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緒　　　　言

　これまで、国民の身体活動の増加や習慣化を目
的とした政策が、世界的に行われてきたが、日本
においては、その成功例は限られている。その背
景には、これまで身体活動の実施を阻害する要因
について、検討が十分に行われておらず、その予
防策が講じられてこなかったことが一因として挙
げられる。身体活動を有効に活用するためには、
各実践者の特徴に留意する必要があり2）、その個
人差によって、必ずしも身体活動に期待される効
果を皆が享受できるわけではない。
　本研究では、身体活動によって生じる不快感な
ど、ネガティブな体験を規定することが予想され
る個人差要因として、個々人の敏感さを意味する
感覚処理感受性（sensory processing sensitivity，以
下 SPS）に注目する3）。これまで先行研究によって、
SPSが予測する心理的問題について、検討が進め
られている。それによると、SPSの特徴を強く有
する者は、外的な刺激を過剰に受け取りやすく、
また感情体験に反応しやすいため、結果的にスト
レスを抱えやすいことが指摘されている3,4,10）。

　近年、個人が有する SPSの高さと身体活動の
実施や効果との関係についても、検討が始まって
いる。例えば矢野ら11）は、身体活動の実施頻度
が多い、あるいは継続年数が長い対象者のグルー
プでは、SPSの得点が他のグループよりも低いこ
とや、個人が有する SPSの高さが身体活動量と
負の関連性を示すことを報告している。また雨宮
ら2）は、SPSの低い個人が快適に感じる一過性の
身体活動であっても、SPSが高い場合には同じよ
うな効果を得られないことを確認している。しか
しながら、これまでの研究で用いられてきた研究
方法は、横断的な調査法や十分に統制されていな
い条件下での課題実施であり、個人が有する SPS

の高さと身体活動の実施やその効果を解明するた
めには、厳密な手続きの下で一貫性のある研究の
遂行が不可欠である。
　そこで本研究では、先行研究を参考に2,11）、SPS

が高い個人は身体活動に繋がりにくいという仮説
を設定し、SPSの高さと身体活動を行う際の不快
な体験（心身の不快感や認知機能の低下）の有無
や、その特徴と SPSの関係について明らかにす
ることを目的とする。本研究では、上記の目的を
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遂行するために、以下 2つの研究課題を行う。
　研究課題 1：個人が有する SPSの高さと身体
活動量の関係を、身体活動による身体的・心理的
負担が介在するという変数間の関係性を仮定し、
横断的な調査による検討を行う。
　研究課題 2：研究課題 1の結果を基に、実験室
条件下で個人が有する SPSの高さと身体活動時
の体験について、気分や認知課題、反すうといっ
た多様な側面からの検討を行うとともに、身体活
動の強度の違いによる差異を確認する。

【研究課題 1】

　本研究の目的は、個人が有する SPSの高さと
身体活動時の身体的・心理的負担感および、身体
活動量の関係性について検討することである。

方　　　　法
Ａ．対象者および調査時期

　本研究は2020年 8月に実施され、研究方法とし
て、横断的なオンライン調査を用いた。対象者は
日本に在住し、クロスマーケティング社にモニ
ターとして登録している18歳から30歳までの男女
200名ずつ合計400名であった（平均年齢＝26.03歳，
SD＝3.41）。なお、調査実施時は新型コロナウイ
ルスの感染が拡大していた時期であったため、対
象者には「新型コロナウイルスの感染拡大が発生
する以前を思い出して回答して下さい」という指
示のもと、本調査の質問内容への回答を求めた。
本研究は、筑波大学倫理委員会の承認を受けたう
えで実施した（承認番号：体020-46）。
Ｂ．調査内容

　 1．基本的属性
　対象者の基本的属性について検討するために、
性別、年齢、身長、体重について回答を求めた。
　 2．Kasari身体活動指標修正版
　対象者の身体活動量について評価するために、
Kasariによって開発された身体活動指標修正版の
日本語尺度を用いた1）。
　 3．Highly Sensitive Person Scale日本版
　対象者の SPS の程度を評価するために、髙
橋10）によって開発された Highly Sensitive Person 

Scale日本版を用いた。この尺度は低感覚閾、易
興奮性、美的感受性の 3因子合計19項目から構成

されている尺度であり、先行研究において尺度の
信頼性と妥当性が確認されている。
　 4．簡易版運動習慣の阻害要因尺度
　対象者の運動習慣を阻害する要因について検討
するために、石井ら6）によって開発された簡易版
運動習慣の阻害要因尺度を採用した。この尺度は、
先行研究で信頼性と妥当性が確認されている。ま
た本研究では目的に基づき、本尺度の下位尺度で
ある身体的・心理的阻害要因を用いた。
　 5．運動セルフ・エフィカシー尺度
　対象者がもつ運動を継続して行うことができる
見込み感や自信を測定するために、岡8）によって
開発された、運動セルフ・エフィカシー尺度を用
いた。この尺度は 1因子 5項目で構成されている
心理尺度であり、先行研究において信頼性と妥当
性が確認されている。
　 6．運動の行動意図尺度
　対象者の運動行動の意図を評価するために、原
田ら5）によって開発された、運動の行動意図尺度
を用いた。この尺度は、 2因子 8項目から構成さ
れており、先行研究の結果から、信頼性と妥当性
が確認されている。なお本研究では、尺度の合計
得点を分析に用いた。
Ｃ．分析方法

　対象者の SPSの程度と身体的・心理的阻害要
因および、身体活動量の関係性について検討する
ために、パス解析を行った。

結　　　　果
　本研究の仮説に基づき、SPSと運動習慣の阻害
要因である身体的・心理的阻害要因、身体活動量
との関係性について検討するために、SPSの指標
として Highly Sensitive Person Scale日本版を説明
変数、身体的・心理的阻害要因と運動セルフ・エ
フィカシー、運動の行動意図尺度を媒介変数、身
体活動量を目的変数に設定して、媒介分析を実施
した。その結果、SPSと身体活動量の直接的な関
連性は示されなかったものの、SPSが身体的・心
理的阻害要因（β = .21，P < .001）、運動セルフ・
エフィカシー（β =-.10，P < .05）および、行動
意図（β = .13，P < .01）に対して直接的に有意な
関連性を示すとともに、身体的・心理的阻害要因
が運動セルフ・エフィカシー（β =-.46，P < 
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.001）と行動意図（β =-.14，P < .01）に負の関連
性を示すことが確認された。更に、運動セルフ・
エフィカシー（β = .23，P < .001）と行動意図（β 

= .29，P < .001）が身体活動量に対して、正の関
連性を示すことが認められた。

考　　　　察
　本研究において、SPSと身体活動量との間に運
動習慣の阻害要因である身体的・心理的阻害要因
を設定し、パス解析による変数間の関係性の検討
を行った。その結果、身体的・心理的阻害要因が
SPSと運動セルフ・エフィカシーや行動意図のネ
ガティブな関係性を繋ぐ媒介変数として機能する
ことが明らかとなった。SPSが高い個人は微妙な
刺激を認識したり、刺激に圧倒されやすい先天性
の特徴がみられることが示唆されている4）。その
ため、SPSの高さが身体活動時の身体的・心理的
負担をより強く感じさせる可能性がある。そのよ
うな特徴が、運動への自信や行動しようとする意
図を阻害し、結果的に、身体活動の実施を回避す
る原因として機能することが考えられる。更に、
SPSの得点が行動意図に対して直接的な正の関連
性を示すことから、SPSは身体活動を行う気持ち
があるものの、負担感や自信の低下によって、そ
のような意図が抑制されている可能性も示唆され
た。

【研究課題 2】

　研究課題 1の結果から、SPSの高さが身体活動
時の身体的・心理的負担や自信の低下を導き、身
体活動の意図や実施を抑制する可能性が示唆され
た。次に本研究では、研究課題 1の知見を基に、
実際の身体活動を行うことによる体験と SPSの
関係性について検討することを目的とした。特に、
身体活動の内容として、高強度と低強度の 2つの
条件を設定することによって、より身体的・心理
的負担が生じやすい身体活動場面を準備し、実施
前後における対象者の気分や認知、心理的反応と
しての反すうが、SPSの高さや身体活動の強度に
よって、どのように異なるかを検討することとし
た。

方　　　　法
Ａ．実験時期ならびに対象者

　本実験は2021年 9月後半から12月初旬に実施さ
れた。対象者は心身ともに健康な日本人の大学生
ならびに大学院生の24名（男性 = 8名，女性 =16

名，平均年齢 =21.79歳，SD=1.96）であった。対
象者は研究の趣旨を理解するとともに、研究遂行
に必要な言語能力を有し、研究に参加する意思を
示した者であった。なお本研究は、筑波大学倫理
委員会の承認を受けたうえで実施した（承認番
号：体020-97）。
Ｂ．測定内容

　 1．基本的属性
　対象者の基本的属性について把握するために、
性別と年齢、過去の運動歴について回答を求めた。
　 2．心拍変動
　対象者の運動実施前後における心拍変動を確認
し、身体活動課題の妥当性を検討するために、パ
ルスオキシメータによる測定を行った。
　 3．Highly Sensitive Person Scale日本版
　対象者の SPSの程度を評価するために、研究
1と同様に、髙橋10）によって開発された Highly 

Sensitive Person Scale日本版を用いた。
　 4．二次元気分尺度
　身体活動による気分の変動について評価するた
めに、Sakairi et al.9）によって開発された、二次元
気分尺度を用いた。この尺度は 8項目から構成さ
れており、測定時の気分状態を活性度や安定度、
快適度、覚醒度といった 4つの側面から評価する
ことが可能な尺度である。
　 5．ストループ課題
　SPSの高さが身体活動の実施前後における認知
課題の成績に及ぼす影響について検討するために、
ストループ課題を PC上で実施し、その反応速度
を測定した。課題は 4つのブロックから構成され
ており、最初の練習ブロックを行った後、本番ブ
ロックとして 3ブロックそれぞれで36施行、合計
108施行を実施した。それぞれのブロックでは、
「XXXX」という文字に色がついている中立課題
に加えて「あか」「あお」「みどり」「きいろ」の
4つの文字に、文字が意味する色が着色されてい
る一致課題、 4つの文字に文字が意味する色とは
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異なる色が着色されている不一致課題がランダム
に提示され、文字に着色されている色と対応する
キーを可能な限り速く、正確に押すように対象者
に指示した。本研究では、同じ課題実施時の不一
致課題の平均の反応速度から、中立課題の反応速
度を減算した反応速度をストループ干渉得点とし
た。
　 6．反すう
　課題中（本研究では身体活動中）の心理的反応
としてネガティブな反すうの出現頻度について検
討するために、思考サンプリング法を用いた反す
うの評価を行った。具体的には「ネガティブな感
情」について「 0：全く考えなかった～ 6：とて
も考えた」の 7件法で回答を求めた。
　 7．対象者の内省
　対象者の課題中の体験について質的に検討する
ために、身体活動の実施後において、対象者の体
験について半構造化面接法によるインタビューを
2度行った。
Ｃ．手続き

　対象者はランダムに 2群に分けられ、それぞれ
2度の身体活動課題による実験に参加した。具体
的には、高強度→低強度という順番で運動を行う
群と、低強度→高強度の順番で運動を行う群とな
るようにカウンターバランスをとるよう群分けし
た。身体活動課題は10分間の自転車エルゴメータ
課題を採用した。対象者には、エルゴメータに表
示される平均ワット（W）数を参考に、特定の平
均Wを維持しながら指定された時間中、身体活
動を行うことを求めた（男性：高強度条件100 W，
低強度条件60 W。女性：高強度条件80 W，低強
度条件40 W）。対象者は初回の実験日において、
Highly Sensitive Person Scale日本版10）などから構
成される特性に関する質問紙に回答した。その後、
当日の身体活動の強度について説明され、スト
ループ課題を実施した。ストループ課題を実施し
た後、準備運動を各自行った後、エルゴメータに
乗車し、課題や測定についての具体的な説明を受
けた。その後、身体活動の開始 2分半前から毎 2

分半ごとの合計 6回、対象者は課題実施中に二次
元気分尺度や反すうに関する回答を行った。10分
間の身体活動課題終了後、再度ストループ課題を

実施した。また、運動前後の心拍変動を確認する
ために、 1）実験室入室時、 2）ストループ課題
実施後・身体活動課題実施前、 3）身体活動課題
実施直後、 4）ストループ課題実施後の 4回にわ
たって、心拍の測定を行った。
　なお、研究計画の段階では、統制群として運動
課題を行わない条件の対象者も設定する予定で
あった。しかしながら、本研究を進めるにあたり、
慎重に先行研究や予備的なトライアルを行った結
果、運動を行わない統制条件を設定した場合、そ
こで得られる結果にかなりの個人差の影響が生じ
る可能性があることが推測された。また、新型コ
ロナウイルスの感染拡大によって、想定していた
対象者の人数が集まらないことも危惧されたため、
研究計画に記載された一部分である、敏感さの高
さの差異の比較を行うこととした。
　更に、研究計画の段階で運動課題を「20分のト
レッドミル走」に設定していたが、新型コロナウ
イルス感染拡大によって、人々の運動習慣が減少
し、従来は問題のなかった運動課題でも、怪我の
リスクが高まっていることが予想された。そのた
め、比較的怪我のリスクが低い自転車エルゴメー
タを運動課題とし、また対象者の心理的な負担を
考え、運動時間を10分に変更した。
Ｄ．分析方法

　対象者のSPSの程度と身体活動の実施ならびに、
強度の影響について検討するために、SPSの得点
の平均値を基に対象者をSPS高低群（以下SPS群）
に類型化し、身体活動の実施前後を「時期」、高
強度・低強度を「種類」として独立変数に設定し、
ストループ課題、気分状態ならびに反すうを従属
変数として、混合計画に基づく 3要因分散分析を
行った。

結　　　　果
Ａ．心拍変動

　まず、本研究で実施した身体活動課題の強度の
妥当性を確認するために、身体活動実施前後の対
象者の心拍の変動を検討した。具体的には、 4時
点の心拍数を従属変数、SPS群と時期ならびに、
種類を独立変数として、混合計画による 3要因分
散分析を行った。その結果、時期と種類の 1次の
交互作用が有意であった（F（ 3, 66） = 22.75, P < 
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.001, pη
2= .10）。単純主効果の検定を行った結果、

身体活動課題実施直後の時点において、高強度の
身体活動条件のほうが低強度の条件よりも有意に
心拍数が高いことが確認された（P < .001, d = 

.80）。
Ｂ．気分状態

　次に、身体活動中の気分の変動と SPSならび
に強度の関係について確認するために、二次元気
分尺度の得点を従属変数、SPS群と時期ならびに、
種類を独立変数として、混合計画による 3要因分
散分析を行った。その結果、安定度（F（ 5, 22）= 

7.26, P < .001, pη
2 = .25）、快適度（F（ 5, 22） = 4.42, 

P < .01, pη
2 = .17）、覚醒度（F（ 5, 22） = 4.47, P < 

.01, pη
2 = .17）において、時期と種類の 1次の交互

作用が有意であった。
Ｃ．ストループ課題

　SPSの高さが身体活動の実施前後におけるスト
ループ課題の成績に及ぼす影響を検討するために、
ストループ干渉の得点を従属変数、SPS群と時期
ならびに、種類を独立変数として、混合計画によ
る 3要因分散分析を行った。その結果、SPS群と
時期の 1次の交互作用が有意傾向であった（F（ 1, 

22） = 3.21, P < .10, pη
2= .13）。また SPS群の主効

果が有意であった（F（ 1, 22）= 4.66, P < .05, pη
2 = 

.18）。
　そこで、SPS群と時期の単純主効果の検定を
行った。その結果、SPS高群において、身体活動
の実施前のほうが実施後よりも、有意にストルー
プ干渉が大きいことが確認された（P < .05, d = 

.85）。更に、身体活動前において、SPS高群のほ
うが低群よりも、有意にストループ干渉の得点が
大きいことが確認された（P < .01, d = 2.20）。結
果を図 1に示す。
Ｄ．反すう

　次に、身体活動中の反すうに対する対象者の
SPSの程度や身体活動の前後、種類の影響につい
て検討するために、思考サンプリング法で測定し
た「ネガティブな感情」に関する反すうの程度を
従属変数として設定し、SPS群と時期ならびに、
種類を独立変数として、混合計画による 3要因分
散分析を行った。その結果、反すうの得点は、
SPS群と時期ならびに、種類の 2次の交互作用が

有意だった（F（ 5, 110）= 2.45, P < .05, pη
2 = .10）。

単純・単純主効果の検定を行ったところ、高強度
の身体活動の開始 2分半時点（P < .05, d = 2.88）
と 7分半時点（P < .05, d = 3.09）において、SPS

高群のほうが、SPS低群よりも、有意に高いネガ
ティブな感情に関する反すうの得点を示した（図
2）。
Ｅ．対象者の内省

　各身体活動条件の実施後において、対象者の体
験をインタビューした。その結果、SPS高群にお
いては、高強度の身体活動実施後に「普段自転車
は漕ぐのですが、それよりはだいぶ、頑張って漕
いでいる感じでした」や「すごく体が熱くなって
汗がすごい出てきてるなっていう感覚がありまし
た」といった活動時の体験が語られた。また「こ
れ以上きついのが待ってるのかなっていうネガ
ティブなことを考えてました」や「足がしんど
かったんで不快だなっていうのと、途中からは汗
が不快でした」といったように、不安や不快感に
関する回答が多く見受けられた。低強度の身体活
動実施後においては、「特にキツいわけでもなく、
不快な感じもなくという感じです」や「途中から
慣れてきて、体の感覚を摑めた辺りから、ちょっ
と余裕が出てきた」といったように、特に不快な
体験ではなかった様子が語られた。

図 1．身体活動実施前後におけるストループ干渉と SPS 
の関係

Fig.1．Relationship between stroop interference and SPS be-
fore and after physical activity.

Two-way ANOVA showed that the high SPS group scored sig-
nificantly higher on stroop interference, before exercise, than 
the low SPS group, indicating that the cognitive function prob-
lem is more likely to occur in daily life among people with 
high SPS. However, exercising for 10 mins may reduce the 
problem.
SPS = sensory processing sensitivity. *P < .05, ** P < .01.
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　次に、SPS低群に対するインタビューの結果か
ら、高強度の身体活動実施時では「続けば全然慣
れてきたというのもあって、そんなにキツくはな
いなと感じました」や「自分で動かしてるという
よりは、それが慣れてしまったという感じ。他の
ことはあんまり考えないで体が自然と動くような
感じでした」といったように、予想よりも負荷を
感じなかったり、集中していたことが語られた。
また低強度の身体活動実施時では「だんだん余裕
が出てきて、外の風景を見ることができたり、余
裕も出てきました」や「漕ぎ始め楽しくて、気分
が上がって…徐々に慣れて下がっていく感じ。（嫌
な感じは）しなかった」といったような、余裕や
場合によっては負荷が足りなく退屈に感じている
様子が確認された。

考　　　　察
Ａ．気分状態

　SPSの高さと身体活動実施前後の気分状態の違
いについて、 2種類の強度をもとに検討したとこ
ろ、SPSの影響は確認されなかった。先に紹介し
た雨宮ら2）の研究では、身体活動の実施時間は本
研究と同じく10分間の連続的な活動であったもの
の、内容はグループでの大縄飛びという、他者と

共同して行う身体活動課題であった。そのため、
先行研究で報告された結果は、SPSが高い者に対
する身体活動の実施それ自体というよりも、集団
での実施という身体活動の実施形態の影響が示さ
れたと推測される。
Ｂ．ストループ課題

　SPSの高さが身体活動の実施前後におけるスト
ループ課題の成績に及ぼす影響について検討した
ところ、SPSが高い対象者は、身体活動の実施前
の時点でストループ干渉が有意に大きいことが確
認された。SPSが高い個人は刺激に圧倒されやす
く、注意が阻害されやすい可能性が指摘されてい
る3）。そのため本研究の結果ならびに先行研究の
結果から、SPSが高い個人は周囲の刺激を受け取
りやすく、認知機能が低い、あるいは抑制されや
すいことが予想される。その結果、SPSのような
外的な刺激に反応しやすい個人においては、日常
的に認知機能が低下している可能性が高く、本研
究のような結果が示されたと考えられる。
Ｃ．反すう

　SPSの高さと身体活動の実施中の反すうについ
て、 2種類の強度をもとに検討したところ、SPS

が高いことによって、身体活動中の反すうが生じ

図 2．身体活動時におけるネガティブ感情の反すうの経時的変化と SPS の
関係

Fig.2．Relationship between SPS and the time course of ruminating negative 
emotions during physical activity.

When the height of SPS and the intensity of ruminations, during physical activity, 
were examined based on the two intensities, confirmed that ruminations during 
physical activity were more likely to occur due to people with high SPS.
SPS = sensory processing sensitivity. HI = high intensity, LI = low intensity. *P < 
.05.
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やすいこと、特に高強度の身体活動実施時におい
て、ネガティブな感情に関して反すうする程度が
大きいことが確認された。このような結果は、対
象者に実施したインタビューの回答からも支持す
ることが可能である。ネガティブな反すうは抑う
つなどの心理的な問題の予測要因であり7）、身体
活動中のネガティブな反すうは、その活動へのモ
チベーションの低下や楽しさの減退の原因となる
ことは容易に予想することが可能である。本研究
の結果から、SPSが高い個人が高強度の身体活動
を行う際、SPSが低い個人よりもネガティブな反
すうを生じさせていることが示唆された。

総　　　　括

　本研究の結果、SPSが高いことによって身体
的・心理的負担感といった運動習慣の阻害要因を
介して身体活動と負の関係性が示されること、高
強度の身体活動の実施前に認知機能が抑制されや
すく、高強度の身体活動中にネガティブ感情につ
いての反すうが生じやすいことが確認された。以
上の結果から、SPSが高いことによって、SPSが
低い個人よりも身体活動の実施前や実施中に、ネ
ガティブな体験をしている者が認められ、それが
身体活動の回避などに繋がる可能性が推測される。
　しかしながら、必ずしも身体活動の実施が、
SPSが高い者にとって単純に悪いということでは
ないようである。そうであれば、身体活動の実施
前に個々人の SPSの得点を測定し、それに基づ
いた身体活動の実施方法や強度の選択を行うこと
によって、ネガティブな経験を予防することが可
能であろう。そのような取り組みを体育実技など
のスポーツ指導場面で行うことで、現在の日本社
会で問題視されている身体活動の実践や習慣者数
の低下に対して、寄与することが期待される。
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