
1

D16-R-0661
2019年6月28日

トヨタ財団 2016 年度研究助成プログラム：共同研究助成

地域社会における多世代共創型演劇ワークショップによる
効果の総合的・定量的評価

実施報告書

蓮行

はじめに －本研究の成果概要―

本研究の目的は、第一に、多世代共創型演劇ワークショップの心理・身体・社会的効
果の総合的・定量的な評価を行うこと、第二に、複数の地域での実践を通じて知見を集め
ること、そして第三に、既存の小劇場をワ―クショップの実践の場として活用することで、
小劇場が地域社会に創出しうる価値を示すことであった。

本研究は①多世代共創型演劇ワークショップの開発と実施、②参加者に対する心理・身
体・社会的効果に関する量的・質的評価の２つの要素から構成された。まず、研究会にお
いて試行的に開発したワークショップを実施し、そのプログラムについて、各地域特性を
予測、考慮し改善を行なった。つづいて、開発したワークショップを全国4箇所の小劇場や
介護施設などにおいて実施した。参加者は、ワークショップ実施場所である介護施設を利
用する高齢者と施設スタッフ、近隣に住む成人や子どもであった。また、演劇ワークショ
ップ実施前後の参加者の心理的・身体的変化を定量的に評価するため、参加者を対象とし
て複数の尺度による質問紙調査を行った。

本研究の成果として、劇場や地域施設における演劇体験を核としてその地域の福祉を向
上させるという新たな多世代共生社会モデルの構築において、その中心的役割を果たしう
る演劇ワークショップを開発したことである。また、定量的・定性的なデータを収集する
試みにより、科学的観点からプログラム評価が可能であること、評価を通じたプログラム
改善が可能であることを示した。これら、本研究の提案は、プログラムの社会実装の現場
レベルで必要となる地域特性を考慮した演劇ワークショップの具体的なプログラム開発と、
政策レベルで要求される数値に裏打ちされた事業計画やそのための必要経費等の算出、そ
の双方に強く寄与するものとなるだろう。

1. 本研究における課題の所在と研究の目的

日本は2007年に総人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合（高齢化率）が21.5％に達
し、世界に先駆けて「超高齢社会」に突入した。その後も日本の高齢化率は上昇を続け、
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2015年には26.7％（平成28年度版高齢社会白書, 内閣府, 2016）に達している。日本は、高
齢化の進展速度と比較して国民意識や社会システムの対応が遅れており、介護従事者の負
担増大、地域社会における世代間の断絶、社会保障費の増大という重大な課題に対する効
果的な対策が早急に求められている。こういった課題は、大都市圏と比較して高齢化率の
高い地方圏において顕著である。

上記の課題の解決に対して有効性が期待されるものとして、子どもから高齢者までの多
世代を対象にした、演劇ワークショップという手法がある。演劇ワークショップは多くの
場合、演劇俳優のファシリテーションのもとで参加者たちが短い演劇作品を制作し、上演
する活動を指す。演劇ワークショップは、集団創作のプロセスを通じて、参加者の多様な
領域における知識・スキル、そしてモチベーションの向上が期待される手法である。この
ワークショップは、双方向的な交流と自発的なディスカッションを促す機能、対等な関係
性における協働を促す機能を有しており、参加者の主体性や想像力の向上、コミュニケー
ション能力の養成、参加者相互に対する敬意の喚起に有効なツールとなる。子どもから現
役世代、高齢者（介護者・被介護者を含む）までを対象に演劇ワークショップを実践する
ことで、介護の現場においては介護者と被介護者間におけるコミュニケーションの円滑化
と介護者の心理的負担軽減、地域社会においては異世代の他者を尊重する意識と互助的関
係の再構築といった、福祉領域における効果が期待することができる。

研究代表者の蓮行は、これまで教育・看護など多様な分野で演劇ワークショップをデザ
インし実践してきた経験（非構成型演劇ワークショップの可能性について, 蓮行,
Communication-design, 2012）や、「大阪大学ワークショップデザイナー育成プログラ
ム」のプログラムディレクターおよび講師として大学での人材育成に取り組んできた経験
を持ち、同時に、演劇ワークショップの実践により創出される効果について質的研究を行
ってきた。一方で、演劇ワークショップに関する先行研究は、様々な領域において単発的
に実施されてきたものが多く、日本において福祉の領域で演劇ワークショップが参加者に
もたらす多様な効果について総合的な視点から明らかにした研究はこれまでにない。また、
先行研究は定性的な情報の収集にとどまっており、定量的な評価には至っていない。エビ
デンスベースドな政策形成が求められるなかで、国や自治体の政策として社会実装するた
めにはデータに基づいた客観的な根拠を示すことが不可欠と考えられる。その効果につい
て定性的な検討が主であった演劇ワークショップについて総合的・定量的に評価を行うこ
とは、将来における演劇の社会実装に有益な示唆を与えるものと考えられる。

また、単に高齢社会における課題といっても、それぞれの地域でその実情は異なってい
ると考えられる。そのため、全国各地へ演劇ワークショップの普及拡大を図るためには、
特定の地域で開発したプログラムを他の地域にそのまま適用するのではなく、各地域の実
情に合わせて適切な改良を加える必要がある。そのためには、プログラムの内容や実施方
法を定型化されたマニュアルとして提示するのではなく、様々な地域における試行錯誤の
過程で得られた定性的・定量的知見を集積させ、新しい地域での実装の際に参照すること
のできる知的基盤とすることが効果的と考える。

以上の背景を踏まえ本研究は、１）多世代共創型の演劇ワークショップの実施により地
域社会にもたらされる社会的インパクトを総合的・定量的に評価すること、２）複数の地
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域での実践と改良を通じて、地域特性を考慮したプログラム開発に関する知見を収集する
ことを目的とした。

上記の目的に加えて、３）既存の小劇場がもつ地域社会に創出する価値を示すこと、も
目的とした。演劇ワークショップの実施を担える小劇場や劇団は全国各地域に存在してい
るが、演劇作品の上演や制作の場としての認識が主であり、地域社会の福祉を向上させる
ツールとしては認識されていないと考えられる。本研究において、演劇ワークショップの
実践の場として既存の小劇場のリソースを活用することで、小劇場が地域社会において創
出しうる価値を新たに示すことができると考えた。

2. 実施内容と方法

2-1. 模擬ワークショップとフィードバック研究会の実施

研究内容の確認、リサーチ方法の検討、多世代演劇ワークショッププログラムの開発に
む けた 意 見交 換 を 目的 と して 、 京 都市 下京 区 岩戸 山 町 の KAIKA/ AKIKAN
（http://www.fringe-tp.net/kaika_access.html）において模擬ワークショップを行った。参
加者は、介護経験のある成人、子ども、高齢者、また本研究の研究分担者であった。研究
会においては、ワークショップ講師が設計した演劇ワークショップの試行プログラムを体
験し、その後、講師と研究者のディスカッションからプログラム開発のためのフィードバ
ックを得た。終了後、研究会において得られた知見をもとに、各地域特性を考慮したプロ
グラムの開発を行った。

2-2. ワークショップの実施

対象地域 全国3都市4地域（京都市右京区西院・福井市・京都市下京区修徳・土佐市）
のデイケアサービス施設において実施した。実施順は、上述の並びのとおりであった。

参加者 実施地域在住者20～30名。主に、実施場所であるデイサービス施設を利用する
高齢者と施設スタッフ、施設近隣に住む成人や子どもであった。

測定尺度 幸福度、自尊感情、コミュニケーション能力、共感性、ソーシャル・キャピ
タルについて、既存の心理尺度を用いて測定した。高齢者は合計15項目、高齢者以外の成
人と子どもは合計38項目であった。なお、高齢者の質問項目数が非高齢者と比較して少な
い点については、施設を事前訪問した際に、施設スタッフからのヒアリングや高齢者の様
子を観察した結果から、20項目以上のアンケートに回答できる高齢者がほとんどいないと
判断し、質問項目を限定したことによるものである。

幸福度は「現在、あなたはどの程度幸せですか。」の1項目の質問により測定した。回答
は「とても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を0点とする10件法であった。

自尊感情は自尊感情尺度（箕浦・成田, 2011）により測定した。項目は「自分にはいろい
ろな良い素質があると思う。」「自分のことを好ましく感じる。」の2項目であった。回答
は「全く当てはまらない」～「非常に当てはまる」の5件法であった。
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コミュニケーション能力は、コミュニケーション・スキル尺度「ENDCOREs」（藤本・
大坊, 2007）の下位尺度「表現力」により測定した。ENDCOREsは社会的相互作用を支え
るソーシャル・スキルの基礎となるスキルとしてコミュニケーション・スキルを位置づけ
ている。本研究において測定したスキル「表現力」はコミュニケーション・スキルの構成
カテゴリのうちの一つであり、言語表現（「自分の考えを言葉でうまく表現する」）、身
体表現（「自分の気持を仕草でうまく表現する」）、表情表現（「自分の気持ちを表情で
うまく表現する」）、情緒伝達（「自分の感情や心理状態を正しく察してもらう」）の4つ
の項目からなる。本研究においては、この4項目を使用し、測定された。回答は「かなり苦
手」～「かなり得意」の7件法であった。

共感性は多次元共感性尺度（鈴木・木野, 2008)により測定された。 この尺度は、共感性
を5つの下位概念（「被影響性」5項目、「他者指向的反応」5項目、「想像性」5項目、
「視点取得」5項目、「自己指向的反応」4項目）から包括的に測定する尺度である。本研
究では、非高齢者を対象にすべての下位尺度を使用し、高齢者を対象に「他者指向的反
応」5項目を使用した。回答は「全くあてはまらない」～「とてもよくあてはまる」の5件
法であった。

ソーシャル・キャピタルは主観的ソーシャル・キャピタル・スタイル尺度（木村・山
崎・佐藤・米倉・横山, 2009)により測定した。これは地域におけるソーシャル・キャピタ
ル指標として、その信頼性と妥当性が確認されている主観的ソーシャル・キャピタル・ス
ケール6項目のうち、地区安全（「今住んでいる家の近所は安全な地域ということで評判
だ」）、留守世話（「私の近所には誰かが家を留守にしたときに、その家のことを気軽に
世話してくれる雰囲気がある」）、挨拶（「私の地域ではお互いに気軽に挨拶を交し合
う」）、住み続け（「将来も今住んでいる地域に住み続けたい」）の4項目から構成される。
回答は「全くあてはまらない」～「とてもよくあてはまる」の5件法であった。本研究にお
いては、この4項目を使用し、測定された。また、この指標は非高齢者のみを対象として回
答を求めた。

併せて事前調査においてはまた年齢、性別、家族構成（同居する家族）、先行する演劇
経験の有無について回答を求めた。さらに事後調査においては、演劇づくりにおける新し
い発見、演劇づくりの感想について自由形式にて回答を求めた。

インタビュー調査 また、4回のプログラム終了後には、各地域において３～４名の参加
者・関係者にヒアリング調査を行なった。対象者は、参加者である高齢者・子どもとその
保護者、プログラム実施施設のスタッフであった。

プログラム実施手続き ワークショップは1回あたり60分で、それぞれの地域で計4回ず
つ実施した。また、アンケート調査は1回目の最初（以下、事前調査とする）と、4回目の
発表会終了後（以下、事後調査とする）、プログラム終了後の約2ヶ月後（以下、遅延調査
とする）の計３回実施した。事前調査と事後調査は、ワークショップ実施場所にて調査補
助員により実施された。回答者のうち高齢者については、調査補助員が付き添い質問文を読
み上げた。なお、西院で実施された事前調査においては、参加者に対しA3版に印刷された
アンケート用紙とペンを配布し、記載された質問項目に対する回答を求めた。なお、「そ
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んなん（アンケート）できひんわ」と言って身体機能の低下を理由に調査協力を拒む高齢者
や、「もういい」と言ってアンケートの回答を中断する高齢者が数名あった。そのため、西院
での事後調査以降の事前・事後・遅延調査実施時においては、別添の写真のように、A4サイズ
の紙1枚あたり質問項目を1つ印刷し、パンチで穴をあけ冊子状にした。高齢者一人一人にこの
回答支援ツールを持った調査補助員がつき、紙芝居のように高齢者に質問項目を見せ、当ては
まる数字を指さすことで答えてもらった。回答支援ツールを導入することで、最後まで回答に
応じてくれる高齢者が増えた。回答支援ツール導入前のアンケート調査（西院・事前）の所要
時間は約40分、導入後の所要時間は約20分であった。遅延調査については、実施施設や参加
者宅へ郵送し、各自で記入してもらい返送を受けた。

各回のプログラム内容とアンケート調査手続きは次のとおりである。1回目は、事前調査
ののち、参加者の自己紹介と演劇を用いたコミュニケーションゲームを行った。まず、参
加者は、4回のワークショップの間でのみ使用するニックネームを自分につけ、ニックネー
ムを書いた名札を養生テープで身体に貼った。自己紹介もそのニックネームで行った。コ
ミュニケーションゲームは、参加者の緊張をほぐすことを目的として行なった。具体的に
は、参加者全員が円状に並んだ上で、隣の人と順番に視線を合わせる「視線回し」、目に
見えない「エネルギー」を持っているふりをして、隣の人とその「エネルギー」を受け渡
す演技をする「エナジー回し」など、高齢者でも座ったまま足腰に負担なく取り組めるも
のを採用した。また、高齢者については、ゲームに取り組む様子を観察することで身体機
能や認知機能の状態を簡易的に把握し、その後の演劇創作において講師が適切な配慮をで
きるようにする意図もあった。

2回目は、講師が用意した台本をもとに、お芝居の稽古をした。脚本の内容や配役、台詞
の量は、参加者の人数や年齢構成、高齢者の身体機能や認知機能に鑑みた内容になってい
た。なお、ワークショップへの動機づけを維持し、高める目的のもと、稽古をする中で参
加者の希望を聞いたり、講師の側で適性を考慮したりし、配役や台詞、物語の筋書きをそ
の場で柔軟に変更していった。

3回目は、2回目までに実施した芝居の台本内容に関する振り返りを行なった後、台本を
最初から最後まで続けて演じる稽古（通し稽古）を行った。2回目は細かな台詞回しや動き
などが決まらないため、お芝居としてまとまりにかけるが、3回目に通し稽古をすると一気
に演劇らしくなる。

4回目は、芝居のリハーサルを行なった後、発表会を行った。発表会は、デイサービス利
用者のうち演劇ワークショップに参加しなかった方や、近隣住民の参加者の家族などが観
客として参加した。

3. 結果

3-1. 記述統計

高齢者・非高齢者それぞれについて、事前・事後における各尺度の合計得点を算出し、
Table1に掲載した。

3-1. 推測統計
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プログラムの効果を検討するために、プログラムの事前・事後・遅延調査において測定
された幸福度得点、自尊感情得点、コミュニケーション能力得点、共感性得点、ソーシャ
ル・キャピタル得点をそれぞれ従属変数とする1要因分散分析を行なった。なお、遅延調査
の回答者数が事前・事後調査の回答者数と比較して大幅に少ないことを考慮し、(1)事前・
事後の2時点において効果を検討する分析と、(2)事前・事後・遅延の3時点において効果を
検討する分析をそれぞれ行った。また、(A)「高齢者」と「高齢者以外の参加者」に共通し
て使用されている尺度については、原則「高齢者」と「高齢者以外の参加者」の区別なく
分析を実施し、(B)高齢者以外の参加者にのみ使用されている尺度に関しては、その参加者
のみで分析を実施した。

(1-A) 事前・事後調査における、プログラム参加による各尺度の得点変化を検討するた
めに、事前得点・事後得点についてt検定を行なった。

まず、幸福度得点、自尊感情得点、コミュニケーション能力得点、共感性（他者指向的
反応）得点の事前得点と事後得点に関し、t検定を行ったところ、共感性（他者指向的反
応）得点に関して事前と事後で有意な得点差が認められ、事後得点が事前得点よりも低か
った（t(55) = 1.97, p = .05）。その他の尺度については、有意な差は認められなかった。

続いて、プログラムの効果に参加者の何らかの個人差が反映されている可能性を考慮し、
上記の従属変数に関して、個人差を表す変数である「参加者の年齢」や「過去に演劇に触
れた経験の程度」によって、プログラムの参加に伴う得点の変化の仕方が異なるかどうか
を検討した。各尺度に関して[事後―事前]の差得点を算出し、Table2に掲載した。そして、
各尺度の差得点を目的変数、参加者の年齢、過去の演劇経験の程度、その交互作用、の3つ
の項を説明変数とする重回帰分析を行なった。なお各説明変数の得点は中心化した。また、

参加者の年齢・過去の演劇体験の程度それぞれをスライス変数とし、目的変数ごとにAiken
& West (1991) に従い単純傾斜分析を行った。Table3に重回帰分析の結果の概要を掲載し
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た。

幸福度を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇経験の程度の間に有
意な交互作用が認められた。下位検定を行った結果、過去の演劇経験が少ない場合におい
て、参加者の年齢が得点の伸びの大きさを負に予測していた（β = -.623, p = .016,
Figure1a）。また、年齢が低い場合において、過去の演劇経験の多さが得点の伸びの大き
さを負に予測する傾向が認められた（β = -.317, p = .081, Figure1a）。Figuresにその交互
作用のグラフを掲載した。

共感性（他者指向的反応）を目的変数とした重回帰モデルにおいては、交互作用は有意
ではないものの、下位検定を行った結果、過去の演劇経験が少ない場合において、参加者
の年齢が得点の伸びの大きさを正に予測する傾向が認められた（β = -.481, p = .051,
Figure1b）。

(2-A) 事前・事後・遅延調査における、プログラム参加による各尺度の得点変化を検討
するために、測定時（事前・事後・遅延）を参加者内要因とする分析を行なった。

まず、幸福度得点、自尊感情得点、コミュニケーション能力得点、共感性（他者指向的
反応）得点に関し、参加者内一要因分散分析を行ったところ、いずれの尺度においても、
測定時の有意な主効果は認められなかった。また、下位検定として、Holm法による多重比
較を行ったところ、いずれの尺度においても、水準（測定時点）間に有意な差は認められ
なかった。

続いて、上述の分析と同様に、個人差を表す変数である「参加者の年齢」や「過去に演
劇に触れた経験の程度」によって、プログラムの参加に伴う得点の変化の仕方が異なるか
どうかを検討した。各尺度に関して[遅延―事前]の差得点を算出し、Table2に掲載した。
そして、各尺度の差得点を目的変数、参加者の年齢、過去の演劇経験の程度、その交互作
用、の3つの項を説明変数とする重回帰分析を行なった。なお各説明変数の得点は中心化し
た。また、参加者の年齢・過去の演劇体験の程度それぞれをスライス変数とし、目的変数



8

ごとにAiken & West (1991) に従い単純傾斜分析を行った。Table3に重回帰分析の結果の
概要を掲載した。

自尊感情を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇経験の程度の間に
有意な交互作用が認められた。下位検定を行った結果、過去の演劇経験が少ない場合にお
いて、参加者の年齢が得点の伸びの大きさを負に予測する傾向が認められた（β = -.628, p
= .083）。また、過去の演劇経験が多い場合において、参加者の年齢が得点の伸びを正に予
測していた（β = 1.08, p = .012, Figure1c）。さらに、年齢が高い場合において、過去の演
劇経験の多さが得点の伸びの大きさを負に予測する傾向が認められた（β= -.317, p = .081,
Figure1c）。

コミュニケーション能力を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇経
験の程度の間に交互作用傾向が認められた。下位検定を行った結果、過去の演劇経験が多
い場合において、参加者の年齢が得点の伸びの大きさを正に予測する傾向が認められた
（β= .491, p = .097, Figure1d）。さらに、年齢が高い場合において、過去の演劇経験の多
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さが得点の伸びの大きさを正に予測する傾向が認められた（β = .741, p = .090, Figure1d）。

(1-B) 対象を高齢者以外の参加者として測定された尺度に関して、その結果を報告する。
まず、事前・事後調査における、プログラム参加による各尺度の得点変化を検討するため
に、共感性（被影響性・想像性・視点取得・自己指向的反応）得点、ソーシャル・キャピ
タル尺度得点の事前得点・事後得点についてt検定を行なったところ、いずれの尺度におい
ても有意な差は認められなかった。

続いて、プログラムの効果に参加者の何らかの個人差が反映されている可能性を考慮し、
上記の従属変数に関して、個人差を表す変数である「参加者の年齢」や「過去に演劇に触
れた経験の程度」によって、プログラムの参加に伴う得点の変化の仕方が異なるかどうか
を検討した。各尺度に関して[事後―事前]の差得点を算出し、Table2に掲載した。そして、
各尺度の差得点を目的変数、参加者の年齢、過去の演劇経験の程度、その交互作用、の3つ
の項を説明変数とする重回帰分析を行なった。なお各説明変数の得点は中心化した。また、
参加者の年齢・過去の演劇体験の程度それぞれをスライス変数とし、目的変数ごとにAiken
& West (1991) に従い単純傾斜分析を行った。Table3に重回帰分析の結果の概要を掲載し
た。

共感性（被影響性）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、参加者の過去の演劇経験
の多さが、得点の伸びを負に予測する傾向が認められた（β = -.399, p = .060, Figure2a）。
年齢と過去の演劇経験の程度の間の交互作用に関しては、有意ではないものの、下位検定
を行った結果、参加者の年齢が低い場合に、過去の演劇経験が得点の伸びの大きさを負に
予測する傾向が認められた（β= -.588, p = .058, Figure2a）。

共感性（想像性）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、参加者の過去の演劇経験の
多さが、得点の伸びを負に予測する傾向が認められた（β= -.393, p = .069）。

共感性（自己指向的反応）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇
経験の程度の間の交互作用が有意傾向で認められ、下位検定を行った結果、参加者の過去
の演劇経験が少ない場合において、参加者の年齢が得点の伸びを負に予測していた（β =
-.729, p = .006, Figure2b）。

(2-B) 事前・事後・遅延調査における、プログラム参加による各尺度の得点変化を検討
するために、測定時（事前・事後・遅延）を参加者内要因とする分析を行なった。
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まず、共感性（被影響性・想像性・視点取得・自己指向的反応）得点、ソーシャル・キ
ャピタル尺度得点に関し、参加者内一要因分散分析を行ったところ、共感性（自己指向的
反応）に関して、測定時の主効果が有意傾向で認められた（F(2, 28) = 2.94, p = .086）。
また下位検定として、Holm法による多重比較を行なったところ、事前調査と事後調査の平
均値差が有意傾向で、事後調査と遅延調査の平均値差が有意に認められた。

続いて、プログラムの効果に参加者の何らかの個人差が反映されている可能性を考慮し、
上記の従属変数に関して、個人差を表す変数である「参加者の年齢」や「過去に演劇に触
れた経験の程度」によって、プログラムの参加に伴う得点の変化の仕方が異なるかどうか
を検討した。各尺度に関して[事後―事前]の差得点を算出し、Table2に掲載した。そして、

各尺度の差得点を目的変数、参加者の年齢、過去の演劇経験の程度、その交互作用、の3つ
の項を説明変数とする重回帰分析を行なった。なお各説明変数の得点は中心化した。また、
参加者の年齢・過去の演劇体験の程度それぞれをスライス変数とし、目的変数ごとにAiken
& West (1991) に従い単純傾斜分析を行った。Table3に重回帰分析の結果の概要を掲載し
た。

共感性（被影響性）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇経験の
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程度の間に交互作用が有意傾向で認められた。下位検定を行った結果、いずれの単純主効
果も有意ではなかった(Figure2d)。

共感性（想像性）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢の主効果が有意であっ

た。

共感性（視点取得）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇経験の
程度の間の交互作用は有意ではないものの、下位検定を行なった結果、下位検定を行った
結果、参加者の過去の演劇経験が少ない場合において、参加者の年齢が得点の伸びを負に
予測していた（β= -.977, p = .024, Figure2f）。

共感性（自己指向的反応）を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過去の演劇
経験の間の交互作用が有意であった。下位検定を行なった結果、参加者の年齢が高い場合
において、過去の演劇経験の多さが得点の伸びを正に予測する傾向にあった（β = .472, p
= .071, Figure2e）。また、過去の演劇経験が少ない場合において、参加者の年齢が得点の
伸びを負に予測していた（β = -.995, p = .019, Figure2e）。

主観的ソーシャル・キャピタル得点を目的変数とした重回帰モデルにおいて、年齢と過
去の演劇経験の間の交互作用が有意傾向であった。下位検定を行なった結果、参加者の年
齢が高い場合において、過去の演劇経験の多さが得点の伸びを正に予測する傾向にあった
（β= .663, p = .027, Figure2c）。

4. 考察

本研究の目的は以下の3点、多世代共創型の演劇ワークショップの実施により、地域社会
にもたらされる社会的インパクトを総合的・定量的に評価すること（目的①）、複数の地
域での実践と改良を通じて、地域特性を考慮したプログラム開発に関する知見を収集する
こと（目的②）、既存の小劇場がもつ地域社会に創出する価値を示すことであった（目的
③）。以下、本研究の達成状況について報告する。



12

目的①に関して、第一に、高齢者から児童まで幅広い年代を対象とし、全国４箇所にて
その地域に在住する参加者の特性を考慮した演劇ワークショップを開発し、実施した。プ
ログラムの効果を測定するために、プログラム前・直後・２ヶ月後の３時点に渡って、複
数の質問紙を使用したアンケート調査を実施し、その効果の評価を試みた。以下、アンケ
ート調査、インタビュー調査の結果から、プログラム評価の試みに関する成果を報告する

定量的なデータの分析を行なった結果、演劇ワークショッププログラムの、その参加者
に対するポジティブな主効果は認められなかった。一方で、参加者の個人差、とりわけ
「年齢」と「過去の演劇体験の程度」によって本プログラムの及ぼす影響が大きく異なる
ことが示唆された。

本研究は演劇体験の効果について、ポジティブな影響を持ちうるであろう演劇の構成要
素を推定し、その要素を用いて演劇プログラムを再構成するというような要素還元的な視
点からではなく、演劇体験の全体性を重視し、比較的探索的な視点から、調査を試みた。
また、多様な心理社会的スキル・知識・状態を測定する質問紙を使用しているが、各構成
概念に対し演劇が影響を及ぼすに至る心理的メカニズムに関する詳細な仮定をおかず、調
査を行った。

全体の傾向として、Figure1a・c・dやFigure2ｂ・c・e・fのグラフから推察されるように、
「参加者の年齢」と「過去の演劇体験の程度」の交互作用効果については一定のパターン
があった。より具体的にいえば、年齢が低い参加者においては、過去の演劇体験が多くな
るほど、本プログラムへの参加に伴う各種資質・能力の伸びの程度が相対的に小さくなる
こと、一方で、年齢が高い参加者においては、過去の演劇体験が多くなるほど、各種資
質・能力の伸びの程度が相対的に大きくなる、という傾向が推察される。

この結果を生じた原因の仮説として、まず、プログラムにおける若年層参加者の関与強
度の問題が可能性として挙げられるだろう。本プログラムにおいては、ある特定の年齢層
に属する参加者間でのプログラムの関与度合いについて大きな差がなく、対等な関係性に
おいて参加できるような設計であった。これは、過去に一定の演劇経験がある参加者にと
っては、ワークショップの効果を生ずるのに充分な強度をもった関与がなされにくい設計
であったかもしれない。逆に表現すると、演劇体験が殆ど無い参加者に対しては、プログ
ラムの効果は比較的強く期待できるものと考えられる。

また、高齢者においては、演劇体験を行うという、日常にはない特殊な空間に対し充分
に関与できるかどうかが、過去の演劇体験の多寡によって規定されていた可能性がある。
それまでに蓄積されてきた人生経験において、演劇のような想像性が求められる活動に関
与する経験がなかった場合、演劇ワークショップに対し能動的に取り組むことが、難しか
ったかもしれない。実際に、高齢者の参加者からは、「あまりおもしろくなかった。テー
マを身近なものにしてほしかった。」という、若年層からは見られなかったネガティブな
感想も得られている。

多世代共創型の演劇ワークショップの設計にあたっては、個人差を考慮した個別最適型
実践を目指すのではなく、このような形で、個人差を考慮しながらも全員がそこで充実し
た経験を得ることができる演劇ワークショップの構築が必要と考えられる。そこで、本研
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究が想定したような主効果を生じさせることのできる実践を設計する試みへの、これまで
の定量的なデータの分析から得られる示唆としては、参加者の過去の演劇経験に応じて、
意図的にその参加者の演劇ワークショップへの関与の程度を高めるプログラム設計をする
ことや、高齢者の想像をサポートするような支援を行うことが有効かもしれない。

解釈上の留意点として、遅延調査において、事前・事後調査への協力者の多くの脱落し
ていることなどからサンプルサイズが極めて小さくなっていることである。効果量を用い
た解釈も可能ではあるが、今後の実践においても適切なサンプルサイズのもと同様の調査
を実施し、一貫した結果が得られるかどうかを検討する必要がある。

本研究の定量的調査の課題として、以下２点が主に挙げられる。一点目として、測定指
標の問題である。本研究は演劇ワークショッププログラムの効果を全て自己報告式の質問
紙のみで測定した。これらの指標は、演劇ワークショップ場面だけでなく、広く領域一般
的状況における思考・行動傾向等を測定するものであった。これらの質問紙は、個人の安
定した傾向性を測定する質問紙であり、基本的には急激な変化を生ずるものではない。今
後は、コミュニケーション能力や共感性（他者指向的行動）に関して、向社会的行動を測
定するパフォーマンス課題や、参加者同士による相互評価を導入し、既存の質問紙得点と
の関連を検討することで期待される効果の信頼性を高めることや、比較的領域固有のもの
として、多世代共創型の演劇ワークショップならではの効果を明確に定義し、さらにルー
ブリック等を作成し、使用することなども有効かもしれない。

二点目として、プログラムのセッション間の時間が空いたことである。一回ごとの演劇
ワークショップが期待されるアウトカムに対し有効なものであっても、そのセッション間
の期間が長い場合、生じた効果が減衰した可能性がある。一般的な参加者に大きな負担を
かけない程度に、一定の期間で集中的に演劇ワークショップを行うことが有効であるかも
しれない。

定量的なデータの分析結果に対して、参加者の感想は概ね本プログラムに対して好意的
な声が多かった。高齢者の感想からは【異世代との交流】（「みなさんといっしょにでき
たのが楽しかった」「小さい子たちががんばっているのを見ると応援したくなる」「もっ
と若い頃にこのようなものに出会っていたら私も一緒にやっていたでしょう」「いっしょ
うけんめいやっているのがかんげきする」※原文ママ）や、【演劇への関心】（「急に始
まってびっくりした。楽しかった。こういう演ゲキをして楽しくなれば良いと思う」「子
供たちが個人個人で好きなことを表現できる。今の時代を感じた。良いと思った。」「歌
や芝居のできる人はうらやましい」※原文ママ）などが見られた。

若年層の感想からも【異世代との交流】（「多世代での物事の認知が分かって、楽しか
った。立場や年代ごとの立ちふるまい方なども。」「子供といえでも練習をしたり、お芝
居、おじいちゃん、おばあちゃんについて話しをしたりできた。いつもとちがう日常を過
ごすことができた。」「大人の人と一緒に剣でたたかえたのが楽しかった。」）や【演劇
への関心】（「共通の項門や話題がなくても、輪を作ることが出来ること。」「アドリブ
劇は短時でできるすばらしいイベントだと思った。今後、演劇をしてみたい」）が見られ
た。
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地域特性を考慮したプログラム開発に関する知見を収集すること（目的②）、既存の小
劇場がもつ地域社会に創出する価値を示すこと（目的③）について、インタビュー調査か
ら、本プログラムへの満足感とともに、演劇ワークショップの将来的な展開への期待・将
来の実践への示唆が得られた。

参加者であったある児童とその保護者からの聞き取りにおいては、【居住地域において
は、気軽に演劇を体験できるワークショップのようなものに参加する機会が周囲にはない
こと】【演劇体験を媒介にして、おじいちゃんおばあちゃん世代と交流することが児童に
とって楽しいものである】という感想を得た。また、保護者から、自身の子（その児童）
から「何か違う人になってみる体験がすごく良かったって。（※原文ママ）」という感想
を聞いたとの感想も得られた。これは、普段の自分とは異なる別の他者を演じることが、
他者との交流促進に対して、重要な役割を果たしていることの傍証となるだろう。

我が国においては、地域社会を活性化また文化的な共創を担う小劇場を中心とした劇場
の整備は依然として遅れており、大都市圏の小劇場や、地域に根ざす劇団のアウトリーチ
活動などにより近年盛んに行われている演劇ワークショップにもまた、地方都市において
は充分に触れる機会がないと考えられる。児童と保護者の感想からは、高齢者から児童に
至るまでの多世代共創型コミュニティの構築において、演劇が有効な役割を果たしうるこ
と、一方で、演劇に触れる機会が十分でないというギャップが存在することがわかる。

また、実施場所であったデイサービス施設スタッフからの聞き取りにおいては、高齢者
の普段の生活において、子どもと接する機会が非常に少ないこと、それゆえに子どもと触
れ合ったときの高齢者がとても楽しそうであったとの声があった。特に、本プログラムの
ような多世代交流型のイベントは多くの高齢者にとって経験のないものであったにもかか
わらず、好意的に受け止められたことは注目すべき点であるだろう。先述の高齢者の感想
からは、「子どもたちが楽しそうにしていた」ことを印象に残ったこととして報告した高
齢者が多数おり、子どもたちが演劇表現を楽しむことをうまく実現することが、多世代共
創型の演劇ワークショップの実現において重要であることが示唆される。小学校などの教
育施設へのアウトリーチ活動を行う小劇場が保有するメソッドやノウハウを、柔軟に多世
代共創型ワークショップに適用していくことが有益と考えられる。

一方で、スタッフからの聞き取りからは、演劇に参加せず観客としていた施設の高齢者
に対し、今後充分な価値を提供していく必要があることがわかった。観客としての確たる
役割がある本番よりも前、稽古の様子を見るだけでは、「寂しい」という感想があるとい
う。今後は、演じ手だけではなく、その場にいる（高齢者）全員が何らかの形で演劇ワー
クショップに関与できるような設計が必要かもしれない。

5. まとめ

本研究は、小劇場がワークショップを通して複合的に地域の福祉を向上させるという新
たな多世代共生社会の仮説的モデルに基づき、その中核となる、演劇ワークショップの開
発と評価を行った。小劇場を高齢化に関する諸問題に苦しむ地域の支援の中核に据えたこ
とは、画期的なモデルとして意義深いものであり、地域に眠る小劇場に新たな価値づけを
行うものであった。開発した演劇ワークショップは、全国４箇所において地域の特性に応
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じた形で実施され、その前後において効果測定のためのアンケート調査が実施された。こ
れまで、演劇ワークショップの効果について定量的な検討を行った研究はほとんどなく、
本研究のような、国や自治体への具体的な政策提言につなげるために不可欠な定量的なエ
ビデンスを得る試みにより、地域での演劇的手法によるコミュニケーション推進のための
政策について、費用対効果を考慮した上で提言を行うことへの道筋をつけることができた
と考えられる。

このように本研究は、演劇を核とした多世代共生社会の新しいモデルを定量的なエビデ
ンスに基づいて提案するという意味で社会に新しい価値を創出する研究であった。本研究
は、日本全体の高齢者の包摂力を高め、全ての世代の人々が豊かに生きられる社会の実現
につながるという大きな社会的意義を有する研究であるだろう。

saho tanaka



