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研究成果の概要（和文）
：地域のソーシャル・キャピタル、即ち人々の結束や信頼を高めるよう
な社会的ネットワーク資源の醸成が、高齢者の健康維持に貢献することが期待されている。し
かし、健康資源が人的ネットワークを介してどのように伝達し、個人の健康へと影響していく
かについては明らかになっていない。本研究では、数理社会学の「ネットワーク分析」手法を
用いて、高齢者のネットワークのダイナミズムと健康との関連を理解することを目的として、
ネットワーク分析手法の公衆衛生領域への応用を試み、また、そのための課題整理を行った。
初年度に山梨県 A 町の全高齢者を対象に健康状態、社会経済状況、心理社会状況、生活習慣、
および社会的ネットワーク等に関する郵送質問紙調査を行った。2 年目以降は、山梨県内で歴
史的に継続実施されてきている無尽講（回転型貯蓄金融講）やその他の地域活動へ参加してい
る人を対象に訪問調査を実施し、各無尽講のグループ内、およびグループ間の関係性に関する
量的・質的データを構築した。このデータを日本老年学的評価研究データと個人リンケージし
て分析した結果、ソーシャル・キャピタルが、個人のメンタルヘルス（抑うつ傾向）に対して
抑制的に関与し、ネットワーク内における情緒サポートの授受の関与が示唆された。また、無
尽講への参加には二面性があり、楽しみながら高強度に参加している場合死亡リスクを下げる
が、掛け金が高すぎるストレスフルなグループへの参加は逆効果となることが明らかになった。
本研究により、地域組織を媒体としたネットワークデータが公衆衛生研究へと応用可能である
ことがわかった。また、大規模調査においてネットワークデータを取得する際の課題が整理で
きた。本研究は基盤研究Ａ「高齢者における健康の社会的決定要因に関する大規模パネル調査
（代表：近藤尚己）」へと引き継がれ、今後長期の縦断的な分析を進めていく。
研究成果の概要（英文）
：The concept of social capital has become popular in the last two
decades, as it may contribute to health promotion of older adults. Social capital posits the
community characteristics that develops interpersonal ties, trusts, and the norm of
reciprocity. To understand the dynamisms of the association between social capital and
health, the network analysis developed in the field of sociometry may be useful in the field
of public health research. The aim of this study was to understand the feasibility and
challenges of the application of network analysis on public health research and
investigated the interpersonal exchange and contagion of health and health resources
within and between groups in a community. We conducted a mailed survey on health and
social relationships for all older residents over 600 people in a rural town in Yamanashi
Prefecture, Japan, where the traditional financial self-help group activity called “mujin”
has still been actively operated. We further gathered information on detailed information of
name generators for mujin memberships from the study participants who answered that
they had participated in one of more mujin activities, using a snowball survey technique.
We succeeded in capturing most of mujin groups in the town. We found that persons who
participated in mujin actively with a positive attitude were less likely to develop functional
disability than nonparticipants of mujin independent of other potential confounding factors.
However, those who participated in mujin groups, whose primary purpose was financing,

were linked to rather increased risks for functional decline. With this study we found that
the network analytic data can be gathered and useful in the setting of public health
research, and some challenges were also identified. Further studies would be needed to
understand the mechanisms of those positive and negative impacts of mujin on health in
terms of the network dynamics within group members, which will be done in our next
5-year research projects.
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