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　The present study was conducted to explore the factors related to Personal Level Social Capital 

in the elderly living at home. The data was obtained by the questionnaire distributed to 1,628（624 

males,1,004 females）old people living at home. The multipleindicator multiple models using 

Covariance Structure Analysis were applied to the data.

　Main findings were as follows:

　１）Many older people living at home reported themselves to recognize average Social Network 

and slightly high Social Support．

　２）The results of covariance structure analysis showed that ‘Relation degree with the local area

（0.87,p<0.001）’ ‘Human relations intentionalness（0.22,p<0.001）’ ‘Everyday life coping 

ability（−0.12,p<0.05）’ ‘Age（−0.15,p<0.01）’ and ‘ Activities of daily living（0.40,p<0.001）’were 

significantly related to Personal Level Social Capital in males , and that ‘Economic conditions

（0.11,p<0.05）’ ‘Relation degree with the local area（0.89,p<0.001）’ ‘Human relations 

intentionalness（0.24,p<0.001）’ ‘Everyday life coping ability（−0.16,p<0.01）’ ‘Age（−0.17,p<0.01）’ 

and ‘Activities of daily living（0.37,p<0.001）’were significantly related to Personal Level Social 

Capital in females．

　Especially, in both sexes, ‘Relation degree with the local area’ enhanced Personal Level Social 

Capital of the eldely more strongly than other factors.

Key-word：	 The Eldely, Personal Level Social Capital, Relation Degree with the Local Area, 

Human Relations Intentionalness, Covariance Structure Analysis

Ⅰ．はじめに

　令和元年度高齢社会白書によると、2019年の日本人の平均寿命は女性が87.45歳、男性が81.41歳で

いずれも過去最高を更新している。また、我が国の65歳以上人口は男性で1,546万人、女性で2,012万

人（計3,558万人）となり、総人口に占める割合（高齢化率）も28.1％に達している。我が国では今後

も人口減少と高齢化が進み、2035年には高齢化率が33.4%になり、高齢者が3人に1人に達すると推計

されている（内閣府、2020）１）。
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　総人口減少の中での高齢者人口増加（高齢化率増大）は、文化、政治、経済等に多様な影響を及ぼ

すが、特に年金・医療・福祉等の社会保障給付費の増大は国の財政に極めて深刻な影響を及ぼしてい

る。国立社会保障・人口問題研究所「平成28年度社会保障費用統計」２）によると、社会保障給付費

（年金・医療・福祉その他を合わせた額）は平成28（2016）年度で116兆9,027億円となり過去最高の

水準となり、国民所得に占める割合は29.84%に達している。また、平成29年度の国民医療費は43兆

710億円で、統計を開始した昭和29年度以降で過去最高を記録している。年齢階級別の国民医療費は0

～14 歳は 2兆 5,392 億円（構成割合 5.9％）、15～44 歳は5兆 2,690億円（同 12.2％）、45～64 歳は9兆 

3,112 億円（同 21.6％）、65 歳以上は 25 兆 9,515 億円（同 60.3％）で、65歳以上が全体の約6割を占

めている。また、人口1人あたりの国民医療費で見ても65歳未満が18万7,000円、65歳以上が73万8,300

円となっている（厚労省、2019.11）３）。

　こうした年金・医療・福祉等の社会保障給付費の増大は高齢者の加齢に伴う健康・体力や生理機能

の低下・衰退や疾病への脆弱性や回復力低下等により、慢性疾患や生活習慣病の罹患率増大、自立し

た生活が困難になる「不健康な期間」や要支援・要介護者の増大に起因していると言えよう。とりわ

け、健康上の問題で日常生活が制限されることを意味する「不健康な期間」は平均寿命と健康寿命と

の差で、2016年時点で男性が8.84年（平均寿命80.98年、健康寿命72.14年）、女性が12.35年（平均寿命

87.14年、健康寿命74.79年）である。この平均寿命と健康寿命の差である「不健康な期間」は過去20

年間、男性でほぼ9年程度、女性でほぼ12年程度で、明らかな短縮は見られていない１）。疾病予防と

健康増進、介護予防などによって、平均寿命と健康寿命の差を短縮することができれば、個人の生活

の質（QOL）の低下を防ぐとともに、社会保障給付費の軽減が期待できる。

　高齢者の健康・体力の維持・増進、健康寿命の延伸と同時に高齢者の生活の質を高めるために様々

な疾病・介護予防や健康増進策が実施されているが、その中で注目すべき視点として「社会関係資

本」の充実が挙げられる。社会関係資本（Social capital）とは「人々の協調行動を活発にすることに

よって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会的仕

組みの特徴」（R．D．パットナム、2001）４）と定義される。この社会関係資本は心身の健康改善、

医療費削減、生活満足度、身体活動、健康行動、健康な町作り、介護予防促進、自殺傾向、健康格差

ほかに影響することが明らかにされている（相田・近藤、2014５） ；青木、2014６） ；井上ほか、2013
７） ；市田ほか、2005 ８） ；近藤ほか、2010 ９） ；太田、201410） ；齋藤ほか、201811） ；坂口ほか

201712） ；高取・松本、201813） ；ほか）。また、高齢者についても多くの調査研究が報告されている。

例えば、齋藤ほか（2018）11）は地域在住高齢者を対象に、個人レベルの社会関係資本と身体活動と

の関連を調べた結果、男性では「地域での支え合い」、「地域での人とのかかわり」、「他世代との交

流」が身体活動と有意な正の関連を示し、女性では「地域での人とのかかわり」、「地域組織活動へ

の参加」が身体活動と有意な正の関連を示したことを明らかにしている。太田（2014）10）は在宅高

齢者の主観的健康感・抑うつと個人レベルの社会関係資本の関連を調査して、男女ともに社会関係資

本が低いことが在宅高齢者の主観的健康感不良・抑うつを促進する方向に働くことを明らかにしてい

る。高取・松本（2018）13）は在宅高齢者の主観的年齢と運動機能、フレイルと個人レベルの社会関
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係資本との関連を調べて、個人レベルの社会関係資本が主観的年齢や運動機能に影響することを示唆

している。こうした諸研究結果から、個人レベルの社会関係資本を豊かにすることが高齢者の健康、

身体機能や健康行動ほかを改善し高める有効な手段・方策であることが了解できる。

　ところで、個人レベルの社会関係資本の豊貧（強弱）を規定する要因については十分に明らかにさ

れていない。そこで、本研究は在宅高齢者を調査対象として、個人レベルの社会関係資本とそれに関

連する個人レベルの要因について調査研究を実施したので報告したい。

Ⅱ．方　法

　１．調査対象者と調査方法

　山口県 Y市及びI市の在宅高齢者を調査対象母集団とした。両市の住民基本台帳より65歳以上の在

宅高齢者を無作為抽出によって、それぞれ1,600人と1,200人を抽出し、郵送法による質問紙調査を実

施した。その結果、Y市では調査対象者の1,019人（63.7%）、I市では調査対象者の724（60.3%）の計

1,743人から回答を得た。回収した調査票のうちソーシャル・サポートを測定する尺度のように多質

問項目より構成されている尺度については欠損値が 1割以内までを有効回答とし、かつ年齢や性別等

の基本属性質問項目に欠損値のない1,628人（男性人624、女性1,004人）を分析対象者とした。分析対

象者の平均年齢と標準偏差は男性で75.6±7.2歳、女性で77.9±7.9歳であった。   

表１．分析対象者の基本属性

い。
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　２．調査期間

　　Ｙ市の調査期間は2012年10月中旬から11月中旬の1ヶ月間である。

　　Ｉ市の調査期間は2014年11月中旬から12月中旬の1ヶ月間である。

　３．調査内容と点数化

　本研究では在宅高齢者の個人レベルの社会関係資本（以下、個人レベルSCと略）に関連する主要

な個人レベルの要因とそれら要因の因果関連性を明らかにすることを目的としている。そこで在宅高

齢者の個人レベルSCに関連すると予測される要因による多重指標モデルを作成し共分散構造分析を

用いて、主要な関連要因およびそれらの因果関連性を明らかにすることとした。そこで、まず先行研

究と知見を検討して（相田・近藤、2014 ５） ；青木、2014 ６） ；井上ほか、2013 ７） ；市田ほか、2005
８） ；近藤ほか、2010 ９） ；太田、201410） ；齋藤ほか、201811） ；坂口ほか201712） ；高取・松本、

201813） ；ほか）、 図1のような5構成概念と12観測変数より構成される多重指標モデル（仮説モデル）

を作成した。この仮説モデルは生活・経済格差となる「経済状況」、日常生活をしている地域・近隣

への関心度や参加度の「地域関与度」、当該個人における社会や他者へ関わりの傾向あるいは独立独

歩志向である「人間関係志向性」、日常生活での諸課題や問題に対する対処能力である「日常生活対

処能力」がそれぞれ相互に影響を及ぼし合いながら、個人レベルSCを規定する。加えて、「年齢」と

「日常生活動作能力」が個人レベルSCを規定すると仮定した多重指標モデルである。以下に構成概

念に対する観測変数（調査項目）の具体的な調査内容と得点化を示す。

図１．在宅高齢者の個人レベルの社会関係資本に関連する要因の共分散構造分析（仮説モデル）



5

　（１）個人レベルSCに対する観測変数：社会関係の量（構造）と質（機能）である「ソーシャ

ル・ネットワーク」9質問項目（青木、2014；資料1）６）と「ソーシャル・サポート」7質問項目（岩

佐ほか、2007）14）を観測変数とした。ソーシャル・ネットワークは各質問項目に対して3～6選択肢

（点数は1～3点から6点）に回答を求めて、合計点を観測変数とした。ソーシャル・サポートは各質

問項目に対して、「1．そう思わない（1点）」から「4．そう思う（4点）」の4段階評定に回答を求めて、

合計点を観測変数とした。

　（２）経済状況に対する観測変数：年収と経済生活状況を観測変数とした。年収は “問：あなた方

ご夫婦（お一人の場合は、あなた）の収入は、年間いくらぐらいになりますか”に対して、「1．100

万未満（1点）」から「7．600万以上（7点）」の7段階評定に回答を求めて点数化した。経済生活状況

は“問：あなたは、現在の暮らしぶりについて、どのように評価していますか”に対して、「1．かなり

恵まれた生活をしている（5点）」から「5．非常に苦しい（1点）」の5段階評定に回答を求めて点数化

した。

　（３）地域関与度に対する観測変数：生活地域・近隣に対する関心度と関わりの程度の「地域関心

度」と「地域参加度」を観測変数とした。地域関心度は“問：地域（近隣）の行事や活動には関心が

ないほうですか”ほか5質問項目について、「1．そう思う（1点）」から「4．そう思わない（4点）」の

4段階評定に回答を求めて、合計点を観測変数とした。地域参加度は“問：地域での何かの集まりや会

合があるときには、進んで参加する”ほか5質問項目について、「1．そう思う（4点）」から「4．そう

思わない（1点）」の4段階評定に回答を求めて、合計点を観測変数とした。

　（４）人間関係志向性に対する観測変数：他者や集団への協調的な関係を重視する「共生協力志

向」とどちらかと言うと他人に煩わされない個人生活を重視する独立独歩の程度の弱い「弱独立独歩

志向」を観測変数にした。共生協力志向は“問：他者と協力しあって生活することが好みである”ほか

5質問項目について、「1．そう思う（4点）」から「4．そう思わない（1点）」の4段階評定に回答を求

めて、合計点を観測変数とした。弱独立独歩志向は“問：人の世話にならずに、自分一人の力で生活

していきたい”ほか5質問項目について、「1．そう思う（1点）」から「4．そう思わない（4点）」の4

段階評定に回答を求めて、合計点を観測変数とした。

　（５）日常生活対処能力に対する観測変数：日常生活の日々の課題や諸事に対する対処能力として

「心的対処能力」と「行動的対処能力」を観測変数とした。心的対処能力は“問：不安やイライラな

どを自分なりの方法で軽くできる”ほか5質問項目について、「1．非常に自信がある（4点）」から「4．

まったく自信がない（1点）」の4段階評定に回答を求めて、合計点を観測変数とした。行動的対処能

力は“問：保健・福祉などを制度を利用して、自分の健康を守れる”ほか5質問項目について、「1．非

常に自信がある（4点）」から「4．まったく自信がない（1点）」の4段階評定に回答を求めて、合計点

を観測変数とした。

　（６）年齢と日常生活動作能力：年齢は実年齢を用いた。日常生活動作能力は出村ほか（2000）
15）が作成した「在宅高齢者のための日常生活動作能力調査票」12質問項目を使用した。使用に当

たっては、12質問項目中の6質問項目に“1．できない”の選択肢を追加して、日常生活活動能力の低下



6

した調査対象者に対しても日常生活動作能力を測定できるように配慮した。この12質問項目に対して

「1．できない（1点）」から3段階（3点）評定あるいは4段階（4点）評定に回答を求めて、合計点を

観測変数とした。

　年収、経済生活状況と年齢を除く他の9観測変数を構成する多質問項目のクロンバックのα係数は

0.586～0.948で内的整合性を確認した。

４．分析方法

　構成概念に対する観測変数の妥当性や要因間の関連性を明らかにするために、多重指標モデルを作

成し共分散構造分析を用いて解析した。解析は仮説モデルに調査データをあてはめ、構成概念や観測

変数のあてはまりの良さ（適合性）と理論的な整合性や妥当性を踏まえて、有意水準 5％未満で有意

でなかったパスを除き、 併せて修正指数を参考にしてパスを修正した。解析は12観測変数のうち9観

測変数に有意な性差が見られたので（表2）、 性別に実施した。解析にはIBM SPSS Statistics 24.0 for 

windows、Amos22を使用し、有意水準は5％未満とした。なお、多質問項目（尺度）の欠損値は各

質問項目の欠損値の発生頻度を算出して、その起こり方がランダム（MAR、Missing at Random）

であると見なされたので、欠損値に当該尺度の他構成質問項目の平均値を充てた。

表２．観測項目の平均値,	標準偏差および性差
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５．倫理的配慮について

　調査に当たっては、調査依頼の文書に調査の趣旨・目的、調査対象者の抽出方法および調査対象者

数、データの管理と破棄、公表等について詳述し、無記名の調査であることを明記した上で協力を依

頼した。また、本調査研究は山口県立大学生命倫理委員会の承認のもとに実施した。

Ⅲ．結果

１．在宅高齢者の個人レベルSCの現状

　ソーシャル・サポートとソーシャル・ネツトワークで測定した個人レベルSCの合計点の平均値と

標準偏差はソーシャル・サポートで男性22.4±5.3点、女性で22.9±5.2点、ソーシャル・ネッワークは

男性で24.2±5.1点、女性で24.5±8.0点であった。ソーシャル・サポートの合計点の平均は尺度上では

17.5点であるので、男女のソーシャル・サポートの合計点の平均値はこれよりも高く、やや強いサ

ポートがあると見なされる。一方、ソーシャル・ネットワークの合計点の平均は尺度上では22.5点で

あるので、男女のソーシャル・ネッワークの合計点の平均値はほぼ普通（同程度）である。

２．在宅高齢者の個人レベルSCに関連する要因とその関連性

　在宅高齢者の個人レベルSCに関連する要因とその因果関連性の多重指標モデル（仮説モデル、 図

1）を共分散構造分析を用いて解析した。その結果、男女で 5構成概念12観測変数の多重指標モデル

（図2、図3）が最も調査データとの適合性が高く、妥当性の高いモデルであると判断して採用した。

この多重指標モデルは、調査データとの適合性を示す指標であるGFI（Goodness of Fit Index）と

AGFI（Ajusted GFI）が男性でGFI＝0.928（AGFI＝0.875）、女性でGFI＝0.905（AGFI＝0.865）であ

り、モデルを採用する基準（豊田、1998）16）を満たすものであり妥当なモデルであると評価した。

図２．男性高齢者の個人レベルの社会関係資本に関連する要因の共分散構造分析結果～標準化解～



8

図３．女性高齢者の個人レベルの社会関係資本に関連する要因の共分散構造分析結果～標準化解～

　まず、構成概念から各観測変数へのパス（影響指標）については経済状況から年収と経済生活状況

へのパス係数が男性で0.69（p<0.001）と0.74（p<0.001）、女性で0.58（p<0.001）と0.61（p<0.001）で

あった。次に地域関与度から地域関心度と地域参加度へのパス係数は男性で0.61（p<0.001）と0.85

（p<0.001）、女性で0.57（p<0.001）と0.74（p<0.001）であった。次に、人間関係志向から共生協力

志 向 と 弱 独 立 独 歩 志 向 へ の パ ス 係 数 は 男 性 で0.69（p<0.001） と0.42（p<0.001）、 女 性 で0.57

（p<0.001）と0.37（p<0.001）であった。次に、日常生活対処能力から心的対処能力と行動的対処能

力へのパス係数は男性で0.83（p<0.001）と0.87（p<0.001）、女性で0.86（p<0.001）と0.79（p<0.001）

であった。次に個人レベルSCからソーシャル・サポートとソーシャル・ネットワークへのパス係数

は男性で0.64（p<0.001）と0.61（p<0.001）、女性で0.57（p<0.001）と0.69（p<0.001）であった。各構

成概念から各観測変数へのパス係数は有意で概ね高い値を示しており、構成概念と観測変数との対応

は適切であると評価した。　

　次に、構成概念間の関連性および個人レベルSCに対する関連を見てみると、男性では経済状況、

地域関与度、人間関係志向性および日常生活対処能力において、相互に有意な関連（r=−0.13～

0.65；p<0.05～p<0.001）を持ちながら、地域関与度および人間関係志向性が個人レベルSCに対して

それぞれ有意な正のパス係数（0.87、0.22；p<0.001）を、日常生活対処能力が有意な負のパス係数

（−0.12；p<0.05）を示した。また、年齢が個人レベルSCに対して有意な負のパス係数（−0.15、

p<0.01）を示し、日常生活動作能力が個人レベルSCに対して有意な正のパス係数（0.40、p<0.001）

を示した。すなわち、男性では地域関与度、人間関係志向性や日常生活動作能力が高く、日用生活対

処能力や年齢が低いほど個人レベルSCを高めている。

  一方、女性では経済状況、地域関与度、人間関係志向性および日常生活対処能力において、相互に

有意な関連（r=−0.13～0.64；p<0.05～p<0.001）を持ちながら、経済状況、地域関与度および人間関
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係志向性が個人レベルSCに対してそれぞれ有意な正のパス係数（0.11、0.89と0.24；p<0.05～

p<0.001）を、日常生活対処能力が有意な負のパス係数（−0.16；p<0.01）を示した。また、年齢が

個人レベルSCに対して有意な負のパス係数（−0.17、p<0.01）を示し、日常生活動作能力が個人レベ

ルSCに対して有意な正のパス係数（0.37、p<0.001）を示した。すなわち、女性では経済状況がが良

好で、地域関与度、人間関係志向性や日常生活動作能力が高く、日用生活対処能力や年齢が低いほど

個人レベルSCを高めている。

Ⅳ．考　察

１．在宅高齢者の個人レベルSCの現状について

　本調査で個人レベルSCの測定項目としたソーシャル・サポートとソーシャル・ネツトワークはそ

れぞれの合計得点の平均値と標準偏差から判断して、ソーシャル・サポートはやや強い現状で、ソー

シャル・ネッワークは平均的な現状であった。したがって、本研究の調査母集団であるY市とI市は

共にソーシャル・ネッワークは普通だが、ソーシャル・サポートにはやや恵まれていると判断される。

本調査対象集団の個人レベルSCの現状は他の市町村と比べた場合、どの程度であろうか。先行研究

論文（市田ほか、2005 ８）；太田、201410）；齋藤ほか、201811）；ほか）における個人レベルSCの測定

項目や質問項目（尺度）が異なるために、直接の比較はできないが、本調査項目とほぼ類似する質問

項目の回答状況を比較すると、先行研究論文とほぼ同様なソーシャル・サポートとソーシャル・ネッ

トワーク（個人レベルSC）の現状であると推定できる。

                

２．在宅高齢者の個人レベルSCに関連する要因とその関連性

　構成概念から各観測変数へのパスについては、すべての構成概念で各観測変数へのパス係数が有意

で概ね高い値を示しており、観測変数が適切に構成概念を測定していると評価できる。本調査研究の

仮説モデルを試案する段階で、各構成概念（経済状況、地域関与度、人間関係志向性、日常生活対処

能力、個人レベルSC）について、それらを測定する観測変数の質問項目を因子分析で選択・集約し、

クロンバックのα係数で内的整合性を確認した後に使用した。したがって、構成概念から各観測変数

へのパスについては順当な結果を示したものと言える。

　次に、構成概念である経済状況、地域関与度、人間関係志向性、日常生活対処能力の相互関連につ

いては、男女共に、経済状況と人間関係志向性との間は有意な負の相関（男性ｒ＝−0.13、女性ｒ＝

−0.13；p<0.05）を示し、他の4構成概念間では相互に有意な正の相関（男性ｒ＝0.22～0.65、女性ｒ

＝0.32～0.64；すべてp<0.001）を示した。すなわち、経済状況、地域関与度、人間関係志向性および

日常生活対処能力は相互に影響して高め（あるいは低め）あっている。ただ、経済状況が良いことは

他者や近隣集団との人間関係・協調重視よりも当該個人固有の独立独歩的な生活を重視する傾向にあ

ると解釈できる。経済状況は利用できる医療・社会サービス、豊かな人間関係・社会参加機会、適切

な健康行動や健全な心理状態ほかに影響を及ぼすので（近藤、2010）17）、経済状況が地域関与度、人

間関係志向性および日常生活対処能力に弱い（相関）ながらも相互作用していることは了解できる。
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ただ、本調査では、経済状況の高さは個人志向や社会志向の点からは社会・集団志向と弱い逆相関を

示していると解釈でき、注目すべき点である。加えて、近隣・地域への関心・参加の程度である地域

関与度は自ずから近隣・地域の人々と共生協力を志向する人間関係志向性や様々な日々の課題や問題

に適切に対処する能力である日常生活対処能力と中～強の相互関連（正の相関）を示すことも日常感

覚的に了解できよう。

　次に、個人的レベルSCを規定する要因を見てみると、男性においては地域関与度、人間関係志向

性、日常生活対処能力、年齢および日常動作能力が個人レベルSCを有意に規定し、一方女性では経

済状況、地域関与度、人間関係志向性、日常生活対処能力、年齢および日常動作能力が個人レベル

SCを有意に規定していた。特に、男女ともに地域関与度が個人レベルSCを強く規定していた。

  地域関与度は近隣・地域での日常生活での関わり・つきあいや行事・町内会活動ほかへの関心の高

さである地域関心度とそうした近隣・地域での地域行事や町内内活動などへの担い手や参加である地

域参加度で測定した構成概念である。地域関与度は個人レベルSCの測定変数であるソーシャル・サ

ポートとソーシャル・ネットワークを醸成する対人関係の場・機会であるので、地域関与度が個人レ

ベルSCを強く規定するのは首肯できる。

　次に、男女ともに、人間関係志向性が個人レベルSCを弱いながらも高めている。人間関係志向性

は他者や社会・集団の規範への志向性であり、近隣や町内会の中でうまく適応していくための特性で

あるので（伊藤、199418） ；田中・宮前、201019））、個人レベルSCであるソーシャル・サポートやソー

シャル・ネットワークを構築する契機や深化・安定化に寄与すると言えよう。

　次に、日常生活対処能力は能力が低い方が個人レベルSCを弱いながら高めていた。日常生活対処

能力は日々の生活でおこる課題や問題に対して適切に対処する能力であり、近隣や地域集団において

も各種行事等の担い手や役割を担い得ることが推察され、ソーシャル・ネッワークの拡大や充実に影

響しソーシャル・サポートにも良い影響を与えると考えられる。ただ、本調査研究のソーシャル・サ

ポート質問項目が受領者としてのサポートを主にしているため、提供者としてのサポートが測定され

ていない。そのために、日常生活対処能力の高い高齢者はソーシャル・サポートの受領者でなく提供

者である場合が多いと考えられるので（柳澤ほか、2003）20）、本調査研究では日常生活対処能力は能

力の高い方が個人レベルSCを弱める結果になったと考えられる。

　次に、日常生活動作能力は日常生活における、歩行や移動、食事、更衣、入浴、排泄、整容などの

身のまわりの基本的な身体動作を指し、自立した生活を営むために、また社会関係を維持していくに

必要な能力である（出村ほか、200015） ；出村・佐藤、200421））。日常生活能力が高いことは状況に対

応する能力や社会的役割を担う能力などさまざまな能力を維持させるので、ソーシャル・ネットワー

クを広げソーシャル・サポートを高めることに寄与すると考えられる。  

 　最後に、本研究では男性の経済状況は個人レベルSCを有意に規定していなかった。これは経済状

況が他の構成概念との相互関係の中で相対的に有意な規定力を持たなかったと考えられる。
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Ⅴ.　まとめ

　在宅高齢者1,628人（男性人624、 女性1,004人）を対象に、 個人レベルSCに関連する主要な個人レベ

ルの要因とそれら要因の因果関連性を明らかにするために調査し、5構成概念12観測変数より構成さ

れる多重指標モデルを作成し、共分散構造分析を用いて分析した。その結果、以下のことが明らかに

なった。

　在宅高齢者の個人レベルSCであるソーシャル・サポートとソーシャル・ネットワークはやや高い

と平均的（普通）であった。すなわち、本調査研究対象集団は普通からやや高い個人レベルSCを有

していた。次に、男性では地域関与度、人間関係志向性や日常生活動作能力が高く、日用生活対処能

力や年齢が低いほど個人レベルSCを高めている。一方、女性では経済状況がが良好で、地域関与度、

人間関係志向性や日常生活動作能力が高く、日用生活対処能力や年齢が低いほど個人レベルSCを高

めている。特に、男女ともに地域関与度が個人レベルSCを強く規定していた。したがって、近隣・

地域での日常生活での関わり・つきあいや行事・町内会活動ほかへの関心を高め、参加する機会を多

くして気楽に参加や関わりができるような方策を考え実施することが必要であろう。

　個人レベルSCの測定変数であるソーシャル・サポートとソーシャル・ネットワークは、高齢者が

他者との間で取り結んでいる人間関係の量（構造）と質（機能）であり、多くの重要な他者と様々な

交流を通して得られる支援・援助は日常生活での課題解決や心理的安定・激励など有形・無形の支援

や援助を与えることで、高齢者の老いに対する適応（心身の健康度）に肯定的な影響を及ぼしている

（古谷野・安藤、201122） ；下仲、201223））。したがって、 個人レベルSCを充実させることが高齢者の

QOLを改善・維持のために重要であり、個人レベルSCの意義を客観的に認識して高める政策や具体

的方策が極めて重要である。

　最後に、本研究では仮説として作成した仮説モデル（図1）にデータをあてはめて、図2、3のよう

な男女別の多重指標モデルが最も妥当性が高いモデルであると判断して採用した。しかし、適合度指

標を見る限り、さらに適合度が高く妥当なモデルを構築できるような要因の選択の可能性がある。今

後の課題である。
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資料１．ソーシャル・ネットワーク測定質問項目




