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行動連鎖の可視化＜前編〉
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社会的な意味です．保健や医療の社会的な目的が

｢健康を保つこと/健康を回復すること」であるこ

とを考えると，その達成に向けた「人々の行い・

反応」が「行動」と位置づけられます．

文部科学省が編纂した高校生用の保健副読本

『健康な生活を送るために』')では，4頁目に「今

までは，健康に関する知識をもっていれば，私た

ちは健康を保持増進するための行動をとることが

できると思われてきました．しかし，私たちの行

動は，知識のみに左右されるわけではありませ

ん．行動には様々な要因が関連しています.」と

記されています．この文章からは，「行動＝外部

から観察可能な反応」という位置づけに加えて，

｢行動＝様々な社会的要因によって左右される反

応」との位置づけが読み取れます．さらにこの文

章と前後する頁に，「食習’慣，運動習‘慣，喫煙，

飲酒」などの健康に関連した習‘慣'性のある行動，

あるいは「自殺や他殺，不慮の事故に関係する行

動，喫煙，飲酒，薬物乱用，′性行動，健康に良く

ない食行動（望まない妊娠,HIVを含む'性感染

1.はじめに
’1

本連載では，「紙と鉛筆」的な方法により，人

が思い考える内容の可視化を試みています．今回

と次回は保健医療に関連した行動連鎖の可視化に

ついてです．

デジタル大辞泉によれば，【行動】とは「lあ

ることを目的として，実際に何かをすること．行

い.」あるいは「2心理学で，外部から観察可能

な人間や動物の反応をいう.」とあります．「行

動」とは静止した状態ではなく，行い・変化を伴

った状態だと理解されますが，その行い・変化と

はどのようなものでしょうか．

行い・変化を伴う行動を可視化する立場とし

て，以下に①社会的・概念的立場，②実際的立場

の2つについて考えてみます．

社会的・概念的立場で重視されるのは，行動の
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タイプライターテキスト
１． 保健医療に関連して、個人が取る実際の行動の連鎖を可視化するために、システム工学にルーツを持つＩＳＭ構造化法を適用しました。ｎ個の行動の選択肢がある場合、選択肢を縦横に配列したｎ×ｎのマトリクスを作成し、マトリクスを用いた一対比較で各行為組み合せの順序性を判断し、得られた順序性をパソコンに入力・計算することで、有方向グラフとして行動の連鎖図を描くことが出来ました。　　　２．パソコンを用いず、紙と鉛筆で行動連鎖図を手書きする方法を検討した結果、「①取りうる行動の項目を列挙する、②得られた項目を矢印で連結して、順序性を可視化する、③ワークシートの空欄に収まるように全体像を表現する」の３段階を設定し、「手書き連鎖図法」としてワークシートを作成しました。



個人の認識 修飾因子 行動の可能I性

人口学的変数

(年齢，性別，人種，民族など）

社会心理学的変数

予防的行動の

認識された利益

マイナス

予防的行動の

認識された障壁

(性格，社会階層，仲間や準拠集団からの圧力など）

構造的変数

(その疾病の知識，その疾病の経験など）

疾病Xの認識された

催患しやすさ

疾病Xの認識された

深刻さ

疾病Xの認識された

脅胤
一

勧められた予防的保健行動を
起こす可能性

行動へのきっかけ

マスメディアのキャンペーン

他者からの助言

医師や歯科医師からの催促の葉書

家族や友人の疾病

新聞や雑誌の記事

図1HealthBeliefModel(文献2のものを筆者が翻訳）

症)，運動不足」などの危険行動が，取り上げら

れています．

行動が多様であり，また，さまざまな社会的要

因によって左右される行動の全体像が複雑なもの

であることから，理論的に整理された全体像の把

握が重要であり，概念的なモデルが用いられま

す．概念的なモデルとして最もよく知られている

ものの1つが，図1に示すHealthBeliefModel*で

す.HealthBeliefModelは1950年代から米国を

中心に提唱された捉え方です．こうした概念的な

モデルは行動を可視化する1つの考え方であり，

社会心理学者の貢献が大きく,HealthBelief

Model以後もさまざまなモデルの開発と適用が続

いています．

さて概念的モデルによる可視化は，知識と行動

の関連を整理したり，保健医療活動を計画/評価

したりする際などに有効です．しかし概念的モデ

ルは個々人の実際の行動を可視化するものではあ

りません．概念的モデルは，集団としての人々の

平均的な行動を理論的に可視化したものであり，

個々人の行動の具体は概念モデルでは捉えられま

せん．

では，実際的な立場から，アクションリサー

チ3)を通して個々 人の行動を可視化するには，ど

うしたらよいでしょうか．

2．有向グラフで個人の保健行動を可

J，視化するアクションリサーチ

【1】行動連鎖をどう可視化するか

1980年代の後半に長崎で地域保健に関連した

課題の可視化を試みていた筆者は，健診結果や生

活習慣に加え，保健行動連鎖の可視化を試み始め

ました．

まず取り組んだのは，実際の行動を人々がどの

ような順番で行うのかを知り，それを可視化する

ことです．筆者はすでにこの頃，手書き顔グラ

フ4,5)やイメージ展開法6)により，感じ考える内容

を平面的/空間的に表示することを試みていまし

た．しかし，顔の絵に補助線を加えることで表示

できた検査結果と，座標軸に沿って展開すること

で表示できた生活の習』慣性とを比較すると，行動

連鎖の場合は順序'性が明確であり，順序‘性に適し

た新たな表示方法が求められました7)．

【2ISM構造化法との出会い

新たな表示法を探し始めた筆者は，当時の共同
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研究者である松原伸一氏を通して，氏の恩師であ

る教育情報工学の専門家の佐藤隆博先生が開発さ

れたISM構造化法8)に出会うことができ，この手

法を応用して，方向‘性を持ったグラフとして行動

の連鎖図を描くことを試みました．

ISM構造化(InterpretiveStructuralModel-

ing)のルーツはシステムエ学です．上記の佐藤

氏は，学校教育における教材分析，特に学習の順

序‘性明確化，にシステムエ学を応用し，複雑に入

り組んだ教材内容の体系を教師が構造的に認識

し，学習の順序を可視化し把握できる手法とし

て,ISM構造化法を提案しました8)

ISM構造化法8)では，まず教師が教科書から学

習要素を抽出します．次に，この要素を互いに比

較し，順序'性を判断し，要素間の関係づけを行い

ます．aとbという2つの要素がある場合，どち

らがより基本的だとか，どちらが先に来た方が分

かりやすいだとかを，判断するわけです．要素が

a，b，c，．.…*,nと多数に及ぶ場合は，要素の

あらゆる組み合わせについて順序‘性を判断できる

よう，全要素n個を縦横に配列した、×、のマト

リクス（行列）を作成し，マトリクスの各欄に順

序性を書き込めるようにします．、×、のマトリ

クスがあれば，要素n個の順序'性について，可能

'性のある全組み合わせを示すことができます．標

準的な順序性だけでなく，同じ教科書で異なる教

師が独自に教える際に，その独自の順序‘性をも示

すことができます．しかしマトリクスに示される

順序‘性の数学的な表現を，具体的な順序性として

画像のように可視化することは，マトリクス表現

のままでは困難です．よってISM構造化法では，

このマトリクスのデータをパソコンに入力して有

向グラフ理論による計算を行い，要素名と矢印で

順序'性を可視化した構造化チャート（連鎖図）を

作成します．

【3]ISM構造化法の適用

図2は，1980年代の終わりに長崎県農村部の1

町で起こった麻疹の大流行に関連して，筆者が当

時行ったISM構造化法による行動連鎖図作成の

試みです7)．

この時は，何人かの子供が脱水症状で病院の救

急部に運び込まれました．ある事例の場合，麻疹

にかかった子の母親は，最初は医師の指示に従

い，子供に水分を十分に与え，熱が上がりすぎな

いように注意していました．しかし，その子のお

ばあちやんは，子供が麻疹にかかった時にどうす

べきかについて，この地域の伝統的な方法によ

り，逆のことをすべきだと主張しました．その結

果，この若い母親は混乱して途中から医師を受診

しなくなり，その3日後に子供が脱水症状を起こ

すに至りました．

このような状況で，個々の母親がどのような行

動を取るのかをISM構造化法で可視化する試み

が，図2に描かれています7)．当時の1町で，子ど

もが麻疹にかかった際に，母親が取り得る可能'性

のある行動を検討した結果，以下の9項目が挙げ

られました．①祖父母に相談する，②知人に相談

する，③神仏に祈る，④医師（小児科医）を受診

する，⑤熱を測る，⑥解熱薬を使用する，⑦薄着

や水枕で体熱を逃がす，⑧厚着などで身体を暖め

る，⑨水分を与える．

この9項目の行動を実際にどの順序で行うかは

母親によって異なると考えました．そこで，どの

ような項目の組み合わせも表示できるよう，図2

上では9個の要素をすべて取り上げて縦横に組み

合わせ，9×9のマトリクスを作成しました．マ

トリクスの使用にあたっては，横の行に従い，左

から右方向に順番に交わる縦の列の選択肢と一対

比較を行います．一対比較の際には，どちらの選

択肢を優先するか考え，横軸の方を優先する時の

み，その欄にlを記入するものとします．例え

ば，「祖父母に相談する1行目)」という選択肢

と，「神仏に祈る（3列目)」という選択肢とを比

較し，「祖父母に相談する」が優先される場合に

は，1行3列目の空欄にlを記入します．このよ

うな順序‘性の比較を72通りの選択肢の組み合わ

せについて行った結果，ある母親の場合は14個

の欄に1を書き込むことになりました（図2上)．

この母親の場合，「解熱剤を使用する」．「薄着や

水枕で体熱を逃がす」・「水分を与える」の3項目

は最初から取り得る選択肢の中に含まれていなか

ったため，順序性判断の対象外となり，この3項
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図2ISM構造化法による行動連鎖図作成の手順

目については，対応する縦横の何れの空欄にも1

が書き込まれていません．

この行列のデータをパソコンに入力し，計算を

行った結果，図2下のような行動連鎖図が出力さ

れました．

この方法の興味深い点は，一人一人のマトリク

スに合わせて，事例的に行動の連鎖図を確定して

いくことです．マトリクスは，その人に合わせ

て，より要素の多い，より複雑なものを作成する

ことができます．要素数が24個と多い事例を図3

に示します7,9)．

この事例は，筆者が当時勤務していた長崎大学

医学部の大学院に在学中の院生（28歳女性）の

ものです．学生時代に結婚して，すでに1歳と3

歳の子供がいました．ISM構造化法を行っても

らった時には，ちょうど前の晩に下の子が風邪を

ひいて発熱したということで，心配そうな様子で

した．「自分の子供が風邪をひいて発熱した場合

に，何を行うか」と考えてもらった結果，24個

の要素が得られました．

さて上述のISM構造化法は,n×、マトリクス

により，各要素の順序性を判断できれば,nがど

れほど大きくても，有向グラフとして，行動連鎖

の全体像を表現できる優れた方法です．しかし，

対象者が行うのは各要素の組み合わせにおける順

序性の個別の判断までであり，そのあとの計算と

作図はパソコンに任せます．よって，対象者自身

が全体像の可視化を段階的に進める手書き顔グラ

フや二次元マップと比較すると，作図過程への対

象者の関与が間接的で，自らが見通して描く手ご

たえに欠けます．「①可能な行動要素の列挙」か

ら，「②行動要素を組み合わせた関係マトリクス

の準備｣，「③対象者による行動の順序性判断とマ

トリクスへの記入」を経て「④マトリクスをパソ
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図3要素数が24個の場合の有向行動連鎖図(ISM構造化法による）

を進める際，学生が自らの思考や行動を可視化す

ることが彼らの能動的な学習を促進することに気

づいた筆者は，特に環境と保健の分野での行動を

取り上げ，より自由な可視化の試みを始めまし

た'0)．特に興味深かったのは，数名の学生に白紙

と鉛筆を渡し，自分が行う行動の全体像を自由に

表現してもらった際の学生の反応です．このよう

な状況で，紙にすぐに何かを描き始める学生もい

れば，紙のどのあたりにどのくらいの大きさで描

いたらいいのか分からないなどと考え込む学生も

コンに入力して連鎖図を描かせる」までの4つの

段階を，パソコンの助けを借りて行う必要があ

り，紙と鉛筆があればできるわけではありませ

ん．

では，行動連鎖について，紙と鉛筆だけで可視

化を行うには，どうしたらよいでしょうか．

3古手書きの図で行動連鎖を自由に可
‘,‘ふ

j舟斗《H視化するアクションリサーチ

【1】紙と鉛筆による行動連鎖図作成の試み

1990年代，長崎大学医学部で社会医学の授業
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います'1)．“自由な表現”と言っても，紙の大き

さを統一したり，紙のしかるべき位置に記入欄を

印刷する程度の準備が必要なことが分かりまし

た．試行錯誤の結果，自由に表現する時の最小限

の誘導として，①まず最初に取り得る行動項目に

ついて思いつく言葉（項目）を列挙する，②得ら

れた言葉を矢印で連結して順序性を可視化する，

③ワークシートに印刷した空欄に収まるように全

体を表現する，の3段階を設定し，「手書き連鎖

図法｣'0，1')としました．

このようにして，自由なイメージ表出を支える

最小限の枠組みはできましたが，適切なテーマが

ないと，イメージを描くことはできません．筆者

は1995年の4月から10月までの間，長崎大学医

学部3年生を対象として，週1回120分の社会医

学講義を担当しました．当時のカリキュラム改訂

で新設された「環境因子」を学生が考えながら学

ぶことが重視されたため，地球規模の環境汚染へ

の対応から，気分が突然悪くなった時の対処に至

るまでの多様な課題につき，各授業の際に必ず一

定の時間をとって，行動の自由な可視化を試みま

した10)

【2】風邪をひいた時の行動連鎖図

身近で考えさせる問題提起として最も効果的だ

ったのは，6月14日の授業で取り上げた「風邪を

ひいて発熱した時に何をするか？」でした11)

この時の授業では，項目の列挙から行動連鎖図

を描き終わるまでに20分を要しました．同授業

で提出された行動連鎖図から，男子学生4名の例

を図4に示します．

1）男子学生4名の行動連鎖図とそれについて

のコメント

行動連鎖図によって自分の行動が可視化される

と，自分自身への振り返りが起こります．各学生

が自分の行動連鎖図につけたコメントを以下に示

します．

学生4A君：正しく認識し，ちゃんと薬を飲ん

で安静にしていれば風邪は治る．しかし，薬を飲

み間違ったり，安静にしなかったりしたら，治る

ものも治らない．さらに，ちゃんと薬を飲んだり

安静にしても，悪化することもあり得る．

学生4B君：大切なことは食糧の確保．食欲が

ないので，ないと全然食べなくなる．ちょっと風

邪かな？と思うだけですぐ寝るので，ひどい風邪

にはあまりならない．寝るのは得意技のひとつ

だ．

学生4C君：私の行動連鎖図は実に一般的だと

思う．しかし，病院に行ったことはほとんどな

い．気分が悪いところに病院の匂いをかぐと，さ

らに気分が悪くなって吐いたことがあるので，で

きるだけ家で休んでいる．

学生4D君：自分の場合，風邪をひいた時は，

寝れなくてもよいから，横になって蒲団に入って

いるようにしている．また風邪の時はとかく食欲

が落ちぎみであるが，栄養をとることが風邪の回

復につながると思うので，普段以上に食事をとる

ように努力している．

2）女子学生4名の行動連鎖図とそれについて

のコメント

6月14日の授業で提出された行動連鎖図から，

今度は女子学生4名の例を図5に示します．

4名の女子学生が行動連鎖図を描いたあとで記

した自分自身への振り返りを，以下に示します．

学生5Aさん：基本的には対処は同じだが，熱

が高く出た場合と，風邪の症状だけがある場合と

では対処の仕方が若干異なる．熱がない時は何も

しなくてもいつか治るだろうという感じで，特に

何もしないときが多いが，さすがに熱が高く出る

と，いろいろな行動を起こす．

学生5Bさん：自分が考えて，できうる限りの

ことをして，その結果の是非で，次のステップを

決める．

学生5Cさん：私は，ここ7年ほど，風邪をひ

いたことはないけれど，風邪気味になったことは

ある．そういう時はいつも睡眠不足の時だ．納得

するまで眠ると，一晩で治る．あと，食べてない

時も抵抗力が落ちる．そう言う時は，卵や肉を食

べると元気になる．しょうが湯は体が温まるの

で，よく冬に飲む．あと料理にもよく使用する．

靴下をはいて寝るのは冷え‘性だから．何だか眠れ

ないな，と言う時は靴下を履いていない時が多

い．風邪薬は何故か好きじゃないので飲んだこと
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はない．

学生5Dさん：熱を測って38度5分以上あった

り，咳がひどかったりすれば，病院に行くけれ

ど，あまり大した風邪でないのなら，薬局で売薬

を買う．病院に行ったり，薬局に行くと，疲れて

汗をかくので，シャワーを浴びてその後寝る．一

人暮らしなので，誰にも気付かれず死ぬかもしれ

ないので，連絡して気をつけてもらう．

【3】他者の行動連鎖図に触れた時の気づき．発

見

上述の行動連鎖図作成から1週間後の1995年6

月21日，各学生に自身の行動連鎖図を返却し，

同時に36名分の行動連鎖図（図4，5に掲載した

8名の行動連鎖図を含む）を載せた事例集を配布

しました．各学生はまず自分が前の週に作成した

行動連鎖図を確認した上で，さらに同級生がどの

ような行動連鎖図を描いたのかを事例集で確認し

ました．各学生はこれらの読み取り作業を終えた

あと，気づいたことを記載しました．この時に得

られた学生の気づきを3つに分類し11)記載例と

ともに以下に示します．

1）共通性への気づき

「みんなは治ったときと治らなかった場合とを

きちんと考えているし，治らない場合は結局，そ

れまでの行動を繰り返しているような感じだ」

「例えば，体温を測って熱が高ければ○○○，

低ければnnnなど，何かを行い，その結果によ

って行動を変えていく，というコンセプトが多く

見られた」

「一定の行動（薬を飲んで寝て，また薬を飲ん

で）を繰り返し行いながら治す，という意見が目

につく」

「体温計で測って熱があれば，栄養をつけて寝

る，というのが共通した行動のようだ」

2）多様性への気づき

「個人個人によって分析の内容・程度に差があ

る．詳しく（客観的に）分析している人，自分の

感じたまま書いている人（主観的な人）等様々で

あった」

「気力で治す人から，死ぬかもしれない人（お

見舞いで治るかも）まで，各々個人で行動が違い

面白かった」

「風邪に対して，どのような対処を重要とする

か（薬，体温計，睡眠……）ということが人それ

ぞれ異なっており，面白い」

3）類型性への気づき

「まず寝るか，薬を飲むか，2パターンに大ま

かに分かれると思う」

「病院に行ったり人に相談したりする人と，自

分で工夫して何とかしようとする人と，大きく分

けて2通りのパターンがあると思う」

（以下，次号の後編に続きます.）
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