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1.緒言
わが国では、今日の余暇時代と高齢化社会への突入に際して、人々の生涯にわたる学習

やレジャーの推進とそのための条件整備が急務となっている。最近ではそうした動きは、

すでに全国の地方公共団体の下で、生涯学習・レジャーの推進の為のソフト・ハード両面
の開発が展開されつつある。昭和 62年経演企画庁からは、生涯レジャー学習なる調査報

告書が発行され、その中で生涯学習カリキュラムにおけるレジャー教育の必要性と休系的

枠組みが紹介され、 さらにレジャーへの態度や習慣を育成する為の学習プロセスが紹介さ
れている。また、カナダのオンタリオ州からは、人々のレジャーに対する意識、価値、態

度、習慣等を核としたレジャー・ライフスタイル(以下 rL L S Jと略す)の育成の手引

き書を発行し このことは生涯レジャー推進には LLS育成の為の教育プログラムの充実
が重要であることを示唆しているといえよう。

LLSなどのライフスタイルに関した概念やそれについての研究は、多くはマーケティ

ングの分野で取り扱われてきた研究手法で、最近では、 レジャーやスポーツの行動科学的

研究や社会学的研究の中でも応用されつつある。

2. 目的

本研究では、成人男性の年齢を中心にした各ライフステージ別のレジャー・ライフスタ

イル特性を明かにすることを目的とする。

3. 方法

1 )調査方法
本研究での調査対象は、東京都に本社を置く機械製造・販売とレジャーサービス業を

営む M社の 20歳以上の男性社員 1183名で、所定の調査用紙を用いて 1989年 8
月から 9月にかけ、本社からの郵送法によって実施された。有効回収率は 4ラ. 4 %で
あった。

2 )分析方法

LLS項目の数量化については、 「あてはまる j から「あてはまらない」のヲ段階測

定11慣に、それぞれちから 1の得点を与えた間隔尺度として測定された。 LLS項目の分

析では構造を把握するために、因子分析を用いて因子の抽出を行った。因子の抽出にあ
たっては主因子法を、因子軸の回転にはパリマックス直交回転をそれぞれ用いた。次に、

ライフステージによる比較は、 まず中年前・後期(3ラ歳を基準)について、次に 20 
歳代から 50歳代以上の 4ステージ別に因子得点の平均値を t検定ならびに F検定を行
った。

4. 結果及び考察

3 5項目のしし Sを因子分析 Lた結果、表 1に示すような次の 8因子が抽出され、各々
『参加意欲 J 情報の収集 J 価値認知 J r環境条件興味内容健康・体力志向 J

「参加抑制 J r経漬性」の因子と命名された。 3ラ歳を基準とした中年前・後期における

ライフステージでは、因子得点に有意な差が見られたのは、参加意欲、健康・体力志向、

参加抑制、情報の収集の 4因子であった。 これは、中年前期においては、 レジャーに対す

る参加意欲や情報収集が、逆に中年後期においては、健康・体力志向や仕事や家庭環境に
よるレジャーへの参加抑制に関する態度や意識が高くなる傾向を示しているようである。
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表. 1 レジャー ライフスタイル伐峰子分析結県

パリマックス回転1lQ.正母子負荷畳
Cro帥bach's

レジャーライフスタイル項目{費激} 寄与率(累積寄与串) Fl F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 α値

IレジャJ 、の糊慮欲1 21.7 (21.7) .86 

レジャー活動によって自分の行動臨闘を広げたいk思っている・. .83 .10 . ¥3 -.03 .14 .07 -.04 .06 

レジャー活動によ常己っ生て開活発日常のに生役中活に立に多て変たく取い化を与えたいと思っている・ . 
.82 .10 .11 -.02 . 11 -.05 -. 15 .10 

レジャー活動を日 り入れたいと思ゥている・・ 74 .¥3 .21 .05 .12 .06 -.10 .00 
レジャー活動を自 と思っている・ .70 .02 .22 .02 .32 .07 .01 .06 
レジャー活動をこれからの人生に役立てたいと思っている・. .ω .06 .23 .07 .21 .12 -.03 .02 
自由な時伺が唱えたらもっとレジャー活動を行いたいと考えている .51 .23 .30 -.00 -防 .02 -.25 10 

【レジャ→育織の収集1 11.6 (33.3) 86 

レジャーに関する情報や資料を収集している・.. . . . . . . . . .12 .81 .07 10 .¥3 .06 .11 .01 
レジャーに測する情本や糊様を提誌供をしてくれる樋所を知っている・・・・・ .05 .77 .12 24 .09 .12 .03 -.05 
レジャーに附する よく続んでいる・・・・・・・・・・..20 .76 .01 -.04 .09 18 .05 -.06 

レジャーに衡する情報にを鍵興供味して〈れる場所市場近にある・・・・・ -.01 .73 .05 .30 .06 .10 .10 -.01 
レジャーに関する情報 ・鴨心がある・・・・・・ ・・・・・ .34 .55 .14 .05 .22 .19 -.14 12 

I レジャーの傭Wll~知1 5.809.2) . 8~ 

レジャー-一泊t沼爵動蹴鰍はまま身輔日体常神の衝生向の活上向のに上中役にて彊役立つ要立っなと思こと思っとてだっていと考h る、 ・・・・・・・・・.16 
05 トけlしJ?錫，引!I 飽 m 

.14 -.06 ¥3 
レジャ る・・・・・・・・ .21 .06 1 . 79 1 -.03 . 17 .06 -.09 03 
レジャ えている・・・・・ .26 .08 1 .73 1 -. 03 .01 .03 -.16 .12 

レジャー活鰍ま祉会を発展させるものだと考えている・・・・ ・..27 .(地 .17 -.01 .05 -.04 -.03 

【レジャー環境条件} 5.3 (44.5) .85 

レジャーf自動の手助けとなるよい指導者古e身近にいる・・・・・・・ .01 .23 町向 M
.¥0 .03 一.06

レジャー泊動の手助けとなるよいプログラムが身近にある・・・・ -.01 .26 .01 1.82 1 .09 .02 .09 -. ¥3 

レジャー活動をするのによい施設が身近にある・・・・ -・・・・ .04 .03 .00 1.81 1 .12 .12 -.OZ 。l
Iレジャー活動ハの興味内容1 4.8 (49.3) .78 

81)1悌守的醐に興蜘gある・・・・・・・・・・・・ -・・・・・ 19 .15 .06 
0・!1iti?77m刊同m1l l 0 1 m ・3担社面会積や、人妓の術た品浮めべになる活る動活蜘に興こ味興味があがある・ ・・・・ ・・ ・・ー . .11 05 .11 .04 1 .74 1 .05 -.01 .111 

る . . .・・・・・ ・・ .11 06 .03 .09 1 .73 1 .15 . 15 -.03 
/IJ側づくりに役立つ活動に興味がある・ ・・・・・・・・ ・・ .38 16 .05 .01 1 .581 .09 ー.07 .0品

【レジャーへの健康・体力志向1 4.5 (雪3.8) .77 

健康の保持噌過に心がけている・・・・・・・・・ . . . . . . .10 .側 .10 
例 ¥ 3 ト1:山-mm6・I例 m体力づくりに心がけている・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・.¥3 .16 .04 .05 .11 1.80 1 .03 .02 

規則正しL法活をしていると思っている・・・・・・・ ・・・・・ -.07 .ω .03 .06 .05 1.66 1 .01 -.09 
自分d海齢、体力にあったレジャー活動を行っている・.. . . . . .19 .37 .12 .19 -.10 1.56 1-.04 .06 

Iレジャーへの書割前晦111 4.3 (切t) 611 

レジャー活動を行うことは自分の年齢、体力に適していない・・・・ヘ 14 -.01 -.14 -.03 -.01 .ω .74 一.ω
病気ヰ樽嘗を持っているので自分にレジャー泌鰍ま遣さない・ ω .04 -.¥3 .04 -.02 .ω 73 04 
レジャー活動のため夜肩掛自由主ムダだと患っている . . . . . . . . -.23 -.02 -.27 .17 .10 。l .55 一.05
家庭での仕事が多くてレジャーi醐にあまり取り組めない・・ . . -.02 11 .11 -.06 .05 -.18 .54 ー.01
病気ヰ怖容があるときでもできる範聞のレジャー活動を行っている・ .22 .24 一.00 .23 -.08 .19 .36 .10 

【レジャー活動の経済性1 3.7 (61. 8) .58 

レジャー例制ま高晶、ιm，.，ている 12 創 価 嶋 悟 00 -.09 1.ト卜LZ75現B 6 a 
レジャー活動のために利閉する施設の使111側主高い!:J思っている・側 .06 -. 05 -.06 ー.帥 .08 -.18 
レジャーに市場、るお金lまあまり気にならない・・・・・・・・・・・ .m .• ~~ ~06 ~06 ~~ ~~ 

レジャー活動を行うとき障害{お金、渇所など)!:なることが多い・ .09 .11 .24 -.06 -.02 -.11 .01 

付記:本研究は、 1989年度(財}臼本~，~lo寸前協会w ，...~，リ1-.主計研究所助成研究
『成人男性のげャ-fi動と I\~ t-1:').予rm仰に関する研究TD;'，'fJの制である.

- 47-




