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緒　　　　言

　高齢者のメンタルヘルスの維持・向上に最適な
運動様式の確立は、運動とメンタルヘルスにおけ
る領域の重要な課題の1つである。近年の研究
（例：Harada et al.4））によると、グループで運動を
行うほうが、1人で行うよりもメンタルヘルスの
維持・向上効果が高い。ただし、グループでの運
動中の交流の程度には個人差が大きく、交流の程
度の違いによって、メンタルヘルスへの効果は異
なると予想される。そのため、高齢者のメンタル
ヘルスの維持・向上に最適な運動様式の確立を目
指すには、社会的な運動様式の観点からの検討も
不可欠である。特に、老年学研究によると、交流
頻度や交流人数など社会関係の量的要因よりも、
満足度や孤立感など社会関係の質的要因のほうが、
メンタルヘルスへの影響力が強い（例：Fuller-

Iglesias2））。したがってグループ運動の場合も、
交流時間や交流人数など交流の量的要因よりも、
交流への満足度や疎外感など交流の質的要因のほ
うが、メンタルヘルスと密接に関連している可能

性がある。この可能性を実証できれば、高齢者に
対してグループ運動を実践する際は、交流の量的
拡大に主眼を置く支援よりも、交流の質的充実に
主眼を置く支援のほうが、メンタルヘルスの維
持・向上に効果的と示唆できる。
　以上から、本研究では、グループ運動中の交流
の量的要因と質的要因のどちらのほうが、高齢者
のメンタルヘルスの変化に影響しているのかを検
証した。

方　　　　法

Ａ．研究デザイン

　本研究は、ランダム化クロスオーバー試験から
得たデータを二次解析した。図 1に、本試験のフ
ローを示した。本試験では、郵送法による事前調
査（2019年 8～ 9月）の後、参加者を即時介入群
と遅延介入群へ無作為に割り付けた。その後、即
時介入群へは、 2か所の会場（神戸大学内施設，
神戸市灘区内の貸会議室）にて、週 1回の介入を、
10週実施した（2019年10～12月）。参加者は、両
会場のうち、いずれかの会場を自由選択して介入
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へ参加した。毎回の介入では、グループ運動
（ウォーキング）の直前と直後に、現在の感情等
に関する質問紙調査を実施した。即時介入群への
10週間の介入終了後、 2回目調査（2019年12月）
を実施した。遅延介入群にも、 2か所の会場で、
週 1回の介入を10週実施した（2020年 1～ 3月）。
ただし、新型コロナウイルス感染症 COVID-19の
流行により、遅延介入群への最終 2回の介入は、
対面でなく講義資料の郵送により実施した。遅延
介入群への介入終了後、3回目調査（2020年 3月）、
4回目調査（2020年 8～ 9月）を実施した。
　本試験は、神戸大学大学院人間発達環境学研究
科内に設置された研究倫理審査委員会の承認を経
て実施し（承認番号：391- 2）、また、UMIN臨床
試験登録システムへ登録した（UMIN000037455）。
参加者へは、文書に従って口頭で説明後、署名に
よる参加同意を得た。
Ｂ．本研究の解析対象者

　神戸市灘区内全域での新聞折り込みと、灘保健
センターの関係組織を通じて参加募集チラシを配
布し、参加者を募った。参加の適格基準は、①60

歳以上、②40～50分程度のウォーキングが可能、
かつ③疾病の既往歴のある場合はかかりつけ医等
による運動実施の了承を得ていることとした。そ
の結果、139名から研究参加の同意が得られた。
うち 1名は参加を辞退したため、138名を割り付
け対象とした（図 1）。このうち、129名から 4回
目調査までの協力が得られた。
　本研究では、129名のうち、グループウォーキ
ングへ参加回数が 3回以下であった33名を除く、
96名（即時介入群48名，遅延介入群48名）を解析
対象者とした。
Ｃ．介入の内容

　本研究では、参加者同士で自由に交流でき、交
流の程度の個人差が生じやすい形態の運動である
ことから、グループ運動のなかでも、グループ
ウォーキングに注目した。
　各回の介入は、前半に講義を、後半にグループ
ウォーキングを行った。荒天時は、講義のみで終
えた。講義では、健康行動と健康増進や行動変容
技法に関して、各回40～50分程度、話題提供した。
後半のグループウォーキングは、ウォーキング直

図 1．本研究における解析対象者のフロー
Fig.1．Flow of the participants through the study.
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前の血圧・心拍が基準（収縮期血圧180 mmHg，
拡張期血圧100 mmHg，心拍110拍／／分）以下であり、
かつ当日の体調に不安のない者のみ参加するよう
に求めた。スタッフ 3～ 4名で誘導しながら、参
加者（20～30名程度）が一斉に40～50分程度の
ウォーキングを実践した。ウォーキング中は、参
加者同士で自由に交流するよう促した。
Ｄ．調査項目

　 1．メンタルヘルス指標
　メンタルヘルスのポジティブな側面の指標とし
てWell-being（WHO-5尺度簡易版5））を、ネガティ
ブな側面の指標として精神的苦痛（K6尺度3））を、
各調査で質問した。
　 2  ．社会的ネットワーク・日常生活全般での孤
独感

　社会的ネットワークとして LSNS短縮版6）を、
日常生活全般での孤独感として UCLA尺度短縮
版9）を、各調査で質問した。
　 3  ．グループウォーキング中の交流の量的・質
的要因

　交流の量的要因として、ウォーキング中の交流
人数と、ウォーキング中に他の人と交流していた
時間の割合（ 0～10割）を、質的要因として、交
流への満足感（単項目： 1～ 5点）とウォーキン
グ中に感じた孤立感（単項目： 1～ 5点）を、毎
回のグループウォーキング直後の質問紙調査で評
価した。各個人について、毎回の回答の平均値を
算出し、本研究で解析した。
　 4  ．各回のグループウォーキングによる一過性
の感情変化

　毎回のグループウォーキングの直前・直後の質
問紙調査で、WASEDA尺度1）（下位尺度：高揚感，
落ち着き感，否定的感情）を質問した。各下位尺
度のウォーキング直前・直後の差分を計算し、一
過性の感情変化とした。各個人について、毎回の
感情変化の平均値を算出し、本研究で解析した。
　 5．日常身体活動量
　各回の調査で、それぞれ連続 7 日、加速度計
（HJA-750C，オムロン社）で日常身体活動量を調
査した。 7日のうち、10時間以上装着した日が 4

日以上あった場合、有効データとした。本研究で
は、事前調査の 1日当たりの平均歩数のデータを、

日常身体活動量に関する指標として解析した。
　 6．基本属性
　事前調査で、性別、年齢、教育歴、現在の就業
状況、現在の婚姻状況、フレイル（基本チェック
リストから判定8））の有無、外向性（TIPI-J尺度7）：
2～14点）を評価した。
Ｅ．解析

　 1  ．介入によるメンタルヘルス、社会的ネット
ワーク、および日常生活全般での孤独感への
効果

　予備解析として、日常身体活動量と基本属性の
影響を調整したうえで、群と調査時期を独立変数、
メンタルヘルス指標、社会的ネットワーク、およ
び日常生活全般での孤独感を従属変数とした混合
モデルを行い、今回のウォーキング介入で、対象
者全体のメンタルヘルスと社会的ネットワークが
向上し、日常生活全般での孤独感が低減したかど
うかを検証した。
　 2  ．ウォーキング中の交流の量的・質的要因が
メンタルヘルスの変化に及ぼす影響

　次に、主要解析として、群、日常身体活動量、
介入直前のメンタルヘルス指標の影響を統計的に
補正したうえで、グループウォーキング中の交流
の量的・質的要因の各項目を独立変数、メンタル
ヘルス指標の介入直前・直後の変化量（即時介入
群では事前調査と 2回目調査の差分，遅延介入群
では 2回目調査と 3回目調査の差分）を従属変数
とした重回帰分析（強制投入法）を行い、交流の
量的・質的要因のうち、どの要因が、メンタルヘ
ルスの変化に影響しているのかを検証した。
　 3  ．社会的ネットワーク、日常生活全般での孤
独感、および感情変化による媒介効果と高齢
者特性による違いの検証

　主要解析で交流のいずれかの要因とメンタルヘ
ルス指標との関連性が確認された場合、この結果
の補足解析として、両者の関連性は、社会的ネッ
トワーク、日常生活全般での孤独感、およびグル 

ープウォーキング直後の一過性の感情変化によっ
て媒介されているかどうかを、パス解析により検
証した。
　加えて、別の観点からの補足解析として、この
関連性は、日常身体活動量や基本属性によらず、
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高齢者に共通で示される関連性であるかどうかを、
交流要因と各特性との交互作用項をステップワイ
ズ法で投入した重回帰分析により検証した。

結　　　　果

Ａ．解析対象者の特徴

　表 1に、解析対象者の事前調査の特徴をまとめ
た。t検定と χ2検定の結果、両群で有意な差異の
ある変数はなかった。表 2に、グループウォーキ
ング中の交流状況とグループウォーキングによる

感情変化の状況をまとめた。t検定の結果、即時
介入群のほうが、平均交流人数が有意に多かった。
Ｂ．介入によるメンタルヘルス、社会的ネット

ワーク、および日常生活全般での孤独感への

効果

　図 2にWell-beingの、図 3に精神的苦痛の、図
4に社会的ネットワークの、図 5に日常生活全般
での孤独感の経時変化をそれぞれ示す。混合モデ
ルの結果、Well-being、精神的苦痛、社会的ネッ
トワーク、日常生活全般での孤独感いずれに対し

表 1．解析対象者の事前調査の特徴
Table 1．Baseline characteristics of participants.

n
Delayed

intervention
group

Immediate
intervention

group
P-value

Mental health

Mental well-being（score, 0 to 15）, M（SD） 96   9.1（2.2）   9.2（2.5）  0.733a

Mental distress（score, 0 to 24）, M（SD） 96   1.7（2.0）   1.9（2.3）  0.745a

Social network（score, 0 to 30）, M（SD） 96  16.2（5.2）  14.6（7.1）  0.235a

Loneliness（score, 6 to 24）, M（SD） 96  12.5（3.0）  11.8（3.4）  0.272a

Daily step counts, M（SD） 92 6478.8（3101.5） 7325.7（3511.2）  0.223a

Demographic factors

Age, M（SD） 96  72.6（4.3）  70.8（4.9）  0.062a

Sex（women）, % 96  58.3%  58.3% >0.999b

Educational background（4-year college）, % 96  54.2%  43.8%  0.307b

Current employment（yes）, % 96  85.4%  83.3%  0.779b

Marital status（married）, % 96  70.8%  85.4%  0.084b

Frailty（yes）, % 96   8.3%   2.1%  0.168b

Extroversion（score, 2 to 14）, M（SD） 96   8.0（2.9）   8.7（2.5）  0.213a

at-test, bchi-squared test. M; mean, SD; Standard deviation.
The sample size of daily step counts at baseline was different from other variables due to missing value. 

表 2．グループウォーキング中の交流とグループウォーキングによる一過性の感情変化に関する記述統計
Table 2．Descriptive statistics of social interaction during walking group and acute affective response to walking group.

n
Delayed

intervention
group

Immediate
intervention

group
P-valuea

Social interaction during walking group

Average number of people interacted with（numbers） 96  3.0（1.4）  2.4（1.4） 0.025

Average rate of interaction（rate, 0 to 10） 96  4.4（2.6）  4.1（2.9） 0.656

Average loneliness with interaction（score, 1 to 5） 96  1.7（0.6）  1.7（0.6） 0.994

Average satisfaction with interaction（score, 1 to 5） 96  2.9（0.7）  2.9（0.8） 0.843

Acute affective response to walking group

Average changes in positive engagement（score, -12 to 12） 96  1.8（1.5）  1.7（1.6） 0.612

Average changes in tranquility（score, -12 to 12） 96  1.4（1.4）  0.8（2.0） 0.137

Average changes in negative affect（score, -12 to 12） 96 -0.6（1.2） -0.7（1.5） 0.870

at-test. The values represent means（standard deviation）.
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ても、有意な介入効果は確認されなかった。
Ｃ．交流の量的・質的要因がメンタルヘルスの

変化に及ぼす影響

　重回帰分析の結果（表 3）、Well-being の変化
量に対しては、交流の量的・質的要因のいずれも
有意に回帰していなかった。一方、精神的苦痛の
変化量に対しては、グループウォーキング中の孤
立感が有意に回帰しており、孤立感の低さと精神
的苦痛の改善度が関連していた。
Ｄ．社会的ネットワーク、日常生活全般での孤

独感、および一過性の感情変化による媒介効

果と高齢者特性による違いの検証

　パス解析の結果（図 6）、社会的ネットワーク、

日常生活全般での孤独感、およびグループウォー
キングによる一過性の感情変化は、グループ
ウォーキング中の孤立感と精神的苦痛との関連性
を有意に媒介していなかった。
　表 3の精神的苦痛の変化量を従属変数とした重
回帰分析に、グループウォーキング中の孤立感と
日常身体活動量および基本属性との交互作用項を
ステップワイズ法で追加投入した。その結果、い
ずれの交互作用項も、モデルに選択されなかった。
したがって、精神的苦痛の変化量に対するグルー
プウォーキング中の孤立感の回帰の大きさは、日
常身体活動量や基本属性によって有意に違うとは
いえないことが示された。
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図 2．Well-beingに対する介入の効果
Fig.2．Intervention effects on well-being.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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図 3．精神的苦痛に対する介入の効果
Fig.3．Intervention effects on mental distress.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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図 4．社会的ネットワークに対する介入の効果
Fig.4．Intervention effects on social network.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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図 5．孤独感に対する介入の効果
Fig.5．Intervention effects on loneliness.

Means and standard errors were adjusted by daily step counts 
and demographic factors at baseline.
The mixed model did not show statistically significant interven-
tion effects among both groups.
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考　　　　察

　本研究により、グループウォーキング中の孤立
感が、高齢者のメンタルヘルスのネガティブな側
面に影響を及ぼすこと、およびこの影響は高齢者
の特性の違いによらないことが明らかとなった。
これらの結果は、運動を通じたメンタルヘルスの
維持・向上を目指すうえでは、高齢者の特性によ
らず、交流の質的側面、特に孤立感へ配慮すべき
であることを示唆している。本研究は、運動時間・
強度などの生理学的な条件ではなく、運動の社会
的な条件の観点から、高齢者のメンタルヘルス向
上に最適な運動様式の解明に着手した研究と位置
付けられる。
　ただし、グループウォーキング中の孤立感がメ
ンタルヘルスに及ぼす影響は、グループウォーキ
ングに伴う一過性の感情変化や社会的ネットワー
ク、日常生活全般での孤独感によって媒介される
かどうかは明らかとならず、グループウォーキン

グ中の孤立感がメンタルヘルスへ影響を及ぼす機
序を本研究で提示できなかった。一過性の感情変
化や社会的ネットワーク、または日常生活全般で
の孤独感以外の要因の媒介効果に関する今後の検
討が望まれる。
　また、解析対象者全体において、介入によるメ
ンタルヘルス向上効果自体は確認されなかった。
解析対象者全体への効果を導くにはより長期間・
高頻度の介入が必要であった可能性や、新型コロ
ナウイルス感染症 COVID-19の流行が介入効果を
歪めた可能性などが挙げられる。今後は、これら
の可能性に関する検討が求められる。

総　　　　括

　グループ運動中の交流の量的・質的要因が、高
齢者のメンタルヘルスの変化に影響しているのか
を検証した。ウォーキングに注目して検証した結
果、ウォーキング中の孤立感という交流の質的要
因が、高齢者のメンタルヘルスのネガティブな側

表 3．グループウォーキング中の交流の量的・質的要因がメンタルヘルスの変化に及ぼす影響に関する重回帰分析
Table 3．Multiple regression analysis for effects of quantitative and qualitative factors of social interaction during walking group on 

changes in mental health.

Changes in mental well-beinga Changes in mental distressb

β P-value β P-value

Intercept ―  0.828 ―  0.296

Group  0.19  0.042 -0.09  0.324

Last observation of corresponding dependent variablesc -0.71 < 0.001 -0.65 < 0.001

Social interaction during walking group

Average number of people interacted with  0.12  0.256  0.02  0.822

Average rate of interaction -0.18  0.173 -0.18  0.180

Average loneliness with interaction -0.11  0.265  0.22  0.032

Average satisfaction with interaction  0.17  0.174  0.19  0.132

Daily step counts at baseline -0.05  0.605  0.12  0.224

Demographic factors at baseline

Age  0.15  0.131  0.03  0.759

Sex -0.07  0.552  0.09  0.413

Educational background  0.16  0.121  0.05  0.662

Current employment -0.02  0.855  0.08  0.351

Marital status -0.10  0.347  0.22  0.046

Frailty -0.14  0.158  0.10  0.322

Extroversion  0.16  0.124 -0.06  0.516

aF = 4.59［P < 0.001］, R2 = 0.46, bF = 4.53［P < 0.001］, R2 = 0.45, cWell-being or mental distress at baseline survey for immediate inter-
vention group, and at second survey for delayed intervention group.
Group（delayed intervention group = 0, immediate intervention group = 1）, sex（men = 0, women = 1）, educational background（less than 
4-year college = 0, 4-year-college = 1）, current employment status（no = 0, yes = 1）, marital status（no = 0, yes = 1）, and frailty（no = 0, 
yes = 1）were treated as dummy variables.
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面に影響を及ぼすことが明らかとなった。

謝　　　　辞

　本研究へ助成くださいました公益財団法人明治安田厚
生事業団に御礼申し上げます。

参 考 文 献

 1）荒井弘和ら（2003）：一過性運動に用いる感情尺度―
尺度の開発と運動時における感情の検討―．健康心
理学研究，16, 1 -10.

 2）Fuller-Iglesias HR（2015）: Social ties and psychological 

well-being in late life: the mediating role of relationship 

satisfaction. Aging Ment Health, 19, 1103-1112. 

 3）Furukawa TA, et al.（2008）: The performance of the 

Japanese version of the K6 and K10 in the World Mental 

Health Survey Japan. Int J Methods Psychiatr Res, 17, 

152-158. 

 4）Harada K, et al.（2019）: Exercising alone or exercising 

with others and mental health among middle-aged and older 

adults: longitudinal analysis of cross-lagged and simultaneous 

effects. J Phys Act Health, 16, 556-564.

 5）稲垣宏樹ら（2013）：WHO-5精神健康状態表簡易版
（S-WHO-5-J）の作成およびその信頼性・妥当性の検
討．日本公衆衛生雑誌，60, 294-301.

 6）栗本鮎美ら（2011）：日本語版 Lubben Social Network 

Scale短縮版（LSNS- 6）の作成と信頼性および妥当性
の検討．日本老年医学会雑誌，48, 149-157.

 7）小塩真司ら（2012）：日本語版 Ten Item Personality 

Inventory（TIPI-J）作成の試み．パーソナリティ研究，
21, 40-52.

 8）Satake S, et al.（2016）: Validity of the Kihon Checklist for 

assessing frailty status. Geriatr Gerontol Int, 16, 709-715.

 9）豊島　彩ら（2013）：UCLA孤独感尺度第 3 版の短
縮版の検討．日本発達心理学会第 24回大会発表論文
集，425.

図 6．グループウォーキング中の孤立感が精神的苦痛に及ぼす影響の媒介要因に関するパス解析
Fig.6．Path analysis for mediating factors for effects of loneliness with interaction during walking group on mental dis-

tress: a path analysis.
Path coefficients were standardized. For clarity, correlations among acute affective responses and correlation between last 
observation of mental distress and marital status are not displayed in this figure. Last observation of mental distress and 
marital status were included in the model because the multiple regression analysis showed that they statistically signifi-
cantly regressed on changes in mental distress. （c.f. Table 3）.
χ2（12） = 11.4（P = 0.492）, GFI = 0.974, CFI > 0.999, RMSEA < 0.001.




