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原 著

肢体不自由者の外出行動に関わる影響要因について

浅賀　忠義・黒澤　和隆＊

An　Analysis　of　the　Factors　Affecting　Going　out　for

　　　　　　　　　　the　Physically　Disabled

Tadayoshi　Asaka　and　Kazutaka　Kurosawa＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract

　　We　carried　out　an　analysis，　using　405　physically　disabled　subjects，　of　the　factors　affecting

their　going　out，　based　on　their　trallsfer　capability．　We　found　that　the　transfer　capability

greatly　affected　the　frequency　of　going　out，　and　excluding　the　winter　months，　even　in　the　group

with　the　highest　transfer　capability，皿ore　than　60％felt　a　sort　of　hesitation　when　doing　so．

Reasons　given　were　transfer　irnpediments，　physical　reasons，　and　anxiety　and　fear．　The

analysis　showed　that　anxiety　and　fear　were　experienced　especially　at　pedestrian　crossings　and

crowed　places　by　many　of　the　physically　disabled　who　were　able　to　walk，　compare　to　wheel－

chair　users．　Various　impaired　functions，　for　example　spasticity　and　ullilateral　Ileglect，　were

assumed　to　be　the　cause　of　this　anxiety　and　fear．　The　results　of　our　analysis　showed　that　we

must　try　to　change　the“physically　disabled＝wheelchair　ilnage”，　and　consider　environmental

conditions　for　assisting　the　physically　disabled　who　are　abled　to　walk．

要 旨

　本研究は，肢体不自由者の人的交流範囲を拡

大できるような環境整備のあり方についての基

礎的資料を得ることを目的としており，本報で

は外出行動に関わる阻害要因についての分析を

試みた。

　郵送によるアンケート調査の結果，405名の

有効回答者が得られ，基本的属性としては半数

以上が脳血管障害者で6割以上が歩行可能者で

あった。外出移動では，自然的悪条件を除いた

場合でも7割以上が躊躇を感じており，移動上

の問題の他に，疲労といった身体的問題や不安

や恐怖感といった阻害感情が主な要因であるこ

とが解った。また，不安や恐怖感はとくに人混

みや横断歩道で，車椅子使用者より歩行可能者

が多く抱いていることが解った。従って，従来

の能力障害の重視からくる車椅子使用者に傾注

した環境整備に加えて，とくに歩行可能者に対

しての不安や恐怖感を考慮した対応策の必要性

を強調した。

1．はじめに

　近年，ノーマライゼーション理念に基づく住

環境の整備再編の動きが高まっている。一般に

身体障害者は，その人的交流に大きな制約を受
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けがちであるが，この制約をできるだけ取り除

くことはこれからの住環境整備のあり方に大き

く関わっている。身体障害者は友人・知人の接

客時や，知人宅への訪問や散策・ショッピング

などの外出行動時に様々な不都合をかかえてい

よう。この研究では，肢体不自由者を対象とし

てその人的交流範囲を拡大できるような住環境

整備再編のあり方についての基礎資料を得るこ

とを目的としており，日報では肢体不自由者の

外出行動に関わる阻害要因について分析する。

　分析を進めるにあたって，まず身体障害者の

「障害」をどのように捉えるかを明確にしてお

く必要がある。障害を「機能障害」「能力障害」

「ハンディキャップ」の3つのレベル注1）で捉え

ることは日本ではほぼ定着した感がある

が注2），環境因子が無視されているなど様々な批

判も生まれている注3）。本報では，とくに障害の

3つのレベルと環境との関連性について，機能

障害および能力障害が疾病によって個人にもた

らされ，その個人と環境との不適合が社会的に

具現化したのがハンディキャップであるとする

捉え方に基づいている。従って，ハンディキャッ

1）1980年目WHO（世界保健機関）が発表した「国

　際障害分類試案」は，病気そのものではなく病

　気に引き続くものに認識の焦点を当て，機能障

　害，能力障害，ハンディキャップという次元・

　質の違いを打ち出した点に大きな意義がある

　　とされている。機能障害とは心理的，生理的，

　又は解剖的な構造又は機能の喪失又は異常で，

　能力障害とは人間として正常と見なされる方

　法や範囲で活動していく能力の制限や欠如で，

　ハンディキャップとは機能障害や能力障害の

　結＝果としてその個人に生じた不利益であると

　定義している（文献1，第2章）。

2）1970年代の半ばから後半にかけて，上田は障害

　　を3つのレベルからなる階層構造として規定

　　し，それぞれに対応する異なった評価とアプ

　　ローチの方法を提起し，それは日本リハビリ

　テーション医学会の合意となっている（文献
　　2）。

プを捉えるためには，その要因となる能力障害

のみならず機能障害と環境との相互関連につい

ても明らかにしておく必要がある。

　従来より，身体障害者の住環境に関する研究

鰍3）謝においては，移動能力を主たる分類要素

とし住空間構成に関わる多様な環境要素につい

て総合的な分析を展開しており，有効な知見が

蓄積されてきている蘭。また，身体障害者を配

慮した設計標準においては，能力障害への対応

に重点が置かれ，とくに肢体不自由者では移動

能力の低下している車椅子利用者に対する整備

が中心的課題となっているように伺える醐。し

3）「試案」への批判は相互に入り組み関連してい

　るが，佐藤は（1）全体の構成モデル，（2）病気，機

　能障害，能力障害，ハンディキャップの関係，

　（3）機能障害の概念と分類，（4）能力障害の概念と

　分類，（5）ハンディキャップの概念と分類，（6）そ

　の他の6つに分類しており，とくに全体構成モ

　デルでは環境因子が位置づけられておらず医

　学モデル・個人還元主義だとする批判である

　　（文献1，第4章）。

4）青木・片岡氏ほかの一連の研究では，移動能力

　に着目しながら，ADLとの関連，本人の地位・

　役割，世帯類型，持ち家・借家の別などを含め

　て総合的な住み方の評価を展開している（文献

　　3）。湯田氏の研究においても，移動能力を基準

　に，障害児の成長・発達，介護程度，住宅各部

　の移動上の問題などから不便性についての要

　因を分析している（文献4）。また，古賀氏は障

　害内容の多様性から移動能力のみならず能力

　障害を全体的に捉えての分類を試みている（文

　献5）。住居外書；境では秋山氏はとくに交通環

　境に関して，バスステップの昇降といった動作

　能力を視点に満足度を分析している（文献6）。

5）情報障害，移動障害，動作巧緻障害の3つの能

　力障害からみた分類とそれぞれに対応する物

　的配慮が示されているが，機能障害と環境整備

　　との関連性については充分に説明されていな

　い（新建築学大系32　第6章，日本建築士会連

　合会「身体障害者の利用を考慮した建築設計標

　剃）。
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表1　移動能力の分類

移動能力
分類別

外出時 住宅内 分類基準

独立歩行群 56人（13．8％） 55人（13．6％） 歩行は可能。

自立歩行群 207人（51．1％） 237人（58．7％） 歩行は可能だが，装具・杖類が必要となる。

車椅子自立群 33人（8．1％） 58人（14．3％） 歩行は不可能。車椅子移動および車椅子からの移

謔ﾍ可能。いざり，四つ這い移動も含まれる。

車椅子介助群 109人（26．9％） 54人（13，4％） 車椅子移動または移乗動作において介助を要す

驕B

計 405人（100％） 404人（99．8％）

かしながら，多様な機能障害を考慮した場

合注6），例え移動障害が軽度の「歩行可能者」で

あっても，外出時には様々な不都合が生ずるこ

とは少なくない。さらに対象疾患においては，

車椅子利用率が高い脊髄損傷に傾注しており，

肢体不自由者の中で最も多い脳血管障害を対象

としているものは極めて少ない。よって，本報

における調査対象では，全国の肢体不自由者比

率に類似することを意図した。

　また，住環境整備に関する肢体不自由者の分

類基準においては，疾患別の動作特性に留意す

る必要があるものと思われ，その違いが明らか

でしかも介助の必要性が高い「移乗動作」を移

動能力に含めた方がより適しているものと考え

る。以上のような観点から，本調査研究は，肢

体不自由者の外出行動の阻害要因に関して，移

動・移乗能力別（以下，移動能力別とする。）に，

共通点と相違点について分析する。

6）青木氏，古賀氏がそれぞれ取り上げている障害

　特性，機能形態面の障害は，いずれも厚生省に

　　よる身体障害者福祉法を参考にしているもの

　で，医学的には一般的に理解されやすい一側面

　でしかない（文献3　その2，文献5）。湯田氏

　は知能，感覚障害，痙直，失調，といった機能

　障害を医学的評価として障害児の特性に含め

　ている（文献4）。

2．調査の概要と肢体不自由者の分類

2－1．調査の概要

　調査は郵送によるアンケート調査で，札幌市

と旭川市に位置するリハビリテーション科を持

つ7病院の退院患者（903名）と1障害者団体の

会員（266名），総数1169名に配布し，回収数

558（回収率47．7％）の中から肢体不自由者の有

効回答者405名を対象とした。調査期間は平成

5年2月から同年3月までであった。

2－2．肢体不自由者の移動能力別分類

　移動能力を基準に4つに分類した（表1）。移

動・移乗動作の自立群といずれか一方でも介助

を要する「車椅子介助群」に大別し，自立群の

なかで車椅子が必要な群を「車椅子自立群」と

した。歩行可能者は，さらに装具・杖類を必要

とする「自立歩行群」と必要としない「独立歩

行群」とに分けた。

3．肢体不自由者の属性に関する影響

　　要因

3－1．疾患・移動能力別にみた属性

　疾患別では脳血管障害が54．1％をしめてお

り，全国的にも最も多いこの疾患特有の機能障

害・能力障害を強く反映する結果として全体を

捉えることができる（表2）。移動能力では，こ

の疾患の6割以上が自立歩行群に集中しており
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表2　疾患・移動性能力構成

移動能力
疾患名

独立歩行群 自立歩行群 車椅子自立群 車椅子介助群
計 全国

脳血管障害 30（13．7％） 135（61．6％） 2（0．9％） 52（23．7％） 219〈54．1％〉 23．1

骨関節疾患 4（26．7％） 7（46．7％） 1（6。7％） 3（20，0％） 15〈3．7％〉 15．8

り　ウ　マ　チ 1（7．1％） 7（50．0％） 0（0。0％） 6（42。9％） 14〈3，5％〉 6．2

脊　髄　疾　患 1（0．6％） 9（23．7％） 16（42．1％） 12（31．6％） 38〈9．4％〉 5．2

脳　性　麻　痺 2（28．6％） 4（57．1％） 1（14．3％） 0（0．0％） 7〈1．7％〉 4．2

脊髄性小児麻痺 4（26．7％） 6（40．0％） 2（13．3％） 3（20，0％） 15〈3．7％〉 3．6

そ　　の　　他一一一一一一一一一　　　一一　一 14（14．4％）　　　　　　　　39（402％）■一”一一一一一一一一一一一一一一一需｝一一一一一一一一一　　　一一　”弾一覧F一一一一一一一一一一一一一一一一一10（10。3％） 34（35．1％） 　97〈24．0％〉　　　　　　牌一一一一一一一一一 　40，9　－　　■一画，

脊髄小脳変性症 2（9．1％） 10（45．5％） 1（4．5％） 9（40．9％） 22〈5．4％〉

パーキンソン病 3（18．8％） 5（31．3％） 0（0．0％） 8（50．0％） 16〈4．0％〉

他 9（15．3％） 24（40．7％） 9（15．3％） 17（28。8％） 59〈14，6％〉

計 56〈13．8％〉 207〈51．1％〉 33〈8．1％〉 109〈26．9％〉 405〈100．0％〉 100．0

※〈〉内は405を母数とし，（）内は各疾患の計を母数とした。

※全国のデータは昭和62年度身体障害者実態調査報告（％）

車椅子自立群はわずかに0．9％足らずで，ほと

んどの疾患で同様の傾向が示されている。唯一

違う特性を示しているのが脊髄疾患で，車椅子

自立群が42．1％と最も多い。その理由として，

手動車椅子の有効性は障害者の両上肢と体幹機

能が維持されてこそ発揮されるものであり，例

えば脳血管障害ではその多くが半身麻痺を呈す

ることにより，特に屋外では有効性が軽減して

いることが考えられる。我が国において歩行困

難者に対しては一般に手動車椅子が適用となる

が，電動車椅子の普及は極めて少ない。従って，

移動能力別に肢体不自由者を捉えた場合，車椅

子に対応した物的環境整備の他に移動用福祉機

器の開発や電動車椅子の給付対象者の拡大と

いった福祉政策の改善など多方面からの対応の

必要性が考えられる。またなによりも，車椅子

使用者より多いと考えられる歩行可能者を含め

た環境整備が強調されるべきである。

3－2。年齢層別にみた属性

　脳血管障害者は60歳代が最：多で50歳未満で

急に減少することから注7），65歳未満を50歳未

満とそれ以上に，65歳以上を75歳未満の前期

高齢者とそれ以上の後期高齢者の計4層に分類

した。その結果，年齢層が高くなるほど脳血管

障害がしめる比率も高まり75歳以上では約8

割をしめているのに対し，50歳未満では2割程

度しかおちず脳血管障害の特徴をあまり反映し

ない唯一の年齢層となっている（図1）。

　性別では全体で男性（58．3％）の方が女性（41．

7％）よりやや多く，その傾向は50～64歳の層で

脳血管障害者の率が高くなることから男性が

65．8％と特に多くなり後期高齢者では寿命の差

から女性の方が58．5％と多くなっているもの

と考えられる（表3）。年齢層別にみた移動能力

では車椅子自立群は脊髄疾患のしめる率が他の

年齢層より高い18～49歳で18．0％と最も多く

なっているが，車椅子介助群は高齢者になると

増加し後期高齢者層では半数近くまで急増して

いるのが解る（図2）。従って，年齢層別に肢体

不自由者を捉えた場合，若年層では多くの疾患

が混在していることを認識し，後期高齢者層で

は特に介助者に対する配慮を重視する必要があ

る。

7）入院中の脳血管障害者2189名を対象に調査し

　た結果，60歳代が最多で31．4％をしめ，50歳

　未満では8．4％足らずであった。また，男性は

　女性の約1，6倍であった（文献7）。
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　　　　　図1　年齢・疾患構成
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表3　年齢・性別構成

単位：人

年齢層 男性 女性 計

18～49

50～64

65～74

75～

44＜49．4％＞　　　45〈50．6％＞

102〈65．8％＞　　　53＜34．2％＞

67〈62．0％＞　　　41＜38．0％＞

22〈41．5％＞　　　31〈58．5％〉

89（　22．0％）

155（　38．3％）

108（　26．7％）

53（　13．1％）

計235（58，0％）170（42，0％）405（100．0％）

※（）は405を，〈〉は各年齢層別の計を母数とした。

％
100

80

60

40

20

　0

　6殴
（18．0％）

、　、　、　、　、　、

こ二こ二こ二こ二こ二こ二

こiこ三41：1こ1

（46．1％）
ミニミニミニミニミニミニ

　　　　　　　　（2．8累）
　　　　　　　　’、’、’、’、’、’、’

　　　　　　　　’ンこ53：こ’こ’

一一謄9
i60．0完）一一一雪（48．6兎）

　14
（15．7％

灘1…………i…1螢i…i…i………

灘、…（31鐡一一一一

ii嚢iiii

ii…i…li…囎

騨

（37．7毘）

翻一一

囲独立歩行

箇自立歩行

國臓卜子自立

國車椅子介助

18－49 50一64　　　　　　65－74　　　　　　75く

図2　年齢・移動能力構成
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3－3．外出頻度に及ぼす要因分析

　外出行動に関するハンディキャップを量的に

測るために外出頻度をとりあげ，まずこの違い

を決定づける要因を探るため林式数量化II類に

よる分析を行った。外出頻度が週に数回以上か

月に数回以下を外的基準とし，説明要因は基本

属性である「性別」「年齢」「移動能力」の3項

目とした。また，分析は自宅から目的地までの

距離別に敷地内・近所・乗物利用圏の3つの生

活圏に分けて行った。この結果のレンジと偏相

関係数から，どの生活圏においても「移動能力」

が最も大きく影響していることが確認できた

が，乗物利用圏に限っては「年齢」（0．3252）が

「移動能力」（0．3214）と同程度影響しているこ

とが知れた（表4）。

　次に，移動能力別に夏期間の外出頻度をみる

と，移動能力が低下し遠距離になるに従って頻

　　　　　　　　　　　　　　表4

度が低下しているのがわかる。外出頻度が週に

数回以上しめる割合では，自立3群は敷地内で

7～8割，乗物利用圏で4～5割と同程度であ

るのに対して，車椅子介助群はそれぞれ3割弱

と2割弱で自立群に比べて大きく低下している

（図3）。介助群はどの生活圏においても4割前

後が年に数回以下の頻度となっておりこれに自

然環境の悪条件が加われば，多くが住宅内に閉

じこもりに近い状態になっているものと考えら

れる。その理由として，敷地内においても同様

の傾向がみられることから，本人の意欲低下の

他に，介護内容において住宅内での日常生活活

動（Activities　of　daily　living：以下，　A　D　しと

略す。）が優先され外出を含めた拡大ADLまで

充足されない点や，家族に気兼ねするなど我慢

を強いられていることなどが考えられる。

外出頻度の要因分析（数量化II類）

外的基準（週数回以上←→月数回以下）

説明要因
敷　地　内 近　　　所 乗物利用圏

アイテム カテゴリー 反応数 カテゴり一

Xコアー

レンジ

ﾎ相関係数〉

カテゴリー

Xコアー

レンジ

i偏欄係数）

カテゴリー

Xコアー

レンジ

ﾎ相関係数）

性　　別 1．男

Q．女

156

P22

　0．0356

|0．0455

0．081！

i0．1085）

　0．0195

|0．0250

0．0445

i0．0512）

　0．0338

|0．0432

0．0770

i0．0811）

年齢層 1．18－49

Q．50－64

R．65－74

S．75く

75

P09

T8

R6

　0．0332

@0．0707

|0．0965

|0．1276

0．1983

i0，2090）

　0．0239

@0．0655

|0．0714

|0．1332

0．1987

i0，1620）

　0．1396

@0．0194

|0．1017

|0．1681

0．3252

i02202）

移動能力 1．独立歩行群

Q．自立歩行群

R．車椅子自立群

S．車椅子介助群

42

P42

Q3

V1

　0ユ739

@0．！212

@0．0958

|0．3762

0．5501

i0．5169）

　0．2357

@0．1372

|0ユ159

|0．3764

0．6121

i0．4821）

　0．1533

@0．0475

|0．0547

|0．1681

0．3214

i0．2292）

相　関　比 0．5861 0．5365 0．3708

判　別　的　中　率 79．1％ 73．0％ 67．6％
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肢体不自由者の外出行動に関わる影響要因について

　敷地内
％
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20

0
1 2 3 4

騒毎日

圖週に数回

團月に数回

國年に数回

圏外出しない

□無回答

囲1，独立歩行群

2．自立歩行群

一3．車椅子自立群

4．車椅子介助群

近　所
％

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4

乗物利用圏
％

loo

80

60

40

20

0
1 2 3 4

図3　移動能力別にみた外出頻度
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％
100

80

60

40

20

0

（3．6％）

（331白駕）

、（3．4％）、

嫡誤）．

（3．0％）

独立歩行群　　自立歩行群　車椅子自立群車椅子介助群

團躊曙する　297人（73．3鶏［団躊卜しない88人（21．7紛愚無回答

図4　外出時の躊躇率（夏期間）

4．住居外環境に関する要因

　冬期間といった外出の際の自然的悪条件を除

いた場合を想定しても，全体で7割以上がなん

らかの躊躇を感じており，最小でも独立歩行群

の62．5％でどの移動能力においても多くが外

出時にためらいを感じていることがわかる（図

4）。その理由として様々な要因が重複している

ものと思われるが，強い要因として「段差，階

段，通行幅が狭いといった移動上の問題」（41．

8％），「疲労など身体的な問題」（37．0％），「不

安，恐怖感といった心理的な問題注8》」（32．7％）

が，また車椅子利用者にとっては「車椅子用ト

イレ，ドア，エレベーター等の設備関係の問題」

が強い要因として挙げられる（図5）。移動上の

間題はどの移動能力においても同程度の率で感

じており，車椅子利用者に限った問題ではない

8）精神的緊張感や不安感を意味し，過去における

　転倒などの危険な経験の有無や用心深さと

　いった性格などによっても影響を受けるもの

　　と思われる。

ことがいえる。身体的な問題では易疲労性や排

尿・排便障害といった機能障害が要因として考

えられ，特に易疲労性に対しては建築物ばかり

でなく一般歩道上においても休息場の増加等が

望まれる。

　不安や恐怖感を抱く具体的内容としては，「信

号が赤になってしまわないかと不安だ」（27．

3％），「人混みのなかでは圧迫感などで精神的に

疲れる」（25．6％），「横断歩道で対向車とぶつか

るようで不安だ」（18．9％）の順に多く，いずれ

も車椅子利用者より歩行可能者の方に多くみら

れる点で注目される（図6）。その要因としては，

歩行スピードの加速能力やバランスを崩したと

きの適応能力の減弱，特に脳血管障害であれば

緊張感による痙性の増強や半盲といった機能障

害の影響が考えられ，余裕のないぎりぎりのレ

ベルで歩行していることが推察される。よって，

混雑する通行路では優先路を設けたり車道・鉄

道を横断する信号時間の一時的延長処置の増加

など，歩行している障害者の不安や恐怖感を考

慮した対策が急がれる。
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肢体不自由者の外出行動に関わる影響要因について
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車椅子自立群〈28人〉

車椅子介助群〈86人〉
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図5　外出時の躇躇理由
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図2．人混みの中では精神的に齪れる（25．醍｝

圏3．横断歩道で対向者とぶつかりそう（18．9沿

匿］4．通路の障害物や側溝が危険に格じる（14．端

暗5．回りの人の視線が気になる（8．8蹴

□6．健常者が突然介助してくれるとき（4．7浦
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睡】8。「すいません」などの声かけ時（4．0紛
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圓10．傘の持ち方が悪いなどの対向者の不注意

團1しその他（L3玲

＊上位2項目の重複回答

図6　不安や恐怖を感じる具体的状況
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5．ま　と　め

　本震では，肢体不自由者を対象に外出行動に

関するハンディキャップをもたらす要因につい

て分析し，①独立歩行群～自立歩行群～車椅子

自立群～車椅子介助群と順々に共通するニーズ

と異なるニーズとを把握することの有用性を確

認した。②外出頻度は「移動能力」によって強

い影響を受けるが，乗物利用圏に関しては「年

齢」が同程度影響しており，自立3群に比べ介

助群に著しい低下がみられた。③また，自然的

悪条件を除いた場合でも全体の7割以上が外出

時に躊躇を感じており，その主な理由として，

移動上の問題身体的な問題，不安や恐怖感が

挙げられた。④特に歩行可能者は，人混みや横

断歩道で車椅子利用者より強くこれらの阻害感

情を抱いていることが解った。

　今後，さらにノーマライゼーション理念に基

づいた住環境整備の重要性が高まるものと考え

られ，肢体不自由者＝車椅子というイメージを

見直し『歩ける』肢体不自由者の存在も認識し

た住環境の整備再編が必要となる。また，住宅

内の住要求に関しては，接客や家族の着替え等

に視点をあてて室間関係の分析を中心に稿を改

めて報告する予定である。
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