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原著論文（査読付） 

 

高齢者の QOL に関連する身体的・精神的要因の検討：都市部と山間部の比較 

須川真奈江 1)・久保博子 2)・星野聡子 2) 

 

Investigation of physical and psychological factors relating to quality of life in the elderly 

: A comparison between urban and mountainous areas 

 

Manae Sugawa 1) , Hiroko kubo 2) , Satoko Hoshino 2)  

 
Abstract 

In this study, the relationships among Quality of Life (QOL), physical function, and psychological 
well-being were tested in two populations of community-dwelling elderly people aged 60 plus years. To 
compare regional differences, subjects residing in an urban area (Nara City) and a mountainous area 
(Kawakami village) were examined. A total of 191 healthy elderly people aged 60 plus were tested, of 
whom 53 men and 62 women lived in Nara City and 19 men and 57 women lived in Kawakami Village. 
QOL was measured using 3 questionnaires: the 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), the 
psychological well-being test, and the subjective well-being inventory. The subjects' physical function 
was also assessed, using the following 8 tests: “one-leg standing with vision” test, functional reach, 30-
sec chair stand, sit-and-reach distance, timed up-and-go, 5-m normal walking speed, grasping power, 
and center of gravity sway. 

SF-36 is composed of 3 superordinate dimensions, namely physical component summary (PCS), 
mental component summary (MCS), and role and social component summary (RCS). 

On the basis of the results of the multiple regression analyses, the following factors that showed 
associations were extracted: in the urban setting, PCS correlated with walking speed, grasping power, 
and perceived ill health, and MCS correlated with environmental mastery and perceived ill health. In 
mountainous area, results differed: the PCS correlated with body sway, purpose in life, and perceived 
ill health, and MCS correlated with perceived ill health. These findings suggest that a characteristic 
lifestyle in each district may affect QOL. 

 
Keywords: Quality of Life(QOL), physical function, psychological well-being, community-dwelling 
elderly people 
キーワード：QOL，身体機能，心理的 well-being，地域在住高齢者 
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緒 言 

 

今日，世界的に高齢化の波が押し寄せており，日

本の高齢化は特に顕著である．2020 年の総務省の

報告によると，我が国の 65 歳以上の高齢者人口は

3617 万人に達し，総人口に占める高齢化率は過去

最高（28.7％）に達した 35）．こうした超高齢化社会

をうけて，2013 年度から開始した「健康日本 21

（第二次）」では健康寿命の延伸および生活の質

（Quality of Life：QOL）の向上が方針に掲げられ，

高齢者が社会生活を営むための機能を可能な限り

維持することが重要であるとしている 18）．QOL に

ついて，我が国では 2000 年に厚生省が公表した

「障害者・児施設のサービス共通評価基準」におい

て「日常生活や社会生活のあり方を自らの意思で

決定し，生活の目標や生活様式を選択できること

であり，本人が身体的，精神的，社会的・文化的に

満足できる豊かな生活」と定義されている 19）．ま

た，QOL は特定の疾患を持つ人を対象とする「疾

患特異的尺度」と，患者から病気を持たない人まで

を対象とした「包括的尺度」に分類され，国際的に

広く使用されている質問紙である SF-36（MOS 

36-Item Short-Form Health Survey）は「包括的尺

度」に含まれる 3）．これは QOL を身体的，精神的，

社会的側面から捉えることができ，日本では鈴鴨

ら 36）によって翻訳され，信頼性と妥当性が報告さ

れている． 

高齢者の QOL に影響を及ぼす要因として，

Sartor et al. 34）は SF-36 を用いて QOL 評価を行い，

歩行能力，バランス能力，下肢筋力等の身体機能が

QOL の身体的側面に，Body Mass Index（BMI）

が QOL の精神的側面に影響していることを明ら

かにした．青木 2）は，うつ状態や不安・不眠とい

った精神面の健康状態，日常生活動作や通院頻度

といった身体面の健康状態，および生きがい感の

3 要因が QOL を規定していることを明らかにし

た．また，日常生活動作（ADL），認知機能，運動

習慣，社会関係など複数の要因が影響することが

報告されている 1）21）25）38）．特に，個人の身体面を

客観的に評価する身体機能や，抑うつや不安，生き

がい感を含む精神的健康は QOL の概念を構成す

る要素であり 20），重要な要因であると考える． 

 身体機能について，高齢者には日常生活動作を

円滑に遂行するための技能関連体力が重要である
6）．実測調査を行った先行研究においては，握力や

歩行が QOL に関連があることが報告されている

が，対象者が要介護者 20 名と限定されている 10）．

また，健常高齢者 145 名を対象にした研究では，

QOL に関連する身体機能項目がごく一部である

と報告されており 13），高齢者の QOL と身体機能

の関連については検討の余地があると考えられる． 

精神的健康については抑うつ気分程度や不安感

をはじめとする情緒的側面を測定する尺度が開発

されており，抑うつ状態の軽減が運動習慣の形成

に影響を与えていることが報告されている 11）． 一

方で Ryff 33）はこれらの情緒的側面だけでは精神的

健康を捉えきれないと指摘し，「よい状態」を意味

する「well-being」を用いて，不安感がないことや

満足感を評価する「主観的 well-being」と，人生全

般にわたるポジティブな心理的機能を評価する

「心理的 well-being」から精神的健康を捉えた．ま

た，心理的 well-being の概念に基づいた「心理的

well-being 尺度」を開発し，この尺度は，西田 30）

によって日本語版が開発され妥当性も確認されて

いる．さらに，藤南ら 39）は世界保健機関（WHO）

が発表した「The subjective well-being inventory

（主観的健康感尺度：以下 SUBI）」の日本語版を

開発し，個人がそれぞれの経験の中で身体的・精神

的・社会的にどの程度健康(well-being)であるかを

捉えた．抑うつ気分程度や不安感は主観的 well-

being の概念に一致すると考えられる．また，SF-

36においても精神的側面を評価する質問はみられ

るが，「疲れ果てていたか」「落ち込んでいた」等の

情緒的側面や，心理的理由による活動制限の程度

を評価しており，「心理的 well-being」の観点から

の検討が十分でないと考える． 

また，日本は国土の 7 割が山地のため都市部と

山間部では土地形態や人口密度が異なり 32），山間

部では 65 歳以上の高齢者が住民の半分以上を占

める集落（限界集落）が増加している 41）.これまで

都市部と山間部では社会的特性や体力特性，運動

習慣に違いがみられることが報告されてきた 8）12）．
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また，中尾ら 26）は環境が健康状態に与える影響は

大きく，居住場所が QOL を左右するとし，地域

の持つ環境特性を踏まえた支援の重要性を説いた．

しかしながら都市部と山間部について QOL や精

神的健康，実測による身体能力評価を包括的に行

い，比較した研究は多くない．  

 そこで本研究では，土地や暮らし方が異なる都

市部および山間部在住高齢者を対象に，QOL に関

連する要因について，筋力，歩行能力をはじめとす

る身体機能と人生全般にわたるポジティブな精神

的健康を評価する心理的 well-being から検討する

ことを目的とする． 

 

方 法 

 

1． 被験者 

奈良県奈良市（以下：都市部）および奈良県吉野

郡川上村（以下：山間部）在住の高齢者 200 名を

対象として実施した．奈良市は，奈良県北西部に位

置する県庁所在地であり，人口が約 35 万人，高齢

化率は 31.6％である 27）．国際観光都市であると同

時に，大阪の衛星都市として住宅地の特徴を持つ．

一方，川上村は，奈良県南東部，吉野川の源流域に

位置し，大台ヶ原山の北西側に位置する．また，人

口は約 1100 人であり人口減少率が非常に高く，日

本創成会議によって消滅可能性都市にされている．

高齢化率は 57.6％である 27）．  

解析対象は 60 歳未満の者，身体的理由により

中断した者，データに欠損があった者を除いた

60 歳以上の健常な高齢者 191 名（奈良市：男性

53 名，女性 62 名，川上村：男性 19 名，女性 57

名）とした．  

調査期間は 2019 年 7 月 19 日～10 月 26 日，奈

良女子大学および，川上村，学園前の公民館で実

施した．被験者には研究の趣旨と内容，参加撤

退・辞退の自由，データ取り扱い，個人情報保護

について説明し，同意を得たうえで実施した．な

お，本研究は奈良女子大学の研究倫理審査委員会

の承認を受けて実施した（承認番号：16-12）．  

2． 測定項目 

2-1．質問紙調査 

1）基本属性：年齢，性別，家族形態について回答

を求めた． 

2）聞き取り調査：地域活動への参加頻度，および

参加時の意欲について聞き取り調査を行った． 

3）健康関連 QOL：SF-36v27）を使用した．本尺度

は一般的な健康状態を包括的に測定すること

を目的に作成され，「身体機能」「日常役割機能

（身体）」「体の痛み」「全体的健康感」「活力」

「社会生活機能」「日常役割機能（精神）」「心

の健康」の 8 つの下位尺度で構成される．本研

究では，これらの下位尺度得点から算出される

「身体的側面のサマリースコア（Physical 

component summary：以下 PCS）」「精神的側

面のサマリースコア（ Mental component 

summary：以下 MCS）」「役割・社会的側面の

サマリースコア（Role and Social component 

summary：以下 RCS）」の 3 つを用いた．なお，

得点は 2007 年の 20 代から 70 代における日本

国民標準値によって平均が 50 点，標準偏差が

10 点となるように変換された「NBS（Norm-

based Scoring）得点」で表した．得点化には

iHope 社の提供による「Excel 版スコアリング

プログラム」を使用した． 

4）心理的 well-being 尺度 30）33）：人生全般にわた

るポジティブな心理的機能を評価し，「人格的

成長」「人生における目的」「自律性」「自己受

容」「環境制御力」「積極的な他者関係」の 6 つ

の下位尺度で構成される．43 個の質問を，6 件

法で回答させた． 

5）主観的健康感尺度（以下：SUBI）39）：11 の下

位尺度で構成される．本研究では，心理的 well-

being 尺度では評価できない，支援と健康感の

評価に関連する「家族による支援」「社会的支

援」「不健康の認知」の 3 尺度のみを採用し，

12 個の質問を，4 件法で回答させた． 

2-2．身体機能評価 

身体計測として身長，体重を計測した． 

身体機能は，「新体力テスト」22）「介護予防マニ

ュアル」17）をもとに 7 項目の体力テスト，および

重心動揺検査を行った． 

1）開眼片足立ち（平衡性・協応性）：実測定を 1 回，
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120 秒を上限に秒数を測定した．  

2）ファンクショナルリーチテスト（以下：FR）（平

衡性・協応性）： 2 回測定を行い，0.5 ㎝単位

で記録後，最良値を採用した． 

3）30 秒椅子立ち上がり（下肢筋力）：実測定を 1

回，実施回数を計測した． 

4）長座体前屈（柔軟性）：測定にはデジタル式長

座体前屈計（T.K.K.5412，竹井機器工業社製）

を使用した．2 回測定を行い，0.5 ㎝単位で記

録後，最良値を採用した． 

5）Timed Up and Go Test（以下：TUG）（機能的

移動能力）： 2 回測定を行い，0.01 秒単位で記

録後，最速値を採用した． 

6）5ｍ通常歩行（歩行能力）： 2 回測定し，0.01 秒

単位で記録後，最速値を採用した． 

7）握力（筋力）：測定にはスメドレー式デジタル

握力計（グリップ-D，T.K.K.5401，竹井機器工

業社製）を使用した．左右交互 2 回ずつ測定を

行い，0.1 ㎏単位で記録後，左右の最大値から

平均値を算出した． 

8）重心動揺検査（バランス能力）：重心動揺計

（GRAVICORDERGW-7，アニマ社製）を使

用し 60 秒間測定後，重心動揺面積を採用した． 

3． 統計解析 

差の検定のため，年齢，身長，体重に関して男女

別に地域（都市部・山間部）を要因とした t 検定を

行った．質問紙項目と身体機能に関しては，地域

（都市部・山間部）と性別（男性・女性）を要因と

した二元配置分散分析による検定を行った．t 検定

および分散分析に先立ち，Shapiro-Wilk の正規性

の検定を行い，ノンパラメトリックなデータが含

まれている場合は Mann-Whitney 検定を用いた． 

次に，地域ごとに（1）QOL を予測する身体機

能変数の抽出，（2）QOL を予測する心理的 well-

being 変数の抽出，（3）QOL を予測する SUBI 変

数の抽出のため，それぞれ強制投入法による重回

帰分析を行った．目的変数は SF-36 のサマリース

コア 3 項目（PCS，MCS，RCS）とした．説明変

数は（１）重心動揺を含める身体機能 8 項目，（2）

心理的 well-being 尺度 6 項目，（３） SUBI 3 項目

である．なお，多重共線性を確認したところ説明変

数において分散拡大係数（Variance Inflation 

Factor：VIF）が 10 以上を示した変数はなかった． 

これらすべての統計解析は，IBM 13 SPSS 

Statistics 25 ソフトを用いて処理し，有意水準は

5％未満とした． 

 

結 果 

 

1． 被験者特性 

 表 1 に被験者の年齢および身体特性の平均値 

と標準偏差を示す．なお，年齢，身長，体重に関し

て男女別に地域差を検討した結果，有意な差は認

められなかった． 

2． 各項目における地域差および性別差 

 表 2 に被験者の質問紙項目および身体機能項目

における平均値，標準偏差，分析の結果を示す． 

2-1．QOL 

 PCS に関して地域差を検討した結果，男女とも

に有意な差はみられなかった．性差を検討した結

果，都市部においてのみ男性が女性より有意に高

値を示した（Mann-Whitney：p＜.05）． 

MCS，RCS に関して地域差および性差を検討し

た結果，有意な差は認められなかった．  

2-2．心理的well-being 

 人格的成長に関して二元配置分散分析を行った

結果，交互作用および地域の主効果は認められな

かったが，性別に有意な主効果が認められ，男性が

女性より有意に高かった（F(1,187)＝4.897，p＜.05，

partialη²=.026）． 

表 1．対象被験者の年齢および身体特性の平均値 

（標準偏差） 

男性 n=53 女性 n=62 男性 n=19 女性 n=57

60-69 歳 n=  4 n=12 n=  3 n=21

70-79 歳 n=39 n=36 n=13 n=22

80 歳 以 上 n=10 n=14 n=  3 n=14

M（SD） M（SD） M（SD） M（SD）

76.1 75.3 73.5 73.9

(5.8) (6.5) (5.8) (8.1)

164.1 150.2 167.1 151.0

(4.6) (5.2) (4.6) (7.3)

62.9 51.1 67.5 52.5

(9.2) (6.5) (6.1) (8.6)

山間部

身長（cm）

体重（kg）

年齢（歳）

都市部
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人生における目的に関して地域差を検討した結

果，女性においてのみ都市部が山間部より有意に

高値を示した（Mann-Whitney：p＜.05）．性差を

確認した結果，両地域ともに有意な差は認められ

なかった． 

自律性に関して二元配置分散分析を行った結果，

交互作用は認められなかったが，地域，性別に有意

な主効果が認められ，都市部が山間部より有意に

高かく，男性が女性より有意に高かった（F(1,187)

＝4.476，p＜.05，partialη²=.023； F(1,187)＝

4.696，p＜.05，partialη²=.024）． 

自己受容に関して二元配置分散分析を行った結

果，交互作用および地域の主効果は認められなか

ったが，性別に有意な主効果が認められ，男性が女

性より有意に高かった（F(1,187)＝7.775，p＜.01，

partialη²=.040）． 

環境制御力に関して二元配置分散分析を行った

結果，交互作用は認められなかったが，地域，性別

に有意な主効果が認められ，山間部が都市部より

有意に高く，男性が女性より有意に高かった

（F(1,187)＝5.010，p＜.05，partialη²=.026； 

F(1,187)＝7.262，p＜.01，partialη²=.037）． 

積極的な他者関係に関して地域差を検討した結

果，男性においてのみ山間部が都市部より有意に

高値を示した（F(1,70)＝7.204，p＜.01，partialη

²=.093）．性差を確認した結果，都市部においての

み女性が男性より有意に高値を示した（Mann-

Whitney：p＜.05）． 

2-3．SUBI 

 家族による支援に関して地域差および性差を検

討した結果，有意な差は認められなかった． 

社会的支援に関して地域差を検討した結果，男

性においてのみ山間部が都市部より有意に高値を

示した（Mann-Whitney：p＜.01）．性差を確認し

た結果，両地域とも有意な差は認められなかった． 

不健康の認知に関して，地域差を検討した結果，

女性においてのみ山間部が都市部より高値を示し

た（Mann-Whitney：p＜.05）．性差を確認した結

果，都市部においてのみ女性が男性より有意に高

値を示した（F(1,113)＝5.849，p＜.05，partialη²

=.049）． 

2-4．身体機能 

表 2．各測定項目の平均値（標準偏差），分析の結果（***:p＜.001,**:p＜.01,*:p＜.05） 
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 開眼片足立ちに関して，地域差および性差を検

討した結果，有意な差は認められなかった． 

FR に関して二元配置分散分析を行った結果，交

互作用および地域の主効果は認められなかったが，

性別に有意な主効果が認められ，男性が女性より

有意に高かった（F(1,187)＝13.942，p＜.001，

partialη²=.069）． 

30 秒椅子立ち上がりに関して二元配置分散分析

を行った結果，交互作用および地域，性別の主効果

は認められなかった． 

長座体前屈に関して二元配置分散分析を行った

結果，交互作用および地域の主効果は認められな

かったが，性別に有意な主効果が認められ，女性が

男性より有意に高かった（F(1,186)＝10.915，p

B SEB β B SEB β

家族による支援 1.23 1.62 0.07 0.64 2.66 0.03

社会的支援 1.20 1.40 0.08 -0.76 2.22 -0.04

不健康の認知 -7.92 1.64 -0.42 *** -7.99 2.07 -0.41 ***

R² 0.19 0.17

都市部 山間部

S
U
B
I

B SEB β B SEB β

家族による支援 1.52 1.82 0.08 -3.09 3.28 -0.12

社会的支援 -0.34 1.57 -0.02 1.35 2.73 0.06

不健康の認知 -7.43 1.84 -0.37 *** -9.91 2.55 -0.41 ***

R² 0.14 0.18

S
U
B
I

都市部 山間部

B SEB β

説明変数

人格的成長 0.31 2.04 0.02

人生における目的 1.16 2.24 0.09

自律性 0.14 1.72 0.01

自己受容 1.98 1.97 0.14

環境制御力 6.32 2.68 0.32 *

積極的な他者関係 -2.30 1.49 -0.17

R² 0.19

都市部

心
理
的
w
e
ll-b

e
in
g

B SEB β

説明変数

人格的成長 -0.72 2.79 -0.03

人生における目的 7.69 2.57 0.44 **

自律性 4.79 2.47 0.26

自己受容 -2.23 2.97 -0.11

環境制御力 -2.38 3.61 -0.10

積極的な他者関係 -4.00 2.84 -0.20

R² 0.24

山間部

心
理
的
w
e
ll-b

e
in
g

表3．身体機能項目からPCS を予測する重回帰分析（*:p＜.05） 

表4．心理的 well-being 項目からMCS を予測する重回

帰分析（*:p＜.05） 
表5．心理的 well-being 項目から PCS を予測する重回

帰分析（**:p＜.01） 

 

表7．SUBI 項目から MCS を予測する重回帰分析（***:p＜.001） 

表6．SUBI 項目から PCS を予測する重回帰分析（***:p＜.001） 

B:非標準化係数 

SEB:回帰係数の
標準誤差  
β:標準偏回帰係

数 
R²:決定係数           

B SEB β B SEB β

説明変数

開片片足立ち 0.02 0.02 0.07 0.05 0.03 0.20

FR 0.04 0.15 0.03 -0.24 0.20 -0.17

30秒椅子立ち上がり 0.13 0.17 0.09 -0.20 0.30 -0.10

長座位体前屈 0.15 0.09 0.15 0.20 0.14 0.19

TUG 0.02 0.95 0.00 -0.15 1.53 -0.02

5ｍ通常歩行 -4.01 1.83 -0.28 * -6.16 3.21 -0.35

握力 0.25 0.11 0.22 * 0.15 0.17 0.12

重心動揺面積 -0.74 0.40 -0.17 -1.11 0.47 -0.30 *

R² 0.30 0.30

身
体
機
能

山間部都市部
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＜.01，partialη²=.055）． 

TUG に関して，地域差を検討した結果，男性に

おいてのみ山間部が都市部より有意に速かった

（Mann-Whitney：p＜.05）．性差を確認した結果，

両地域ともに有意な差は認められなかった． 

5ｍ通常歩行に関して，地域差および性差を検討

した結果，有意な差は認められなかった． 

握力に関して，地域差を検討した結果，男女とも

に有意な差は認められなかった．性差を検討した

結果，都市部，山間部ともに男性が女性より有意に

高かった（Mann-Whitney：p＜.001；F(1,74)＝

98.335，p＜.001，partialη²=.571）． 

重心動揺面積に関して，地域差を検討した結果，

男女ともに有意な差は認められなかった．性差を

検討した結果，山間部においてのみ女性が男性よ

り有意に小さかった（Mann-Whitney：p＜.01）． 

3． QOLを予測する身体機能要因 

表 3 に，目的変数に QOL の上位尺度 3 項目，

説明変数に体力測定の身体機能 8 項目を投入した

重回帰分析の結果を示す． 

都市部在住高齢者では，QOL の上位尺度の 

PCS を予測する変数として 5ｍ歩行と握力が抽出

され（β=−0.28，p＜.05；β=0.22，p＜.05），歩

行速度の速さと握力の高さが PCS の予測変数と

なることが示された．MCS，RCS を予測する要因

は抽出されなかった． 

  一方，山間部在住高齢者では，PCS を予測する

変数として重心動揺面積が抽出され（β=−0.30，

p＜.05），バランス能力の高さが PCS の予測変数

となることが示された．MCS，RCS を予測する要

因は抽出されなかった． 

4． QOLを予測する心理的well-being要因 

表 4-5 に，目的変数に QOL の上位尺度 3 項目，

説明変数に心理的 well-being の下位尺度 6 項目を

投入した重回帰分析の結果を示す． 

都市部在住高齢者では，MCS を予測する変数と

して環境制御力が抽出され（β=0.32，p＜.05），環

境制御力の高さが MCS の予測変数となることが

示された．PCS，RCS を予測する要因は抽出され

なかった． 

 一方，山間部在住高齢者では，PCS を予測する

変数として人生における目的が抽出され

（β=0.44，p＜.01），目的の高さが PCS の予測

変数となることが示された．MCS，RCS を予測

する要因は抽出されなかった． 

5． QOLを予測する SUBI要因 

表 6-7 に，目的変数に QOL の上位尺度 3 項目，

説明変数に SUBI の下位尺度 3 項目を投入した重

回帰分析の結果を示す． 

都市部在住高齢者では，PCS，MCS を予測する

変数として不健康の認知が抽出され（β=−0.37，

p＜.001；β=−0.42，p＜.001），不健康感の低さが

PCS，MCS の予測変数となることが示された．

RCS を予測する要因は抽出されなかった． 

一方，山間部在住高齢者でも，都市部と同様に

PCS，MCS を予測する変数として不健康の認知が

抽出された（β=−0.41，p＜.001；β=−0.41，p

＜.001）．RCS を予測する要因は抽出されなかった． 

 

考 察 

 

本研究は都市部および山間部在住高齢者につい

て，QOL を規定する要因を客観的評価による身体

機能と，主観的な精神的健康感から明らかにする

ことを目的とした． 

1． 被験者特性 

 まず，健康関連 QOL について，健康な人から

疾患をもつ人までの，身体的，精神的，社会的側面

を包括的に評価できる質問紙 SF-36 より検討した．

QOLの各尺度得点は2007年の日本国民標準値37）

によって平均が 50 点になるように設定されてい

ることから，本結果は両地域において MCS が日

本国民標準値を上回っていたことがわかる．PCS，

RCS においては日本国民標準値を下回る結果であ

った．一方で， iHope 社による「SF-36v2 日本語

版マニュアル」37）における性別・年代別の国民標

準値データでは，70-79 歳男性の平均値は PCS 

42.0 点，MCS 53.9 点，RCS 47.0 点，女性の平均

値は PCS 39.2 点，MCS 53.2 点，RCS 47.1 点であ

った．したがって，PCS および都市部男性の MCS

では本研究対象者の得点が大きく上回っていたも

のの，概ね同年代の国民標準値に沿う結果であっ
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た．本研究対象者は，自発的に地域の運動教室に通

っており，健康への意識が高く日常的に身体活動

を行っていた集団であることがPCSの得点に関係

していると考えられる． 

 次に，心理的 well-being 尺度について，「自律性」

と女性に関してのみ「人生における目的」において

都市部在住高齢者が良い値を，「環境制御力」と男

性に関してのみ「積極的な他者関係」において山間

部在住高齢者が良い値を示した．「自律性」とは，

個人の基準で自己評価を行い，周囲に流されずに

自己決定できることを，「人生における目的」は人

生に意義を感じ，目的や方向性が定まっているこ

とを表す．「環境制御力」は周囲の機会を有効に活

用できるという有能感を，「積極的な他者関係」は

他者とあたたかく信頼できる関係を築いている状

態を表す 30）33）．すなわち，都市部では，人生にお

ける目的と方向性が定まっており，自己決定でき

る感覚が高いことが伺える．津野 40）は都市部の方

が自尊感情をはじめとする肯定感が高いことを報

告しており，本結果で都市部が良い値を示した項

目は，自己の将来に対する肯定的な感覚を示すこ

とから，先行研究を支持する結果であった．一方，

山間部では周囲の機会を活用できている感覚が高

く，あたたかく信頼できる人間関係の構築ができ

ていることが示された．つまり，都市部より人口が

少なく，商業施設や交通機関が限られた山間部に

おいては周囲を取り巻く機会が都市部よりも制限

されていると考えられ，そうした機会を有効に活

用することがそれほど困難ではない可能性がある．

また，農村部は都心部よりもコミュニティ意識が

高く，近所付き合いが盛んであるという報告から
31），人口過疎の現状であっても地域住民どうしの

日常的な交流の深さが，信頼できる人間関係の構

築に関連していると考えられる． 

 また，SUBI について，男性に関してのみ「社会

的支援」において山間部在住高齢者が良い値を示

した．「社会的支援」とは非常事態が起きたときに，

親戚や友達が助けてくれると思いますか等の周囲

からの支援の有無を評価しており，山間部では地

域住民との相互支援が確立していると考えられる． 

 身体機能の特徴として，歩行能力を含む複合的

動作を評価する TUG において，男性に関しての

み，山間部が都市部よりも良い値を示した．文部科

学省 23）の体力・運動能力調査では，大・中都市の

方が，町村よりも各種身体機能の数値が良い傾向

であることが示されている．また，高齢者の歩行速

度は都市部が農村部よりも速く，歩数も多い傾向

があると報告されており，日常生活で自家用車を

利用する機会が多いことが，歩行能力低下の原因

として挙げられている 5）．本結果は，先行研究に反

する結果であり，地形のみならず，運動量や生活ス

タイルを踏まえた検討が今後必要であると考えら

れる． 

2． 都市部在住高齢者の QOLを規定する要因 

表３，表４，表６，表 7 より，奈良市在住高齢

者の QOL の予測変数として抽出された項目を図

1 に示す． 

図 1 より，PCS の維持向上には歩行能力と筋力，

不健康感の低さが関係することが示唆された．歩

行能力は，ロコモティブシンドロームの判断基準

にも用いられ「横断歩道を青信号でわたり切れな

い」「15 分くらい続けて歩けない」が項目に含まれ

る 29）．海老原ら 4）は，ロコモが高齢者の QOL 低

下に関与することを示した．また都市部では移動

手段のうち徒歩が占める割合が山間部よりも高い

と報告されている 16）．すなわち，徒歩が生活を支

える都市部においては問題なく歩けることが

QOL の身体的側面を支えることが示唆された．  

 次に，MCS の維持向上には周囲の状況を統制で

きている感覚の高さと不健康感の低さが関連する

ことが示された．環境制御力は外的な環境との関

図１．都市部在宅高齢者の QOL 規定要因 

（***:p＜.001,*:p＜.05） 
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連が大きな因子である 15）．大阪のベッドタウンで

あり，人口が多く，交通機関が発達した複雑な環境

下で生活する都市部在住高齢者においては，周囲

の状況に適応し，活用しながら生活できることが

重要であると考えられる．一方で，表 6 における

決定係数は R²＝0.19 と低い値であったため，精神

的健康以外の要因が関連する可能性が示された．  

3． 山間部在住高齢者の QOLを規定する要因 

 続いて，表３，表５，表６，表 7 より，川上村

在住高齢者の QOL の予測変数として抽出された

項目を図 2 に示す． 

 図 2 より，PCS の維持向上にはバランス能力の

高さや，人生における目的と方向性をもつこと，不

健康感の低さが関連することが示唆された．不健

康感の低さは MCS にも関連する．バランス能力

は転倒予防に影響し，転倒要因には身体を主とす

る内的要因と，環境を主とする外的要因が存在す

ることが報告されている 14）28）．また，転倒経験が

ある高齢者は，非転倒者よりも QOL が低いこと

が報告されている 9）．したがって，不安定な路面状

態という外的要因が存在する山間部においては，

転倒防止に関連するバランス能力が QOL の身体

的側面を支えている可能性が示された．  

 人生における目的は，生活満足感と関連する因

子である 30）．川上村では，自治体活動や祭りに高

い意欲をもって参加していることが聞き取り調査

より得られており，地域活動への参加によって満

足感を得ていると推察される．また，子や孫が県外

在住の家庭も多く，高齢者が生きがいを感じる瞬

間とされる「家族や孫との団欒」の機会が少ないと

考えられる 24）．したがって，山間部では地域社会

の活動の中で，物事にやりがいを見出し，生きがい

を感じられることが重要である．今後は，より多く

の高齢者が生きがいをもって地域活動を中心とし

た社会への参画ができる村づくりが期待される．  

  

結 論 

 

本研究では，異なる地域特性を持つ都市部と山

間部在住高齢者を対象に，QOL に関連する要因に

ついて身体機能とポジティブな精神的健康から検

討した結果，以下のことが明らかとなった． 

1）都市部在住高齢者では人生に意義を感じ，自己

決定できるといった肯定的な感覚が高く，山間

部在住高齢者では，周囲との関わりにおいて信

頼できる人間関係が構築されていることが認

められた． 

2）都市部では，QOL の身体的側面と歩行能力や

それを支える筋力に関連がみられた．また，

QOL の精神的側面には，周囲の機会を有効に

活用できるという有能感が関連する． 

3）山間部では，QOL の身体的側面とバランス能

力や目標や目的を持って行動できることに関

連がみられた． 

4）両地域において，QOL の身体的，精神的側面

と不健康感の認知に関連がみられた． 
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