
高橋

326 日健教誌　第21巻　第 4号　2013年 Copyright © Japanese Society of Health Education and Promotion

　日本健康教育学会誌の貴重な誌面を用いて，第
₂₂回日本健康教育学会学術大会において行った学
会長講演を改めて発表する機会をいただいた．こ
こでは，当日の講演をもとに，文献などを追加し
た上で講演の内容を整理し，会員への便宜を図り
たい．

Ⅰ　学術大会及び学会長講演のテーマ設定の
趣旨

1．健康教育にこだわりたい

　健康教育にこだわりたい．そんなことは日本健康
教育学会なのだから当たり前だろうと受け止める方
も多いかもしれない．しかし，実はそうでもない．
　私自身も含めての話だが，日本健康教育学会会
員は，ほぼ共通して，以下のような考え方を持っ
ている．すなわち，健康には大きな価値があり，
それゆえ，それを支える活動にも，また価値があ
るということである．そのような考え方からは，
健康教育は健康支援のための「道具」であり，も
しそれが非効率的な「道具」なら取り替えてしま
おうという発想が起こりがちである．そのこと自
体は必ずしも間違っているとは言えない．しかし，
そのこととエビデンス重視の発想≒エビデンスを
得にくいものに対しては軽視しがちになる発想が
組み合わさった時には健康教育軽視という短絡的
な結論が生まれる可能性がある．
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　青少年の喫煙という健康課題を例としてみよう．
長い間，学校健康教育関係者は青少年の喫煙率を
低下させることも含め，喫煙問題を解決するため
に喫煙防止教育に関する研究や活動を続けてきた．
それが喫煙率を低下させるのにまったく効果はな
かったということはできないが，かといって効果
を示すエビデンスを提示できるかというと難しい．
保健の授業等における喫煙と健康に関する学習が
強化されても青少年の喫煙率にめざましい変化は
見られなかったからである．
　しかし，ここ十数年の青少年の喫煙率の低下に
は目を見張るものがある．それまで，ほとんど変
化が見られなかった青少年の喫煙率が₆₀～₈₀％も
減少したのである．そして，青少年を対象とした
調査においては，たばこが買いにくくなった理由
として「自動販売機が使えなくなった」「たばこの
値段が高くなった」など「環境づくり」にかかわ
るものがあげられている₁）．₂₀₀₀年に健康日本₂₁
がスタートし，未成年者の喫煙率の数値目標が
₀％に設定され，様々な対策が実施されたことを
考えるとヘルスプロモーションの勝利という受け
止め方も可能である．健康教育は敗北したわけで
はないが，効率性（コストパフォーマンス）とか
エビデンスなどという発想で見ると明らかに旗色
が悪い．そこから，「これからはヘルスプロモー
ションで行こう．そもそも，ヘルスプロモーショ
ンは健康教育を含む概念なのだから」と話が進み
そうになる．
　しかし，ちょっと待って欲しい．学校健康教育
領域の研究者から言わせてもらえれば，法的な対
応や環境的な整備に比べて，健康教育が即効性や
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効率性に課題があるのは前からわかっていたこと
である₂）．それにもかかわらず健康教育は重要だ
と考え，努力を続けてきた．なぜなら，健康教育
は人を変えるからである．それゆえ，その場限り
ではなく永続性があり，その人から他の人，ある
いは社会への波及効果が期待できる．また，健康
のように個人の価値観が大きな意味を持つ事柄に
関しては，目標の達成のためには自発的な選択が
重要であり，さもないと人権的な問題が起きやす
いということもある．エビデンスもなく，負け惜
しみと言われるかもしれないが，あえて指摘する
なら，例えば，青少年に対する喫煙防止教育の積
み重ねがなければ，たばこの自動販売機やたばこ
価格にかかわる施策が打ち出されたであろうか．
また，国民がその施策を受け入れたであろうか．
　このことは，実は学校教育に限らない．だから
こそ日本健康教育学会が生まれ，活動を続けてき
たのではないのだろうか．ヘルスプロモーション
は大変素晴らしい概念だが，健康教育をその一側
面と割り切るのは，健康教育の極めてデリケート
だが，しかし本質的な部分を切り捨てることにつ
ながると危惧するのである．
　教育基本法第 ₁条には「教育は，人格の完成を
目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者と
して必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の
育成を期して行われなければならない」とある．
教育基本法は学校教育に限るものではないが，教
育を人格の育成のための手段と位置づけ，社会の
形成者を育てるということは学校教育によく表れ
ているといえる．そこで，学会のテーマを「学校
からはじめる健康な社会づくり」として，健康教
育という教育の原点を議論したいと考えた．
2 ．なぜ認知的スキル研究なのか

　教育というものの数値化しにくい側面について
述べてきたが，一方，それを理由としてエビデン
スを重視しないやり方が健康教育の発展を阻害し
てきたという側面も否定できない．数値化しにく
い側面はあるもののすべてが数値化できないわけ
ではなく，できる部分に関してエビデンスを示そ

うとしなければ合理的な健康教育の発展は期待で
きないからである．
　私自身は，健康教育の「健康に良い行動の自発
を促す」₃）という側面に注目し，行動科学的な発想
で健康教育を改善するため研究に主として取り組
んできた．その中で特に注目したのは認知的スキ
ルである．
　認知的スキルという言葉に関して耳慣れない人
が多いと思うので，ライフスキルの話から始める．
　近年，日本や世界の健康教育分野において，健
康的な行動を実現する要因として注目を受けてい
るのがライフスキル（life skills）である．WHO₄）

は，ライフスキルを「日常生活で生じるさまざま
な問題や要求に対して，建設的かつ効果的に対処
するために必要な能力」としている．しかし，能
力とはいっても，実際にあげられている項目を見
ると，一般的な知識や身体的能力を含んでいない．
また，スキルといっても，身体的なスキルは扱わ
れていない．スキルは明確には二分できないにし
ても，タイプライティングやスポーツなどの身体
的な動きが重要な役割を果たしている運動スキル
（motor skills）と物の考え方やコミュニケーショ
ンなどの認知的な心のはたらきが重要な役割を果
たしている認知的スキル（cognitive skills）とに分
けることができるが₅），ライフスキルは，明らか
に後者の認知的スキルを中心としているといって
よいであろう．
　中心としていると述べたが，そこに，ライフス
キルではなく認知的スキルという概念のもとに私
が研究を継続している理由がある．なぜなら，ラ
イフスキルは「人生のためのスキル」「生活のため
のスキル」などと曖昧な定義しかされていないた
めに共通の領域で議論できないのである．例えば，
心肺蘇生法の技術も命（Life）のためのスキルな
のでライフスキルの一つだという意見が出る場合
もある．そこまで極端ではないにしても，ライフ
スキルに関しては，全く同じ言葉を用いながら，
異なったスキルの構成を設定している研究者や研
究機関も存在する．
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　Botvinらは₁₉₈₀年代から盛んにライフスキルト
レーニング（Life Skills Training）という言葉を用
い，その考え方を取り入れた健康教育プログラム
の有効性を立証してきた₆-₉）．その中では，ライフ
スキルを一般性の高い個人及び社会的スキルと位
置づけ，セルフエスティームを形成したり，広告
の圧力に対抗したり，不安をコントロールするな
どのスキルを含むものとしている₈）．また，Botvin

の考えを受け継いだ American Health Foundation

では，Know Your Body Programという包括的な
健康教育プログラムを開発し，その中で，セルフ
エスティームを維持向上するスキルなどの ₅つの
ライフスキルを取り上げ，プログラムの効果を明
らかにしている₁₀-₁₃）．
　また，日本の健康教育領域においては前記の ₂
つほどには注目を受けていないが，Dardenら₁₄,₁₅）

も同じくライフスキルという言葉で，対人コミュ
ニケーション・人間関係スキル，問題解決・意思
決定スキル，身体的フィットネス・健康維持スキ
ル，アイデンティティ発達・人生の目的スキルを
論じている．
　このように，ライフスキルや個人及び社会的ス
キルという言葉に代表される，健康のために役立
つような一般的（generic）な認知的スキルが健
康教育において重視される傾向は全世界的であ
る．それは，現代における健康問題の多くが日常
の生活習慣や生活行動と強く関連していることが
明らかになってきたのにもかかわらず₁₆），知識を
持つことが必ずしも健康的な行動の自発につなが
らないことからして当然のことといえる．すなわ
ち，健康教育が健康に貢献するための一つの有力
な方法として，保健行動の実現に貢献する認知的
スキルを育てることが注目されているということ
である．しかし，ここまで述べてきたように，そ
れらの概念やその周辺概念に関しては，十分な統
一がなされていないというのが現状といえるであ
ろう．
　また，認知的スキルに関してはもう一つ検討す
べき点がある．それは認知的スキルを扱う健康教

育が有効であることは，すでに述べたように多く
の介入研究によって明らかになっているが，その
ような認知的スキルがどのように測定できるかに
ついて示した研究は多くないということである．
例えば，Epsteinら₁₇）は認知的スキルの一つであ
る意思決定スキルが豊富であるほど青少年の喫煙
が少なくなることを明らかにするための研究を
行っている．しかし，意思決定スキルの豊富さは，
ストレスコーピングの尺度₁₈）からの転用，しかも
わずか ₄項目を抜き出すことにより測定しており，
尺度の信頼性や妥当性についての検討は十分とは
いえない．前述の認知的スキルを取り入れた健康
教育の有効性を評価した介入研究も健康教育プロ
グラムの効果は立証しているが，それが認知的ス
キルの向上によりもたらされた効果なのかについ
ての記述はなされていない．したがって，健康教
育上の効果が，認知的スキルの導入によりもたら
されたのか，それとも，それ以外の要素による部
分が大きいのかに関して結論を下すことが難しい
といえる．
　これまで述べた研究の現状を概観すると，健康
教育において，認知的スキルが注目されているに
もかかわらず，その概念や測定方法に関する研究
の蓄積は不十分であるといわざるを得ない．特に，
自己管理行動全般に関わるような認知的スキルの
測定法は皆無といってよい状況である．それは，
対人場面におけるスキルに関しては，臨床心理学，
社会心理学などの分野で継続的に検討がなされて
きたのに対して，自己管理に関わるスキルに関し
ては，主として健康教育の実践的研究の場で試行
錯誤的に検討が行われてきたためであると考えら
れる．したがって，健康教育分野において，今後，
さらに認知的スキルを有効に，かつ，合理的に活
用していくためには，自己管理に関わる認知的ス
キルに関する基礎的な研究が不可欠だと考えたの
である．

Ⅱ　これまでの研究に関する成果

　研究成果に関しては，日本健康教育学会誌を始
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めとして，学術雑誌に発表済みなので，ここでは
その概要のみ示す．関心のある方は，是非，論文
に当たっていただきたい．
1 ．自己管理スキル尺度の開発と評価

　私が最初におこなったのは，自己管理に関わる
認知的スキルの尺度の開発である．なぜなら，す
でに述べたように，ライフスキルなどへの大きな
注目にもかかわらず，その測定に関する研究成果
の蓄積が乏しいと考えたからである．そこで，自
己が望む行動を実現する上で有効であり，また，
いろいろな行動場面で活用可能な一般性の高い認
知的スキルを自己管理スキル（以下，SMS）と名
付け，その尺度を作成することとした．
　健康教育実践での認知的スキル活用の姿ともい
えるライフスキル教育における目標例などを参考
に作成した₂₀項目の予備的な項目を精選し，₁₀項
目 ₄段階尺度の SMS尺度を作成した₁₉）．
　SMS尺度は，大学生における調査により再テス
ト信頼性が，また成人男女等を対象とした調査に
より内的整合性が確かめられた．また，妥当性に
関しては，自己管理スキルが豊富な者は実際に自
分の行動をよく制御しているという前提に立ち，
成人男女の禁煙の成否₁₉）及び大学生男女の授業へ
の出席状況₂₀）をもとに検討を行った．いずれも，
SMS尺度の得点が高い者ほど自己管理行動が実現
できている傾向が見られ，概ね妥当性が認められ
た．また，大学生を対象として，SMS尺度と

Rosenbaumのセルフ・コントロール・スケジュー
ルとの関連₂₀），SMS尺度と社会的スキルの尺度
（KiSS -₁₈）との関連₂₁）を検討した結果，併存的妥
当性が認められた．
2 ．SMS尺度と保健行動の関連

　自己管理スキルと保健行動との関連に関しては，
妥当性の検証の段階で調査した成人の禁煙行動以
外にも糖尿病患者の食事や運動などの行動₂₂），高
校生のストレス対処₂₃），大学生の性行動₂₁）などと
の関連を検討し，自己管理スキルが豊富であるほ
ど健康的な行動をとる傾向があることを確かめて
いる．
　これらの結果は，保健行動の多くは実現や維持
が難しいために，自己管理のスキルの豊富さによ
り，その成否が左右されることを示していると考
えられる．
3 ．SMS尺度の内部構造と年齢との関連

　また，開発した SMS尺度を用いて，中学生か
ら成人までの広い年齢集団における自己管理に関
わる認知的スキルの実態を分析している₂₄）．さら
に，それと同時に自己管理スキルの内部構造に関
する検討も行った．その結果，中学生を対象とし
た結果に関してはやや疑問の余地が残るものの，
自己管理スキルには，年齢にかかわらず「問題解
決的に取り組むスキル」「否定的思考をコントロー
ルするスキル」「即座の満足を先延ばしするスキ
ル」の ₃因子が存在すると考えられること，全体

表 1　自己管理スキル（SMS）尺度の項目

何かをしようとするときには，十分に情報を収集する．
難しいことをするときに，できないかもしれないと考えてしまう．*
失敗した場合，どこが悪かったかを反省しない．*
何かを実行するときには，自分なりの計画を立てる．
失敗すると次回もダメだろうと考える．*
作業しやすい環境を作ることが苦手だ．*
困ったときには，まず何が問題かを明確にする．
しなくてはならないことよりも楽しいことを先にしてしまう．*
何をしたらよいか考えないまま行動を開始してしまう．*
自分ならできるはずだと心の中で自分を励ます．

各文が自分に当てはまるかどうかについて「当てはまる」「やや当てはまる」
「あまり当てはまらない」「当てはまらない」から選択させ，それぞれ ₄点～
₁点を与え合計する．ただし，逆項目（*）については ₁点～ ₄点とする．
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としては，自己管理スキルは年齢とともに向上す
るが，特に，ベーシック認知的スキルと考えられ
る「問題解決的に取り組むスキル」は比較的早期
に，メタ認知的スキルと考えられる「否定的思考
をコントロールするスキル」「即座の満足を先延ば
しするスキル」は比較的遅い時期に向上すること
などが示唆された．
3 ．SMS尺度の健康教育への応用

　自己管理に関わる認知的スキルが保健行動と関
連していたとしても教育によって変容するもので
なければ健康教育的な価値は低い．そこで，自己
管理に関わる認知的スキルを育成するための教育
実践を高校生の保健の授業において行う介入研究
を実施し，自己管理スキルの変容を試みている₂₅）．
　「問題解決的に取り組むスキル」「否定的思考を
コントロールするスキル」「即座の満足を先延ばし
するスキル」を向上させるような工夫を行った授
業の結果，自己管理スキルは向上し，それは，
₃ヶ月後にも継続していた．それにより，自己管

理スキルは，教育的介入により向上可能であるこ
とが示された．

Ⅲ　社会とのつながり

　ここで紹介したような研究自体が，社会を変え
ていく人間を育成するような健康教育の実現のた
めにあると考えているが，さらに，私個人として
は，主として学校における保健の授業を通して社
会との接点を持ってきた．
　良いにせよ悪いにせよ，日本は，先進国の中で
は，学校教育に関して極めて中央集権的な国と言
える．それは，学校教育法に，各学校の教育課程
は文部科学大臣の定める学習指導要領に従わなく
てはならないこと，また，用いる教科書も学習指
導要領に沿って検定を受け合格したものでなくて
はならないことが定められていることによく現れ
ている．
　その意味で，公衆衛生学関係者をはじめとして
日本における健康問題に関心のある方々が，どう

表 2　SMS尺度の伸びの 2群比較（平均値±標準偏差）

事前調査から事後調査 t値 事前調査から追跡調査 t値

授業群（n=₁₁₀） ₀.₉±₂.₉
₃.₇***

₁.₄±₃.₂
₃.₄**

対照群（n=₁₃₆） －₀.₅±₂.₈ ₀.₂±₂.₆

**：p＜₀.₀₁　***：p＜₀.₀₀₁

図 1　SMS尺度の内部因子ごとの平均得点
（中学生1₄₄名，高校生₄02名，大学生223名，成人₅01名）

注）中学生の得点には疑問の余地がある．詳しくは論文₂₅）に当たっていた
だきたい．
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して学習指導要領に関心を持たないのか疑問を持
つ．なぜなら，学習指導要領にしたがって，幼稚
園から高校まで日本の子どもたちは健康について
学んでいくからである．後で例に出す高校におい
ても，週 ₁時間ずつ ₂年間にわたって保健を学ん
でいくのである．そこが変われば社会も変わると
考えないのであろうか．
　もちろん，学校教育には学校教育の論理があり，
外からは容易に口を出せない面もあるかもしれな
い．私自身も学校のことをよく知らない人に無茶
なことを言われ閉口した経験が何度もある．しか
し，それ以上に，多くの方が学校における健康教
育に無関心であることに失望することが多い．学
校における健康教育は，国民の健康のための貴重
な財産である．学校教育の専門家も部外者も健康
を大切に思っているなら真剣に考えなくてはなら
ない性質のものなのではないだろうか．
　最後に，私自身と社会とのつながりの具体例と
して，私もかかわった教科書₂₆）から私自身の研究
にかかわる部分を（図 ₂，₃），保健の授業と社会

図 2　認知的スキルにかかわる教科書の記載例 1 図 3　認知的スキルにかかわる教科書の記載例 2

とのつながりの具体例として，同じ教科書から
ヘルスプロモーションにかかわる部分を引用する
（図₄，教科書内の図としては図 ₆とされている）．
後者の根拠については，高等学校の学習指導要領
解説（学習指導要領本体と対になる文部科学省の
出版物である）には，「ヘルスプロモーションの考
え方に基づき，健康を保持増進するには，環境づ
くりが重要であることを理解できるようにする．
その際，健康を保持増進するための環境には，自
然環境，及び政策や制度，地域活動などの様々な
社会環境があることを理解できるようにする．ま
た，一人一人が健康に関心をもち，健康に関する
適切な環境づくりにかかわっていくことが必要で
あることにも触れるようにする．」₂₇）との記述があ
る．
　会員の皆様は学校における健康教育に関心を引
かれないであろうか．あるいは学会として貢献し
ようと考えないのであろうか．本稿が，学校から
はじめる健康な社会づくりに少しでも関心を持っ
ていただくきっかけになればうれしく思う．
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