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1. 緒言
近年、日本の高齢化は進み、65 歳以上の高齢者
人口の総人口に対する割合は 26.7％１）（平成 27 年
9 月 15 日現在推計）と過去最高になっている。そ
れに伴い、高齢者医療・介護の問題が深刻化して
いる。それらの問題に対して、本邦では「健康日
本 21（第二次）
」を策定し、健康寿命の延伸を目指
している。健康寿命とは、
“健康の問題で日常生活
が制限されることなく生活できる期間”のことで
あり、高齢であっても介護を必要とせず、心身共
に自立している状態を維持することである。
その取り組みの一つとして全国各地で地方公共
団体やその他の団体、企業によって健康教室が開
かれ、運動指導や栄養指導が行われている。多く
の健康教室の内容は、体操やストレッチ、簡単な
筋力トレーニングなどであるが、指導者を必要と
する場合が多い。しかし、現状は、毎回のように
指導者を付けることは難しく、健康教室の参加者
自らが、健康運動を主導する状況も生まれてきて
いる。また、健康・体力づくり事業財団３）、重松ら
４）
の研究によると、運動を実施したい高齢者は「楽
しめる」、「他者との関わりがある」、「健康を改善
できる」といった条件を満たす運動を求めており、
これらは、運動の継続要因ともされている。しか
し、全国に数多く存在する運動プログラムは、運
動の内容や効果は考えられているものの、実施者
の継続性や満足度（楽しさの程度）などを考慮し
て作られているものは少ない。
そこで本研究では、パーソナルコンピューター
（以下，PC）と Kinect（カメラとマイクが付いて
おり、ジェスチャー・音声認識によって操作でき
るデバイス）を用いて、指導者を必要とせず、複
数人で楽しみながら、継続して運動ができるよう、
補助する運動プログラムを開発、実施し、評価を
することで、今後の運動プログラムの改良、及び
健康増進活動の推進を目的とした。
2. 研究方法
2-1 調査対象
調査対象は茨城県ひたちなか市で行われている
「ときめき元気塾」
（以下，元気塾）に参加してい
る 8 地区（佐和、外野、武田、高場南、津田第一、
津田西山、本郷台、三反田）の高齢者のうち、調
査当日に参加し、調査協力の得られた 114 名（女
性 108 名、男性 6 名）とした。
2-2 調査方法
PC と Kinect を用いて開発した 2 人用と 4 人用の
運動プログラムを対象者にそれぞれ実施し、その
後、無記名自記式の調査用紙により調査した。調
査は調査員が各地区の元気塾に伺い、集合法にて

行った。
運動プログラムは、株式会社ヒューマンサポー
トテクノロジーと共同開発したものであり、スク
リーン上に映し出して使用した。実施者の左右の
手の動きを Kinect で読み取り、下方から上昇して
くるブロックを、上方の特定の場所で触ることに
より音がなるものである。右手は青、左手は黄色
のマークを対応させ、手と同じ色のブロックを触
らないと反応しないように設定した。運動プログ
ラムは手の上下運動、同じ色のブロックを叩くと
いった脳力トレーニングを意図している。ブロッ
クは全部で 8 つあり、2 人用では 1 人が 4 つを担当
し、4 人用では 1 人が 2 つを担当する。
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2-3 調査項目
質問紙により以下の項目について調査した。基
本属性（性別、年齢）
、運動習慣（元気塾への参加
頻度、1 週間の運動頻度、1 日の運動時間、運動の
内容、1 日の運動強度）
、運動プログラム（楽しさ、
指導者の必要性、難易度、運動強度、実施希望、
持続可能回数）
。
2-4 分析方法
各項目で単純集計をし、運動習慣（元気アップ
体操への参加頻度、1 週間の運動時間、運動強度）
、
運動プログラム（楽しさ、指導者の必要性、難易
度、運動強度、実施希望、持続可能回数）につい
ては、2 群（1 週間の時間のみ 3 群）に分け、それ
ぞれの項目間の関連をカイ二乗検定で分析した
（有意水準 5％）
。1 週間の運動時間は 1 週間の運
動頻度と 1 日の運動時間から算出した。
3. 結果と考察

3-1 対象者の特性
3-1-1 基本属性
対象は、女性 108 名（94.7％）
、男性 6 名（5.3％）
、
合計 114 名。年齢層は、男女ともに 70 代が 56 名
（49.1%）と最も多かった。
3-1-2 運動習慣
１週間の合計運動時間は「0～60 分未満」が 26
名（22.8%）、
「60～120 分未満」が 20 名（17.5％）
「120 分以上」が 68 名（59.7％）であり、厚生労
働省が定める運動習慣の定義である、1 週間の合計
運動時間 60 分を超える者が 88 名（77.2%）と、8
割近い参加者に運動習慣があった。
3-2 運動プログラムについて
3-2-1 楽しさ
楽しいと回答した者が 105 名（92.1%）で、つま
らないと回答した者は「ややつまらない」の 1 名
（0.9%）のみであった。中高齢者と広い層をター
ゲットに開発した運動プログラムであったが、性
別・年齢に関係なく、実施でき、楽しめたことが
示された。
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図 2 運動プログラムを楽しいと思うか
3-2-2 指導者の必要性
必要と回答した者が 75 名（65.8%）
、不要と回答
した者が 19 名（16.6%）であった。実施する上で
指導者の必要性には運動プログラムの導入部分が
関係しているのではないかと感じられた。説明か
ら実施の段階で、何をするかの理解が足りていな
い状態の対象者は、今後とも指導者を必要と感じ
ていたと推測できる。一方で、今後指導者を不要
と感じていた対象者は、運動のやり方を理解して
いた人達であった。このことから、運動プログラ
ムの導入部分の説明や時間のかけ方を考えること
によって、
「指導者の必要性」は大きく変わってく
る項目であり、今後、改良する点であると言える。
3-2-3 難易度
1）2 人用
易しいと回答した者が 39 名（34.2％）
、
「どちら
とも言えない」が 25 名（21.9%）、難しいと回答し
た者が 31 名（27.2％）であった。
2）4 人用
易しいと回答した者が 60 名（52.6％）
、
「どちら
とも言えない」が 37 名（32.5%）、難しいと回答し
た者が 16 名（14.0％）であった。
結果を見ると、2 人用では 34.2%、4 人用では
52.6%が易しいと回答していたものの、実際は、半
数以上が運動を正確に行えていなかったことから、

さらに低い難易度（レベル）の運動プログラムを
設ける必要がある。また、
「難易度」は「週の運動
時間」との関連が認められた【表 3】
。運動時間が
長い者ほど、運動プログラムを易しいと感じてい
ることから、今後、対象者の日常運動時間の差に
よって、運動プログラムの難易度（レベル）の段
階設定が必要であると考える。
表１ 週の運動時間
週の運動時間と運動プログラムの関連
運動時間と運動プログラムの関連
項目
カイ二乗検定のP値
0.81
楽しさ
指導者の必要性
0.28
難易度
0.02*
2人
0.03*
4人
運動強度
0.17
2人
0.38
4人
実施希望
0.62
持続可能回数
0.15
3-2-4 実施希望
再度実施したいと回答した者が 101 名（88.6%）
で、ほとんどの参加者が運動プログラムをまた実
施したいと感じていた。一方、実施したくないと
回答した者は 4 名（3.6%）であった。
3-2-5 その他
質問紙の項目には含めなかったが、正確にブロ
ックを触れたことによって得られる達成度によっ
て、運動プログラムへの評価が変わっていたよう
に見受けられた。達成度が高い対象者は良い評価
を、達成度が低い対象者は低い評価を口にしてい
た。このことからも、達成度が「楽しさ」など、
実施者の満足度に繋がることが推測できる。よっ
て、今後、達成度をよりわかりやすく体感できる
ように、どれだけ正確にブロックに触れたかなど
を得点化し評価していく必要がある。
4

まとめ
本研究では、
「指導者が不要」
・
「継続できる」
・
「複
数人で楽しめる」等の条件を満たす運動プログラ
ムを開発し、実施、評価することで、運動プログ
ラムの改良、及び健康増進活動を推進することを
目的とした。その結果、以下の改良点が得られた。
1）運動の導入（説明）の部分を正確に伝わるよう
にする。そのために、説明やチュートリアルのパ
ートをプログラムする。
2）「難易度」をもっと広く設定する。本当に簡単
なものから何段階かの難易度（レベル）のステー
ジを作り、実施者に合わせてレベルアップできる
ように改良する。
3）「達成度」を得られるように、ブロックに正確
にさわり、音がなった成功数を得点化し評価する
ように改良する。
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