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研究チーム

• 夏目季代久（九州工業大学大学院生命体工学研究科教授、FeRCリサーチ部会委員）
• 磯貝浩久（九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科教授、FeRC理事⾧）
• 西薗秀嗣（九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科教授、FeRCリサーチ部会委員）
• 神崎保孝（福岡県教育委員会SCスーパーバイザー、臨床心理士、FeRCリサーチ部会委

員）
• 阪田俊輔（九州産業大学健康スポーツ科学センター助教、FeRCリサーチ部会委員）
• 本山清喬（九州産業大学健康スポーツ科学センター助教、FeRCリサーチ部会委員）
• 溝上雅彦（特定非営利活動法人健康な社会をつくる会理事⾧）
• 斉藤嘉子（一般社団法人行動評価システム研究所、FeRC事務局）
• 堤喜彬（九州工業大学大学院生命体工学研究科・大学院生）
• 安部恵梨菜（九州工業大学情報工学部・学部生）
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概要

• 幸福感がeスポーツによって高められる可能性、
• 実行/遂行機能や注意機能の改善される可能性、
• 短期（作動）記憶処理の改善される可能性、
• 配分性注意、認知的柔軟性の低下が抑制される可能性
が示唆され、身体機能が部分的に改善された。

※より発展的な調査研究の必要性が示唆され、今後の継続的な実
施が期待される
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実験日程と参加者
【期間】
• 2020年10月6日から12月1日
【対象】
• 豊前市在住の高齢者29名（男性13名、女性16名）、平均77歳（65～97歳）
• eスポーツ実施群16名、対照群13名
• eスポーツ実施群はぷよぷよ7名、グランツーリスモ9名
【eスポーツタイトル】
• ぷよぷよ（パズルゲーム）
• グランツーリスモSPORT（レースゲーム）
【設置場所】
• ケアポートぶぜん内フィットネスクラブWell-Being
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高齢者の幸福感へのeスポーツ
実施の影響
磯貝浩久（九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科教授、FeRC理事⾧）
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＜調査内容＞
改訂版PGCモラール・スケール （The 
Philadelphia Geriatric Center Morale Scale）

改訂版 PGC モラール・スケールは、
I 「心理的動揺（不安感）」、
II 「老いに対する態度」、
III 「孤独感・不満足感」の 3 因子からなることが検証されている。

PGC モラール・スケールは被験者にご自分で記入して貰った。
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図１ 不安感 図２ 老に対する態度

図３ 孤独感・不満足感 図４ モラール全体
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考察とまとめ、課題

e スポーツ群（パズル系ゲームのぷよぷよとカーレース系のグランツーリスモ）及び、コ
ントロール群の生きがい度を幸福感という観点からPGCモラールスケールを用いて、実
施前後で比較した。
その結果、eスポーツ群の「老いに対する態度」が実施後に向上（有意傾向）していた。
すなわち、eスポーツを実施することによって、役に立たなくなったなどの否定的な気持
ちが低下して、昔と同じように元気であるといった肯定的な気持ちが向上したと考えら
れる。
その他「不安感」「孤独感」の結果は、群間（eスポーツ・コントロール）及び、プレポ
スト間で有意な変化は見られなかったものの、eスポーツ実施群の幸福感が望ましい方向
に変化していたことが示された。

高齢者がeスポーツを実施することによって、幸福感を高められる可能性が示唆された。

課題
対象とした人数の少なさや、記入デーだの不足などが影響していると考えられるため、
今後は対象をさらに拡大して検証していく必要があると思われる。
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Trail Making Testによる高齢者
の認知機能とeスポーツとの関
連性の検討
神崎保孝（福岡県教育委員会SCスーパーバイザー、臨床心理士、FeRCリ
サーチ部会委員）
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 Trail Making Test（TMT）とは？
 神経心理学的検査法の一種
 実行／遂行機能や注意機能を検知可能
 自動車運転の適性も評価可能

 TMT-A
 数字「１～２５」が無作為に配置
 １→２→３…と，可能な限り早く線を引く

 TMT-B
 数字「１～１３」，平仮名「あ～し」が無作為に配置
 １→あ→２→い→３→う…と，交互に可能な限り早く線を引く

Trail Making Testによる認知機能の検討
神崎保孝（福岡県教育委員会SCスーパーバイザー，臨床心理士）

▲TMT-B

❏方法
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 実施期間前後のTMT-A・Bの各所要時間を比較
 TMT-A：eスポーツ実施群は短縮，統制群は遅延
 TMT-B：eスポーツ実施群に比べ，統制群はより遅延

Trail Making Testによる認知機能の検討
神崎保孝（福岡県教育委員会SCスーパーバイザー，臨床心理士）

❏結果
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 高齢者の認知機能の経過を比較検証した結果，
TMT-A・Bいずれも，eスポーツ実施群が成績で上回った

 高齢者においては，eスポーツへの取り組みと，
実行／遂行機能や注意機能の改善（TMT-A），
認知的柔軟性などの低下抑制（TMT-B）に関連性が示唆

 TMTは自動車運転の適性評価にも活用があるため，
運転に係る認知機能の改善や低下抑制の可能性もある

⇒人数の拡大，期間の延長などにより，さらなる検証を！

Trail Making Testによる認知機能の検討
神崎保孝（福岡県教育委員会SCスーパーバイザー，臨床心理士）

❏考察
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1バックタスクによる高齢者の
認知機能とeスポーツとの関連
性の検討
夏目季代久（九州工業大学大学院生命体工学研究科教授、FeRCリサーチ部
会委員）
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実験手順 1バックタスク
1. 左右に図形が1秒間毎に表示
2. 図形を1秒間非表示にしたのち図形を再表示
3. 表示された2つの画像のうち、前画面の図形と変化して
いればその図形を押す。もし変化していなければ「同
じ」を押してもらう。

4. 画像の再表示は4秒間持続し、4秒経過すると次の問題に
進む。

5. これを 20回繰り返し、正答率と解答時間を記録

6. 図形の種類は
〇△□！#¥&★→←↓↑※◎♪@◇▽
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プレ・ポストの1バックタスクの解答時
間及び正答率変化
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考察と今後の課題

• 【考察】
• eスポーツ実施群、対照群共に1バックタスクの解答時間が短くなり、

正答率は上昇した。交互作用は両群共に無かった。しかし、eスポーツ
実施群では、実施中の自己評価の差と、プレ/ポストの解答時間差、正
答率差の間に有意な相関が観察された。またある条件を設定するとeス
ポーツ実施群の方が解答時間が短くなり、正答率が上昇するという結
果も明らかになった。

• eスポーツ実施はワーキングメモリ増強に寄与する可能性を示唆すると
考えられる。

• 【今後の課題】
• 被験者数を増やして今回の結果をもっとクリアにする。各被験者に

あった課題難易度を設定してeスポーツ実施の効果を検討したい。
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高齢者のｅスポーツ実施によ
る身体的能力（筋力と平衡
能）への効果
西薗秀嗣（九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科教授、FeRCリサー
チ部会委員）
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測定方法

握力（Kg） （文部科学省 新体力テスト 2002）

デジタル式握力系により、立位で右、左、右、左の順で4回、測定する。左右それぞれの高い値を平均して求めた。

握力は全身の筋力を反映する指標の 1 つであり， 他の筋力指標と比べて測定が簡便でる。
握力レベルの低下は総死亡のリスクを増 加させることが知られている。

開眼片足立時間（秒） （文部科学省 新体力テスト 2002）

バランス機能テストの一つで、2回測定し、良い方の値を採用した。

方法：片脚立時間を測定する。腰に手をあて、片方の下肢を浮かして立位を保持、浮かした側の下肢が地面に着く、手が腰
から離れるまで、あるいは倒れそうになるまでの時間を測定。

バランス機能は、支持基底面に対して重心を制御する能力で、姿勢安定性ともいわれ、支持基底面とは支持面（床）と接触し
ている境界で囲まれた範囲で、立位では、両足で囲まれた範囲となる。足を閉じた閉脚は支持基底面が狭く、足を開いた開脚
では支持基底面は広くなり、身体の重心の鉛直投影点が支持基底面内にある場合には倒れにくく、支持基底面の外へ移動する
と倒れるか、支持基底面を変更させる必要がある。

時間が長いほど、バランス機能が良好である。長く続けられる被験者では、60秒で打ち切った。

おおよその基準として、15秒：ほぼ自立した生活が可能 ５秒：屋内、施設内でほぼ自立した生活が可能と提案されている。

脳卒中や脊髄障害、末梢神経障害などの神経系疾患、前庭迷路系の疾患、下肢の変形性関節症などの整形外科疾患など
に加えて、内部障害などによって安静を強いられた後などでもバランスは低下する。
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握力で、ぷよぷよ/テトリス群でプレポスト間で7名中、6名で向上が認められた。
平均値では1.5 kg上がった。グランツーリスモでは変化はなかった。

握力
１ ゲーム内容により、群間で有意な差がみられる。
（グランツーリスモ＞ぷよぷよ、グランツーリスモ＞コントロール）
２ ただし、プレイ前後の有意な差は、全てのゲームにおいてみられない。
３ ゲーム内容及びプレイ前後の有意な交互作用はみられない。

バランス
１ ゲームタイトルにより、有意な差は見られなかった。

結果
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考 察

地域在住の高齢者における e スポーツ実施によって、身体的機能から筋力と平衡能を実測し、
e スポーツの効果について評価した。 e スポーツ実施による身体機能の改善という仮説は部分的
には認められた。

e スポーツ実施前後に、積極的な機能の向上は、統計的な有意性は認められなかった。
これについては、対象が福岡県豊前市の高齢者６５歳以上の男女２９人であったが、運動能力の
分布に幅があり、e スポーツ実施群とコントロール群の設定に平均値を合わせる必要があった。
しかしながら、他の認知・脳機能との研究上、困難であろう。

高齢者の e スポーツ参加で生活に活性が見られるなど、プラスの評価も指摘されるが、今回の
e スポーツの参加者の健康意識や身体的能力が平均的な高齢者より、高いことは想定できる。

岸本ら（2014）は久山町研究の追跡調査の成績を用いて、握力レベルと総死亡および死因別死
亡の関連を検討した。握力レベルは総死亡および悪性腫瘍を除いた他の原因による死亡のリスク
との間に他の危険因子と独立した有意な負の関連が認めた。

イタリアの地域高齢住民を対象とした断面研究Abbatecola et.al (2005)によると，握力レベルと
インスリン様成長因子(IGF-1)との間に正の相関がある。IGF-1 は筋細胞の増殖・分化にかかわり
細胞死を抑制する蛋白として知られ、IGF-1 の減少がインスリン抵抗性や耐糖能異常、虚血性心
疾患の発症と関わり、死亡リスクを高めるとしている。つまり，握力低下と循環器疾患による死
亡リスクとの関連には，IGF-1 減少が介在しているとも考えられる。
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今後の課題

• 被験者数を多くする
• eスポーツ実施期間の延⾧
• 動機づけの維持などの仕掛けを導入
•

※今回の第一弾研究を踏まえ、より発展的な調査研究について検
討可能
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【豊前市様へのご提案】

• 研究グループとしては引き続き、研究を継続していきたいと考
えています。豊前市様として今後もeスポーツ調査研究および
高齢者のためのeスポーツ普及に発展的に取り組まれるよう、
ご検討頂けましたら幸いです。
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