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We investigated the associations of physical activity of elderly residents with built environment and social capital in 
Takashimadaira, a large residential complex in Tokyo, Japan. As built environment indices, we adopted floor number 
and the distance to the supermarket in front of the nearest neighbor station. Also, as physical activity indices, we adopted 
step counts adjusted for age, sex and month, ratio of step counts on rainy days to that on non-rainy days and ratio of 
step counts after/before intervention. We found that step counts of residents living far from the nearest station and on 
7th floor or upper decreased more and those of residents who participated in community activities or volunteer activities 
decreased less on rainy days. 
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1. はじめに 
我が国の超高齢社会に関する課題として、医療費増大・健康格

差拡大の問題があげられており（厚生労働省、2013）、健康寿命を

延ばすため、運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む必要

性や日常生活における歩数の増加の必要性等が示されている（国

土交通省、2014）。 

Built Environment（都市環境、物的環境）とPhysical Activity（身
体活動）の関係については、国内外問わず多くの研究がなされて

きた。樋野ら（2016）は横浜市において、最寄駅までの距離等の

4 項目が高齢者の歩数に負の影響を及ぼすことを示した。橋本
（2012）は、6 階以上の高層階に居住する高齢者の外出頻度が 5

階以下の低層階に居住する高齢者と比較して低下することを示

した。上記の2つを始めとする既往研究を大別すると、平面的な
アクセスと身体活動の関係を考察したもの、居住階と身体活動の

関係を考察したものの2種類に分けることができる。しかしなが
ら、本報告の対象地のように駅までのアクセスや居住階が住居ご

とに大きく異なる大規模集合住宅団地に於いては、平面的なアク

セスと居住階の両方の都市環境を同時に議論する必要がある。本

研究では、両者に着目して都市環境と身体活動の関係を明らかに

することを目的とする。 

尚、分析にあたっては、Ueshima ら（2010）の既往研究でも示
されているソーシャル・キャピタル（以下、SC）と身体活動の関

係を明らかにすること、雨天という外出を抑制する要因の存在下

（青柳、2015）での都市環境・SCと身体活動の関係を明らかにす

ることの2点にも留意し、高齢化の進んだ大規模集合住宅団地に

住む住民の歩行を促進する要因を複数の観点から考察した。 
 

2. 調査方法 
2.1 調査概要（対象地・対象者・手順） 
本研究の対象地である高島平団地は昭和40年代に建てられた、
東西約 700m南北約 500mの広大な範囲に広がる大規模集合住宅

団地で、最寄駅までの距離が大きく異なり、居住階も1〜14階と

異なるという特徴がある。エレベーターは全戸で使用可能である。

竣工当時は入居が殺到し団塊世代の家族が多く居住していたが、

現在では団塊世代が一斉に高齢期を迎えている状況となってい

る。総務省住民基本台帳によると、高島平団地の賃貸住宅が大部

分を占める板橋区高島平２丁目では高齢化率は 40.1%（総務省、
2014年 1月）となっており、板橋区の高齢化率 22.4%（総務省、

2014年1月）や日本の高齢化率26.0%（総務省、2014年10月）
と比較しても高齢化が進行した地域であるといえる。 

本研究では、高島平団地の賃貸の集合住宅（板橋区高島平2丁

目全域、3丁目10-1）に居住する40歳以上の住民を対象に、後述
する活動量計のデータが 5ヶ月以上ある 63名の分析を行った。

参加者の平均年齢・人数は、男性69.9（±10.3）歳・15人、女性68.2

（±11.3）歳・48人、計68.6（±11.3）歳・63人である。年齢区分
は40〜64歳17人（女性14人）、65〜74歳28人（女性21人）、

75歳以上18人（女性13人）となっており、参加者に占める高齢
者（65歳以上）の割合は73.0%である。 

調査は2016年4月〜12月に行った。まず4月に活動量計の配

布と、第1回アンケート調査（来場者調査または郵送調査）を行
った。アンケートは後述する都市環境の指標の測定・SCの指標の

測定を目的とするものである。第 2回アンケート調査（8月・郵

送調査）、第 3回アンケート調査（12月・郵送調査）も同様であ
る。参加者は実験終了の2016年12月まで入浴・就寝時以外常に

活動量計を携帯して生活した。さらに2016年8月以降、後述する
介入を原則毎月実施した。 

2.2 介入の目的・内容 
団地居住者は居住棟や番地ごとの意識が他の地域より高いの

ではないかという仮説を立て、番地ごとの参加者平均歩数を個人

別歩数とともに郵送する介入を行った。競争意識や意欲向上を目

的とし、SC や都市環境の違いで介入前後の歩数の違いを分析す
ることとした。介入によって居住者の歩行を促進させる研究とし

て、中井ら（2008）の研究があるが、中井らは個人の健康意識に
働きかけているのに対し、本研究は居住者の競争意識や居住地へ
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の意識に働きかけているという違いがある。 

2.3 都市環境の指標 
Built Environment は日本語では都市環境や物的環境等と翻訳さ

れるものであり、健康との関連が注目を集めている（例えばニュ

ーヨーク市、2010）。本研究では、各項目の高島平団地内での差異
と測定可能性を踏まえ居住棟入り口と駅前のスーパー間のネッ

トワーク距離（以下、駅買物距離）、居住階の2点を都市環境の指

標として扱う。分析の際には、居住階については国土交通省の法

令の運用に基づき、中低層（6 階以下）と高層に区分し、駅買物

距離については駅近（500m以内）と駅遠に区分した。 
2.4 ソーシャル・キャピタルの指標 
ソーシャル・キャピタル（SC）の定義・測定方法は統一された

ものがあるわけではない。本研究では Putnam ら（1993）の「信
頼・規範・ネットワークといった社会組織の特徴であり、人々の

協調行動を促進することにより社会の効率を高めるもの」という

定義や Coleman（1988）の定義を参考に、藤沢ら（2007）の既往
研究を踏まえ11の測定指標(1)を設定した（表1）。各質問は4件法

（よくあてはまる、ややあてはまる、あまりあてはまらない、あ

てはまらない）(2)で回答を求めた。 

2.5 身体活動の指標 
本研究では目的別に3種類の歩数指標を用い、身体活動の指標
とする。それぞれの指標の目的・算出方法を整理した（表2）。「補

正歩数比」は「よこはまウォーキングポイント」のデータを用い

て性別・年齢（5 歳区分）・測定月の影響を補正した指標である。
「よこはまウォーキングポイント」の事業は参加者数が 23 万人

以上（2017年6月）と多く、性別・年齢別・月別の歩数に関して
樋野ら（2016）の既往研究で使用されている信頼性の高いデータ

である。「降雨日歩数比」は都市環境・SC の異なる対象に対し、

降雨という外出抑制要因の存在下における、歩行の抑制度合いの

差異を分析するものである。「介入前後歩数比」は、都市環境・SC

の異なる対象の介入の効果の差異を分析するものである。 
 

3.  歩数指標・都市環境の指標・SCの指標に関する集計 
参加者の年代別・性別の歩数指標平均値を整理した（表3）。前

期高齢者（65〜74歳）で測定歩数の男女差が特に大きくなってい
る特徴がある一方で、後期高齢者（75歳〜）では測定歩数の男女

差は少なく、補正歩数比で見ると男性後期高齢者のスコアが低い

のが特徴である。降雨日歩数比については、どの群も 0.81〜0.91
と歩行が抑制されている。介入前後歩数比はどの群も大きな変化

は見られなかった。都市環境の指標に関しては居住階・駅買物距

離別の参加者数（表 4）、SCに関しては各項目の第 1回アンケー
ト回答割合（表5）を整理した。 

 
4. 都市環境の指標と歩数指標の関係 
居住階・駅買物距離が異なる3つの群（低層、高層駅近、高層

駅遠）の歩数指標の平均値を一元配置分散分析で比較した。「降雨

日歩数比」に関し、40歳以上の63人では有意な差はなかったが、
50歳以上の 56人で分析した結果、高層駅遠と低層の間に有意な

差がみられた（表6）。即ち、高層階かつ駅やスーパーまで遠い環

境に住んでいる場合、外的な外出抑制要因（降雨）があると、歩

行が抑制されることが判明した。 
 

表 1	 SC測定のための指標・質問項目 
指標 質問項目 

近所づきあい様子 ご近所の方とはどのようなお付き合いをされていますか？ 
近所づきあい人数 ご近所のなかで、おつきあいしている人の数はどれくらいですか？ 

地域活動 あなたは地域活動・ボランティア活動にどの程度参加していますか？ 
助け 助けを必要としたときに、近所の人たちは手を差し伸べてくれる 

留守気にかけ 家を留守にしたときに、近所の人たちは気にかけてくれる 
挨拶 近所の人たちは、お互いに気軽に挨拶を交し合う 

協力して問題解決 近所の人たちはこの地域に問題が生じた場合力をあわせて解決しようとする 

安全 この地域は安全である 
医療機関 急病の時に、すぐにかかれる医療機関があって安心できる地域である 

誇り愛着 この地域に、誇りや愛着のようなものを感じる 
住み続け 将来もこの地域に住み続けたい 

 
表 2	 本研究で扱う3つの歩数指標 

歩数指標 目的 方法 

補正歩数
比 

季節変動・個人特性（年齢・性別）要
因の除去下での身体活動把握 

測定歩数 ＜高島平・個人＞ /  
性別・年齢別・月別中央値 ＜横浜・中央値＞(3) 

降雨日 
歩数比 

外的な身体活動抑制要因（降雨）の存
在下での身体活動把握 

降雨日(10mm以上)の平均歩数 /  
非降雨日(10mm未満)の平均歩数 

介入前後 
歩数比 

実験の介入の効果測定指標としての身
体活動把握 8〜12月平均歩数 / 5~7月平均歩数 

 
表 3	 年齢区分別・性別の歩数指標平均値(括弧内は標準偏差) 
  40〜64歳 65〜74歳 75歳以上 全体 

測定歩数	

男	 7011(±3102) 9517(±5744) 5516(±1549) 7682(±4620) 
女	 7068(±3675) 6379(±2050) 5600(±2586) 6369(±2809) 
全体	 7058(±3581) 7164(±3640) 5577(±2344) 6682(±3378) 

補正歩数

比	

男	 0.766(±0.345) 1.057(±0.647) 0.669(±0.205) 0.869(±0.515) 
女	 0.969(±0.515) 0.938(±0.298) 0.901(±0.410) 0.937(±0.403) 
全体	 0.933(±0.495) 0.968(±0.417) 0.836(±0.379) 0.921(±0.433) 

降雨日	

歩数比	

男	 0.882(±0.173) 0.855(±0.175) 0.826(±0.119) 0.851(±0.160) 
女	 0.907(±0.096) 0.879(±0.183) 0.814(±0.096) 0.870(±0.145) 
全体	 0.903(±0.114) 0.873(±0.181) 0.817(±0.103) 0.865(±0.149) 

介入前後

歩数比	

男	 1.036(±0.029) 1.019(±0.478) 1.007(±0.178) 1.018(±0.343) 
女	 0.937(±0.121) 0.990(±0.161) 1.084(±0.178) 1.000(±0.165) 
全体	 0.955(±0.117) 0.997(±0.277) 1.063(±0.181) 1.005(±0.221) 

 
表 4	 居住階・駅買物距離別の参加者数 

 駅近（〜500m） 駅遠（501m〜） 計 
中低層（〜6階） 8 12 20 
高層（7階〜） 26 17 43 

計 34 29 63 
 

表 5	 SCの指標第1回アンケート集計（%）（n=63） 

項目 よくあては
まる 

ややあては
まる 

あまりあて
はまらない 

あてはまら
ない 

未回答・ 
無効回答 

近所づきあい様子 15.9 39.7 39.7 4.8 0.0 
近所づきあい人数 7.9 33.3 46.0 12.7 0.0 
地域活動 7.9 14.3 50.8 27.0 0.0 
助け 17.5 33.3 31.7 14.3 3.2 

留守気にかけ 14.3 17.5 27.0 38.1 3.2 
挨拶 30.2 52.4 15.9 1.6 0.0 

協力して問題解決 14.3 33.3 27.0 23.8 1.6 
安全 39.7 55.6 4.8 0.0 0.0 
医療機関 60.3 31.7 6.3 1.6 0.0 
誇り愛着 33.3 52.4 12.7 1.6 0.0 
住み続け 41.3 39.7 17.5 1.6 0.0 
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5. SCの指標と歩数指標の関係 

SCの指標の回答項目を「高」（よくあてはまる、ややはあては
まる）と「低」（あてはまらない、あまりあてはまらない）の2群

にカテゴリーし直し歩数指標の平均値を比較した（表7）。SCの 

指標単体で歩数指標に影響を及ぼす結果が出たのは、降雨日歩数

比の「地域活動」と、介入前後歩数比の「協力して問題解決」の

２項目のみであった。以上より、地域活動・ボランティア活動に

参加している群は外的な外出抑制要因があっても歩数指標の減

少幅が小さいこと、開始時に「協力して問題解決」のスコアが高

い群は介入の効果を受けやすいことが判明した。 
 
6. おわりに 
本報告では大規模集合住宅団地において、平面的なアクセスと

居住階の両者に着目して、身体活動に寄与する都市環境の指標・

SC の指標を 3 つの歩数指標を用い明らかにした。実務上の示唆

としては、1点目として、50歳以上の人が高層階かつ駅やスーパ
ーまで遠い環境に住んでいると雨天時に歩行が抑制されること

から、団地内歩道に屋根をつける等により雨でも安全・快適に外

出できる建築計画にすることで、雨という外的な外出抑制要因の

影響を小さくすることが要請される。雨で滑りにくく転倒の危険

性が低い路面のしつらえも大切である。また外出促進の観点から

は人口減少のため減築を検討する際には 50 歳以上の人口割合が

高く、高層階かつ駅やスーパーから遠い団地が検討され得る。2点

目として、地域活動・ボランティア活動参加者は雨天でも歩行の

抑制度合いが小さいことが判明した。目的や役割を持った活動へ

の参加への促進が高齢者の歩行促進につながる可能性がある。 

留意すべき点としてサンプルが運動意識の高い市民に偏って

いる可能性を否定できないことが挙げられる。また、都市環境と

身体活動、SC と身体活動の関係をそれぞれ調べたにとどまって
いるため、都市環境と SCの交互作用による身体活動への影響を

考慮した分析が必要であり、変数間の関係を構造方程式モデリン

グ等で分析することも合わせて今後の課題とする。 
 
補注 
(1) SCの定義に関し、集団に属するものと捉えるか、個人のネットワークに属するものと捉える
か、に関してはKawachiら（2008）の議論が詳しい。Kawachiらは、双方に属するものとし、
個人・コミュニティ・学校・職場・州などそれぞれのレベルで健康に影響を及ぼすとしてい

る。本研究ではKawachiらの定義に倣い、双方に属するものという立場をとりつつも、アン
ケートでは「個人のネットワークに属するもの」という定義に基づき11の指標を設定した。 

(2) 以下の 3項目は 4件法の選択肢を次のように設定した。近所づきあい様子：「1.互いに相談
したり日用品の貸し借りをするなど生活面で協力し合っている、2.日常的に立ち話をする程
度のつきあいがある、3.あいさつ程度の最小限のつきあいはしている、4.つきあいは全くして
いない」近所づきあい人数：「1.近所のかなり多くの人と面識・交流がある（概ね20 人以上）、
2.近所のある程度の人との面識・交流がある（概ね5～19 人）、3.近所のごく少数の人とだけ
面識・交流がある（概ね 4 人以下）、4.近所の人との面識・交流はない」地域活動：「1.積極
的に参加している、2.まあまあ参加している、3.意欲はあるが参加していない、4.参加してお
らず意欲もない」 

(3) 対象者 ℎ	 1 ≤ ℎ ≤ 63 	の平均歩数比 𝑇ℎ は次式のように算出する： 

	 	 𝑇ℎ =
1
𝑙

𝑇ℎ𝑖12
𝑖=5     𝑇ℎ𝑖 =

𝑡ℎ𝑖
𝑦ℎ𝑖
	                                      	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 𝑇ℎ𝑖：対象者 ℎ の	𝑖	月の補正歩数比 
	 	 𝑙  ：測定記録のある月数	 5 ≤ 𝑙 ≤ 8  
	 	 𝑡ℎ𝑖：対象者 ℎ の 𝑖	月の測定歩数 
	 	 𝑦ℎ𝑖：対象者 ℎ の属性（性別 𝑗、年齢区分	𝑘）の	𝑖月の横浜歩数中央値 
	 	 (𝑗 = 1,2	 𝑘 = 40,45,50,55,60,65,70,75,80	 
								𝑛歳 5𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 5𝑚 + 4 の人の年齢区分	𝑘 = 5𝑚	とする、 
							但し5𝑚 = 85,90の場合も	𝑘 = 80とする)  

表 6	 駅買物距離・居住階の異なる群の歩数指標の平均値 
（50歳以上、Turkey HSD、網掛け5％有意） 

歩数指標 都市環境A 都市環境B 平均差 (A-B) 有意確率 

補正歩数比	

低層	 高層・駅近	 .183  .389 
低層	 高層・駅遠	 .202  .405 

高層・駅近	 高層・駅遠	 .019  .992 

降雨日歩数比	

低層	 高層・駅近	 .021  .892 
低層	 高層・駅遠	 .131  .034 

高層・駅近	 高層・駅遠	 .110  .079 

介入前後歩数比	

低層	 高層・駅近	 -.031  .903 
低層	 高層・駅遠	 -.069  .682 

高層・駅近	 高層・駅遠	 -.037  .889 
 
表 7	 SCの異なる群の歩数指標の平均値（網掛け5％有意） 
 補正歩数比 降雨日歩数比 介入前後歩数比 

 SC高 SC低 SC高 SC低 SC高 SC低 

近所づきあい様子 .887 .963 .855 .878 1.002 1.008 
近所づきあい人数 .899 .937 .843 .881 1.017 .996 
地域活動 .929 .919 .936 .845 .999 1.006 

助け .917 .926 .857 .875 1.021 .985 
留守気にかけ .968 .896 .846 .875 1.008 1.003 
挨拶 .908 .982 .865 .868 1.000 1.024 

協力して問題解決 .904 .938 .864 .867 1.070 .941 
安全 .928 .770 .873 .703 1.011 .873 
医療機関 .920 .933 .867 .843 1.008 .966 

誇り愛着 .937 .825 .867 .857 1.009 .979 
住み続け .933 .870 .856 .906 1.005 1.005 
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