡕࡢṇࠊ⮳ୖ
⩏ᭀຊࠊ㧗㦐ṑṆࡵࡀࡽ࡞࠸ࢫ࣏ࣥࢧ࣮࣐ࢿ࣮ࢸࣞࣅᨺ㏦ᶒᩱ͐͐ࠋࡑࢀࡽ
㈇ࡢせᅉࡀᣑࡋࠊ㍯ࡢ㨩ຊࢆୖᅇࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࠸࠼ࡿࠋ
 ᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢱࢺࣝࡣࠕᖹᫀࠊᮾிࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ 㸫࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆ㏻ࡋ࡚య
⫱ࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆ⪃ࡍࡿ㸫࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㍯ࡢᑗ᮶Ᏻࢆᢪࡏࡿ⌧௦ࡔࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ
㍯ࡢᮏ᮶౯್ࡀⰍ࠶ࡏࡿࡇࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ㍯᠇❶ࡣࡑࡢ᰿ᮏཎ๎࡛࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭
࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ㸦㍯㐠ື㸧ࡢ᪨ࢆࡇ࠺ㅻ࠺ࠋ
ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡢ┠ⓗࡣࠊ࠸࡞ࡿᕪูࢆࡶక࠺ࡇ࡞ࡃࠊࠊ㐃ᖏࠊ
ࣇ࢙ࣉ࣮ࣞࡢ⢭⚄ࢆࡶࡗ࡚┦⌮ゎࡋ࠶࠺࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ⢭⚄ᇶ࡙࠸࡚⾜࡞ࢃࢀࡿࢫ
࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡋ࡚㟷ᑡᖺࢆᩍ⫱ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᖹ࡛ࡼࡾࡼ࠸ୡ⏺ࢆࡘࡃࡿࡇ㈉⊩ࡍ
ࡿࡇ࠶ࡿࠖ
ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌ࡚ே㛫ࡢᑛཝࡣఱࢆ㟷ᑡᖺࡓࡕࡀᏛࡧࠊᅜ㝿ᖹ㈉⊩ࡍࡿࠋ⡿ࢺ
ࣛࣥࣉ⤫㡿ࡢே✀ᕪูⓎゝࡸᮅ㩭ࡢ᰾ࡢ⬣ጾぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊୡ⏺ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝࡢὶࢀࡋ࡚ᑐ❧ศ᩿ࡢ㐨ࢆ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ㍯ࡢ⯙ྎ࡛ࡶ᪥ᮏࢆࡣࡌࡵඛ㐍ᅜࡢ
ከࡃࡀᅜᐙ⩏ⓗ࡞ᵝ┦ࢆᙉࡵࠊ࣓ࢹࡣ㐣࡞ሗ㐨࡛࣓ࢲࣝத࠸ࢆ↽ࡿࠋ
ࡔࡀࠊࡇࢇ࡞௦ࡔࡽࡇࡑࠊࢫ࣏࣮ࢶࡀᯝࡓࡍࡁᙺࡣከ࠸ࠋ㏆௦࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ
ጞ⪅ࠊࣆ࢚࣮࣭ࣝࢻ࣭ࢡ࣮࣋ࣝࢱࣥࡀồࡵࡓ㍯ࡢ⢭⚄ࢆࡧㄝࡁ㉳ࡇࡋࠊ࢜ࣜࣥࣆࢬ࣒
ࢆⱝ࠸ୡ௦ఏ࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⤯࠼ࡎᮏ᮶౯್ࢆၥ࠸⥆ࡅࡿࡇ࡛ே
ࡧࡢព㆑ࡶᑡࡋࡎࡘኚࢃࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡋ࡚య⫱ࡀ࠶ࡿࠋࠊᮾி㍯ྥࡅ࡚
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᩍ⫱┠ࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ⥅ᢎᬑཬࡣࢫ࣏࣮ࢶࡢⓎᒎࡗ࡚⤯
ᑐྍḞࡔࢁ࠺ࠋ
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㰻⸨ ዲྐ / Yoshifumi Saitou

齋藤
好史 / Yoshifumi Saitou
㜰⏘ᴗᏛࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㒊ᩍᤵ
大阪産業大学スポーツ健康科学部教授
              Ꮫ㒊㛗
㜰య⫱Ꮫ⌮㛗
学部長
大阪体育学会理事長

࠙ࣉࣟࣇ࣮ࣝࠚ                                            
␎Ṕ

➇ᢏṔ

ࢥ࣮ࢳṔ

᪥ᮏయ⫱Ꮫయ⫱Ꮫ㒊య⫱Ꮫ⛉༞ᴗ

ࣘࢽࣂ࣮ࢩ࣮ࢻ

JOC  ᙉࢫࢱࢵࣇ

᪥ᮏయ⫱ᏛᏛ㝔య⫱Ꮫ◊✲⛉㸦ಟኈㄢ⛬㸧ಟ

1979 ᖺ࣓࢟ࢩࢥࢩࢸ࣮

㸦බ㈈㸧᪥ᮏỈὋ㐃┕ Ỉ⌫ࢥ࣮ࢳ

ḷᒣ┴❧་⛉Ꮫἲ་Ꮫᩍᐊ◊✲⏕

1981 ᖺࣈ࢝ࣞࢫࢺ

      ዪᏊᙉࢫࢱࢵࣇ

ḷᒣ┴❧་⛉Ꮫ་Ꮫ༤ኈྲྀᚓ

1983 ᖺ࢚ࢻࣔࣥࢺࣥ

2007 ᖺ ዪᏊỈ⌫ୡ⏺

ḷᒣ┴❧་⛉Ꮫἲ་Ꮫᩍᐊ༤ኈ◊✲ဨ

1985 ᖺ⚄ᡞ

ࢪࣗࢽ㑅ᡭᶒ ࢥ࣮ࢳ

ࢪ

2008 ᖺ ዪᏊỈ⌫᪥ᮏ௦⾲ࢥ࣮ࢳ

㜰ᡂ㋣▷ᮇᏛయ⫱Ꮫ⛉

1982 ᖺࢽ࣮ࣗࢹ࣮ࣜ 

2009 ᖺ World League ┘╩

ࡧࢃࡇᡂ㋣ࢫ࣏࣮ࢶᏛ

࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 

      ࣘࢽࣂ࣮ࢩ࣮ࢻ┘╩

㜰⏘ᴗᏛ ே㛫⎔ቃᏛ㒊

1984 ᖺࣟࢧࣥࢮࣝࢫ

⌧⫋ 㜰⏘ᴗᏛ ࢫ࣏࣮ࢶᗣᏛ㒊Ꮫ㒊㛗

㜰య⫱Ꮫ⌮㛗

࠙ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘Ⓨゝせ᪨ࠚ
⌧ᙺࡽࡲ࡛ࡢ⣙ 40 ᖺࢆࡾ㏉ࡿ
1896 ᖺ➨ 1 ᅇࢸࢿ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ
1912 ᖺ➨ 5 ᅇࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ ᪥ᮏึཧຍ
1936 ᖺ➨ 11 ᅇ࣋ࣝࣜࣥዪᏊึࡢ㔠࣓ࢲࣝ๓⏿㑅ᡭ
1964 ᖺ➨ 18 ᅇᮾி
1984 ᖺ ࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࣘ࣋ࣟࢫ㛗ࡢၟᴗ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᡂຌ ࢸࣞࣅࡢ⊂༨ᨺ㏦ᶒ➼ࡼࡾ⣙㸰൨
ࢻࣝ㯮Ꮠ ࣐ࢳࣗࡽࣉࣟࡢ௦
     ዪᏊࡢ௦ࡢᖥ㛤ࡅ
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ IOC ࡣ 120 ᖺཬࡪṔྐࢆኚࡋ࡞ࡀࡽ⏕ࡁᢤ࠸࡚ࡁࡓࠋ
ࠕࢪ࢙ࣥࢲࠖ
ࡶࡲࡓࠊ
ࡑࡢኚࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᨵ㠉ࡶࠊࢫ࣏࣮ࢶࡀᩥ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࡸᗣ࣭་
⒪ࠊᅜ㝿ᖹ࡞♫ࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿຊࢆᣢࡘࡁࡔၐ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢಙ㢗ࢆᢸಖࡋ౯
್ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡶ㑅ᡭࢆṇࡽᏲࡾࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆ㧗ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣂࢵࣁ㛗ࡣࠕࢪ࢙ࣥࢲࠖࡘ࠸࡚ࡇ࠺ヰࡋࡓࠋ
ࠕࡇࢀࡣࢪࢢࢯ࣮ࣃࢬ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ20㸩20 ࡢ
40 㡯┠ࡦࡘ୍ࡘࡢࣆ࣮ࢫࡀ㔜せࡔࠖ
ࠋࣆ࣮ࢫࡦࡘḞࡅࡿᡂࡾ❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡿ⬤ࡶࢁ࠸ࣃࢬࣝ
ࠊ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᮍ᮶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦బ㔝 ,www.ssf.or.jp/history/essay/tabid/1157/Default.aspx㸧
ୡ⏺ᙳ㡪ຊࢆ᭱ࡶ࠼ࡿ IOCࠊ࣮ࣘࢫࡽ࣐ࢫࢱ࣮ࢬࠊࣉࣟࢆࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
᪥ᮏࡢᑐᛂࡣࠊྛ➇ᢏᅋయࡣࠊࢳࣕࣥࢫ࡛࠶ࡾࣆࣥࢳࢆࡴ࠼ࡿࠋ
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᫂⨾// Akemi
Akemi Umegaki
梅垣ᱵᇉ
明美
Umegaki
㜰య⫱Ꮫᩍᤵ
大阪体育大学教授
ࢫ࣏࣮ࢶᩍ⫱Ꮫ
య⫱⛉ᩍ⫱Ꮫ
スポーツ教育学
体育科教育学
ࢫ࣏࣮ࢶྐ
ࢫ࣏࣮ࢶ⌮Ꮫ➼
スポーツ史 スポーツ倫理学等
ࡢ⛉┠ࢆࡈᢸᙜ
の科目をご担当

࠙ࣉࣟࣇ࣮ࣝࠚ
 ዉⰋዪᏊᏛᏛ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ಟ
㤶ᕝ┴࡚୰Ꮫᰯࡢಖయ⫱ᩍᖌࢆᩘᖺ⤒㦂ࠋࡑࡢᚋࠊẸ㛫ᴗົࠋ
 ᖺ㜰య⫱Ꮫ╔௵
 ᖺ  ᭶❧㤋ᏛᏛ㝔࡚Ꮫࢆྲྀᚓ㸦༤ኈ㸸ࢫ࣏࣮ࢶᗣ⛉Ꮫ㸧
      
࠙ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘Ⓨゝせ᪨ࠚ
㏆௦࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢࢡ࣮࣋ࣝࢱࣥ⏨∖ࡢࡧࡅ࡛㸪 ᖺጞࡲࡗࡓ㸬ࢡ
࣮࣋ࣝࢱࣥࡀ㏆௦࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㎸ࡵࡓ㢪࠸ࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡋ࡚ᆒ⾮ࡢࢀࡓே㛫ࢆ⫱
ᡂࡍࡿࡇୡ⏺ᖹࡢᐇ⌧࡛࠶ࡗࡓ㸬
 ࠶ࡲࡾࡶ᭷ྡ࡞ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࡛㔜せ࡞ࡇࡣ㸪ࡘࡇ࡛ࡣ࡞ࡃཧຍࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠖ
࠸࠺ゝⴥࡣ㸪ྖᩍࡀ࣑ࢧࡢ୰࡛㸪ᑐ❧ࡍࡿࢳ࣮࣒ྠኈࡢ㝤ᝏ࡞࣒࣮ࢻᑐࡋ㸪㑅ᡭㄒࡗ
ࡓࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢゝⴥឤືࡋࡓࢡ࣮࣋ࣝࢱࣥࡣ㸪ࠕே⏕࡛㔜せ࡞ࡇࡣ࡛ࡣ࡞ࡃດຊ
ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬㔜せ࡞ࡇࡣࡗࡓࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡼࡃᡓࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠖே⏕
ဴᏛࢆㄒࡗࡓ㸬࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ᠇❶࡛ࡣ㸪࢜ࣜࣥࣆࢬ࣒ࡋ࡚ࠕດຊࡢ႐ࡧࠖ
ࠕࣇ࢙ࣉ࣮ࣞࠖ
ࠕ⪅ࡢᑛᩗࠖࠕ༟㉺ᛶࡢ㏣ồࠖ࡞ࡢ⌮ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ࡶ㸪࡛ࡣ⤮✵㐣ࡂ࡞࠸࠸࠼ࡤゝ࠸㐣ࡂ࡛࠶ࢁ࠺㸬࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ
࠾ࡅࡿࢻ࣮ࣆࣥࢢ㐪⪅ࡣᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸㸬ࣟࢩࡢࡼ࠺ᅜᐙࡄࡿࡳࡢ㛵ࡉ࠼ㄆࡵࡽ
ࢀࡓ㸬෭ᡓ௦ࡀ⤊ࢃࡗ࡚ࡶ㸪࡞࠾࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᨻධࡣ⥆࠸࡚࠸ࡿ㸬ࢫ࣏࣮ࢶࡢ⊂
❧ᛶ⮬ࢆồࡵࡿ ,2& ࡢッ࠼ࡶࡋ࠸㸬࢜ࣜࣥࣆࢵࢡᣍ⮴ࡣ㸪ከ㢠ࡢබ㔠ࡀࢃࢀࡿ㸬
,2& ጤဨࡢ㉗㈥ᐜ࡛㐊ᤕ⪅ࡲ࡛ฟࡿጞᮎ࡛࠶ࡿ㸬ඛ㐍ㅖᅜࡀ࣓ࢲࣝ⋓ᚓ୍႐୍៧ࡋ࡚
࠸ࡿ㛫ࡶ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢆ⾜࠺ࡇࡍࡽࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸ேࠎࡀ࠸ࡿ㸬
ⱥᅜࢆ୰ᚰୡ⏺ᗈࡀࡗࡓ㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶⱥᖇᅜࢆᢸ࠺࢚࣮ࣜࢺᒙࢆ⫱
ᡂࡍࡿᡭẁࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥࢪ࢙ࣥࢺ࣐ࣝࣥࢆ⫱ᡂࡍࡿᡭẁ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ᓫ㧗࡞⌮ࡶ㸪ⓑேࡢ࢚࣮ࣜࢺᒙࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸㸬
 ࡸ㏆௦࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡣ㸪ୡ⏺୰ࡽᵝࠎ࡞ேࠎࡀ㞟࠺ୡ⏺᭱ࡢ࣋
ࣥࢺ࡞ࡗࡓ㸬⳹ࠎࡋࡉࡣ⭡㸪ከࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ㸬࣓ࢲࣝࡢ⋓ᚓᩘࡤࡾヰ
㢟ࡀ㞟୰ࡋࡀࡕࡔࡀ㸪୍᪦㊊ࢆࡵ㸪ࡑࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬᪥ᮏேࡋ࡚㸪ࢫ࣏࣮ࢶ
ᦠࢃࡿ⪅ࡋ࡚㸪ఱ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ㸬
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ྖ  

⏥ᩫ 知彦
▱ᙪ / Tomohiko
Kai
甲斐
/ Tomohiko
Kai

関西学院大学人間福祉学部人間科学科教授
㛵すᏛ㝔Ꮫே㛫⚟♴Ꮫ㒊ே㛫⛉Ꮫ⛉ᩍᤵ
野外教育
㔝እᩍ⫱学校保健
Ꮫᰯಖ リサーチ法基礎等の
ࣜࢧ࣮ࢳἲᇶ♏➼ࡢ
科目をご担当
⛉┠ࢆࡈᢸᙜ

࠙ࣉࣟࣇ࣮ࣝࠚ
᪥ᮏయ⫱Ꮫ༞࡞ࡽࡧྠᏛ㝔ࢆಟࠋ1997 ᖺ㛵すᏛ㝔Ꮫ╔௵ࠋ2008 ᖺࡼࡾ⌧
⫋ࠋ᪥ᮏࢫ࣮࢟㐃┕ࢫࣀ࣮࣮࣎ࢻබㄆᣦᑟဨ

ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊࠕᖹᫀࠊᮾிࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ㸫࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆ㏻ࡋ࡚య⫱ࠊࢫ࣏
࣮ࢶࢆ⪃ࡍࡿ㸫ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊྛศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿཱྀ㝯ᚿඛ⏕ࠊ㰻⸨ዲྐඛ⏕ࠊᱵᇉ᫂⨾
ඛ⏕ࡈⓏቭ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࢪ࡛ࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏ࡛㛤ദࡉࢀࡿ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆ㏻ࡋ࡚ᡃࡀ
ᅜࡢయ⫱࣭ࢫ࣏࣮ࢶࡢࡇࢀࡽࢆ⪃࠼ࡿᶵࢆࡶࡕࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋከࡃࡢⓙᵝࡢࡈ
᮶ሙࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

            ᮾிᏛⱁᏛᩍ⫱Ꮫ㒊ᗣ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫㅮᗙ⦾⏣㐍

 ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ⢭⚄ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡶ┦㏻ࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨࡣࠊᮾி㸰㸮㸰㸮࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࢆࠊ
Ꮚ౪ࡓࡕࡢே⏕ࡗ࡚ࡲࡓ࡞࠸ᶵᤊ࠼ࠊࠕᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆ
ࢵࢡᩍ⫱ࠖࢆ㒔ෆࡢࡍ࡚ࡢබ❧Ꮫᰯ࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
 ௨ୗᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡᩍ⫱ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ
>⫱ᡂࡍࡁே㛫ീ@
 ⮬ᕫࢆ⫯ᐃࡋࠊ⮬ࡽࡢ┠ᶆࢆᣢࡗ࡚⮬ࡽࡢ࣋ࢫࢺࢆ┠ᣦࡍពḧែᗘࢆഛ࠼ࡓே㛫
 ࢫ࣏࣮ࢶぶࡋࡳࠊ▱࣭ᚨ࣭యࡢㄪࡢࢀࡓே㛫
 ᪥ᮏேࡋ࡚ࡢ⮬ぬࡾࢆᣢࡕࠊ⮬ࡽᏛࡧ⾜ື࡛ࡁࡿᅜ㝿ឤぬࢆഛ࠼ࡓே㛫
 ከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡋࠊඹ⏕♫ࡢᐇ⌧ࡸᅜ㝿♫ࡢᖹⓎᒎ㈉⊩࡛ࡁࡿே㛫
>ᇶᮏⓗどⅬ@
 ࡚ࡢᏊ౪ࡀ㛵ࢃࡿⓎ㐩ẁ㝵ࡸ⯆࣭㛵ᚰᛂࡌ࡚ࠊఱࡽࡢᙧ࡛࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ㛵ࢃࡾࡲࡍࠋ
 య㦂ࡸάືࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫࡪࡇࢆ㔜どࡍࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿య㦂ࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊᏛࡧࢆ῝ࡵࡲࡍࠋ
 ィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡍࡿᮾிࠊ᭦ࡑࡢඛࢆぢᤣ࠼ࠊィ⏬
ⓗ࣭⥅⥆ⓗᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
>ᑐ㇟@
㒔ෆ࡚ࡢබ❧ࡢᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯ
ཬࡧ≉ูᨭᏛᰯ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ ᖹᡂ   ᖺ  ᭶⌧ᅾ ᰯᅬඣ࣭
ඣ❺࣭⏕ᚐᩘ ே 
>ᮇ㛫@
ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢᖺ㛫ࢆࡅ࡚ࠊẁ㝵ⓗ῝࣭
ᣑࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
 ᮏㅮ₇࡛ࡣࠊලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡲࡍࠋ
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繁田

【所

属】

進

／

Susumu Shigeta

東京学芸大学

教育学部

健康・スポーツ科学講座

東京学芸大学

教育学部

芸術・スポーツ科学系

【専 門 分 野】

運動方法学（陸上競技）

【学

東京学芸大学大学院修士課程保健体育専攻

歴】

【最近の活動】

日本陸上競技連盟

理事・普及育成委員長

日本陸上競技学会

監事

関東学生陸上競技連盟

評議委員

東京学芸大学附属小金井小学校校長
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修了

教授
学系長
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$ ճ     ࣪گ

࠴ௗ ʁ ߖീ ७ʤָؖӅָʥ

ʷ
$̏  ݊߃ηϛʖςܧָͶॶͤΖָਫ਼Νଲেͳͪ͢ϫαϠౕτηφͳৼ
݊߃ͳؖ࿊Ͷͯ͏ͱ
˕߶ࢃথࢢʤଢָӅָʥɼ߄ඔʤఉ௫ࢃָӅָʥ

ʷ
$̐  ࢧॡޛغൔҐ߳ࢢਐௗүͳӣಊसӪڻͶͯ͏ͱ
ʕݬ܄৵߄ʤՐࢃ߶ۂָߏʥ

ʷ
$̑  ࡄଲࡨಊͳηϛʖςϗϱφαϧϚϪʖεϥϱͳࠕޛ՟ୌ 
ʗࢊָׯ࿊ܠΝΌ͢͡ͱखૌΊʗ
˕ڰຌ߸߀ʤۛقָਫ਼ཀྵָ෨ʥ

ʷ
$̒  ΏΕ౦Ͷ͕͜Ζ|3RZHU3RVLWLRQ|ࢀ࣏ݫੵ
˕ਇʤࡗରүָָӅʥɼຌཾชʤࡗରүָʥ
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̙ճ ʁ    ࣪گ

࠴ௗ ʁ ీ ৣʤࡗࢊۂָʥ

ʷ
̙̏  ָौಕમघࢾͶ͕͜Ζৼয়ସͶͯ͏ͱڂݜ
˕ ో෨গ೯ʤࡗࢊۂָʥɼ಼ଞʤࡗࢊۂָʥ
ঘྜྷ༒ղʤࡗࠅࡏҬ߶ָߏʥ
٢ઔݨʤԮࢃঐՌָʥɼࢀଞְʤࡗࢊۂָʥ

ʷ
̙̐  ָӣಊ෨ಊͲ͗ݩܨಝదࣙ״ྙްހͶͤ·ٶӪڻ
ʕᤷ༐धʤࡗରүָʥɼਫ਼ي೯ʤࡗରүָʥ

ʷ
%̑  گ৮سंͶΓΖରүՌໝ٘दۂްՎͶͯ͏ͱ
˕নీޭ߄ʤࡗࢊۂָʥ

ʷ
%̒  ʽӣಊͯΉͥ͘ʤ༩ʥʾ͘ͰـͶͤؖΖदڂݜۂ
ʷਕͳࢥگҲਕࢥگർֳΝৼͳ͢ͱʷ
ʕ౽ᖔ܈ʤฎگށүָ࿊ָӅʥ 
ഗ࢛ܕʤ໒گүָʥɼࢃ࣑ʤဢگָʥ
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ᗣࢫ࣏࣮ࢶ⣔ᏛᡤᒓࡍࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺᚰࡢᗣࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚

ۑ㧗ᒣᫀᏊ㸦ኴᡂᏛ㝔Ꮫ㸧
ࠊ᪂㔝ᘯ⨾㸦ᖇሯᒣᏛ㝔Ꮫ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Ꮫ⏕ࠊࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࠊGDS

⥴ ゝ

⤖ᯝ⪃ᐹ

 ࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡣࠊ㐠ືჾࡢ㞀ᐖࡢࡓ

 ᖺ௦ᇶ‽್௨ୗࡢࣟࢥࣔ⩌ࡀ 15 ྡ㸦17.9㸣㸧
ࠊᖺ

ࡵせㆤ࡞ࡿ༴㝤ࡢ㧗࠸≧ែᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

௦ᇶ‽್௨ୖࡢ㠀ࣟࢥࣔ⩌ࡀ 69 ྡ㸦82.1㸣㸧࡛࠶ࡗ

㸦᪥ᮏᩚᙧእ⛉Ꮫ㸪2007㸧
ࠋ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣟ

ࡓࠋ㐠ືᶵ⬟ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊࣟࢥࣔ⩌㠀ࣟࢥࣔ⩌

ࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟᚰࡢᗣᗘࡣ┦㛵㛵ಀ

ࢆẚ㍑ࡋࡓࡇࢁࠊ୧⩌᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞

ࡀ࠶ࡾ
㸦୰㉺ࡽ㸪
2015㸧
ࠊ
ከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ࡗࡓࠋ᪥ᖖⓗࠊẚ㍑ⓗ㌟య㔞ࡀ㧗࠸ࡇࡸࠊ㐣ཤࡢ

ከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᅾࠊඣ❺ࡢయຊ

ࢫ࣏࣮ࢶάືࡼࡾࠊయຊࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ⪃࠼

పୗࢆጞࡵࠊⱝᖺ⪅ࡢࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡀ

ࡽࢀࡿࠋ

ᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊⱝᖺ⪅ࡸᏛ⏕ࢆᑐ㇟

ࣟࢥࣔ⩌ 15 ྡࡢෆࠊࣟࢥࣔᗘ 1 ヱᙜࡍࡿᏛ⏕

ࡋࡓࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟᚰࡢᗣᗘࡘ

ࡣࠊ⏨ᏊᏛ⏕ 9 ྡ㸦12.7㸣㸧
ࠊዪᏊᏛ⏕ 3 ྡ㸦23.0㸣㸧
ࠊ

࠸࡚ࡢ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᒣᮏࡽ㸦2017㸧ࡣࠊ៏

ࣟࢥࣔᗘ 2 ヱᙜࡍࡿᏛ⏕ࡣࠊ⏨ᏊᏛ⏕ࡢࡳ 3 ྡ

ᛶ⑊③ࡢ᭷↓ࡀ⢭⚄ⓗᗣ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿሗ࿌ࡋ

㸦5.6㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࣟࢥࣔᗘ 1 ࠊࣟࢥࣔᗘ 2 ヱᙜ

࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊᗣࢫ࣏࣮ࢶ⣔Ꮫᡤ

ࡍࡿ⏨ᏊᏛ⏕ࡢ୰ࡣ㛗ᮇ㛫ࡢࢫ࣏࣮ࢶάື࡛ࡢ

ᒓࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࠊࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺᚰࡢ

ᡃࡼࡾࠊ⭸ࡸ⭜⑊③ࢆ᭷ࡋࠊయ᱁ࡶࡁ࠸ࡇ

ᗣࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠋ

ࡽࠊ∦㊊࡛ࡢ❧ࡕୖࡀࡾࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᚰࡢᗣᗘࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࡶ୧⩌ඹ᭷ព࡞ᕪࡣ

᪉ ἲ

ㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣࣟࢥࣔ⩌ᚰࡢ

㜰ᗓ࠶ࡿᗣࢫ࣏࣮ࢶᏛ⛉ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕

ᗣᗘ┦㛵ࡶࠊㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ

⏨ዪ 84 ྡ㸦⏨ᏊᏛ⏕ 71 ྡࠊዪᏊᏛ⏕ 13 ྡ㸧ࢆᑐ㇟

GDS⡆᫆∧᪥ᮏㄒ∧ࡢ⤖ᯝࠊ
⏨ᏊᏛ⏕㸷ྡ
㸦12.7㸣㸧

ࡋࡓࠋᑐ㇟ࡢᏛ⏕ࡣࠊ㐣ཤ㐠ື⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊẚ㍑

ࡢᏛ⏕ࡀ࠺ࡘഴྥ࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

ⓗ㌟యάື㔞ࡢ㧗࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ㞟ྜἲ
࡚ㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ㐠ືᶵ⬟ࡢ ᐃࡣࠊࣟࢥࣔᗘࢸ

ࡲࡵ

ࢫࢺ࡛࠶ࡿ❧ࡕୖࡾࢸࢫࢺ 2 ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺ࣭ᥱ

ᅇࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊࣟࢥࣔ⩌ヱᙜࡋࡓ 15 ྡ

ຊ࣭㛗ᗙయ๓ᒅࢆ ᐃࡋࠊᚰࡢᗣࡢᣦᶆࡣ GDS

㸦17.9㸣㸧ࡢᏛ⏕ࡢ࠺ࡕᩘྡࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶάື࡛ࡢ

㸦Geriatric Depression Scale㸧⡆᫆∧᪥ᮏㄒ∧ࢆ

ᡃࡼࡿ⭸ࡸ⭜ࡢ⑊③ࠊయ᱁ࡶᙳ㡪ࡋࠊ∦㊊࡛ࡢ❧ࡕ

⏝ࡋࡓࠋ

ୖࡀࡾࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
GDS ⡆᫆∧᪥ᮏㄒ∧ࡢ⤖ᯝࠊ9 ྡ㸦12.7㸣㸧ࡢ⏨

ศᯒࡣࠊࣟࢥࣔࢸࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢྛࢸࢫࢺ
⤖ᯝࡼࡾࠊᖺ௦ᇶ‽್௨ୗࢆࣟࢥࣔ⩌ࠊᇶ‽್௨ୖࢆ

ᏊᏛ⏕࠺ࡘഴྥࡀ࠶ࡿ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

㠀ࣟࢥࣔ⩌ࡋࡓࠋ⤫ィᏛⓗゎᯒࡣᑐᛂࡢ࡞࠸ 㹲

ᚋࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊࢫ࣏࣮ࢶάື⩦័ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕ࠊ

᳨ᐃࢆ⏝࠸ࠊ⤫ィゎᯒࢯࣇࢺࡣ SPSS for Windows

➇ᢏࢆ㎡ࡵࡓᏛ⏕࡞ࠊࡼࡾከࡃࡢⱝᖺ⪅ࡸᏛ⏕

㸦ver.19㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡞ࡗࡓᏛ⏕ࡣࠊ

ࡢᑐ㇟⪅ࢆቑࡸࡋࠊ㌟యάື㔞ࠊᚰࡢᗣࣟࢥࣔࢸ

ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ๓⾜࠸ࠊㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸

ࣈࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢ㛵㐃ࢆ᳨ドࡋࠊᏛ⏕ࡢ

࡚ࠊಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡇࠊᡂ⦼ホ౯ᙳ㡪ࡀ࡞࠸

ᗣᩍ⫱ᗣቑ㐍ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊ༑ศ࡞⌮ゎࢆᚓࡓࠋ
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       ᛮᮇᚋ༙௨㝆ࡢ⏨Ꮚࡢ㌟㛗Ⓨ⫱㐠ື⩦័ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚


              ࠐ᱓ཎఙᘯ㸦ḷᒣᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㸧

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᛮᮇᚋ༙ࠊ㌟㛗ࠊ㐠ື⩦័
⤖ᯝ⪃ᐹ


⥴ゝ

 㐠ື⩌㠀㐠ື⩌ࡢ㌟㛗Ⓨ⫱㔞ẚ㍑㸹㐠ື⩌

ࣄࢺࡢⓎ⫱ࢆ♧ࡍⓎ⫱᭤⥺ࡸ◊✲ሗ࿌ࡢከࡃ

ࡢⓎ⫱㔞ࡀ᭷ព㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ

ࡣࠊᑠඣࡽ 17~18 ṓ㡭ࡲ࡛ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿ

  ᖺ㌟㛗࡛ศࡅࡓ  ⩌ࡢ㐠ື⩌㠀㐠ື⩌

ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊH26~28 ᖺᗘࡢᖺ㱋ู㌟㛗

ࡢ㌟㛗Ⓨ⫱㔞ẚ㍑㸹6 ⩌㸦FP ᮍ㸧ࡢ㐠ື⩌

ࡢᅜᖹᆒ್㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌㸧࡛ࡣࠊ18 ṓ௨

㠀㐠ື⩌㛫᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀࡎࠊ0 ⩌

㝆ࡶ 30~34 ṓࡢ༊ศࡅ࡚ഹ࡞ࡀࡽቑຍࡋ

㸦aFP ᮍ㸧࠾ࡼࡧ + ⩌㸦FPa㸧࡛ࡣ㐠ື

࡚࠸ࡿ⤖ᯝࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡓࡔࠊⓎ⫱㔞ࡀ㢧ⴭ࡛࡞

⩌ࡀ᭷ពࡁ࡞್ࢆ♧ࡋࡓࠋ

࠸ࡓࡵࠊᛮᮇᚋ༙ࡢⓎ⫱㛵ࡋ࡚ࡣ࠶ࡲࡾὀ

 %0, ᖹᆒ࡛ศࡅࡓ  ⩌ࡑࢀࡒࢀࡢ㐠ື⩌㠀

┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᥎ᐹࡉࢀࡿࡀࠊⓎ⫱ࡢࢱ࣑

㐠ື⩌ࡢ㌟㛗Ⓨ⫱㔞ẚ㍑㸹7 ⩌㸦ᣦᩘ  ᮍ㸧࠾

ࣥࢢࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊᛮᮇᚋ༙

ࡼࡧ 2 ⩌㸦ᣦᩘ a㸧࠾࠸࡚㐠ື⩌㠀㐠ື⩌

௨㝆ࡢⓎ⫱ᮇ㛫ࡣࠊ㌟㛗Ⓨ⫱ࡶྵࡵࠊ㦵᱁ࡀᐇ

㛫᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀࡎࠊ6 ⩌㸦ᣦᩘ a ᮍ㸧

ࡋ࡞ࡀࡽయ᱁ࡀᡂࡋ࡚࠸ࡃ㔜せ࡞ᮇ㛫࡛࠶ࡿࠋ

࠾࠸࡚㐠ື⩌ࡀ᭷ពࡁ࡞್ࢆ♧ࡋࡓࠋ

୍᪉ࠊⓎ⫱ᮇࡢࡇࡶࡢ㐠ືࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿሗ

 ᙉ㐠ື⩌ᙅ㐠ື⩌ࡢ㌟㛗Ⓨ⫱㔞ẚ㍑㸹ᙉ㐠

࿌ࡣከᵝ࠶ࡿࡀࠊⓎ⫱ᮇࡀ⤊ࢃࡗࡓᛮᮇᚋ

ື⩌ᙅ㐠ື⩌㛫᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

༙௨㝆ࡢ⏨Ꮚࢆᑐ㇟ࡋࡓ㐠ືⓎ⫱㛵ࡍࡿ

 ࡇࡢ⤖ᯝࡽࠊᛮᮇᚋ༙ࡢ⏨Ꮚࡗ࡚ࠊ㐠

ሗ࿌ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㧗ᰯ 1 ᖺ

ື⩦័ࡢ㌟య่⃭ࡀ㌟㛗Ⓨ⫱ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ࡽᏛ㸰ᖺࡢᖺ㱋ࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ࡢ㌟㛗Ⓨ⫱ࢆ㏣

ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ≉ࠊ㌟㛗 %0, ࡛᭱ࡶయ᱁ࡀ

㊧ⓗࡳ࡚ࠊ㐠ື⩦័ࡢ㛵㐃ࢆࡳ᳨࡚ウࡍࡿ

ᑠࡉ࠸⩌㸦6 ⩌7 ⩌㸧࠾࠸࡚㐠ື⩌㠀㐠ື⩌

ࡇࡋࡓࠋ

᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡎࠊ୰㛫ⓗ࡞య᱁⩌㸦0 ⩌6 ⩌㸧

 

᭷ព࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࡇࡽࠊⓎ⫱ࢫࣃ࣮ࢺ

᪉ἲ

ࡢໃ࠸ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㡭ࡽ㐠ືࡢᙳ㡪ࡀ⌧ࢀࡸ

ᑐ㇟ࡣࠊ5 ᖺ㛫ࡢ㌟㛗ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿ

ࡍࡃ࡞ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ

㐠ື⩦័ࡢࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿ㹕㧗ᑓࡢᖹᡂ 21 ᖺᗘධ



Ꮫ⏕ࡽᖹᡂ 25 ᖺᗘධᏛ⏕ࡲ࡛ࡢ 5 Ꮫᖺィ 681

ࡲࡵ

ྡࡋࠊ1 ᖺࡽ 5 ᖺࡅ࡚ࡢ㌟㛗Ⓨ⫱㔞

ᛮᮇᚋ༙⏨Ꮚࡢ㌟㛗Ⓨ⫱ࡣࠊ㐠ື⩦័ࡢ

ࢆ㐠ື⩦័ࡢ᭷ࡿ⩌㸦㐠ື⩌㸧↓࠸⩌㸦㠀㐠ື

ᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀࠊ≉ࠊయ᱁ⓗࡰⓎ⫱ᮇࡀ⤊ࢃ

⩌㸧࡛ẚ㍑ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ1 ᖺࡢ㌟㛗ࡸ BMI ࡛

ࡗࡓ᥎ᐹࡉࢀࡿ⩌㢧ⴭ࡞ᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

ศࡅࡓ⩌ࡢⓎ⫱㔞ࢆ㐠ື⩦័ࡢ᭷↓࡛ẚ㍑ࡋࡓࠋ

㐠ືࡢᙉᙅ࡛Ⓨ⫱㔞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊ㐠ືࡢ⛬ᗘࡼࡗ࡚ᙉ㐠ື⩌ᙅ㐠ື⩌
ศࡅ࡚ẚ㍑ࡋࡓࠋ
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㜵⅏ᑐ⟇άືࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥᚋࡢㄢ㢟
̿⏘ᐁᏛ㐃ᦠࢆࡵࡊࡋ࡚ࡢྲྀ⤌ࡳ̿
ۑᶫᮏ๛ᖾ㸦㏆␥Ꮫ⏕≀⌮ᕤᏛ㒊㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫ࣏࣮ࢶࠊ㜵⅏ព㆑ࠊ⏘ᐁᏛ㐃ᦠ
┠ ⓗ

⟶⌮ಀࡶ㛤ദࡸ㊃᪨ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡶ⾜࠸ࠊ

㏆࠸ᑗ᮶㉳ࡇࡿ࠸ࢃࢀࡿᆅ㟈ࢆྵࡵࠊ⮬

ᐇࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡢ⾜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡞

↛⅏ᐖᑐࡋࠊ㑊㞴ࡍࡿࡓࡵࡢయຊࢆ㌟ࡘࡅ

ࡶ࠶ࡾࠊ㠃ⓗ࡞༠ຊࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ

㸦⮬ຓ㸧ࠊᆅᇦࡢேࠎࡀ༠ຊࡍࡿࡇ㸦ඹຓ㸧ࠊ

Ꮫ⏕ࡢཧຍࡀᑡ࡞ࡃࠊᚋࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽ⮬ຓඹຓࢆ⤖ྜࡉࡏࡿࡇࡣ

䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹ཧຍேᩘ
ཧຍேᩘ

࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫ࣏࣮
㻝䠊䛂䛽䛤䜝䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛃

ࢶࡀ┠ᣦࡍ┠ᶆ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᖹᡂ 28 ᖺࡼࡾḷᒣ┴ᒾฟᕷ࡛
Ꮫ⏕༠ാ࡛⾜ࡗࡓ 4 ᅇࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ

୍⯡ Ꮫ⏕ 䝇䝍䝑䝣 ྜィ
㻟㻡ྡ 㻠ྡ 㻞㻣ྡ
㻢㻢ྡ

䠎䠊䛂㏆䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹ᒣᓮᑠ䛃 㻝㻜㻠ྡ 㻞ྡ

㻞㻡ྡ

㻝㻟㻝ྡ

䠏䠊䛂➨䠏ᅇ㏆䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛃
㻠䠊䛂➨䠐ᅇ㏆䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛃

㻟㻜ྡ
㻞㻡ྡ

㻥㻡ྡ
㻣㻜ྡ

㻡㻢ྡ 㻥ྡ
㻠㻡ྡ 㻜ྡ

ཧຍ⪅ເ㞟ࡢ᪉ἲ࠾࠸࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫ⏕

ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᐇᚋࡢ┬ࢆ᳨ウࡋࠊ⏘ᐁᏛ㐃

ࡢࣅࣛ㓄ࡾࠊᆅᇦࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡸၟᗑ࡛ࡢ࣏ࢫࢱ

ᦠࢆࡵࡊࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢᐃ╔ࡋࡓ㛤ദ

࣮ᥖ♧౫㢗ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᚋࡣ SNS ࡢά⏝

ࢫ࣏࣮ࢶࡢព㆑㜵⅏ࡢព㆑ࡢ⼥ࢆࡵ

࡞ࠊࡶࡗᗈࡃᗈሗάືࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠊ

ࡊࡋࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫ࣏࣮ࢶࡢ㐀ࡢ

ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡢ୰࡛ࠊ

୍㈨ᩱࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠋ

ࢫ࣏࣮ࢶ⏝ရࢆᢅ࠺ᆺ

᪉ ἲ

ၟᗑ࡛ࡣࠊඹദࡢᥦࡶ

ୗ⾲ࡢ 4 ᅇࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ

ཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ⏘ᐁᏛ㐃ᦠ

࠶ࡓࡾࠊࡑࢀྥࡅ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳᐇᚋࡢ

ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛

┬ࢆ᳨ウࡋࠊᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺୰࡛ࠊ⏘ᐁᏛ

ࡁ࡞ࡁࡗࡅ࡞ࡿ࡛࠶

㐃ᦠࡢ࣋ࣥࢺࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆ

ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡶ

᫂☜ࡍࡿࠋ

❧ࡕୖࡆࡓࠕ㏆ࢫ࣏
䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹
㛤ദ᪥

㻝䠊䛂䛽䛤䜝䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛃

࣮ࢶࣇ࢙ࢫࢸࣂࣝᐇ⾜
㻌ሙᡤ

ጤဨࠖࡣࠊᒾฟᕷ㐠

ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻤᭶㻝㻝᪥㻔ᮌ㻕ᒣ䛾᪥ ḷᒣ┴ᒾฟᕷ❧᰿᮶ᑠᏛᰯ

ᐇ⾜ጤဨ䝫䝇䝍䞊

䠎䠊䛂㏆䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹ᒣᓮᑠ䛃 ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻝㻞᭶㻝㻝᪥㻔᪥㻕

ḷᒣ┴ᒾฟᕷ❧ᒣᓮᑠᏛᰯ䚷

ື࡞ࠊᵝࠎ࡞⾜ࡢཧຍ࣭༠ຊࡢせㄳࡀ

䠏䠊䛂➨䠏ᅇ㏆䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛃

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻣᭶㻝㻢᪥㻔᪥㻕㻌㻌

ḷᒣ┴ᒾฟᕷẸ⥲ྜయ⫱㤋䚷

࠶ࡾࠊ✚ᴟⓗཧຍࡋࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㻠䠊䛂➨䠐ᅇ㏆䝇䝫䞊䝒䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹䛃

ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶㻝㻜᪥㻔᪥㻕㻌㻌

ḷᒣ┴ᒾฟᕷẸ⥲ྜయ⫱㤋䚷

ࡲࡵ

⤖ᯝ⪃ᐹ

ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㛤ദྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛࡛ࡁ

4 ᅇ⾜ࡗࡓࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡢཧຍேᩘࢆ⾲

ࡓࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡋࠊᚋࠊ⏘ᐁᏛ㐃ᦠࡋࡓࢫ

♧ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ࣋ࣥࢺ࠾࠸࡚ࠊ100 ྡ

࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊࢫ

ࡢཧຍࢆ┠ᶆࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᮇⓗ࡞ၥ㢟ࡸເ

࣏࣮ࢶࡢព㆑㜵⅏ࡢព㆑ࡢ⼥ࢆᅗࡾࠊ

㞟᪉ἲࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡓࡢࡣ➨ 2

⮬↛⅏ᐖᙉ࠸⾤࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋࡓࠊᆅᇦ㛗

ᅇࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡚ࡢ࣋ࣥࢺ࡛ࠕᒾฟᕷ

ࡃ᰿࠸࡚࠸ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫ࣏࣮ࢶࡢ㐀

ࢫ࣏࣮ࢶ᥎㐍ጤဨࠖࡢඹദࢆᚓ࡚㛤ദࡋࠊᒾ

ྥࡅ࡚ࡢ᳨ウࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ฟᕷᩍጤ⫱ጤဨࡸྛᑠ࣭୰Ꮫᰯࠊ⥲ົ㒊༴ᶵ
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ࡸࡾᢞ࠾ࡅࡿ͇3RZHU3RVLWLRQ͇ࡢ୕ḟඖศᯒ


ۑ୰すၝ┿㸦㜰య⫱ᏛᏛ㝔㸧
㸪ῡᮏ㝯ᩥ㸦㜰య⫱Ꮫ㸧

L1

R

PP

L2

ࡣῶᑡ㸪F  G ࡣቑຍ)㸬ヨྜຓ㉮࡛ࡣᢞ࡚ࡁ
㊥㞳ࡢࡁ࠸⪅ PP-L2 㛫ࡢ⭜ᅇ᪕ゅኚ
ࡀࡁ࠸࠸࠺┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(ᅗ 2)ە㸬
ࡋࡋ㸪㉸㏿ຓ㉮࡛ࡣ᭷ព࡞㛵ಀࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪
⭜ᅇ᪕ゅኚࡣ㉸㏿ຓ㉮࡛ᢞ࡚ࡁ㊥㞳ࡀఙࡧ
ࡓ⿕㦂⪅ F  G ࡣቑຍࡋ㸪ᢞ࡚ࡁ㊥㞳ࡢῶᑡࡋ
ࡓࡢ 5 ྡࡣ࠸ࡎࢀࡶῶᑡࡋࡓ(ᅗ 2)ۑ㸬ࡲࡓ㸪
PP ࡢ⬗ᚋഴゅᗘ(㖄┤ࡼࡾᚋഴࡀṇ)ࡀヨྜ
ຓ㉮ࡼࡾ㉸㏿ຓ㉮ࡢ᪉ࡀ᭷ព(p<0.05)ᑠࡉ࠸
್ࢆ♧ࡋࡓࡇࡽ(ᅗ 3)㸪ຓ㉮㏿ᗘࢆព㆑ⓗ
㧗ࡵࡓࡇࡼࡾ PP ᒁ㠃࡛㐺ษ࡞ᚋഴጼໃ
ࢆࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡼࡗ࡚⭜ᅇ
᪕ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ⿕㦂⪅ࡣ㸪⭜ᅇ᪕ࢆୖᡭࡃ
ࡗ࡚ᢞࡆࡽࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵᢞ࡚ࡁ㊥㞳ࡀῶ
ᑡࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
(m)
70

60

A

BA

C
B

D

55
50
45

F

F

C

E
E

G

D

G

15

25

35

45

55

65 (deg)

⭜ᅇ᪕ゅኚ
ᅗ2 ヨྜຓ㉮䠄䖃䠅䛸㉸㏿ຓ㉮䠄䕿䠅䛻䛚䛡䜛⭜ᅇ᪕
ゅኚ␗䠄PP-L2㛫䠅䛸ᢞ䛶䛝㊥㞳䛸䛾㛵ಀ䠊ྑᢞ䛢㑅
ᡭ䜢ୖ䛛䜙ぢ䛶ィᅇ䛜ṇ䠊ᅇᖐ┤⥺䛿ヨྜຓ
㉮䛻㛵䛩䜛䜒䛾䠊A䡚G䛿⿕㦂⪅䠊

(deg)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

RL

䠆䠗p<0.05
ヨྜຓ㉮
㉸㏿ຓ㉮

䠆

A
B
C
D
E
F
G ᖹᆒ
ᅗ3 ヨྜຓ㉮䛸㉸㏿ຓ㉮䛻䛚䛡䜛PP䛾⬗ᚋഴゅᗘ

ᅗ1 ศᯒᒁ㠃

࠙⤖ᯝ⪃ᐹࠚ
 L1-R 㛫㸪R-L2 㛫ࡢຓ㉮㏿ᗘࡣ㸪㉸㏿ຓ㉮ࡢ
᪉ࡀヨྜຓ㉮ࡼࡾ᭷ព(ྛ p<0.001㸪p<0.05)
㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᢞ࡚ࡁ㊥㞳ࡣ㸪㉸㏿ຓ㉮ࡢ᪉
ࡀヨྜຓ㉮ࡼࡾᖹᆒ 2.63m ῶᑡࡋࡓࡀ᭷ពᕪ
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ(⿕㦂⪅ A㸪B㸪C㸪D㸪E

r=0.83
p<0.05

65

ᢞ䛶䛝㊥㞳


࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⬗ᚋഴゅᗘ㸪⭜ᅇ᪕ゅኚ
࠙⥴ ゝࠚ
 ࡸࡾᢞࡣᢞ࡚ࡁ✀┠࡛၏୍㸪ຓ㉮ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁ㸪ඛ⾜◊✲࠾࠸࡚ᢞ࡚ࡁ㊥㞳ຓ㉮㏿
ᗘࡢ᭷ព࡞┦㛵㛵ಀࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ຓ㉮㏿
ᗘࢆάࡋࡓᢞ࡚ࡁࢆࡍࡿࡓࡵࡣ㸪㐺ษ࡞‽
ഛືసࡀษ࡛࠶ࡿ㸬ࡸࡾᢞࡢᣦᑟ⌧ሙ࡛ࡣ㸪
‽ഛືసࢆ”Power Position(௨ୗ PP ࠸࠺)”
ࡧ㸪㐺ษ࡞‽ഛືసࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢᣦ
ᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ຓ㉮㏿ᗘࢆ↓⌮
㧗ࡵࡍࡂࡿ PP ࡀᔂࢀ㸪ᢞ࡚ࡁ㊥㞳ࡀపୗࡍ
ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪PP ࢆ㌟య㔜ᚰࡀྑ㊊㤳
ࡢ㖄┤ୖ᪉ࢆ㏻㐣ࡋࡓ▐㛫ᐃ⩏ࡅ㸪PP ࡢ
ጼໃࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿඹ㸪ຓ㉮㏿ᗘࢆព㆑
ⓗ㧗ࡵࡓࡇࡼࡿ PP ࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ
ࡋ㸪ࡸࡾᢞᣦᑟ㈨ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋࡓ㸬
࠙᪉ ἲࠚ
 ࡸࡾᢞࢆᑓ㛛ࡍࡿ⏨Ꮚ㑅ᡭ 7 ྡࢆᑐ㇟ࡋ㸪
ヨྜྠࡌຓ㉮㏿ᗘ࡛ᢞࡆࡿヨྜຓ㉮㸪ព㆑ⓗ
ຓ㉮㏿ᗘࢆ᭱ࡋ࡚ᢞࡆࡿ㉸㏿ຓ㉮ࡢ 2 ᮲
௳࡛ 2 ヨᢏࡎࡘ⾜ࢃࡏࡓ㸬
 ᢞ࡚ࡁືసࡢ᭱ᚋࡢ 3 Ṍ(ᕥ㊊᥋ᆅࡀ L1㸪L2㸪
ྑ㊊᥋ᆅࡀ R)࣮ࣜࣜࢫ(RL)ࡢ┤ᚋࡲ࡛ࡢ
㌟ࡸࡾ(ᅗ 1)ࢆ 3 ྎࡢࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆ⏝࠸࡚㸪
ᢞ࡚ࡁ᪉ྥࡢྑ๓᪉㸪ᕥ๓᪉㸪ᚋ᪉ࡽᙳࡋ㸪
3 ḟඖືసศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪PP ࡣ㌟య㔜ᚰ
ࡀྑ㊊㤳ࡢ㖄┤ୖ᪉ࢆ㏻㐣ࡋࡓ▐㛫ࡋࡓ㸬
 2 ᮲௳㛫ࡢᕪࡘ࠸࡚ࡣ t ᳨ᐃࢆ㸪2 せᅉࡢ
㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣࣆࢯࣥࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬

࠙ࡲࡵࠚ
 ຓ㉮㏿ᗘࢆព㆑ⓗ㧗ࡵ࡚ࡶ㸪PP 㐺ษ
࡞ᚋഴጼໃࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㸪PP-L2 㛫ࡢ⭜
ᅇ᪕ࢆୖᡭࡃ⏝ࡋ࡚ᢞࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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Ꮫᰂ㐨㑅ᡭࡢヨྜ┤๓࠾ࡅࡿᚰࡢ≧ែࡘ࠸࡚ࡢ◊✲

 ۑΏ㒊 ᑗஅ㸯࣭ෆᮧ ┤ஓ㸯࣭ᑠᯘ ຬ㸰࣭⳥ᕝ 㢧㸱࣭୕ᮧ ぬ㸯
     1.㜰⏘ᴗᏛ 2.㜰ᅜ㝿㧗➼Ꮫᰯ 3.ᒸᒣၟ⛉Ꮫ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᚰࡢ≧ែࠊヨྜ┤๓ࠊᣦᑟࠊ
⥴ ゝ

᭱⤊ᡓࡼࡾࡶึᡓࡢ≧ែᏳࡀ㧗࠸࠸࠺⤖ᯝ

 ᰂ㐨ࡢヨྜࢆ⾜࠸ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᢏ

࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡽึᡓከࡃࡢᏳࢆឤ

⾡㠃ࠊయຊ㠃ࡢᙉࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊヨྜᣮࡴ

ࡌ࡚࠾ࡾࠊヨྜࢆ㔜ࡡࡿࡈᩘ್ኚࡀぢ

ࡢ㑅ᡭ⮬㌟ࡢᚰࡢ≧ែࡶ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ

ࡽࢀࠊ᭱⤊ᡓࡢ๓࡛ࡣᏳࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᚰࡢ≧ែࡢ୍ࡘࡋ

ࡇࡀศࡗࡓࠋỴࡲ࡛ྜィ 5 ヨྜࢆᡓ࠸ࠊ

࡚≧ែᏳࢆྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ヨྜ࡛ࡢᑐᡓࢆ㔜ࡡ

ึᡓࡢ $VWDWH ࡢ್ࡀ㧗ࡃࠊỴᡓ๓ࡣᩘ್ࡀ

ࡿࡈࡢࡼ࠺࡞ኚࢆࡍࡿࡢࡘ࠸᳨࡚

పࡗࡓᏛ⏕⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋึᡓ

ウࢆࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊึᡓ᭱⤊ᡓࡘ࠸࡚ሗ

࠾࠸࡚ᩘ್ࡀ㧗࠸⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠕᙜ᪥యㄪࡶ

࿌ࡍࡿࠋ

Ⰻࡃࠊ࠸࠸࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚ሙ᮶࡚࠸ࡿࡀࠊ

᪉ ἲ

ᐇ㝿ヨྜࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ

ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᅋయᡓ࣭ಶேᡓඹᅜฟሙ

ᙜ᪥ࡢㄪᏊࡀⰋ࠸ᝏ࠸ศࡽ࡞࠸ࡓࡵᏳ

⤒㦂ࡀ࠶ࡿ A Ꮫ⏨Ꮚᰂ㐨㒊ဨ 19 ྡ㸦1 ᖺ⏕ 7

࡛࠶ࡗࡓࠖ࠸࠺ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊỴᡓ

ྡࠊ2 ᖺ⏕ 3 ྡࠊ3 ᖺ⏕ 9 ྡࠊ
㸧ࠋㄪᰝᙜ᪥ࡢヨྜ

๓ᩘ್ࡀప࠸⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕึᡓࠊ2 ᅇᡓ

࠾࠸࡚ 1 ᅇᡓࢆ✺◚ࡋࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠋ

1 ᮏ࡛ᢞࡆ࡚ࡘࡇࡀฟ᮶࡚ㄪᏊࡀⰋ࠸ࡇ

ᚰ⌮ᣦᶆ 67$, $VWDWH ࠋ

ࡀศࡾ⮬ಙ࡞ࡗ࡚Ᏻࡣ࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺

ᑐ㇟ࡋࡓヨྜ 㒔㐨ᗓ┴ࣞ࣋ࣝࡢಶேᡓࠋ

ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ 3 ᅇᡓ࡛ $VWDWH ࡢ್ࡀ᭱

ᡭ 㡰 ヨྜሙ࡛ᑐᡓࡢ 15-30 ศ๓ $VWDWH

㧗್㸦㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⌮⏤㛵ࡋ࡚ࡣࠕ┦

ࡢグධࢆồࡵࡓࠋ㑅ᡭࡀ┦ᡭ㑅ᡭᑐࡋ࡚ࡢ

ᡭࡢ 1 ᅇᡓࠊ2 ᅇᡓࢆぢ࡚࠸࡚⮬ศࡢⱞᡭ࡞ࢱ

ࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡛ᣮࢇ࡛࠸ࡿࢆ▱ࡿࡓࡵࠊ

ࣉ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᏳࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓࠖᅇ⟅ࡋ

ࡘᛮࡗ࡚࠸ࡓࠊ㈇ࡅࡿᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ

ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊヨྜࡢᑐᡓ┦ᡭࡼࡗ

ࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡋ  ௳ἲࡼࡾᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ

࡚ᩘ್ࡣኚࢆࡍࡿࡀࠊ᭱⤊ᡓࡼࡾึᡓࡢ᪉ࡀ

ࣥࢣ࣮ࢺࡣ͆㈇ࡅࡿ͇ࢆ 㸪
͆ࡘ͇ࢆ  ࡋ

ᩘ್ࡀ㧗࠸࠸࠺ࡇࡽ㑅ᡭ⮬㌟ࡣヨྜࢆ㔜

࡚ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࡣタᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡡࡿࡈᏳࡽࠊ⮬ಙኚࢃࡗ࡚࠸ࡃྍ

⤖ᯝ

⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ึᡓ᭱⤊ᡓࡢ 2 Ỉ‽ࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇ

ࡲࡵ

ࢁᖹᆒࡢᕪࡣ᭷ពഴྥ㸦ึᡓ㸸s᭱

 ᅇࡢ⤖ᯝࡽࠊ≧ែᏳࡣヨྜࡈኚ

⤊ᡓ㸸s) 

S㸧࡛࠶

ࡣࡍࡿࡀࠊ᭱⤊ᡓ࡛᭱㧗್㐩ࡍࡿࡣ㝈ࡽ࡞

ࡗࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺ࠾࠸࡚ࡶࠊึᡓ᭱⤊ᡓ

࠸ࠋయࡋ࡚ࠊ⮬ศࡀᩋ㏥ࡍࡿ᭱⤊ᡓࡼࡾࡶ

ࡕࡽ࠸࡚ࡶࠊ19 ྡဨࡀヨྜᑐࡋ࡚࡚ࡿ

ࡋࡓึᡓࡢ᪉ࡀᏳࢆከࡃᢪ࠼࡚࠸ࡿᚰࡢ

ᛮࡗ࡚ヨྜᣮࢇ࡛࠸ࡓ࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᚋᣦᑟࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊึᡓ
⪃ᐹ

ᑐࡋ࡚ᚰࡢ≧ែࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࠸ࡃᚲせ

 ᅇࡢ⤖ᯝࡽࠊ᭷ពഴྥ␃ࡲࡗࡓࡶࡢࡢ

ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Ꮫ㐠ື㒊άື࡛ࡢ⤒㦂ࡀ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤཬࡰࡍᙳ㡪

ࠐ⸭୰భᶞ㸦㜰య⫱Ꮫ㸧ࠊⳢ⏕㈗அ㸦㜰య⫱Ꮫ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࠊᏛ㐠ື㒊άືࠊ⤒㦂
࠙⥴ゝࠚ

࠙⤖ᯝ⪃ᐹࠚ

 㐠ື㒊ᡤᒓࡢᏛ⏕ࡣࡢᏛ⏕ẚࠊ᪥ᖖ⏕ά

 Ꮫ㐠ື㒊άື⤒㦂ࡀ GSE ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸࠺ࣔ

Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ(▼,2007)ࠋࡑࢀࡣࠊ㐠ື㒊άືሙ㠃

ࢹࣝࡢ㐺ྜᗘᣦᶆࡣ GFI=.884, AGFI=.847, CFI=.938,

᪥ᖖሙ㠃࡛ឤࡌ࡚࠸ࡿ⮬ᕫຠຊឤ(Bandura,1977)ࡢ

RMSEA=.045 ࡛࠶ࡾࠊチᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖุ᩿ࡉࢀࡓࠋ

⛬ᗘࡀ␗࡞ࡿࡇࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡞ಶࠎࡢ

 GSE ᑐࡋࠊ⮬ᕫ㛤♧ࠊດຊᚸ⪏ࡽ᭷ព࡞ṇࡢᙳ

ㄢ㢟ࡸ≧ἣ౫Ꮡࡏࡎࠊࡼࡾ㛗ᮇⓗࡼࡾ୍⯡ࡋࡓ

㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓࠋ⮬ᕫ㛤♧ࠊດຊᚸ⪏࠸ࡗࡓ⤒㦂

᪥ᖖሙ㠃࠾ࡅࡿಶேࡢ⾜ືᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⮬ᕫຠຊ

ࡣᏛ⏕ࡢࣛࣇࢫ࢟ࣝࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠕᑐேࢫ࢟ࣝࠖ

ឤࢆ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡪ(Generized Self Efficacy㸸

⋓ᚓ⧅ࡀࡿ(ᓥᮏ࣭▼,2010)ࠋ㐠ື㒊άື௨እࡢሙ

௨ୗ GSE㸹ᆏ㔝࣭๓⏣,2002)ࠋ㐠ື㒊ᡤᒓࡢᏛ⏕ࡀᢪ

㠃࡛ࡶᑐே㛵ಀࢆ࠺ࡲࡃᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪥ᖖሙ㠃࡛

࠼ࡿ᪥ᖖ⏕άࡢᏳࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࠊGSE ࡢᙧᡂࡀ

ࡢᡂຌయ㦂ࡶከࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇࡀᙳ

㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊGSE ࡣ㐣ཤࡢᡂຌኻᩋࡢ⤒

㡪ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࡣ GSE ᑐࡋ᭷ព࡞ṇࡢᙳ㡪ࢆཬ

㦂ࡽᙧᡂࡉࢀࡿ(Sherer et al,1982)ࠋ

ࡰࡍࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
GSE ᑐࡋࠊᣦᑟ⪅ࡽࡢ⏕άᣦᑟࠊᣮᡓ㐩ᡂࠊ࿘

ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᏛ㐠ື㒊άື࡛ࡢ⤒㦂ࡀ
GSE ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

ᅖࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡽࡢࣃࢫಀᩘࡣࠊ-.11ࠊ.04ࠊ-.18

࠙᪉ἲࠚ

ᙳ㡪ࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋᣦᑟ⪅ࡽࡢ⏕άᣦᑟࠊ࿘

ㄪᰝᑐ㇟⪅ཬࡧㄪᰝᮇ

ᅖࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ
ࠕ⪅ࡽࡢാࡁࡀࡅࡀඛ⾜ࡍࡿ

㐠ື㒊ᡤᒓࡢᏛ⏕➇ᢏ⪅ 285 ྡࢆᑐ㇟ࠊ2017 ᖺ

ཷືⓗ࡞⤒㦂ࠖ(ᓥᮏ࣭▼,2008)࡛࠶ࡿࠋཷືⓗ࡞⤒

11 ᭶ୖ᪪ࡽ 2018 ᖺ 1 ᭶ୗ᪪ࡅ࡚㞟ྜἲࡼࡿ

㦂ࢆཷࡅࠊ⬟ືⓗ⾜ືࡍࡿ࠸࠺⤒㦂ࡀ GSE ᙳ㡪

㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋศᯒᑐ㇟⪅ࡣ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫ

ࢆཬࡰࡍ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᣮᡓ㐩ᡂࡘ࠸࡚ࠊ㐩

ᰯࠊᏛ࡛㐠ື㒊άືᡤᒓࡍࡿ⏨ᛶ 165 ྡࡋࡓࠋ

ᡂ⮳ࡿࡲ࡛ᵝࠎ࡞⤒㦂ࢆࡍࡿࠋࡑࢀࡽ⤒㦂ࡀ GSE

 ㄪᰝෆᐜ

ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇࡽࠊࡇࢀ

ࣇ࢙࣮ࢫࢩ࣮ࢺࡢࠊձ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼ᏛᰯࠊᏛ
ࡢᡤᒓ㐠ື㒊άືࠊղGSE ᑻᗘ(1 ᅉᏊ 23 㡯┠ࠊ5 ௳

ࡽࡢ⤒㦂ࡣ GSE ᑐࡋᙳ㡪ࡀぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࡀ᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋ

ἲ)(ᡂ⏣,1995)ࠊճᏛ㐠ື㒊άື⤒㦂ホ౯ᑻᗘ
(ࠕ⮬ᕫ㛤♧ࠖ
ࠕᣦᑟ⪅ࡽࡢ⏕άᣦᑟࠖ
ࠕᣮᡓ㐩ᡂࠖ
ࠕ࿘ᅖࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ
ࠕດຊᚸ⪏ࠖࡢ 5 ᅉᏊྛ 4 㡯
┠ࡢྜィ 20 㡯┠ࠊ4 ௳ἲ)(ᓥᮏ࣭▼,2008)࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
 ศᯒ᪉ἲ
ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆᐇࡋࡓࠋࣔࢹࣝࡢホ౯ࡣ
GFIࠊAGFIࠊCFIࠊRMSEA ࢆ⏝࠸ࡓࠋ⤫ィゎᯒ
ࡣ Amos21.0 ࢆ⏝ࡋࡓࠋ
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ᩍ⫋ᕼᮃ⪅ࡼࡿయ⫱⛉ᶍᨃᤵᴗࡢຠᯝࡘ࠸࡚

ۑᯇ⏣ගᘯ㸦㜰⏘ᴗᏛ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᶍᨃᤵᴗ 㐠ື᭷⬟ឤ ᤵᴗホ౯
⥴ゝ

ྛᶍᨃᤵᴗᚋࡢ 5 ศ㛫࡛ᤵᴗホ౯ࢩ࣮ࢺ㸦⾲

 බ❧Ꮫᰯࡢᩍㅍࢆ┠ᣦࡍሙྜ㸪ྛᩍ⫱ጤဨ

2㸧ࡢグධࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࡣḟࡢ┬ᐹ࡛ά

ࡼࡿ᥇⏝㑅⪃ヨ㦂ࢆ⤒࡚㸪ᩍㅍ࡞ࡿࡇࡀ࡛

⏝ࡋࡓ㸬┬ᐹᤵᴗ⪅ࡢືࡁ࣭ゝⴥࡅࢆ☜

ࡁࡿ㸬ࡑࡢᩘ᭶ᚋࡢ 4 ᭶ࡽࡣඛ㍮ᩍဨྠ

ㄆࡍࡿࡓࡵᤵᴗࡢᵝᏊࢆࣅࢹ࡛࢜ᙳࡋࡓ㸬

ࡌࡼ࠺ඣ❺ᑐࡋ࡚ᩍ⫱⪅ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆᣢ

⾲ 1 య⫱⛉ᩍ⫱ἲᤵᴗィ⏬㸦ᢤ⢋㸧

ࡗ࡚⫋ົࡘࡃࡇ࡞ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ࢀ

 యࡘࡃࡾ㐠ືձ

ᢸᙜ⌜

༢ඖ

ࡢᏛ⏕ࡀඣ❺ࢆ๓⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ᤵᴗ⮫ࡴࡇ



ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㸬ᩍ⫱ᐇ⩦ᚋࡢᏛ⏕



⪺࠸ࡓࡇࢁ㸪ᢸᙜࡋࡓᩍ⛉࡛ከ࠸ࡢࡣᅜㄒ



⌜

⌜

⌜

⌜

⌜

࣐ࢵࢺ㐠ືղࡢ┬ᐹ

 ⾲⌧㐠ືղ

ேࡢ୰࡛ 5࣭6 ே࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪య⫱

⌜

యࡘࡃࡾ㐠ືղࡢ┬ᐹ

 ࣐ࢵࢺ㐠ືղ


⌜

⾲⌧㐠ືձࡢ┬ᐹ

 యࡘࡃࡾ㐠ືղ

ࡀ㸪య⫱ᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓᏛ⏕ࡣ 50

⌜

࣐ࢵࢺ㐠ືձࡢ┬ᐹ

 ⾲⌧㐠ືձ



⌜

యࡘࡃࡾ㐠ືձࡢ┬ᐹ

 ࣐ࢵࢺ㐠ືձ

⟬ᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸬ṇ☜࡞ᩘᏐࡣグ㘓ࡋ࡚࠸࡞࠸

⌜



⌜

⌜

⾲⌧㐠ືղࡢ┬ᐹ

⾲ 2 ᤵᴗホ౯ࢩ࣮ࢺ

ᐇᢏᑐࡋ࡚ࡣⱞᡭព㆑ࢆᣢࡕࡸࡍࡃ㸪ࠕ㕲Წ
ࡀⱞᡭ࡛㸪Ꮚࡶࡢࡼ࠺ᩍ࠼࡚࠸࠸ࢃ

㻝 ῝䛟ᚰ䛻ṧ䜛䛣䛸䜔䠈ឤື䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛛䚹
㻞 䜎䛷䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛣䛸䠄㐠ື䜔సᡓ䠅䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛧䛯䛛䚹
㻟 䛂䛒䛳䠈䜟䛛䛳䛯䟿䛃䛸䛛䛂䛒䛳䠈䛭䛖䛛䛃䛸ᛮ䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛛䚹
㻠 ⢭୍ᮼ䠈ຊ䜢䛴䛟䛧䛶㐠ື䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䛛䚹
㻡 ᴦ䛧䛛䛳䛯䛷䛩䛛䚹
㻢 ⮬ศ䛛䜙㐍䜣䛷Ꮫ⩦䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䛛䚹
㻣 ⮬ศ䛾䜑䛒䛶䛻䜐䛛䛳䛶ఱᅇ䜒⦎⩦䛷䛝䜎䛧䛯䛛䚹
㻤 䛰䛱䛸༠ຊ䛧䛶䠈䛺䛛䜘䛟Ꮫ⩦䛷䛝䜎䛧䛯䛛䚹
㻥 䛰䛱䛸䛚䛔䛻ᩍ䛘䛯䜚䠈ຓ䛡䛯䜚䛧䜎䛧䛯䛛䚹
㻝㻜 ᪥䛾య⫱䛾ᤵᴗ䛷䠈ඛ⏕䛻ኌ䜢䛛䛡䛶䜒䜙䛔䜎䛧䛯䛛䚹

ࡾࡲࡏࢇࠖ࡞┦ㄯࡃࡿᏛ⏕ࡶ࠾ࡾ㸪య⫱
ᤵᴗ⤒㦂ࡣᚲせྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲
࡛ࡣࡢᏛ⏕࡛ࡶ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚య⫱ᤵᴗྲྀࡾ
⤌ࡶ࠺ࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ㸪ᶍᨃᤵᴗࢆ᰾
ࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋຠᯝࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
᪉ἲ
 ᑐ㇟ࡣ㸪㜰ᗓୗࡢ A Ꮫᅾ⡠ࡍࡿᑠᏛᰯ

⤖ᯝ࣭⪃ᐹ

ᩍဨࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠕయ⫱⛉ᩍ⫱ἲࠖࡢᒚಟ⪅

 యࡘࡃࡾ㐠ືձ࣭࣐ࢵࢺ㐠ືձࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪

64 ྡ㸦⏨Ꮚ 39 ྡ ዪᏊ 25 ྡ㸧࡛࠶ࡿ㸬๓

㐠ື᭷⬟ឤୖ⩌Ꮫ⏕ࡼࡿᤵᴗࡢ᪉ࡀୗ⩌

ㄪᰝࡋ࡚ᒸ⃝ࡽ㸦1996㸧ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ

Ꮫ⏕ࡼࡿᤵᴗࡼࡾᤵᴗホ౯Ⅼࡣ㧗࠸ࢫࢥࢆ

ࠕ㐠ື᭷⬟ឤࠖ

ᐃᑻᗘࢆ⏝࠸㸪ୖ⩌ୗ

♧ࡋࡓ㸬ࡋࡋ㸪ྛ༢ඖղࡢᤵᴗ࡛ࡣୖ⩌࣭

⩌ࡢ 2 ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ㸪ྛ⩌ࡢேᩘࡀᆒ➼࡞

ୗ⩌ࡢᚓⅬᕪࡣࡉ㛤ࡁࡣ࡞ࡃ㸪ୗ⩌ࡢ

ࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗᢸᙜ⌜ࡋ࡚ 6 ࡘࡢ⌜ࢆ⦅ᡂࡋ

Ꮫ⏕ࡼࡿᤵᴗ࡛ࡣ༢ඖձࡼࡾࡶղࡢ᪉ࡀ㧗

ࡓ㸬⾲㸯ࡣ◊✲ᑐ㇟࡞ࡿᤵᴗィ⏬࡛࠶ࡿ㸬1

࠸ࢫࢥࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡽ㸪㐠ືᑐࡋ

༢㛫㸦90 ศ㛫㸧ࡢ୰࡛ᣦᑟ⪅ࡢ㐪࠺ 2 ࡘ

࡚⮬ಙᗘࡢప࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪௰㛫ࡢ‽ഛ

ࡢ⌜ࡀᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓ㸬ᣦᑟ⪅ࡣወᩘ⌜

సᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᩍᮦ⌮ゎࡀ㐍ࡴࡇ㸪ᤵᴗࢆࡾ

ࡣ㐠ື᭷⬟ឤㄪᰝ࡛ୖ⩌ࡢᏛ⏕㸪അᩘ⌜ࡣୗ

㏉ࡿࡇࡼࡿලయⓗ࡞ᨵၿⅬࢆ♧ࡍࡇࡀ᭷

⩌ࡢᏛ⏕ࡀᢸᙜࡍࡿࡇࡋࡓ㸬

ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬
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ᾋᢃѣỉếộẵẨίʖΫὸᾍỉൢỀẨỆ᧙ẴỦಅᄂᆮᴾ
ὼૼʴࠖểɟʴЭࠖỉൔ᠋ửɶ࣎ểẲềὼᴾ
ᴾ
ࠐ⸨⃝⸅㔛㸦රᗜᩍ⫱Ꮫ㐃ྜᏛ㝔㸧 ᱵ㔝ᆂྐ㸦㬆㛛ᩍ⫱Ꮫ㸧 ᒣཱྀᏕ㸦షᩍᏛ㸧
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧 ᩍᖌࡢẼ࡙ࡁ ᪂ேᩍᖌ ୍ே๓ᩍᖌ ㉮ࡾᖜ㊴ࡧ
1. ┠ ⓗ
ඃࢀࡓᩍᖌࡢ༟㉺ᛶࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ᙼࡽࡢ
ࠕᐇ㊶ⓗ▱㆑ࠖࡢ୰㌟ࢆ᫂ࡽࡋ㸪ࡇࢀࢆ㧗ࡵࡿ◊
✲ࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋయ⫱⛉࠾ࡅࡿࠕᐇ㊶ⓗ▱
㆑ࠖࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡢ୍ࡘࡋ࡚㸪ᩍᖌࡢ㸺㐠ືࡢࡘ
ࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛₇⪅ࡽࡣ㸪㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼
Ẽ࡙ࡃࡓࡵࡢ༑ศ᮲௳ࡋ࡚ࠕᐇᢏ⬟ຊࠖࠕࡘࡲࡎ
ࡁᣦᑟࡢணᮇᅗᘧࠖࡢ⬟ຊࢆ㸪ࡲࡓᚲせ᮲௳ࡋ࡚ࠕ㐠
ືࡢᵓ㐀ⓗ▱㆑ࠖ
㸪
ࠕ㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁࡢ㢮ᆺ㛵ࡍࡿ▱
㆑ࠖ
㸪
ࠕຠᯝⓗ࡞ᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿ▱㆑ࠖࢆࡑࢀ
ࡒࢀ௬ㄝࡋࡓ㸦⸨⃝ࡽ㸪2017㸧
ࠋࡑࡢୖ࡛㸪ࡇࡢ௬ㄝࡢ
㐺⏝ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘ 5 ᖺ┠ࡢⱝᡭᩍ
ᖌ 1 ྡ㸦6 ᖺᢸ௵㸧ࡢ㉮ࡾᖜ㊴ࡧࡢᐇ㊶ࢆᑐ㇟㸪ୖ
グ 3 ࡘࡢ▱㆑㸦ຓ㉮ࢫࣆ࣮ࢻࢆⴠࡉ࡞࠸㋃ࡳษࡾࢆ
୰ᚰࡋࡓ㐠ືࡢ▱㆑ᣦᑟ᪉ἲ㸧ࢆධࡋࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪 㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁࡢಶᩘࡣ
㢧ⴭቑຍࡋࡓࡀ㸪ேࡢ㐠ືឤぬࡽᐇᢏᣦᑟ㸦ຊ
ᙉ࠸㋃ࡳษࡾࢆᣦᑟ㸧ࡋࡓࡇ࡛㸪ඣ❺ࡢ㐠ືࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫࡀ㧗ࡲࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ඣ❺ࡢ㐠ື
ឤぬ᰿ࡊࡋࡓᐇᢏᣦᑟ㸦ຓ㉮ࢫࣆ࣮ࢻࢆⴠࡉ࡞࠸
㋃ࡳษࡾࡢᣦᑟ㸧ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ࠕࡘࡲࡎࡁᣦᑟࡢணᮇᅗᘧࠖ
㸦ࡘࡲࡎࡁࡢ
ண㛵ࡍࡿண ไᚚࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑㸧ࡢ㔜せᛶࢆᐇ
ドࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸦5࣭6 ᖺ㸧ࢆᢸ௵
ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫋ᖺᩘ 4 ᖺ㹼6 ᖺࡢᩍᖌ 3 ྡ㸦᪂ே⩌㸧
ྠ 10 ᖺ㹼12 ᖺࡢᩍᖌ 3 ྡ㸦୍ே๓⩌㸧ࢆᑐ㇟㸪ྠ
୍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿ㉮ࡾᖜ㊴ࡧ㐠ືࡢᐇ㊶
㸦 9 㛫㸧
ࢆ⾜ࢃࡏ㸪㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁࡇ
ࢀࡶ࡙ࡃᐇᆅᣦᑟࡢࡼ࠺࡞ᕪ␗ᛶࡀ࠶ࡿࡢ
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
2. ◊✲᪉ἲ
1.⿕㦂ᩍᖌࡢ㑅ᐃ
 ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸦5࣭6 Ꮫᖺ㸧ᢸ௵ࡋ࡚࠸ࡿ 6 ྡࡢᩍᖌ
ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶྠ୍ࡢᩍဨ㣴ᡂᏛࡢಖయ⫱Ꮫ⛉ࡢ༞
ᴗ⏕࡛࠶ࡿࡶ㸪㝣ୖ㒊άືࡢ⤒㦂ࡢ࡞࠸ᩍᖌ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ㸪⿕㦂ᩍᖌࡢ㑅ᐃᇶ‽ࡋ࡚㸪1 Ꮫᮇᮎ
༢ඖ๓⾜ࡗࡓែᗘ ᐃ࠾ࡅࡿデ᩿⤖ᯝࡀ㸪
ࠕ᪂ே
⩌࡛ࠖࡣࠕప࠸ࣞ࣋ࣝࠖࡢ⠊ᒓࡉ࡞࠸ࡇ㸪
ࠕ୍ே
๓⩌࡛ࠖࡣࠕ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࠖࡢ⠊ᒓࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
2.㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁㄪᰝ
ẖᤵᴗ⤊ᚋ㸦ᨺㄢᚋ㸧㸪㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண
㸧㸼ㄪᰝ⚊ࡢグධࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣ㸪ձ㐠
ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧ࡢෆᐜ㸪ղ㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண
㸧ࡢ᥎ㄽ㸪ճ㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧ࡢᑐฎࡢ 3 㡯

┠࡛࠶ࡿࠋ
3.ᤵᴗᐇ㊶㘓
 ⿕㦂ᩍᖌࡣ㸪㉮ࡾᖜ㊴ࡧࡢᣦᑟィ⏬㸦ᱵ㔝ࡽ㸪1992㸧
ࡶ࡙ࡃ 9 㛫ࡢᤵᴗᐇ㊶ࡀせㄳࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୰
࡛㸪3 ࡘࡢᏛ⩦ẁ㝵ࡑࢀࡒࢀࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ 2࣭5࣭8 
㛫┠ࡢᤵᴗࢆ㘓ࡋࡓࠋ
3. ⤖ᯝ⪃ᐹ
1㸧୍ᤵᴗ࠶ࡓࡾࡢ㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙
ࡁࡢಶᩘࡣ㸪
ࠕ୍ே๓⩌࡛ࠖ 5.9 ಶ㸪
ࠕ᪂ே⩌࡛ࠖ 2.4
ಶࡁࡃ␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
Ȯ2 ᳨ᐃࡢ⤖ᯝ࡛
ࡣ㸪20㸣ࡢ᭷ពỈ‽ࡲࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣ㸪
ᅇ㑅ᐃࡋࡓࠕ᪂ே⩌ࠖࠕ୍ே๓⩌ࠖࡑࢀࡒࢀࡢ
⿕㦂ᩍᖌࡢែᗘᚓⅬ㢧ⴭ࡞ᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞
ࡗࡓࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
2㸧
ࠕ᪂ே⩌ࠖࠕ୍ே๓⩌࡛ࠖ༢ඖ⤒㐣క࠺㸺㐠
ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁಶᩘࡢኚࡀࡢ
ࡼ࠺␗࡞ࡿࡢࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪
ࠕ᪂ே⩌࡛ࠖࡣ㸪
ඹ᭷ㄢ㢟㛵⣔࡞ࡃ㸪ࡰᶓࡤ࠸ࡢഴྥ࠶ࡗࡓࠋ
 
ࡇࢀᑐࡋ࡚ࠕ୍ே๓⩌ࠖࡢࡑࢀࡣ༢ඖ୰┙ࡢඹ᭷
ㄢ㢟㸦㋃ࡳษࡾᡭ๓ࡢ㉮ࡾ᪉ࢆᕤኵࡋࡼ࠺㸧࡛᭱ࡶ
ከࡃ࡞ࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿᒣᆺഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋຍ࠼࡚㸪ಀ
ࡿഴྥࡣ 5㸣ࡢỈ‽࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢ⤖ᯝࡽ㸪
ࠕ୍ே๓⩌ࠖࡢ᪉ࡀࠕ᪂ே⩌ࠖẚࡋ
࡚ᩍᮦࡢ⌮ゎᗘࡀ㧗ࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
3㸧㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁᑐࡍࡿᡭ❧
࡚ࡢグ㏙ෆᐜᐇᆅᣦᑟࡢᑐᛂ⋡ࡣ㸪
ࠕ᪂ே⩌࡛ࠖ
ࡣ㸪81.6㸣࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
ࠕ୍ே๓⩌࡛ࠖࡣ㸪48.0㸣
ࡲࡗࡓࠋ
4㸧ᐇᆅᣦᑟࡉࢀ࡞ࡗࡓ㸺㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧
㸼ࡢẼ࡙ࡁᑐࡍࡿᡭ❧࡚ࡢグ㏙ෆᐜࡣ㸪
ࠕ᪂ே⩌ࠖ
࠾ࡼࡧࠕ୍ே๓⩌ࠖࡶࠕ͐ࡍࡁ࡛࠶ࡗࡓࠖࡸ
ࠕ͐ࡍࢀࡤࡼࡗࡓࠖ࡞㸪ḟࡢᣦᑟㄢ㢟ࢆグࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
5㸧ୖグ 3㸧 4㸧ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
ࠕ᪂ே⩌ࠖࡢᩍᖌࡣ㸪㸺
㐠ືࡢࡘࡲࡎࡁ㸦ண㸧㸼ࡢẼ࡙ࡁᑐࡍࡿᡭ❧࡚
ࢆ┤ࡕᣦᑟ⛣ࡍഴྥࡀᙉ࠸ࡢᑐࡋ࡚㸪
ࠕ୍ே
๓⩌ࠖࡢᩍᖌࡣ㸪ᡂຌయ㦂ኻᩋయ㦂ࢆ╔ᐇグ᠈
ࡍࡿᛶྥࡀ┳ྲྀࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
ࠕࡘࡲࡎࡁᣦᑟࡢ
ணᮇᅗᘧࠖࡢᙧᡂ㛵ࢃࡿࡩࡾ㏉ࡾ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ
4. ⤖ ㄽ
௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
ࠕࡘࡲࡎࡁᣦᑟࡢணᮇᅗᘧࠖ
㸦ࡘࡲ
ࡎࡁࡢண㛵ࡍࡿண ไᚚࡢᐇ㊶ⓗ▱㆑㸧ࡣ㸪㸺
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受傷アスリートにおけるソーシャルサポートとストレス反応の関連
－質的研究による検証－

○會田空 、藤村克 、片上絵梨子 、土屋裕睦 （大阪体育大学 ）

キーワード：受傷アスリート、ソーシャルサポート、インタビュー調査              
と言える．
〈チームメイトからのサポート〉
 チームメイトからの「情緒的サポート」 励まして
くれるなど に関して，事例 & は「無理してやらんで
いいって言われて，焦らんくてもいいってことを伝
えてくれるのが自分にとってはでかかったです．」
とポジティブな意見を述べつつ，「自分の中でなん
か浮いてる感じじゃないけどチームに馴染めない
感じがあったかな．」とネガティブな要素もあるこ
とを示した．事例 $ でも「ゆとりが持てるようにな
る」とポジティブな意見を述べている一方で，
「自分
の中では焦る方が多いです．」とネガティブな要素
も示した．事例 % では「普段通りにわちゃわちゃ接
してもらった方が自分的には楽かな．」と受傷前と
変わらない態度で接してくれることを望んでいた．
このことから，チームメイトに最も求めているサポ
ートは「普段通り接すること」であると言える．
〈指導者からのサポート〉
 事例 % は
「補強関連は $7 の人に作ってもらって，
まあバイクとかそういうジョグとかそういう系の
メニューは顧問の先生にまあ作ってもらったりす
ることはあります．
」と「道具的サポート」を受けて
おり，指導者に求めるサポートは「道具的サポート」
のみであった．しかし，過去の経験から選手の状態
を見極め，時には檄を飛ばし，選手を奮い立たせる
ことが必要だと述べている．指導者に求めるサポー
トは「道具的サポート」であるが，選手の身体的，
心理的状態を考慮して「情緒的サポート」を行う必
要性が示唆された．
まとめ
 受傷アスリートにおいて，家族からのサポートは
重要であることが確認された．また，チームメイト
からのサポートは「普段通り接すること」が最も重
要であり，サポートによってはストレッサーとなり
得ることが示唆された．指導者に求められているサ
ポートは「道具的サポート」であるが，時には「情
緒的サポート」が必要であると考えられる．

緒言
 ソーシャルサポートは大別すると「道具的サポー
ト」と「情緒的サポート」に分類され，ストレッサ
ーによってそれぞれ効果が違うことが明らかにな
っている．また，サポートの送り手や受け手によっ
て効果が変わることも確認されている．橋本 
はソーシャルサポートについて「誰からのサポート
か」が重要であると述べている．また，鈴木・中込
 は，受傷アスリートはリハビリテーション過
程において誰からサポートを受けたいか，どんなサ
ポートを受けたいかが変化することを明らかにし
ている．
 そこで本研究では，受傷アスリートに有効なソー
シャルサポートを詳細にすること，またソーシャル
サポート受領後の心理的反応を明らかにすること
を目的として，インタビュー調査を行うこととした．

方法
 調査対象者は，現在受傷している学生アスリート
 名であった．調査場所は，個室で静かにインタビ
ューが行える場所を選定し，個人情報等が守られる
よう配慮した．
研究者  名と対象者  名で 〜 分
間の半構造化インタビューを実施した．また，,& レ
コーダーでインタビュー内容を録音した．基幹質問
は，現在の怪我について，サポートの具体的内容，
受傷後の心理的変化，指導者からのソーシャルサポ
ートに関する質問であった．分析方法はトランスク
リプトを読み込み，ソーシャルサポートや心理的変
化に関するワードを選定し，意味単位を抽出した．
以上の分析は，スポーツ心理学を専門に学んでいる
学生  名で行った．
結果と考察
〈家族からのサポート〉
 事例 $ は家族からのサポートを受けており，
「ご
飯持ってきてくれたりとか，お風呂手伝ってくれた
りっていうのはしてくれてました．その時はすごい
助かりましたね．」とサポートにとても感謝してい
た．事例 % でも「親とかやったら別に励ましてくれ
るとかは全然ありがたい．
」と述べており，家族から
のサポートは受傷アスリートにとって重要なもの
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力学的・動作学的分析からシャフトの効果的な加速を生み出すクリーン動作について

〇北野友梧，雲田崇弘，篠原千波，牧野晃宗，国正陽子，上野薫，

石川昌紀（大阪体育大学），佐野加奈絵（立命館大学）

キーワード：ストレングストレーニング，地面反力，キネマティクス
測定項目：
鉛直・水平方向の地面反力（鉛直方向：Fz，水
クリーンは，下肢三関節の股，膝，足関節を巧
平方向：Fy），
みに利用し，全身のパワーを向上させる目的で，
ハイスピードカメラ（200 fps, Fastec TS3, 日本
多くの競技アスリートがトレーニングとして用
ファステックイメージング社製）による右側方よ
いる動作である（岡田，2005）．しかしながら，
りクリーン動作の撮影．分析ポイントは，肩峰，
トレーニング指導現場での指導方法において，下
股関節，膝関節，外果，踵，第
5 中足骨とシャフ
肢三関節の協調運動に関してコンセンサスが得
トとし，Frame-DIASⅤを用いてデジタイズし，得
られておらず，クリーン動作における下肢３関節
られた 2 次元座標値から，股・膝関節角度，水平
の動作に関するマニュアルのようなものはほと
方向と体幹のなす体幹セグメント角度，シャフト
んど存在しない．
の挙上速度を算出した.
 ジャンプや走動作に関する下肢 3 関節の貢献度
緒言

を調べた研究では，股関節を効果的に利用するこ
とでジャンプパフォーマンスを高めることがで
きる．トレーニングで用いるクリーン動作におい
ても，股関節を利用したシャフトの効果的な加速
動作が重要であると考えられる．
そこで本研究は，クリーン動作における力学
的・動作学的分析から，シャフトを効果的に加速
できるクリーン動作について調査することを目
的とした．
方法
被験者：
クリーンをトレーニングとして行っている熟
練成人男性 2 名と，クリーンの指導を受けトレー
ニングとしてクリーンを活用している体育系大
学大学生 10 名（一般学生）とした．
プロトコール：
被験者は，パワークリーン動作を数回行い，一
番うまくできたトライアルを自己申告してもら
い分析対象とした（通常試技）．また，熟練成人 2
名にはセカンドプル時に膝の屈曲を意識したパ
ワークリーン（膝前方試技）とセカンドプル時に
背筋を使うことを意識したパワークリーン（背筋
試技）を行なってもらった．クリーンの重りの重
量は 30.4 kg とした（シャフト：18.8 kg，プレー
ト左右各：5.8 kg）．

ファーストプル

セカンドプル キャッチ局面

図１．クリーン動作局面

結果と考察
シャフトの最大挙上速度は，熟練者も一般学生
もセカンドプル動作時に見られ，シャフトの最大
挙上速度と Fz（ピーク，力積）には正の相関関係
が確認された．
ファーストプルからセカンドプルにかけて
股・膝関節が伸展していく過程で，シャフトが膝
を通過するあたりで膝が一度屈曲する動作時の
膝の屈曲量とシャフトの最大挙上速度には負の
相関関係がみられた．
 本発表では，上記で示したシャフトの挙上速度
に影響を与える力学的・動作学的パラメータにつ
いて抽出し，シャフトの最大挙上速度を高める動
作の特徴について提案する．
参考文献
岡田純一（2005）パワークリーンの指導と評価−
大学の授業におけるスキルレベル．日本ストレン
グス＆コンディショニング協会，12(7) p.46- 49.
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受傷アスリートにおけるソーシャルサポートと問題焦点型コーピング，ストレス反応との関連
－尺度開発と量的研究による検証－

○藤村克１、會田空２、片上絵梨子３、土屋裕睦４（大阪体育大学１２３４）

キーワード：受傷アスリート，ソーシャルサポート，664,$


緒言
 受傷したアスリートについて岡ら（）は，身
体的ストレスのみならず，不安や恐怖，絶望感など
の心理的ストレスを経験している場合が多いこと
を明らかにしている．ストレスに影響を与える要因
としてソーシャルサポート 以下 66 と略す とコー
ピングが挙げられる．先行研究から66 がストレス
を軽減すること，問題焦点型コーピングを促進する
こと，問題焦点型コーピングが不安や抑うつを抑制
することが明らかとなっている．本研究では，受傷
アスリートの 66 を定量的に検討するため，受傷ア
スリートの 66 受領を測定する尺度を開発し，問題
焦点型コーピング，ストレス反応との関連について
検討することを目的とした．

併存的妥当性の検証を既存の 66 尺度である 7KH
-DSDQHVHYHUVLRQRIWKH$WKOHWH5HFHLYHG6XSSRUW
4XHVWLRQQDLUH を用いて行ったところ，664,$ の妥
当性が確認された（U S＜）．
本調査２ 66と問題焦点型コーピング，ストレス反
応との関連 
 調査対象者は，現在怪我により競技に満足に取り
組めていない学生アスリート名 男性名，女性
名，平均年齢歳±歳 であった．66は664,$，
ストレス反応はスポーツ選手用ストレス反応尺度
煙山， ，問題焦点型コーピングは，問題焦点

方法
予備調査（質問項目作成・内容的妥当性の検証）
 体育系大学に通う大学生アスリート  名 男性
 名，女性  名，平均年齢 ± 歳 を対象
に，
「受傷アスリートにとっての 66」について自由
記述で回答を求めた．サポート内容が具体的に記述
された項目を，受傷アスリート用ソーシャルサポー
ト尺度（6RFLDO6XSSRUW4XHVWLRQQDLUHIRU,QMXUHG
$WKOHWH以下 664,$ と略す）暫定版とした．次に，
体育系大学にてスポーツ心理学を専攻する学生ア
スリート  名を対象に内容的妥当性の検証を行っ
た．

型対処方略尺度 杉浦 を受傷アスリートに対
して使用できるよう，内容を一部修正し測定した．
結果と考察
 66とストレス反応，問題焦点型コーピングで相関
分析を行った．その結果，66各因子とストレス反応
の「対人不信感」で負の相関が確認された UV＜，

SV＜ ．また，66各因子と問題焦点型コーピング
各因子では多くの正の相関が確認され，
「所属サポ
ート」は問題焦点型コーピング全ての因子と正の相
関を示した UV＞，SV＜ ．このことから，受
傷アスリートにおいて66は，対人ストレスと問題焦
点型コーピングに関係していると考えられる．

本調査 （因子分析，併存的妥当性の検証）
 664,$ 暫定版を，運動部に所属経験のある学生
 名に回答を求めた．有効回答者は  名 男性
 名，女性  名，平均年齢  歳± 歳 で
あった．探索的因子分析を行った結果， 因子 
項目が抽出された．抽出された  因子を「問題解決
サポート」，「情緒サポート」，「尊重サポート」，
「所属サポート」と名付けた 表に項目例を示す ．
次に確認的因子分析を行ったところ，モデルの適合
度が確認された &), ，7/, ，506($  ．




 66各因子の高低群と問題焦点型コーピング高低
群におけるストレス反応について要因分散分析を
おこなったところ，「問題解決サポート」で有意な
交互作用項が確認された )  ，S＜ ．
単純主効果検定の結果，問題焦点型コーピング高群
において66高群が低群に比べストレス反応が有意
に低かった )  ，S＜ 「問題解決サ
ポート」は問題焦点型コーピングを手助けするよう
なサポートが多く含まれているため，ストレス反応
が低かったと考えられる．
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力の出力調整能力を測る試みについて
         プール学院大学 3 年 的場弘起   
(2018 年より桃山学院教育大学)教育学部
                        教育学部 教授  灘本雅一,
目 的
 身体動作は、力発揮の調整、すなわち筋の収縮と弛緩を適切に調整して行われている。このこと
により滑らかな動きが可能となり、より巧みな身体活動が可能となる。運動指導場面では、力まな
いように、「力を抜いて、リラックスするように」と指導する場面は多い。どれくらい、力を抜けば
良いのかの基準は不明確であり、力発揮している本人もどこの筋肉をどれくらいの力を抜けば、筋
出力を抑えることができるか不明確の場合が多い。これまで、体力測定での力発揮は、等尺性の握
力計や背筋力計を用いて行われてきた。測定条件としては、全力発揮を前提に出力された力を 100%
として評価している。そこで、力の出力を調整することの正確性について、上肢、下肢筋群での正
確性に調査することを目的とした。
方 法
 対象 P 大学 3 年生 13 名
 方法 握力(竹井機器：グリップ A)、垂直跳び(竹井機器:ジャンプ MD)、背筋力計(竹井機器:バッ
ク D)、立幅跳の計測を行った。力発揮は、50%力発揮を 3 回、80%の力発揮を 3 回行わ
せ、最後に全力発揮を行わせた。その後、全力発揮から求めた、50%、80%の数値を把握
させて、毎試行ごとに力発揮を確認させ、50%3 回、80%3 回の力発揮を行わせた。
結果
握力は、50%の出力で 54±15 % 、50%の出力調整で 53±8%、80%の出力で 72±
11%、80%の出力調整で 70±12%であった。背筋力は、50%の出力で 42±11 % 、50%の
出力調整で 46±15%、80%の出力で 60±

握力

13%、80%の出力調整で 66±24%であった。

90

立幅跳は、50%の出力で 49±8 % 、50%の出

70

力調整で 50±4%、80%の出力で 72±9%、
80%の出力調整で 78±4%であった。垂直跳
は、50%の出力で 53±7 % 、50%の出力調整

80

60

50
40
30

20
10

で 57±10%、80%の出力で 65±8%、80%の出

0
50%

修正50%

80%

修正80%

力調整で 77±5%であった。
まとめ
力発揮においては、50%、すなわち半分くらいの力発揮がほぼ近い出力が出ており、
80%になると少なめの数値となった。発表時には、調整力と相関の高い、バランス、柔軟
性、敏捷性の項目との相関関係も示したい。
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