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〔資 料 論 文〕
高齢者の運動実施に対する自己効力感へ人的支援が
与える影響に関する研究；
支援内容と働きかけの主体に着目して
中山

健（大阪体育大学）

The influence of human support on exercise self-efficacy of the elderly:
Focus on contents of support and subject of influence
Takeshi NAKAYAMA

【Abstract】
The purpose of the present study was to clarify the influence of human support on the
exercise self-efficacy of the elderly, especially, content of support and the subject of
influence. Data for this study were gathered from 451 (144 males and 307 females) elderly
persons over 60 years of age who visited a Center for Seniors located in Fujisawa City,
Kanagawa Prefecture, Japan, from September to November in 2010. Hierarchical multiple
regression analysis with a stepwise approach was performed to elucidate the effect of
the human support factors (positive and negative), age and health consciousness on the
exercise self-efficacy of the elderly. Analysis was performed for both total sample and
each gender sample. As a result, the following points were clarified.
1) There were acceptable levels of factorial validity and reliability for both the scale of
human support for physical activity of the elderly and exercise self-efficacy.
2) Positive formal support and health consciousness indicated significant influences on the
exercise self-efficacy of the elderly.
The present results suggest the possibility of intervention for using formal human supports
in order to encourage participation by the elderly.
Key words : elderly, physical activity, human support, exercise self-efficacy
キーワード：高齢者，身体活動，人的支援，運動実施に対する自己効力感
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導くために必要な行動をどのくらい失敗すること

1 . はじめに
現在予測されている高齢社会の進展は、日常生

なく達成することができるかという見込み感のこ

活において他者の介助を必要とする要介護高齢者

とをいう。運動やスポーツを含めた身体活動に関

の増加を意味する。日本において高齢者が要介護

する自己効力感の研究においては、上記のエフィ

となる原因として、脳血管疾患や転倒・骨折な

カシー予期が自己効力感と同義で用いられること

どがあげられる

。これらの原因は一定の質や

が多い 32）。TTM を身体活動実施に適用した場合

量を満たした身体活動をすることである程度の予

に、「自己効力感」は「運動実施に対する自己効

防が可能である

12）

。また高齢者が身体活動を実施

力感」とされ、「個人が健康行動を変容させる場

することで、当該高齢者の抑鬱感やストレスの低

合、多様に異なる障害や状況におかれても、逆戻

減といった心理的な効果、さらに「若さ」の対照

りすることなく、その行動を継続して行うことが

項としてある「老い」という高齢者に対する消極

できる見込み感」24） と定義される。TTM に関連

3）

的なイメージの払拭といった社会的な効果などを

した研究結果からは「運動行動変容の段階」にお

期待できる 7 ）。さらに高齢化率の上昇とともに予

いて、身体活動の非実施者に該当する「無関心

測されている医療費の高騰を抑制する手段の一つ

期」から定期的実施者に該当する「維持期」に至

としても、高齢年代層において、身体活動の恩

るまで「運動実施に対する自己効力感」得点が直

恵を得られる水準の量や質を満たす身体活動実

線的なパターンで高くなっていくことが報告され

施者の増加は重要な国家的課題である。近年で

ている 16）25）。そして、「運動実施に対する自己効

は、身体活動の非実施者から定期的実施者へと行

力感」を高めるための 4 つの情報源である①遂行

動変容を促すための理論研究とその応用研究が

行動の達成、②代理的体験、③言語的説得、④生

行われるようになっている。特に Prochaska and

理的および情動的喚起、に関して実践的な介入

DiClemente 28） によって提起された transtheoretical

を視野に入れた研究が見られるようになってい

model（以下、TTM）が注目されている。このモ

る 14）15）33）。

デルは、①ある行動への意思と実際の行動との組

「運動実施に対する自己効力感」を高める情報

み合わせからなる「行動変容の段階」、②行動変

源に関わる社会的要因の一つとして、当該個人を

容の段階によって認知変化する心理的変数として

中心とした社会的ネットワーク内での他者からの

の「行動変容の過程」
、③ある行動を行うことに

働きかけが考えられ、多くの研究が行われてい

よる利益と不利益との差の認知に関する「意思決

る 6 ）8 ）11）21）27）。社会的ネットワーク分析や社会的

定のバランス」
、④様々な状況下において、ある

相互作用の論点に従えば、ある行為の行為者は多

行動を行う自信があるか否かについての「自己

様な状況下で人々と関わり複数のネットワークに

効力感」、の 4 つの要素で構成される。海外では

所属するため、行為者の行動に影響を与えるネッ

このモデルを身体活動実施へ適用した研究が多

トワークの構成員と、その構成員からの働きかけ

く、モデルの構成要素を測定する尺度に関する基

を特定することが重要になる。本研究の文脈で考

礎的な研究から、モデルを用いた実践的な介入研

えてみれば、高齢者が他者と取り結ぶネットワー

究にまで及んでいる 17）29）。特に、「行動変容の段

クにおいて、運動やスポーツといった身体活動の

階」と「自己効力感」との関係については、「自

実施を促進または阻害する働きかけが想定され

己効力感」が行動変容の予測要因として強い規定

る。 Chogahara et al. 5 ）は高齢者の身体活動実施に

力をもつことから、両者の関連について研究が行

関わる社会的ネットワークの機能面に関する文献

われてきた 16）。
「自己効力感」は Bandura 4 ） が提

研究の中で、これまでの身体活動に関する研究領

示した社会的認知理論の中心的概念である。それ

域では身体活動実施に対する社会的ネットワーク

は①結果予期と、②エフィカシー予期とに分けら

の促進的機能面の有意な影響が過度に強調されて

れる。①はある行動がある一定の結果を導くとい

きたこと、家族や友人などインフォーマル関係に

う行動主体の予測のことをいい、②はその結果を

焦点が当てられてきたこと、そして、社会的相互
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作用の否定的な側面すなわちネガティブ・サポー

力感、個人的属性要因、運動実施など計 38 項目

トは等閑視されてきたことを報告している。社会

であった。以下にその詳細を記す。

的相互作用の否定的な側面を考慮した研究では、
それらが従属変数に負の影響を示したことが報告

1 ）人的支援

されている 13）26）30）。他者からの働きかけは TTM

本研究では中山ほか 20） が作成した人的支援の

においても「運動行動変容の段階」に関与する重

測定尺度を使用した。当該尺度は、高齢者の身体

要な変数であることが報告されており、両変数の

活動実施に関わる他者からの働きかけを促進面と

関連について研究が行われている。しかし、他者

阻害面との２次元で把握している。促進面として

からの働きかけは運動行動変容の段階に直接的な

①協働、②情報提供、③賞賛の 3 要因、阻害面と

影響力を示すという結果や、セルフ・エフィカ

して①抑制、②正当化、③強制の 3 要因が設定さ

シーを媒介変数として間接的に影響を与えるので

れている。働きかけの主体は、家族や友人のイン

はないかという結果も報告され、これらに関して

フォーマル関係と運動指導者や医師、看護師の

統一された見解は示されていない 10）。また高齢

フォーマル関係とに分けられている。過去１年間

者の運動行動変容の段階と自己効力感および他者

で調査対象が受けた働きかけの頻度に対する認知

からの働きかけの 3 要因を包括的に検討した研究

を 1 .「全くなかった」、 2 .「あまりなかった」、

においても、結果はばらついており

3 .「どちらともいえない」、 4 .「たまにあった」、

、「運

2）
11）35）

動実施に対する自己効力感」に対する情報源を視

5 .「よくあった」の 5 段階評定でたずね、尺度

野に入れた研究という視点からすれば、さらに詳

水準は比率尺度を想定している。調査対象はイン

細な検討が必要であると言える。

フォーマル関係からの働きかけ 6 項目、フォーマ

そこで本研究では、高齢者の身体活動実施に関

ル関係からの働きかけ 6 項目の計 12 項目に回答

わる他者からの促進的および阻害的働きかけが

することになる。先行研究では、身体活動実施に

「運動実施に対する自己効力感」に対して与える

対する他者からの促進的な働きかけは「ソーシャ

影響について明らかにすることを目的とした。本

ル・サポート」、阻害的な働きかけは「ネガティ

研究の目的に類似した研究として、高齢者の「運

ブ・サポート」として用いられてきた 5 ）。高齢者

動実施に対する自己効力感」に対して社会的ネッ

の身体活動実施に対する他者からの働きかけに関

トワークの促進的な機能面が与える影響について

する研究は上記の「ソーシャル・サポート」に焦

検討したものがみられる 21）。しかし、そこでは

点を当てたものが多い。しかし身体活動実施に対

運動実施に対する促進的な働きかけの有無のみが

する他者からの促進的働きかけと阻害的働きかけ

問われ、阻害的な働きかけについては考慮されて

は別次元で生起する現象であることが報告されて

いないため、阻害的な働きかけの影響については

いる 6 ）。サポートや支援という用語には本来、肯

明らかにされていない。また、働きかけの主体に

定的な含意があり、「人的支援」に阻害的な働き

ついてはインフォーマル関係とフォーマル関係と

かけを含むことは矛盾している部分もあるが、サ

が測定尺度内に混在しており、両関係独自の影響

ポートや支援の全体像を把握するうえで有効な視

が明らかになっていないことが課題としてあっ

点であるという野口 23） に従い、高齢者の身体活

た。本研究は、この点において、前述の類似研究

動実施に関わる人的支援を「身体活動実施に対す

を発展させたものと言え、具体的な介入研究に資

る他者からの促進的および阻害的働きかけ」と定

する基礎資料を提供することにつながるものと考

義した。また、「ソーシャル・サポート」という

えられる。

用語を使用せず、「人的支援」という用語を使用
したことについては以下のような理由による。従

2 . 研究方法

来の「ソーシャル・サポート（社会的支援）」研

2.1.

究は「個人から個人へなされるもの」という射程

調査内容

調査内容は人的支援、運動実施に対する自己効

で多くの研究が蓄積されてきた。しかし近年、高
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ている」、2 .「やや劣っている」、3 .「同じくらい」、

ポート（社会的支援）」として「個人から個人へ

4 .「やや優れている」、 5 .「優れている」の 5 段

なされるもの」という射程だけではなく、行政機

階のリッカートタイプ尺度でたずねた。また、日

関や民間企業による施設整備や情報提供、専門的

常生活に関する家事、交友関係など 10 項目につ

指導者の配置なども含めた広い概念として「社会

いて 3 段階評定でたずねた。

的支援」を捉える研究が散見されるようになって
いる 19）。そこでは従来の「ソーシャル・サポー
ト（社会的支援）
」は「人的支援」として使用さ
れ、他の研究においても使用され始めている 35）。

4 ）運動実施
「現在、運動（散歩・ウォーキング・軽体操な
ど）やスポーツを定期的に行っていますか。
」と回

本研究では、高齢者の身体活動実施に対する広い

答を求め、
「行っている」を選択した者には、最も

概念としての「社会的支援」に含まれる「人的支

よく行うものの種目名、1 ヵ月間での頻度、1 回の
活動時間の回答を求めた。また、
「行っていない」

援」という用語を使用した。

に回答した者には、
「身体に不自由なところがある
ので、運動を行っていない」
、
「医師から運動制限

2 ）運動実施に対する自己効力感
本研究では Marcus et al.16）の測定尺度を邦訳し
日本人高齢者の現状に合わせて修正した中山・川

あるいは、禁止の指示を受けている」
、
「その他」
などで運動をしない理由についてもたずねた。

西 21） の「運動実施に対する自己効力感」測定尺
度を使用した。測定項目は、運動に対して消極的

2.2.

な心情、運動をしないという堕落への抵抗、運動

1 ）調査対象者

調査対象

のために時間を作る、といった範囲を表してい

2010 年 9 月 17 日から 11 月 23 日にかけて老人

る。この概念は 1 因子構造であると仮定され、先

福祉センターに来館する 60 歳以上の男女で趣味

行研究においても尺度の合計得点が分析に使用さ

の会と呼ばれる文化系および運動・スポーツ系

れてきた。測定では①疲れているとき、②気分が

のクラブに所属する 1,129 名（文化系クラブ 776

乗らないとき、③時間がないと感じるとき、④雨

名、運動・スポーツ系クラブ 353 名）に対して所

または雪が降っているとき、の各条件下で、運動

定の調査票を用いて調査を実施した。

する自信があるか否かを、 1 .「まったくない」、
2 .「あまりない」
、3 .「どちらでもない」、4 .「す
こしある」、 5 .「非常にある」の 5 段階リッカー
トタイプ尺度でたずねた。

2 ）調査方法
趣味の会は全部で 57 クラブあり、調査票は老
人福祉センターの職員からクラブの代表者を通し
て配布する方法をとった。調査の趣旨を理解した

3 ）個人的属性要因

者がクラブ代表者から調査票を受け取り、回答し

年齢と自覚的な健康意識は、運動や身体活動の

た調査票をクラブ代表者へ返却する方法で調査は

実施との間に有意な関連があると報告されてい

行われた。その際、調査の趣旨に同意したこと、

る 11）21）。また健康意識は「運動実施に対する自

および回答済みの調査用紙は封筒に入れて返却す

己効力感」とも有意な関連を示している

。そ

ることなどを確認した。調査票の配布・回収方法

こで本研究では、年齢と健康意識としての同輩他

から、研究倫理上必要な手続きを経ていることを

21）

者比較健康状態と同輩他者比較運動能力との計 3

確認した。調査票は無記名式・自記式調査票であ

項目をコントール変数として個人的属性要因に選

り、配布数は 829 部で有効回収数（率）は 451 部

定した。年齢は実数でたずねた。健康意識は、同

（54.4％）であった。クラブ所属者の中には、名

性の同年代の他者と比較した健康状態や運動能力

簿上の登録のみで実際には活動をしていない場合

に関する意識のことである。同輩他者比較健康状

もあったため、調査票配布数はクラブ所属者数よ

態と同輩他者比較運動能力については 1 .「劣っ

りも少なくなった。
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けてそれぞれの得点を合計した人的支援要因を独

調査施設は神奈川県中央南部の沿海部である鵠

立変数とし、階層的重回帰分析を行った。第 1 ス

沼海岸や江の島海岸の近くに位置している。施設

テップではコントロール変数として個人的属性要

への来館者が居住する地区はおおむね片瀬地区、

因の年齢と健康意識を強制投入し、第 2 ステップ

鵠沼地区、辻堂地区であり、2010 年 4 月時点で

では人的支援要因をステップワイズ法により投入

の高齢化率はそれぞれ 24.8％、20.7％、20.6％で

した。ステップワイズ法における変数投入のＦ値

あった。同地域は、今後より一層高齢化が進展す

基準は .05 に設定した。個人的属性要因と運動や

ると予測されている首都圏に位置し、高齢者対策

身体活動の実施との有意な関連は多くの研究で報

計画を推進している 9 ）。その計画のひとつとして

告されてきた 11）21）。本研究では、個人的属性要

老人福祉センターが開設されている。調査施設の

因と社会的要因との影響力の差異を考慮し、それ

選択理由は、これらの施設への来館者は身体活動

らの決定係数の変化量を確認できる階層的重回帰

の非実施者から実施者までの多くの高齢者が集

分析を分析方法として採用した。また、人的支援

うと考えられたからである。調査対象者の年齢

の認知には性差のあることが報告されている 1 ）23）

を 60 歳以上とした理由は、日本における民間企

ため、分析は分析対象全体に加え、性別でも行っ

業の定年退職年齢の多くが 60 歳であること、当

た。 分 析 に 使 用 し た 統 計 パ ッ ケ ー ジ は PASW

該施設の利用年齢が 60 歳以上であることによる。

Statistics18.0.0 および Amos18.0.0 であった。

施設来館者を調査対象者とすることは、研究結果
の一般化可能性を低くすることになるが、一方

3 . 結果

で、実際の現場に適用する知見を提供することに

3.1.

もつながるものと考えられる。

分析対象者の特性

女性が 68.1％、男性 31.9％であり、年齢の範囲
は 60〜95 歳、平均年齢は 74.1 歳であった。身体

2.3.

分析手続き

活動実施者は 83.8％であった。１ヵ月での平均実

分析対象者の特性を把握した後、人的支援、運

施頻度は 10 日、１回の平均実施時間は約 90 分で

動実施に対する自己効力感、健康意識の各尺度に

あった。身体活動を実施していない者で「身体に

ついて信頼性を確認するために、内的整合性を表

不自由」があると回答した者は 6.8％、医師から

す指標である Cronbach の α 係数を算出した。ま

運動制限を受けている者は 1.1％であった。日頃の

た人的支援、運動実施に対する自己効力感の測定

生活習慣において、孫・配偶者の世話をおこなっ

尺度については検証的因子分析を行い因子構造の

ている者は 58.8％、友達つきあいをしている者は

確認をすることで妥当性を評価した。検証的因子

97.3％、地域クラブへ参加している者は 82.7％、

分析における適合度の評価についてであるが、一

奉仕活動に参加している者は 64.7％であった。

般的に、モデルの全体的評価は χ2 値、部分的評
価 に つ い て は GFI、AGFI、CFI、RMSEA、AIC

3.2.

人的支援の測定尺度について

などの値が指標として用いられてきた。すべての

表 1 と表 2 に尺度への回答傾向を働きかけの主

値において基準値を満たすことが望ましいが、そ

体ごとに示した。インフォーマル関係の促進的働

うでない場合においても妥当性のあるモデルとし

きかけ項目において、「たまにあった」と「よく

て評価する報告もある 34）。本研究ではその報告

あった」の肯定的回答の合計で、最も割合の高

に基づいて、適合度指標のひとつでも基準を満た

かった項目は、「一緒に運動をしようと誘ってく

せば、妥当性があるものと判断した。

れた」の 43.2％であった。一方、「あまりなかっ

次に、運動実施に対する自己効力感尺度の合計

た」と「全くなかった」への回答の合計は、全て

得点を従属変数、年齢、同輩他者比較健康状態と

の項目で 4 割以上であった。阻害的働きかけ項目

同輩他者比較運動能力の得点を合計した健康意

ではすべてにおいて「全くなかった」への回答が

識、働きかけの主体ごとに促進面と阻害面とで分

5 割以上を占めた。特に「嫌いな運動を強制され
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の非標準化パス係数を全て 1 に固定した。また因

働きかけ項目において、「たまにあった」と「よ

子の分散を 1 に固定した。その結果を表 3 および

くあった」の肯定的回答の合計で、最も割合の

表 4 に示した。促進的働きかけ因子と阻害的働き

高かった項目は、
「健康に必要な運動の質や量に

かけ因子との相関係数は、インフォーマル関係で

ついて教えてくれた」の 29.1％であった。一方

は .314、フォーマル関係では .438 であった。モデ

で、
「全くなかった」に回答したものも 4 割以上

ル適合度指標もフォーマル関係での χ2 値は基準を

であった。阻害的働きかけ項目ではすべてにおい

満たさなかったものの、他の指標は基準を満たす

て 6 割以上が「全くなかった」に回答し、「たま

値であった。

にあった」や「よくあった」に回答した者は少な
かった。また、図示していないがヒストグラムに

3 . 3 . 運動実施に対する自己効力感の測定尺度

おいて分布の正規性について確認した。

について

尺度の内的整合性を表す指標である Cronbach

表 5 に尺度を構成する 4 項目への反応傾向を示

の α 係数を算出した結果、インフォーマル関係か

した。各項目においてひとつの回答に過半数の反

らの促進的働きかけ .804、阻害的働きかけ .848、

応を示すような極端な偏りはみられなかった。ま

フォーマル関係からの促進的働きかけ .812、阻害

た、図示していないがヒストグラムにおいて分布

的働きかけ .873 であった。因子的妥当性の検討で

の正規性について確認した。検証的因子分析の結

は、尺度の 2 因子構造を仮定した最尤推定法によ

果を表 6 に示した。モデル適合度指標の χ2 値や

る検証的因子分析を行なった。検証的因子分析で

AGFI、RMSEA において基準を満たさなかった

は、誤差相関をつけず、誤差変数から観測変数へ

が、他の指標では基準を満たすものであった。内

表１．インフォーマル関係からの働きかけ項目への回答傾向
項

回答

目

ｎ（％）

全くなかった あまりなかった どちらともいえない たまにあった

1．一緒に運動をしようと誘ってくれた

よくあった

平均値

標準偏差

153（33.9） 48（10.6） 55（12.2） 126（27.9） 69（15.3）

2.80

1.52

2．健康に必要な運動の質や量について
158（35.0） 59（13.1） 77（17.1） 104（23.1） 53（11.8）
教えてくれた

2.63

1.45

3．十分に運動を行っていると誉めてく
174（38.6） 48（10.6） 89（19.7） 86（19.1） 54（12.0）
れた

2.55

1.45

4．怪我や病気を避けるために運動は控
259（57.4） 64（14.2） 62（13.7） 53（11.8） 13（ 2.9）
えたほうがよいと言われた

1.88

1.19

5．毎日の生活で忙しいので、これ以上
265（58.8） 59（13.1） 74（16.4） 36（ 8.0） 17（ 3.8）
の運動は必要ないと言われた

1.85

1.17

6．嫌いな運動を強制された

1.58

1.05

平均値

標準偏差

327（72.5） 35（ 7.8） 47（10.4） 34（ 7.5）

8（ 1.8）

表２．フォーマル関係からの働きかけ項目への回答傾向
項

目

1．運動教室を紹介してくれた

回答

ｎ（％）

全くなかった あまりなかった どちらともいえない たまにあった

よくあった

253（56.1） 42（ 9.3） 55（12.2） 75（16.6）

26（5.8）

2.07

1.36

2．健康に必要な運動の質や量について
208（46.1） 52（11.5） 60（13.3） 90（20.0）
教えてくれた

41（9.1）

2.34

1.44

3．十分に運動を行っていると誉めてく
223（49.4） 48（10.6） 76（16.9） 60（13.3）
れた

44（9.8）

2.23

1.42

4．怪我や病気を避けるために運動は控
286（63.4） 60（13.3） 59（13.1） 37（ 8.2）
えたほうがよいと言われた

9（2.0）

1.72

1.09

5．十分に健康なので、これ以上の運動
301（66.7） 49（10.9） 68（15.1） 26（ 5.8）
は必要ないと言われた

7（1.6）

1.65

1.03

6．嫌いな運動を強制された

5（1.1）

1.50

0.94

336（74.5） 37（ 8.2） 52（11.5） 21（ 4.7）
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的整合性を表す指標である Cronbach の α 係数を

を示した。各変数について性別による平均値の差

算出した結果は .878 であった。

の比較をおこなった結果、インフォーマル関係か
らの促進的働きかけにおいて女性の方が男性より

3.4.

も有意に高い値を示した。また、フォーマル関係

個人的属性要因について

表 7 に個人的属性要因の一つとして設定した同

からの促進的働きかけにおいても女性の方が高い

輩他者比較健康状態と同輩他者比較運動能力の測

値を示す傾向が見られた。表 9 には階層的重回帰

定項目に対する反応傾向を示した。各項目におい

分析に使用した変数間の相関マトリックスを示し

て極端な反応を示すような偏りはみられなかっ

た。従属変数である「運動実施に対する自己効力

た。内的整合性を表す指標である Cronbach の α

感」尺度は運動やスポーツ行動と高い関連を有す

係数を算出した結果は .897 であった。また、も

るものであるため、促進的働きかけとは正の相関

うひとつの個人的属性要因として設定した年齢に

を、また阻害的働きかけとは負の相関を示すこと

ついて、平均年齢は分析対象全体で 74.09 歳（標

が予想された。その結果、分析対象全体におい

準偏差 6.12）であった。

てインフォーマル関係からの促進的働きかけと
は .186、フォーマル関係からの促進的働きかけと

3 . 5 . 人的支援が運動実施に対する自己効力感

は .193 と弱い正の相関を示し、インフォーマル
関係からの阻害的働きかけとは .078、フォーマル

に与える影響
表 8 に階層的重回帰分析に使用した変数の分布

関係からの阻害的働きかけとは .083 と無相関の

表３．インフォーマル関係からの働きかけ項目
検証的因子分析結果

表４．フォーマル関係からの働きかけ項目
検証的因子分析結果

因子負荷量

測定項目

因子負荷量

測定項目

促進的
阻害的
働きかけ 働きかけ

促進的
阻害的
働きかけ 働きかけ

2．健康に必要な運動の質や量
について教えてくれた（情
報提供）

.862

2．健康に必要な運動の質や量
について教えてくれた（情
報提供）

.866

1．一緒に運動をしようと誘っ
てくれた（協働）

.759

1．運動教室を紹介してくれた
（協働）

.772

3．十分に運動を行っていると
誉めてくれた（賞賛）

.669

3．十分に運動を行っていると
誉めてくれた（賞賛）

.683

5．毎日の生活で忙しいからこ
れ以上運動は必要ないと言
われた（正当化）

.829

6．嫌いな運動を強制された
（強制）

.817

4．怪我や病気を避けるために
運動は控えたほうが良いと
いわれた（抑制）

.780

，GFI=.992,
適合度指標 χ2 = 11.31 df=8（p=.185）
AGFI=.978，CFI=.997，RMSEA=.030，AIC=37.31

6．嫌いな運動を強制された
（強制）

.867

5．十分に健康なので、これ以
上運動は必要ないと言われ
た（正当化）

.850

4．怪我や病気を避けるために
運動は控えたほうが良いと
いわれた（抑制）

.798

適合度指標 χ2 = 26.73 df=8（p=.001），GFI=.981,
AGFI=.950，CFI=.985，RMSEA=.072，AIC=52.73

表５．運動実施に対する自己効力感測定項目への回答傾向
項

目

回答

ｎ（％）

平均値

標準偏差

106（23.5） 141（31.3） 77（17.1） 108（23.9） 19（ 4.2）

2.54

1.21

97（21.5） 143（31.7） 98（21.7） 98（21.7） 15（ 3.3）

2.54

1.15

3．時間がないと感じるとき

125（27.7） 112（24.8） 102（22.6） 90（20.0） 22（ 4.9）

2.49

1.23

4．雨または雪が降っているとき

150（33.3） 108（23.9） 76（16.9） 70（15.5） 47（10.4）

2.46

1.36

1．疲れているとき
2．気分がのらないとき

まったくない

あまりない どちらでもない

少しある

非常にある
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値を示した。また、独立変数間での相関関係に着

係は重回帰分析において多重共線性を引き起こす

目してみると、インフォーマル関係からの阻害的

原因となる可能性が高い。したがって階層的重回

働きかけとフォーマル関係からの阻害的働きかけ

帰分析においては多重共線性の可能性について許

の間において分析対象者全体、さらに性別におい

容度と VIF の値を参照しながら分析結果を確認

て高い相関を示した。独立変数間での高い相関関

した。階層的重回帰分析の結果を表 10 に示した。
第 1 ステップにコントロール変数として投入され
た年齢と健康意識のうち、健康意識は分析対象者

表６．運動実施に対する自己効力感項目
検証的因子分析結果
測定項目

全体と性別の全てにおいて有意な正の影響を示し

因子負荷量

2．気分が乗らないとき

.902

1．疲れているとき

.819

3．時間がないと感じるとき

.815

4．雨または雪が降っているとき

.689

た。また年齢は男性のみの分析において有意な負
の影響を示した。第 2 ステップにおいては人的支
援要因が投入された。結果として , フォーマル関
係からの促進的働きかけのみが有意な正の影響を
示した。フォーマル関係からの促進的働きかけが

適合度指標 χ2 = 30.60 df=2（p=.000），GFI=.968,
AGFI=.840，CFI=.972，RMSEA=.178，AIC=46.60

投入された際の決定係数の変化量は調査対象全体

表７．健康意識測定項目への回答傾向
項

目

回答
劣っている

やや劣っている

ｎ（％）

同じぐらい

優れている

優れている

平均値

標準偏差

同輩他者比較健康状態

34（7.5）

56（12.4） 193（42.8） 135（29.9）

33（7.3）

3.17

1.00

同輩他者比較運動能力

38（8.4）

63（14.0） 210（46.6） 117（25.9）

23（5.1）

3.05

0.97

ｔ値

表８．重回帰分析に使用した変数の分布
変数名
運動実施に対する自己効力感

年齢

健康意識

インフォーマル関係からの促進的働きかけ

インフォーマル関係からの阻害的働きかけ

フォーマル関係からの促進的働きかけ

フォーマル関係からの阻害的働き掛け

全体
男性
女性
全体
男性
女性
全体
男性
女性
全体
男性
女性
全体
男性
女性
全体
男性
女性
全体
男性
女性

平均値

標準偏差

最小値

最大値

10.03
10.18
9.95
74.09
74.33
73.97
6.22
6.09
6.28
7.98
6.96
8.46
5.31
5.20
5.36
6.64
6.18
6.85
4.86
4.77
4.90

4.23
4.38
4.16
6.12
5.84
6.24
1.87
2.09
1.75
3.75
3.60
3.73
3.01
3.10
2.97
3.61
3.61
3.59
2.74
2.83
2.71

4
4
4
60
62
60
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20
20
20
95
91
95
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

.537

.580

-.976

-4.022***

-.525

-1.866†

-.485

† p<.10 ***p<.001
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では .024、男性のみでは .021、女性のみでは .021

ここでは分析対象者、人的支援、人的支援が運

であった。第 1 ステップで投入された年齢や健康

動実施に対する自己効力感に与える影響について

意識と比較した場合には、運動実施に対する自己

考察をおこなう。

効力感の変動に対する影響力は小さいものの有意
な値を示した。

4.1.

4 ．考察

国調査であるスポーツライフデータの結果と照ら

分析対象者について

分析結果を運動やスポーツの実施率に関する全

表９．重回帰分析に使用した変数の相関マトリックス
項

目

①

②

①運動実施に対する自己効力感
②年齢

③

④

⑤

-.225**
.489***
.272**
.062
（-.011） （.239***） （.158**） （.088）
.077
（-.045）

-.077

③健康意識

.329***

-.005

④インフォーマル関係からの
促進的働きかけ

.186***

-.019

⑤インフォーマル関係からの
阻害的働きかけ

.078

.129**

⑥フォーマル関係からの
促進的働きかけ

.193***

.054

⑦フォーマル関係からの
阻害的働きかけ

.083

.196***

注：斜線右上部分は性別での表示。（

⑥

⑦

.244**
.001
（.173**） （.125*）

-.110
（.026）

.064
-.017
（.160**） （.089）

.073
（.254***）

.231**
（.095）

-.144
（-.093）

-.210*
（-.104）

.156
（.095）

.269**
.581***
.260**
（.280***） （.516***） （.195**）

.148**

.282**
.829***
（.264***） （.728***）

-.110*

.276***

.120*

.541***

.271***

-.141**

.216***

.762***

）内の数値は女性。斜線左下部は全体。

.320***
（.427***）
.392***

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

表 10．ステップワイズ法による階層的重回帰分析結果（従属変数：運動実施に対する自己効力感）
投入変数

全体
第１
第２
許容度
ステップ ステップ
-.076
-.084
.997
.329*** .309*** .985

年
齢
健康意識
インフォーマル
関係からの促進
―
―
的働きかけ
インフォーマル
関係からの阻害
―
―
的働きかけ
フォーマル関係
からの促進的働
.161*** .983
きかけ
フォーマル関係
からの阻害的働
―
―
きかけ
重相関係数（R） .338*** .373***
決定係数
.110
.134
（調整済 R2）
変化量
.024***
（調整済みΔR2）

標準偏回帰係数（β）
男性
第１
第２
VIF
許容度 VIF
ステップ ステップ
1.003 -.264*** -.259*** .993
1.007
1.015 .509*** .483*** .969
1.032

女性
第１
第２
許容度
ステップ ステップ
.000
-.041
.935
.239*** .254*** .989

1.069
1.011

VIF

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

1.018

.164*

.975

1.026

.162**

.927

1.079

―

―

―

―

―

―

―

.555*** .578***

.239*** .286***

.299

.051

.320
.021*

.072
.021**

*p<.05 **p<.01 ***p<.001
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し合わせた。身体的および心理的な恩恵が得られ

からの促進的働きかけと阻害的働きかけ、および

るとされる運動活動量を満たすアクティブ・ス

フォーマル関係からの阻害的働きかけは有意な影

ポーツ人口の基準として採用されている週 2 回以

響を示さなかった。この結果は、身体活動の実施

上の実施・1 回の実施時間が 30 分以上・運動強

に対するインフォーマル関係からの働きかけの優

度「ややきつい」を便宜的に定期的実施者の目安

勢という McPherson18） の報告とは異なり、医師

とすると、本研究の分析対象は、運動強度につい

や看護師、運動指導者などのフォーマル関係から

て判断することはできないが、運動やスポーツの

の促進的な働きかけが身体活動実施者増加のため

実施において全国の平均水準よりも高い状態にあ

の介入方略に有効な手段であることを示したもの

ることが推察できる 31）。また、分析対象者は日

と思われる。インフォーマル関係からの促進的働

頃の生活において他者との関わりを持つ者の割合

きかけが有意な影響を示さなかった理由として

が高かった。分析の結果からは、本研究の調査対

は、調査対象者の特性と関係していることが推察

象者は身体活動実施においては全国平均水準を上

される。本研究の調査対象者は都市部に居住し、

回り、他者との交流も多い都市部に居住する高齢

自ら高齢者交流施設に来館する者であり、日常生

者であることが推察できる。

活においても他者との交流が頻繁な身体活動にお
いても活動的な高齢者であった。すなわち、すで

4.2.

人的支援の測定尺度について

に身体活動実施が習慣化している可能性の高い高

促進的働きかけの頻度は、インフォーマル関係

齢者であるからこそ、身体活動実施に特化したイ

からの働きかけがフォーマル関係からの働きかけ

ンフォーマル関係からの促進的働きかけと運動実

をすべての項目で上回った。この傾向は身体活動

施に対する自己効力感との間で、階層的重回帰分

の実施に対するインフォーマル関係からの働きか

析において有意な線形関連を示さなかったことが

けの優勢という McPherson18） の報告を裏付ける

考えられる。しかし、Antonucci and Akiyama 1 ）の

ものであった。また人的支援の受領は Antonucci

報告と同様に、インフォーマル関係からの促進的

and Akiyama 1 ）の報告と同様に男性と比較して女

働きかけにおいて、性別による受領の差異が明ら

性の方が多かった。阻害的働きかけの頻度はイン

かとなった。一方、インフォーマル関係および

フォーマル、フォーマルの関係を問わず少なかっ

フォーマル関係からの阻害的働きかけが有意な影

た。

響を示さなかった理由として、以下が考えられ

尺度の信頼性に関して、一般に α 係数は、そ

る。測定項目に対する反応傾向から推察されるよ

の値が .700 以上であれば、内的整合性による尺

うに、阻害的な働きかけ自体が少ないという可能

度の信頼性が高いものと評価される。結果はす

性が考えられる。西村・山口 22） は中年女性が運

べての要因において基準となる .700 を上回った。

動やスポーツの非実施者に至るプロセスに関する

これらの値から、本測定尺度が信頼性を備えてい

研究の中で、当該個人を取り巻く重要なる他者か

るものと判断した。妥当性に関しては、因子分析

ら直接的な阻害がなかったという報告をしてい

の結果から適合度指標で一部基準を満たさないも

る。本研究の分析対象者は日常生活において他者

のも見られたが、部分的な指標の適合により、測

と関わりを持つ機会が多いという結果であった。

定尺度の 2 因子構造が確認され、妥当性を有する

そうした高齢者において身体活動実施を阻害する

ものと判断した。

ような働きかけに反応が少なかったということ
は、健康を志向する社会を反映しているとも解釈

4.3.

人的支援が運動実施に対する自己効力感

できる。近年、社会的ネットワークの構成員が共

に与える影響

有する価値観である互酬性と信頼性の規範、すな

人的支援要因のうち、フォーマル関係からの促

わちソーシャル・キャピタルが様々な研究領域に

進的な働きかけのみが「運動実施に対する自己効

おいて注目を集めている。この観点からみると、

力感」に有意な影響を示し、インフォーマル関係

健康に関わる身体活動の実施という規範は、多く

中山：自己効力感へ人的支援が与える影響

付記

の高齢者の間で共有されている価値観の表れなの
かもしれない。しかし、身体活動実施に対する他
者からの阻害的働きかけは、促進的な働きかけよ
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