
 

 

 

 

 

平成３０年度地域課題研究懸賞論文 受賞論文の骨子 

 

実施主体：学園都市づくり交流会議 

 

 

学園都市づくり交流会議では、東広島市における学生等の学術研究活動を促進し、大学と

地域が連携したまちづくりの推進に寄与することを目的に東広島市の地域課題を研究した論

文を募集・表彰する「地域課題研究懸賞論文事業」を実施しています。 

この度、平成３０年度の受賞論文について、厳正な審査の結果、６件決定しました。 

なお、受賞論文については、著者個人の意見であり、学園都市づくり交流会議及び東広島

市の公式見解ではありません。 

 

 ※優秀賞及び佳作については、論文骨子のみを東広島市ホームページに掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【最優秀賞】著者：広島大学大学院 教育学研究科 横川 知司 

論文の骨子 

研究課題名 『歩いて学ぼう！西条地歴ウォーク』ガイドブックの作成 

地域課題の分野 市民生活、文化・芸能、教育、環境・景観、都市計画、地域振興 

１．研究目的 

 研究の目的は,東広島市西条町を中心とした自然，歴史，農業，社会，文化などについて，地理学的な手法 

を用いて自分たちで調べ，それを分かりやすくまとめてガイドブックの形で提供することである．ガイドブッ 

クにすることで，市民の方々に，身の回りの地域の面白さ，意外さを再発見してもらうことを目指している． 

ガイドブックの特徴として，生徒・児童でも楽しめるよう，地図や写真を取り入れ平易な表現で統一した． 

調べた事象を目にすることができる地点を地図に示すことで，実際にそこに行き，その事象について学べよう 

に配慮している。世代を超えて，本書を持って地域を歩く方が増えて，自分たちが普段暮らす郷土に対する愛 

着を持つ契機として，本報告が果たすことが最終的な目的である． 

 

２．研究方法 

本研究の手順は以下の通りである。 

①東広島市西条町を中心として，共同調査者が調べたいと思う事象について，ブレインストーミングによって 

できる限り挙げ，分野の偏りがないように心がけた。 

②自身の専門性と興味によって分担を決め，主に地理学的な手法によって調査をおこなった．具体的には，文 

献・資料調査と現地調査に分けられる． 

③文献・資料調査では，図書館や市役所などで資料や先行研究を閲覧し，インターネットで統計資料や空中写 

真，地図類をダウンロードした．これらの資料をもとに，事象の概要と歴史，分布などを把握し，どこで， 

何を調査すべきかを検討した． 

④現地調査では，文献・資料調査の結果に基づき，各事象について調査をおこなった．調査内容は多岐にわた 

るが，多くの場合，地元の方々に聞き取り調査，写真撮影などもおこなっている． 

⑤上記の成果を統合して，各事象の特徴や変遷を整理した．特に事象の地理的分布に着目することが多いため 

，GIS ソフトを用いて事象の分布の特徴を明らかにした． 

⑥ある程度各事象の調査が終了した時点で，調査者に案内人となってもらい，共同調査者全員で巡検をおこな 

い，追加で調べた方が良い点，改善すべき点を現地で議論した． 

⑦調査結果をふまえて，ガイドブックの形で報告書を執筆した．原稿は筆頭調査者が中心となり，文体や図表 

の編集をおこない，体裁を整え，全体的な研究のとりまとめをおこなった. 

 

３．主な研究成果 

①地域社会への貢献度 

20 テーマ以上の地域の事象を調査し，分かりやすくガイドブックの形に調えたことは,生涯学習や町づくり 

などに活用できるという点で,大きく貢献しているといえる。地図を多用したガイドブックを作製したことは, 

自然や歴史,農業,社会・文化などの学習を望む地域住民や学校教育などの基本的な資料として寄与できる。 

②学生の地域活動への参加意欲 

本研究は，約1 年間かけて継続的に行ってきた。赤瓦の家屋や居蔵造りの報告では家屋を3000 軒以上調べ, 

マッピングするなど労作が多い。これらの研究を生涯学習や学校教育などにおいて活用して頂きたいので,教育 

現場や市の関連部署や郷土史研究会などと密接に関係をとっていきたい。 

③論文としての説得力 

本論文は，地理学的なフィールドワークなどを通じたオリジナルなデータが多く,地域の実情を捉えたものと 

なっている。各事象を地理的な分布で捉えることは，全体的な傾向を把握することであり，その事象に対する 

見方に偏りがないことをつながる． 

④研究成果の発展性 

本研究での蓄積された史料は東広島市の生涯学習、町づくり、学校教育、防災教育での活用が期待できる地 

域資源であるといえる。本書が主体的な学習環境の資料として利用が期待できるとともに、地域を十分に知ら 

ない市民や児童生徒に対して，地域資源に目を向けるきっかけとなりうる。 

⑤学術的成果のレベル 

本研究は，将来教員を目指す大学院生や現職教員が執筆したものである．昨今，教員の質低下が問われてい 

る中，主体的に地元の事象を調べ，地域に還元するという方法は，教員の質を高める一つの有力な方法である 

と期待される． 

 

４．今後の課題等 

今後の課題としては、作成されたガイドブックの効果の有用性を検証し、市民の利用者や学校現場の需要に 

こたえられるように改善していくことが挙げられる。また、例えば古墳や街道の章がなく，まだまだ書くべき 

事象が多い．継続的に調査を進めていきたい． 



【優秀賞】著者：広島大学大学院 教育学研究科 岩佐 佳哉 

論文の骨子 

研究課題名 昭和 20 年 9 月枕崎台風と平成 30 年 7 月豪雨の土石流分布の比較検討と「土石流履歴ハ

ザードマップ」の提案 

地域課題の分野 市民生活、教育、都市計画、その他（防災・減災） 

１．研究目的 
本研究の目的は，以下の 3点である。１）東広島市域において昭和 20 年 9 月枕崎台風と平成 30 年 7 月豪
雨の際に発生した土石流の分布と流下範囲を空中写真の判読によって把握すること。２）2度の土石流を
比較検討し，土石流の発生にどのような要因が影響しているのかを明らかにすること。３）土石流の発生
履歴を土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所・避難所・水害碑とともに示した「土石流履歴ハザードマッ
プ」を作成し，各地域の土石流の履歴を視覚的に示すとともに，防災意識の向上に資すること。 
 
２．研究方法 
本研究は以下の方法によって行った。１）昭和 20 年 9 月枕崎台風に伴う土石流分布の解明：1947 年から
1948 年にかけて米軍によって撮影された縮尺約 4万分の 1のモノクロ空中写真を実体視により判読し，昭
和 20 年 9 月枕崎台風の土石流の分布を把握した。土石流分布と枕崎台風の雨量分布や地質図とを比較し，
土石流分布がどのような要因で形成されたのかを検証した。２）平成 30 年 7 月豪雨に伴う土石流分布の
解明：平成 30 年 7 月豪雨の斜面崩壊分布は著者もメンバーになっている広島大学平成 30 年 7 月豪雨災害
調査団（地理学グループ）（2018）を使用し，流下範囲は著者自身がマッピングした。2つの土石流分布を
比較し，土石流の発生間隔や発生条件について検討した。３）「土石流履歴ハザードマップ」の作成：土
石流分布と土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所・避難所・水害碑の情報を統合し，地理院地図と傾斜量
図を背景として縮尺 2万分の 1で「土石流履歴ハザードマップ」を作成した。 
 
３．主な研究成果 
本研究の成果を 5つの観点から述べる。１）地域社会への貢献度：本研究では東広島市に大きな被害をも
たらした昭和20年9月枕崎台風と平成30年7月豪雨の土石流分布を明らかにし，「土石流履歴ハザードマ
ップ」として図化した。昭和 20 年 9 月枕崎台風に関する報告は少なく，本研究が土石流の分布を明らかに
したことは当時の被災の様子を明らかにする手がかりとなりうる。また「土石流履歴ハザードマップ」を
作成することで，土石流が実際に繰り返し発生したものであることを視覚的に実感でき，住民の防災意識
の向上につながる。   ２）学生の地域活動への参加意欲：「土石流履歴ハザードマップ」は試作段階であ
り，補完調査等を継続して行なった上で，公開して実際に市民の方々に利用してもらえるものとして完成
させたいと考えている。また本研究で明らかにした枕崎台風の土石流の分布の情報を住民の方々に提供す
るための活動を行いたい。３）論文としての説得力：本研究では昭和 20 年 9 月枕崎台風の土石流分布を
空中写真の判読によって明らかにし，雨量分布や地質図と比較することで土石流分布がどのような要因で
形成されたのかを検討した。また，土石流分布を平成 30 年 7 月豪雨の土石流分布や土砂災害警戒情報など
と共に縮尺 2万分の 1で図示したことでより具体性のある成果を示すことができたことから，本論文は説
得力の高いものであると考える。４）研究成果の発展性：「土石流履歴ハザードマップ」を作成すること
で，地形や地質から予測される土砂災害の危険だけでなく，実際に発生した土石流の分布に基づいて，よ
り安全な避難計画を住民や行政が策定することにつながる。また土砂災害警戒区域等と実際に発生した土
石流とを統合することで，既存の土砂災害警戒区域等の再検討の際に有益な情報が提供できると考える。
５）学術的成果のレベル：昭和 20 年 9 月枕崎台風に関する報告は少なく，実態が明らかになっていない。
本研究が明らかにした土石流の分布は，大野浦や呉以外でも多数の土石流が発生したことを示す新たな知
見である。また土石流が多発するとされる地域に位置する東広島市で，土石流の履歴を網羅的に把握し，
統合したハザードマップの作成を行うことは先駆的な試みである。 
 
４．今後の課題等 
判読に使用した空中写真は，枕崎台風の発災後 2～3年が経過しており，土石流の末端部は復旧工事などに
より被災直後の様子を把握することができていない。現地で当時の被災者へ聞き取り調査を行うことで詳
細な土石流の分布や流下範囲を示すことができる。その際に小学校や中学校の児童・生徒が「地域学習」
の一環として被災者への聞き取りを行うことで，自分ごととして災害を理解できるほか，それを将来へと
伝えることもできると考える。 

 



【優秀賞】著者：広島大学 教育学部 第二類 浅井 詩織 

論文の骨子  

研究課題名 近世新田開発の地理歴史融合教材の開発 −東広島市柏原地区を事例に− 

地域課題の分野 教育 

１．研究目的 

 本研究の目的は、以下の３点である。(1)柏原地区に関する新田開発期の絵図や文書を解読し,開発の詳

細を明らかにすること。(2)絵図を地理学的手法で分析している例は非常に少ないため,歴史史料の新たな

分析手法として提案すること。(3)柏原地区の新田開発を事例とした授業案を提示することで,柏原地区が

、小学校社会科の郷土学習だけでなく、歴史の授業の教材として扱うことができることを示すとともに、

数の少ない地歴融合型の教材の一事例として提案すること。 

 

２．研究方法 

 本研究は、以下の方法によって行なった。 

(1)未解読の文書の解読から柏原地区の新田開発の詳細を解明 

 歴史的手法としては,1819（文政２）年に広島藩へ提出した本紙の控えであり,柏原地区の新田開発初期

の進捗過程が詳細に記述されている９つの絵図を解読し,水利施設の有無を比較して水利施設の設置過程

を把握した。絵図以外にも,柏原地区に移住した百姓が開墾した田畑の面積が,開発初年から４年にわたっ

て記載されている『卯年野取之寄』という文書をもとに,百姓ごとの田畑の開墾面積および畑から田への転

作面積を年別で Excel に入力し,表を作成した。作成した表を基に,年別の総開墾面積や村別の入植状況,

畑から田への転作状況などをグラフ化した。また,『卯年野取之寄』から算出した田畑の開墾面積と,『国

郡志御用書上帳 賀茂郡柏原』で記載されている田畑の面積を比較し,『卯年野取之寄』の信用性について

も検討した。一方地理学的手法としては,絵図から読み取った,柏原地区を区分する小比曽村・吉郷村・田

口村の４村の領域を,地理院地図HPのベースマップおよびGoogle earth画像を用いて地図に落とし込んだ

。さらに,Google earth 画像を用いて,４村の領域面積を算出し,『卯年野取之寄』に記載されている田畑

の面積について分析した。 

(2)柏原地区の新田開発を教材とした中学校歴史的分野の授業案の作成 

 平成 29 年度告示の中学校社会科学習指導要領の身近な地域に関する項目を参照し,六本木（2016）が示

した小学校の地域学習との連携から近世の新田開発を教材として授業開発を行う際の４つの視座をもとに

,柏原地区の新田開発を題材とした中学校社会科の歴史的分野の授業開発を行った。 

 

３．主な研究成果 

本研究の成果を５つの観点から述べる。(1)地域社会への貢献度：本研究では、東広島市柏原地区の近世

新田開発の経過を絵図や文書から明らかにし、本地区を教材として中学校歴史的分野の授業案を作成した。

本研究が、新田開発の経過を明らかにしたことで、柏原地区は、小学校３・４年生社会科の郷土学習のだ

けでなく、歴史の授業や、地理の地形を学ぶ授業を行う際の生徒の身近な教材としても使用できる。本地

区の授業を行うことで生徒の歴史・地理に対する興味・関心の向上につながる。(2)学生の地域活動への

参加意欲：広島大学からほど近い場所に、近世新田開発のフィールドがあると知っている学生はほとんど

いない。このフィールドは、未解読の文書が依然多数存在し、本研究で提案した地域教材に関しても試作

段階であるので、研究の余地はある。本研究を学生に伝える活動を行い、興味を持ってもらいたい。(3)

論文の説得力：絵図や文書から明らかにした新田開発の経過は、すでに解読されている柏原地区の新田開

発の概要が示されている文書の内容と整合性があった。一方授業案の提示は、先行研究と学習指導要領を

参照した。以上より、本研究は説得力の高いものであると考える。(4)研究成果の発展性：本研究は、段

丘性の新田開発の一事例を明らかにし、本地区の地域教材を開発した。このような事例研究は、柏原地区

内にとどまらず、他地区の新田開発分析や、身近な地域の新田開発を教材化する際の参考になるだろう。

(5)学術的成果のレベル：中国地方の内陸の新田開発に関する研究は少なく、実態が明らかにされていない。

本研究が明らかにした新田開発の経過は、中国地方の内陸部の新田開発の一例になる。また、絵図や文書

などの史料を地理的手法で分析している例は非常に少なく、史料分析の新たな手法を提案している。本地

区の新田開発の教材化では、歴史的分野の授業で、地理的視点を取り入れている。 

 

４．今後の課題等 

（本研究をさらに発展させるために、今後取り組むべき課題など。） 

 本研究の大きな課題は、授業案を実践していないことである。東広島市で柏原地区の新田開発を題材と

した授業をおこない、授業案を改善していくことで、より生徒が歴史を身近に感じ、授業に主体的参加で

きる地域教材になるであろう。 



【佳作】著者：広島大学 生物生産学部 生物生産学科 佐藤 初 

論文の骨子 

研究課題名 スクーバダイビングを用いた東広島市安芸津町における海底清掃の成果報告 

地域課題の分野  環境・景観、その他（地域活動の成果報告） 

１．研究目的 

  「海洋ごみ問題」は地球環境問題の一つである。私の住む東広島市も例外ではない。東広島市安芸津町

に位置する安芸津漁協では、海底に堆積する「海底ごみ」によって底曳網が破れるといった問題に悩まさ

れてきた。そこで私は、⑴.少しでもたくさんの「海底ごみ」を回収すること、⑵.たくさんの学生が「海

洋ごみ問題」について考えるきっかけを作ること、⑶.安芸津町の「海底ごみ」の実態を報告することを目

的とし、「海底清掃」を実施した。 

 

２．研究方法 

 「海底ごみ」は人目に付きにくく、陸上に漂着するごみのように簡単に回収することができないという

特徴を持っている。安芸津漁協では底曳網漁師による自主的な回収が行われているものの、被害の実態は

明らかでない。 

  そこで、水中活動の自由度が高いという特徴を持つ SCUBA 潜水を用いて安芸津港の港内と港外に設定し

た 3 地点で SCUBA 潜水を用いた清掃を実施した。SCUBA 潜水は、ほとんどのレジャーダイビングで用いら

れる一般的な方法であるが、高い水圧のもとで圧縮空気を吸うため、同時に危険も伴う。それゆえ SCUBA

潜水は、ダイビング団体による講習を受けた者あるいは国家資格潜水士を持つものに限られる。「海底清掃

」を開催するにあたって広島県内の 3大学（広島大学、広島修道大学、広島国際大学）に呼びかけ、合計

22 名のダイバーが活動に参加した。 

 

３．主な研究成果 

  安芸津町の海底から、およそ麻袋２０袋分の「海底ごみ」を回収した。回収したごみの 89％は陸上起

源の生活ごみであった。その内訳はプラスチックや陶器の破片/かけら類が最も多く、ついで食品の包装・

袋、生活雑貨、建築資材、家電製品などであった。このことから安芸津町の「海底ごみ」のおよそ９割が

私たちの生活から何らかの形で排出された生活ごみであるということが分かった。一方、残りの 11％は海

上活動で発生するごみであり、50％はカキ養殖用パイプだった。これは、カキ養殖の盛んな海域ゆえの特

徴であると言える。 

  瀬戸内海は四方を海で囲まれた閉鎖性海域である。瀬戸内海における「海洋ごみ」のほとんどは、陸上

起源の生活ごみであり、河川から流入しており、回収量よりも流入量が多いと言われている、。東広島市安

芸津町においても同様の結果を示し、安芸津町のみならず河川が流れる東広島市全体の問題であると示唆

された。 

  なお本活動は第１１回、１２回広島大学ドリームチャレンジ賞（学生の自主的な活動に資金を援助する

広島大学の制度）の採択を受けた。 

     

４．今後の課題等 

  瀬戸内海における「海洋ごみ」問題を解決するためには河川からの流入量を減らす必要があり、そのた

めには少しでもたくさんの人に、安芸津町における「海底ごみ」のほとんどが、自分たちの排出した生活

ごみであるということを知ってもらうことが大切である。 

  今後も海底清掃については継続していくつもりである。清掃活動と同時に、本論文やドリームチャレン

ジ賞活動実績報告会などを通して、広島大学生や東広島市民に「海洋ごみ」問題について知ってもらう機

会を作る必要がある。 
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論文の骨子 

研究課題名 FOOT プログラムが東広島市児童の走能力と足部機能に及ぼす効果 

地域課題の分野  市民生活、健康、教育、地域振興 
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 児童の体力低下が問題となっている中、東広島市児童に

おける 50m 走タイムは，全国平均値を下回っている．こ

の背景のひとつに，足部の弱化や変形があり，これによ

り地面への適切な荷重ができず，前方への推進力が低下

すると考えられる．そのことから、足部を強化し、走タ

イムを向上させることが望ましいと思われる。  

したがって本研究では，東広島市児童の走タイムの向

上を目的として，足部機能を改善する FOOT プログラム※

を実施し，走能力と足部機能に及ぼす影響について検討

することを目的とした． 

東広島市の小学生 50 名を対象に，FOOT プログラムを

30 分，全 8回実施し，トレーニングの前後に足底圧分布，

50m 走タイム，足の握力（足指筋力）を測定した．実験

は広島大学倫理委員会の承認を得て行った． 

本研究で開発した FOOT プログラムは，走能力及び足部機能を向上させる運動療法として有用だと考

えられるため，今後は市内全域に普及し、東広島市を全国屈指の元気児童地域にしていきたい． 

FOOT プログラムにより，50ｍ走タイムの有意な向上が認め

られた（p<.001）（Fig.4）．この記録は，全国平均値を上回り，

東広島市児童の走能力が向上した．この背景には，足部機能の

改善があり，対象者の足底圧分布は有意に改善され（Fig.3），

これは，濃色部分の圧力が大きいことを表しており，フォアフ

ットの圧力は有意に増加した（p<.05）（Fig.5）．さらに、足指

筋力においても有意な向上が認められた（p<.05）（Fig.６）．

これは，プログラムにおいて，木球を使用し，フォアフットや

足指に負荷をかけたため，足部の強度が上がったと考えられ

る。さらにこのことが、走る際の荷重をコントロールすること

につながり、走タイムの向上に繋がったと推察される． 

「アーチ」と「フォアフット」を強化するよう構成したプログラム（写真は一例） 

※FOOT プログラム 

3 つのアーチを 

つくった状態で 

負荷をかける． 

 
5cm 木球を 

第２指付け根に置き， 

体重をかける． 

横アーチを形成し、 

上から負荷をかける． 

フォアフット アーチ ＋ フォアフット アーチ 

Fig1．本研究の目的

児童の体力低下
50m走タイム（東広島市） → 全国平均以下

足部の弱化が原因！？

走能力と足部機能に及ぼす効果を検討

FOOTプログラム

a.足のアーチ

縦アーチ

（外側）

縦 ア ー チ

（内側）

横アーチ

b.足のてこ機能

フォアフット

リアフット

 

 

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

pre post

5
0

m
ru

n
 t

im
e
（

se
c）

Fig4．comparison of 50m run time

***

(***p<.001)

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

pre post

to
e

 s
tr

e
n

g
th
（

k
g
）

Fig6．comparison of toe strength

*

(*p<.05)

50

55

60

65

70

75

80

85

pre post

p
re

ss
u

re
（

%
）

*

(*p<.05)

Fig5．comparison of forefoot pressure

postpre

pressure UP↑

Fig3．Mean plantar pressure of subject

yy

x x



【佳作】著者：広島大学 教育学部 第四類 清水 裕貴 

論文の骨子 

研究課題名 ウォーキングの継続とバランス機能に関する研究―高齢者に着目して― 

地域課題の分野 健康 

１．研究目的 

現在我が国では高齢化による社会保障費の増大などの問題が存在している。その要因として、高齢者の

転倒による骨折やそれに伴う寝たきりなどが、医療や介護への多大な時間や労力に費やされていることが

挙げられる。高齢化が大きな問題となる中で、高齢者には、ウォーキングなどの身体運動や高齢者に適し

たスポーツ実践により QOL を高め、心身ともに健康的に過ごすことが求められる。 

これまでの研究において、様々な種類のトレーニングを行うことでバランス機能が高まったとする研究は

多く見受けられる（島田：2001、新井ら：2003）。これらの研究の多くは、運動実践を行うことでバランス

機能が高まったとする研究である。しかし、これらの研究では、運動実践介入後に改善された運動機能が

運動介入以前の状態に戻ってしまったとする報告も挙げられている。さらに、健康日本 21（厚生労働省、

2012）では、ウォーキングに関する研究（疾病や運動機能への影響など）は十分とは言えないとしている。

そのため、ウォーキングの継続およびウォーキングの会に所属する者のバランス機能についての研究の蓄

積と評価は、重要な資料の一つと考える。 

 

２．研究方法 

広島県東広島市のウォーキングの会に所属する高齢者を対象とし、12 回（1年）以上参加した者を対象

者として選考し、60 名（男性 35 名、女性 25 名）を調査対象とした。調査期間は 2011 年 6 月～2018 年 10

月であった。バランス機能の測定として片足立ちを用いた。片足立ち検査では、開眼・閉眼片足立ちの二

つの方法にて、開眼片足立ちで 60 秒、閉眼片足立ちで 30 秒を最大とし、秒未満は切り捨てた。なお、測

定については、左右各足 1回ずつ測定し、二つのデータうち良いほうを抽出した。また、本研究では全て

の回のデータの平均値を値として用いている。さらに、ウォーキングの回数について「毎日行う」と回答

した者がいたが、そのデータについては 30 回として抽出した。数値は平均値±標準偏差で示し、小数第 2

位を四捨五入した。統計解析は Microsoft Excel 2016 を使用し、有意水準を 5%として分散分析を行なっ

た。 

 

３．主な研究成果 

 ウォーキングの会に所属している者のバランス機能は、文部科学省や先行研究のデータよりも有意に高

い値を示した。ウォーキングの会への参加回数とバランス機能の関係について，参加回数が増えるにつれ

て開眼片足立ちおよび閉眼片足立ちの平均値は高い傾向を示した．また，1年以上ウォーキングを行って

いる者のおよそ 9割が、バランス機能が維持される結果となった。この会に 4年以上所属している者の中

で、バランス機能が低下したとされる者はいなかった。このことから、ウォーキングの会に所属しウォー

キングを行うことで，バランス機能の維持または向上に寄与したことが考えられた。さらに、5年以上ウ

ォーキングの会に参加していた者は、2組の夫婦であった。これらの結果から、ウォーキングの会や教室

などの運動を行うことのできる環境を作り、1人で行うのではなく多くの人とかかわりながら身体運動や

スポーツを行うことの重要性を示す結果となった。 

 

４．今後の課題等 

「運動器不安定症」の基準の 1つとして，開眼片足立ち 15 秒未満が挙げられている．また田原ら（2015

）は，開眼片足立ちを 20 秒以上続けることができないと自覚症状のない脳小血管疾患や認知機能低下のリ

スクが高いことを発表している．本研究においては，疾患の有無や認知機能について調査を行わなかった．

そのため，今後の研究の課題として，ウォーキングの会に所属している者の疾患の有無や認知機能につい

て，研究を行う必要がある．本研究では、ウォーキングの会に所属する者を対象として研究した。ウォー

キングの会に所属する者はもともとの運動意欲が高く、普段から高い身体活動量があったことがうかがえ

る。そのため、普段ウォーキングなどの身体活動を行わない者を対象とし、本研究との比較を行うことで、

異なる結果が得られたと考えられる。また、本研究では、最長で 7年ほどの期間ウォーキングの会に所属

し、ウォーキングを行っていた者がいたが、これよりも長い期間、ウォーキングを行うことで得られるデ

ータは、今後の資料としても重要なものになると考えられる。そのため、今後も縦断的に資料を蓄積し、

ウォーキングの頻度やその他のスポーツの実施状況などを鑑みて、研究を行っていきたい。 

 


