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地理・社会環境の影響を見据えた 
ナッジ・ギミックによる身体活動増進

石井  好二郎

はじめに
　身体活動・運動を実施することが，各疾患の予防・改
善に繋がり，老化の抑制や介護予防，健康寿命の延伸に
関与することは，あえて述べるまでもなく，よく知られ
ていることである．しかしながら，健康づくりのための
身体活動基準を満たしている人や，運動習慣を有してい
る人はマイノリティであり，身体不活動・運動不足の
人々が多数派である1,2)．その多数派の人々を活動的にで
きないものであろうか？
　一方で，人間を取り巻く地形・水文・気象・植生・土
壌などの自然環境と，道路・住宅・店舗・企業・農地な
どの人工環境をあわせて地理環境と言う．近年，地理環
境が人々の健康行動に強く影響することが報告されるよ
うになった．また，社会環境（例えば，学歴・経済的格
差，コミュニティの統合や相互支援の度合，地区の評判）
も健康に影響を及ぼす．Macintyreら3)は貧困な居住者の
多い地区は，地理環境に加えて社会環境も劣り，その結
果，不健康と結びつきやすい行動習慣に関連しているこ
とを報告している．
　多くの人が身体不活動・運動不足であり，不健康な行
動習慣を送っている．したがって，無意識の内に，身体
活動が増進される工夫が望まれる．本稿では，次の時代
を見据えた身体活動・運動の戦略的未病対策として，健
康を目的としないのに健康へと誘う身体活動増進の可能
性について論じたい．

“Walkability（ウォーカビリティ）”に 
ついて
　健康行動に影響する地理環境の代表的なものに，
“Walkability（ウォーカビリティ）”がある．すなわち，都
市を“walkable（ウォーカブル）”に，つまり歩きやすくす
ることで，日常の中の徒歩移動を促進し，自然と身体活
動量が増加するのである4)．ウォーカビリティは，道路の
接続の良さや土地利用の混合度合い，商業施設までの距

離などが影響しており，「土地利用の多様性」「公共交通
への近接性」「緑の充実度」などの指標が高い地域の住民
ほど肥満者の割合が低くなることが報告されている．
　Hanibuchiら5)は，人口密度，道路密度，公園へのアク
セス，店舗へのアクセスの4つの指標を「1（最も歩きに
くい）」から「10（最も歩きやすい）」までの10段階に分
け，それぞれを加算し，4点から40点までで評価した
walkability index（ウォーカビリティ指数）を作成した．
この高スコアほど，「歩きやすい街」であることを示す
（図1）．Hanibuchiら5)の研究では，walkability indexの
高い都市は大都市圏に集中しており（図1），規模の大きい
都市ほど歩数が多いとの国民健康・栄養調査を用いた研究
結果とも一致する6)．また，Hanibuchiら5)のwalkability 
indexと全国からサンプリングされた成人の調査資料にお
いても，人口密度，道路密度，公園へのアクセス，店舗
へのアクセスの4つの指標と歩行との関連が認められて
いる7)．なお，walkability indexには様々な算出方法が
あり，研究者が研究対象に応じた設計および使用データ
の検討が必要となる．

社会経済的な格差と健康
　わが国は戦後間もなく，いち早く国民皆保険制度をは
じめとした手厚い社会保障制度を敷くなどし，「一億総中
流」と呼ばれるような平等な国となった8)．しかし現在，
日本における相対的貧困率は15.6%である．この値はG7
の7か国の中でアメリカに次いで高い値であり，日本国
内の約6人に1人が貧困状態である9)．これまで，わが国
では所得など社会階層に関することを尋ねることをタ
ブー視する風潮があったが10)，社会経済的な階層が上位
であるほど健康水準に優れることが明らかになるなど，
最近では，健康格差の存在が明るみになってきた．
　WHO11)によれば文化・社会・経済・政策的な仕組み
は，人々の教育水準，職業，収入などの社会経済的地位
を決定する．このような社会経済的地位が健康の社会的
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" 図1　日本全域を対象とした walkability indexの分布（文献5より改変）

決定要因の中間要因（物的環境，行動と生物学的要因，心
理社会的要因）に曝露する程度や影響の受けやすさに関連
する．社会経済的地位の格差は一つの指標のみで規定で
きず，人間関係の希薄性や社会参加の有無，近隣環境等，
様々な要素が含まれる．社会経済格差を示す尺度の中で
も，地理的剥奪指標（Areal Deprivation Index: ADI）が
広く用いられている．ADIは，多面的な物的・社会的な
貧困の地理的な集中の程度を測る合成指標である12)．
　現在，筆者の研究室ではADIを用いて，地域の社会経済
的な格差と健康の関連について研究を行っている．先行
研究における地域のADIに関する研究については，市区
町村レベルでの検討がほとんどであったが，筆者の研究
室では，より住民の生活コミュニティを反映する地域単
位での検討を行っている．
　京都市は室町時代後期に自衛と自治のために形成され
た町が連合した町組が，明治時代に各町組（番組）にごと
に小学校（番組小学校）を建設し，住民の財政援助により
運営された．学校の運営・維持だけでなく，戸籍所・保
健所・警察消防等の役割を担い続けてきた背景がある．
戦後，小学校の新設や統廃合により通学区域に変化が生
じたものの，住民と学校の結びつきは強く，番組小学校
を有していた多くの地域は，かつての小学校区が現在で
も住民自治の単位（元学区）として存在しており，新設さ

れた地域でもその小学校区が住民自治の単位であること
が多い．したがって，成人が対象の場合でも，ADIを評
価する地域の範囲として小学校区が適当である．
　図2は京都市における小学校区別のADIと急性心筋梗塞
の死因別標準化死亡比（Standardized Mortality Ratio: 
以下，SMR）を示したものである．急性心筋梗塞SMRは，
京都市全体では男女共に全国と比べかなり低値であるも
のの，顕著に高い小学校区も認められる．また，急性心
筋梗塞SMRとADIの高い小学校区は重なる部分が多い．
したがって，健康格差については自己責任論だけでは賄
いきれない部分もあるように思われる．

おわりに
　最近になり，「仕事上の身体活動は健康に貢献しない」
とのレビューが相次いで発表されるようになった13-15)．
仕事上の身体活動（特に高強度以上）は，「繰り返される
レジスタンス運動」「単調で低持久性の運動」「長期間の
血圧上昇」「不十分な回復」「心理的ストレス」「自律神経
系への障害」「環境負荷（環境を選べない）」などの負担が
多く，心血管イベントの発症を増加させることが示唆さ
れている（図3）15)．
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地理的剥奪指標（ADI） 急性心筋梗塞SMR（男性） 急性心筋梗塞SMR（女性）

" 図2　京都市の小学校区別の地理的剥奪指標（ADI）と急性心筋梗塞SMR
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" 図3　余暇と仕事上の身体活動では健康に与える影響が異なる（文献15より作図）

　このような状況において，現在，筆者が注目している
のが「ナッジ（nudge）」と「ギミック（gimmick）」であ
る．ナッジとは直訳すると「ひじで軽く突く」という意
味であり，行動経済学や行動科学分野において，人々が
強制によってではなく自発的に望ましい行動を選択する
よう促す仕掛けや手法を示す用語である．最近，目にす
ることの多い，ソーシャルディスタンスのための足型
マークは，特に意識することなくその上に立つことで，
前の人との間隔をあけることになる．また，ギミックと
は「仕掛け」という意味であり，ナッジとは異なり，人
の遊び心を利用して，自覚的に行動変容を促すものであ

る．コロナ禍以前，病院入口でアルコール消毒剤を置い
ているだけでは利用率が悪かったのを，映画「ローマの
休日」にも出てくる「真実の口」の中に消毒剤を入れ，セ
ンサー反応で消毒液が出る仕掛けとしたところ，利用率
が格段に上がった例がある（写真は駅の階段の上りと下
りを色分けで指示しただけであるが，上りと下りを分け
る柵などを置かなくても，多くの人々がそれを守って階
段を使用している）．
　すなわち，次の時代を見据えた身体活動・運動の戦略
的未病対策は，環境や工夫によって，健康を目的としな
いのに健康へと誘う身体活動増進なのである．
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" 写真　駅の階段の上りと下りの色分け指示
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