
 

表 社会関係の測定をケース単位で行った研究で用いられた社会関係の指標（社会関係が独立変数もしくは結果変数として位置づけられている研究） 

社会関係の 

位置づけ 

著者（発表年） 指標の特性 社会関係の指標 

続柄を挙げる 「訪問・手紙・電話などにより 1ヶ月に 1回以上交流のある人」（「近隣」「友人」，続柄別に人数） 古谷野，岡村，安藤ほ

か（1995）5) 交流を挙げる 「心配ごとや悩みごとを聞いてくれる人」（「近隣」「友人」，続柄別に有無） 

続柄を挙げる 「訪問，電話，または手紙による友人との交流」（頻度） 島田，安梅，牛島ほか

（1996）16) 交流を挙げる 「不安や悩みを相談する相手」(続柄) 

杉澤，高梨，柴田ほか

（1996）33) 

続柄を挙げる 「訪問しあったり，一緒に外出する間柄の人」（「近隣」「友人」，続柄別に有無） 

天貝（1997）51 ) 交流を挙げる 「一緒にいると心がやすまる」（「友人」について，程度 4件法）  

「素直に感情を表現できる」（「友人」について，程度 4件法） 

「よく話しをする」（「友人」について，程度 4件法） 

「頼りになると思う」（「友人」について，程度 4件法） 

「自分のことをわかってくれる」（「友人」について，程度 4件法）  

安梅（1997）17) 続柄を挙げる 「家族・親戚以外の方と話をする機会」（頻度） 

「近所付き合い」(程度) 

平野（1998）6) 交流を挙げる 「6ヶ月間に体調が悪い時に世話をしてくれた人」／「してあげた人」（続柄） 

「6ヶ月間に衣類の入れ替えなどの手伝いをしてくれた人」／「してあげた人」（続柄） 

「6ヶ月間に金銭管理の手伝いをしてくれた人」／「してあげた人」（続柄） 

「6ヶ月間に様子を見てくれた人」／「してあげた人」（続柄） 

「6ヶ月間に資産運用などの手伝いをしてくれた人」「してあげた人」（続柄） 

「6ヶ月間に元気付けてくれた人」／「してあげた人」（続柄） 

島田，安梅，牛島ほか

（1998）18) 

続柄を挙げる 「家族・親戚以外の方と話をする機会」（頻度） 

「近所付き合い」(程度) 

中嶋，香川（1999）7) 交流を挙げる 「病気で数日間寝込んだときに，看病や世話をしてくれる」／「してあげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「病気で長く寝込んだとき，看病したり手助けしてくれる」／「してあげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「まとまったお金が必要なとき，工面してくれる」／「してあげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「お使いや留守番などのちょっとした用事を頼める」／「引き受けてあげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「心配ごとやぐちを聞いてくれる」／「聞いてあげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「気を配ったり，思いやってくれる」／「思いやってあげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「元気づけてくれる」／「あげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無） 

「くつろいだ気分にしてくれる」／「あげられる」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「イライラさせたり，怒らせたりする」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「文句や小言をいう」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「世話をやきすぎたり，余計な世話をする」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

「面倒をかける」（「友人・知人・隣人」について，有無）  

独立変数 

安梅（2000）20) 続柄を挙げる 「家族・親戚以外の方と話をする機会」（頻度） 

「近所付き合い」(程度) 



 
金，甲斐，久田ほか

（2000）8) 

交流を挙げる 「ちょっと身体の具合が悪い時世話をしてもらう」／「してあげた」（「友人（または知人）」について，程度 3件法）  

「仕事（家事などを含む）を手伝ってもらう」／「してあげた」（「友人（または知人）」について，程度 3件法） 

「個人的な悩みの相談にのってもらう」／「してあげた」（「友人（または知人）」について，程度 3件法） 

「がんばらねばならない時に暖かく励ましてもらう」／「してあげた」（「友人（または知人）」について，程度 3件法）  

小林，杉澤，深谷ほか

（2000）34) 

続柄を挙げる 「心を打ち明けて，自分の思っていることや心配事を話すことのできる親しい友達」（人数） 

「お互いに，行き来するような続柄の近所の人」（人数） 

青木（2001）11) 交流を挙げる 「仮に，病気で数日間寝込んだ時，看護や世話をしてくれる人」（「友人」について，有無）  

「仮に，お金が必要になった時に，貸してくれる人」（「友人」について，有無） 

「さまざまな問題や悩みに対して，具体的な解決方法を助言してくれる人」（「友人」について，有無） 

「心配毎や悩み事を聞いてくれる人」（「友人」について，有無） 

青木，松本（2001）52) 交流を挙げる 「仮に，病気で数日間寝込んだ時，看護や世話をしてくれる人」（「友人」について，有無） 

「仮に，お金が必要になった時に，貸してくれる人」（「友人」について，有無） 

「さまざまな問題や悩みに対して，具体的な解決方法を助言してくれる人」（「友人」について，有無） 

「心配毎や悩み事を聞いてくれる人」（「友人」について，有無） 

出村，野田，南ほか

（2001）9) 

続柄を挙げる 「親友」（人数） 

鳩野，田中，古川ほか

（2001）35) 

続柄を挙げる 「友人」（有無） 

続柄を挙げる 「隣近所の人たちとの付き合い」(程度 4件法)  大塚（2001）36) 

交流を挙げる 「緊急時の連絡先」（続柄） 

出村，南（2002）10) 続柄を挙げる 「親友」（人数） 

黒田，隅田（2002）12) 続柄を挙げる 「友達や近所の人とのおしゃべりする機会」（頻度） 

岡戸，星（2002）21) 続柄を挙げる 「友人や近所の方とのつきあい」（頻度） 

岡戸，艾，巴山ほか

（2002）22) 

続柄を挙げる 「友人や近所の方とのつきあい」（頻度） 

渕田（2003）37) 続柄を挙げる 「家族以外との会話」（頻度） 

「近所付き合い」(程度) 

小林，矢冨（2003）38) 続柄を挙げる 「心を打ち明けて，自分の思っていることや心配事を話すことのできる親しい友だち」（人数） 

「このうち地域内」（人数）／「このうち地域外」（人数） 

神宮，江上，絹川ほか

（2003）19) 

続柄を挙げる 「友人知人等の会話」（頻度）  

池野，長田（2004）13) 交流を挙げる 「転居前，1ヶ月に 1回以上交流」（「近所」「友人」，続柄別に有無） 

「転居後，1ヶ月に 1回以上交流」（「近所」「友人」，続柄別に有無） 

「手段的サポート」（「近所」「友人」，続柄別に有無）a) 

「心配事や悩みを聞いてくれた人」（「近所」「友人」，続柄別に有無) 

「一体感がもてる人」（「近所」「友人」，続柄別に有無） 

石原，水野，古澤ほか

（2004）39) 

続柄を挙げる 「この 2週間で家以外の人と話しをしたこと」（有無） 

「この 2週間で家以外の人と電話や手紙で連絡をとったこと」（有無） 

金，新開，熊谷ほか

（2004）40) 

続柄を挙げる 「友人・知人」（有無） 

「友人・知人との交流」（頻度） 

「近所づきあい」(頻度) 

「近くの友人・親戚を訪問」（頻度） 

「遠方の友人・親戚を訪問」（頻度） 



 
鈴木，畑山，横田ほか

（2004）41) 

続柄を挙げる 「近所付き合い」（程度 4件法） 

原田，杉澤，浅川ほか

（2005）14) 

続柄を挙げる 「親しくしている近距離友人」（人数） 

「親しくしている中遠距離友人」（人数） 

水上（2005）42) 続柄を挙げる 「親しい友人」 

「互いに行き来する近所」（人数） 

「友人・親戚・近所の人と電話で話す」（頻度） 

「友人・親戚・近所の人と会ったり一緒に出かけたり訪問したりする」（頻度） 

清水，杉澤（2005）53) 交流を挙げる 「買い物や頼みごとをするにあたりあてにできる」（「友人・近隣」について，程度 4件法） 

「相談にのったり情報を提供してくれる」（「友人・近隣」について，程度 4件法） 

「話しを聞いたり理解してくれる」（「友人・近隣」について，程度 4件法） 

横山，芳賀，安村ほか

（2005）43) 

続柄を挙げる 「実際に会う」（「友人」「近隣」それぞれについて，頻度） 

「電話ではなす」（「友人」「近隣」それぞれについて，頻度） 

「近所付き合い」（有無） 

安梅，篠原，杉澤ほか

（2006）23) 

続柄を挙げる 「家族以外との会話」（有無） 

「近所付き合い」（有無） 

続柄を挙げる 「同居家族以外の者（別居子・親族・友人・知人など）と会って会話する」（頻度） 工藤，三国，桑原

（2006）44) 交流を挙げる 「病気時に看病や世話をしてくれる人」（「同居家族以外の者」について，有無） 

「ちょっとした用事や留守番を頼める人」（「同居家族以外の者」について，有無） 

「心配ごとや悩みごとを聞いてくれる人」（「同居家族以外の者」について，有無） 

三觜，岸，江口ほか

（2006）45) 

続柄を挙げる 「親友」（有無） 

「近隣との付き合い」（程度 4件法） 

中尾，平松（2006）46) 続柄を挙げる 「親しい友達」（人数） 

岡本，岡田，白澤

（2006）47) 

続柄を挙げる 「親しい友人や仲間」（人数） 

澤岡，福尾，浜田

（2006）54) b) 

交流を挙げる 「病気になった時に数日間の介護をお願いできる人」（続柄） 

「病気になった時に 1ヶ月の介護をお願いできる人」（続柄） 

「病気になった時に数ヶ月の介護」（続柄） 

「日常生活の援助をお願いできる人」（続柄） 

「洗濯・食事の世話をお願いできる人」（続柄） 

「留守中の用事をお願いできる人」（続柄） 

「健康上の相談できる人」（続柄） 

「金銭上の相談できる人」（続柄） 

「人間関係の相談できる人」（続柄） 

「いっしょにいて楽しい人」（続柄） 

「いっしょにいてくつろげる人」（続柄） 

「思いやりを示してくれる人」（続柄） 

「会うのが楽しみな人」（続柄） 

「いっしょに外食することが多い人」（続柄） 

「いっしょに旅行することが多い人」（続柄） 

「いっしょに繁華街をぶらつくことが多い人」（続柄） 

堀（2007）48) 続柄を挙げる 「老人大学でできた友人」（人数） 

大森（2007）15) 続柄を挙げる 「交流のある同年代・同性の近隣他者」（人数）（接触頻度） 

安田（2007）49) 続柄を挙げる 「近所に住んでいることがきっかけで知り合った友人」（人数） 



 
道川，西脇，菊池ほか

（2008）55) 

交流を挙げる 「尿失禁に関して最初に相談する（だろう）相手」（続柄） 

岡本（2008）50) 続柄を挙げる 「親しい友人・仲間」（人数） 

「友人や近隣への支援（家事・手伝い・看病・介護・乳幼児の世話）」（頻度） 

続柄を挙げる 「近所付き合い」（有無） 相原，薬袋，島内

（2009）56) 交流を挙げる 「相談できる人」（「友人・知人」について，有無） 

小玉，森，佐藤

（2009）57) 

続柄を挙げる 「友人」（人数） 

吉本，川田（1996）24) 続柄を挙げる 「友人訪問目的での外出」（頻度） 

吉本，川田（1996）25) 続柄を挙げる 「友人訪問目的での外出」（頻度） 

杉澤，杉澤，中谷ほか

（1997）26) 

続柄を挙げる 「友達やご近所や親戚の方と会ったり，一緒にでかけたり，お互いの家を訪ねたりする」（頻度） 

杉澤，小林，深谷

（2001）27) 

続柄を挙げる 「心を打ち明けて自分の思っていることや心配事を話すことができる親しい友人」（人数） 

「この友人について，次にあげるような場所で会って話をするか否か」（場所） 

梅崎，笽島，関根ほか

（2003）28) 

続柄を挙げる 「友人交流」（頻度） 

続柄を挙げる 「何でも気軽に気兼ねせずに話せる仲間（友人など）」（有無） 

「楽しく過ごせる仲間（友人など）」（有無） 

齋藤，小林，服部

（2005）30) 

交流を挙げる 「病気で 1ヶ月間寝込んだ時の看病や世話をしてくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「数日間寝込んだ時看病や世話をしてくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「ちょっとした用事や留守番を頼める人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「お金が必要な時貸してくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「心配事や悩み事を聞いてくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「気を配ったり思いやってくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「元気付けてくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

「くつろいだ気分にさせてくれる人」（「友人・隣人・知人」について，有無） 

続柄を挙げる 「日頃付き合いのある仕事で知り合った人」（人数） 

「日頃付き合いのある近所付き合いをしている人」（人数） 

「日頃付き合いのあるその他の友人（学校・趣味のサークルで知り合った人など）」（人数） 

「友人や近所の人たち」（接触頻度） 

「近所の子ども」（接触頻度） 

「それ以外の子ども（ボランティアや催し物などを通じて接した場合）」（接触頻度） 

結果変数 

藤原，西真，渡辺ほか

（2006）31) 

交流を挙げる 「もし仮にあなたが病気で数日間寝込んだときに看病や世話をしてくる」／「してあげる」（「友人・近隣の人」について，程

度 5件法） 

「留守のときやちょっとした用事を頼める」／「してあげる」（「友人・近隣の人」について，程度 5件法） 

「あなたの心配事や悩み事を聞いてくれる」／「してあげる」（「友人・近隣の人」について，程度 5件法） 

「あなたに気を配ったり，思いやりを示してくれる」／「してあげる」（「友人・近隣の人」について，程度 5件法） 



 
小林，宗像，橋本

（2006）32) 

交流を挙げる 「会うと心が落ち着き安心できる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「気持ちを敏感に察してくれる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「評価し認めてくれる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「信じて思うようにさせてくれる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「成長し成功することを我がことの様に喜んでくれる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「気持ちや秘密を打ち明けることができる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「考えや将来のことを話し合うことができる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「甘えられる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「行動や考えに賛成し，支持してくれる人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

「気持ちを通じ合う人」（「ダンス仲間」「リーダーもしくはパートナー」，続柄別に有無） 

続柄を挙げる 「友人の家を訪ねていない」（有無） 

「友人・近所の人と会っている」（頻度） 

岡本，河野，津村ほか

（2009）29) 

交流を挙げる 「相談にのっていない」（「家族や友人」について，有無） 

a) 具体的な測定指標の記載なし． 

b) 一つの論文内でケース単位とタイ単位の測定を行っている． 


