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自由時間活動におけるコンストレイント（制約）と潜在希望活動の関連－各世代男女の生涯学習調査から／片山美由紀

自由時間活動におけるコンストレイント（制約）と
潜在希望活動の関連－各世代男女の生涯学習調査から

Constraints in Leisure Time and Potential Activity
－On the Research of Lifelong Education

          

片　山　美由紀  
Miyuki KATAYAMA

１．問題

１－１　用語
　コンストレイントを本研究では「自由時間において何らかの活動を行ううえで、人々を活動では

なくむしろ不活動の方向に導きうるさまざまな要因」と定義する。ここで自由時間とは、江橋（1978, 

p.18）に沿って、人の１日の生活時間分類において、「社会的必要時間」（労働・通勤・身支度など）

と「生理的必要時間」（睡眠・食事）、および「家事的生活時間」（入浴・家事）の３つをあわせて「拘

束時間」としたときに、１日の生活時間のなかから、その拘束時間を除いた時間のことをさす。自

由時間の定義としては最広義のものとなる。なおこの自由時間は「余暇」といいかえられる場合も

ある。このような自由時間に行う活動を、本論文では「自由時間活動」と呼ぶ。このような活動が

「レジャー（活動）」あるいは「余暇（活動）」とよばれることもあるが、どちらの用語も2006年時点

の現在においては日本語としての語感および想起される内容が多様でありうるところから、本論文

では「自由時間活動」の用語を用いている。論文中では英語表記の論文における”Leisure” を自由

時間活動と訳している場合と、原文の流れを損なわないように、カタカナでレジャーと表記してい

る場合とがある。

１－２　レジャーおよびコンストレイントの研究
　コンストレイントの研究は、Journal of Leisure Research, Leisure Sciences などの専門論雑誌に

おいて長らく研究されてきたテーマである。しかしそもそも自由時間活動（レジャー）に関する研

究領域については、速水が2004年に発行した翻訳書『レジャーの社会心理学』（Mannell & Kleiber, 

1997）のなかの監訳者あとがきで「おそらく、日本の読者はまず、このような心理学の研究領域が

存在していることに驚き、さらにその研究の深さや進展に目をみはることになるだろう」書いたよ
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うに、自由時間活動（レジャー）に関する心理学的研究はほとんどなされていないのが現状である。

この速水が同書のなかで「わが国（日本；著者注）でも2003年度の日本社会心理学会では始めてレ

ジャー研究の一分野であるツーリズムについてのシンポジウムが開かれたと聞いている。これまで

ほとんど未開拓であるレジャーについての心理学的研究が、我が国においても本格的に開始される

予感がある。」と希望溢れる前途について語っており、この文中で指摘されているシンポジウムを中

心となって企画・実施したのが著者（片山）である。これは東洋大学において開催された日本社会

心理学会第44回大会時のものであり、タイトルは「旅行者行動の社会心理学－自己変容の可能性」

であった（片山, 2006も参照）。

　このように自由時間活動（レジャー）に関する心理学的研究は現在、日本ではまさに開拓の途に

あり、それだけにデータの蓄積が急がれる時期にある。このような背景にあって、本研究では各世

代男女に対するサンプリング調査を用いて、自由時間活動におけるコンストレイント（制約）と潜

在希望活動の関連について適切な資料となるようなデータを示すことを１つの目的とする。

　従来の諸外国の研究のなかで、コンストレイントの具体的なリストの例としてはつぎのようなも

のがある。たとえばHultsman（1995）は「接近しやすさ（Accessibility）」「社会的孤立（Social 
Isolation）」「個人的理由（Personal Reasons）」「コスト（Costs）」「時間コミットメント（Time 
Commitments）」「設備（Facilities）」をあげている。またCarroll & Alexandris（1997）は

Crawfor, Jackson & Godbey’s（1991）に基づく実証研究において「個人的・心理的なもの（Individual 
Psychological）」「知識の欠如（Lack of Knowledge）」「設備サービス（Facilities Services）」「接近
しやすさ／資金（Accessib./Financial）」「パートナー不在（Lack of Partners）」「時間（Time）」「興
味の不足（Lack of Interest）」をあげている。この種の記述的リストは観点により多様であり得るが、
本研究ではコンストレイントの対象である「自由時間活動」の範囲を通常の研究で扱われているも

のよりも広くとり（具体的には、生涯学習活動や、近年やっと注目をあびてきた「社会性余暇」に

相当するボランティア活動など）、それらのコンストレイトとして適切な内容をあらためて選択し、

調査を行う。

　なおコンストレイントを尋ねる質問に対しては、これこそが中核的理由という内容が回答される

場合がある一方で、長年にわたって実現がかなわない状態が続いたために、それを正当化するよう

に、状況にあわせて認知のほうを修正する認知的不協和の低減（Festinger, 1957）がはたらいた結果、

回答がなされる場合が考えられる（Carroll et al., 1997も参照）。

　Mannell & Kleiber（1997）は、レジャー活動におけるコンストレイントが同時に働き、そし

てそれらが互いに絡み合っていることを指摘して、次のような例をあげている（Floyd, McGuire, 
Shinew & Noe, 1994 も参照）。

「レジャー活動を分かち合う相手を見つけることが非常に難しい場合（すなわち、対人的コンストレ

イント）、あるいは車椅子を使うような人は自然写真など撮らないだろうという社会の先入観（構造

的コンストレイント）が根強い時、これらは、活動に対するネガティブな態度（個人内コンストレ

イント）を生じさせ、結果的に活動への興味を低下させることもありうる。」
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　もしMannell & Kleiber が指摘するように、複数のコンストレイントが同時に働き、そしてそれ

らが互いに絡み合っているとすれば、実態としてどのようにコンストレイントが絡み合っているか

を把握することが必要である。絡み合いのパターンが実態として把握できれば、コンストレイント

自体の理解がすすむ。これは様々なコンストレイントを感じる当人自身の「自己理解を促進」する

根拠となるとともに、当人以外の外部の者にとってもコンストレイントの理解がすすむとともに、

「コンストレイントを取り除く介入方策」を考えることができるからである。

　コンストレイントの絡み合いのパターンを把握する方法は複数あるが、本論文では、コンストレ

イントと潜在希望活動との関連データから、そのパターンの把握を行う。片山（2005）は首都圏（三

鷹市）、東北地域（仙台市青葉区・泉区）、中国地域（広島市中区・阿佐南区）の５地区の20・40・

60代男女を対象（対象者は各地区の強力を得て選挙人名簿より抽出）とする郵送調査（回収数526票）

を行った。注１）　そのデータにより、自身の最近の心理状態と、もし突然48時間の自由時間ができた

場合にしたい活動（自由記述）との関連を、Word Miner（日本電子計算株式会社）によりコレスポ

ンデンス分析し、希望活動と内面の関連を示することで、自由時間活動の理解促進をすすめる手が

かりとしている。本論文でも同様に、希望活動と内面（コンストレイント）の関連を把握することで、

当人の自己理解をすすめるための手がかりとなるような資料としたい。

　対象者にとっての真のコンストレイントを見いだし、その改善をめざす場合に、しかし対象者１

名に対して、個別性を重視したカウンセリングを行うのでなければ、対象者のおかれた個別状況を

完全に把握し、もっとも重要かつ働きかけ（介入）が可能な事柄をみつけだすことは容易ではない。

けれども人は一般に、ふだん自身の内面、特に自由時間活動にかかわる心理（気持ち）に自覚的で

あったり、分析的であったり、深く理解をしていることはむしろまれであると考えられる。その意

味でも、希望活動と内面（コンストレイント）の関連をデータにより把握し適切に提示することで、

当人の自己理解をすすめるための手がかりとなることが期待されるのである。

　ただしここで注意したいのは、モチベーションが高ければコンストレイントを乗り超えられる、

との論調があるが（たとえばCarroll & Alexandris、1997）コンストレイントの解決策を個人内の資

源（モチベーションの高さ）のみに求めるのは適切ではない。レジャー研究においては、活動のコ

ンストレイントを「個人内（intrapersonal）」、「対人的（interpersonal）」、「構造的（structural）」

の3つのタイプに分ける考え方があるが（Crawford & Godbey, 1987; Crawford, Jackson & Godbey, 

1991）、これら３つを逆に、３つのタイプの解決方針ととらえ、個人内の解決の促進（たとえばモチ

ベーションの上昇）、対人的解決の促進、構造的解決の促進、として整理を行うほうが、解決を目指

す立場としてはより適切である。
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２．方法

２－１　調査方法
1)調査対象注２）

　ひたちなか市に在住の20歳以上の男女（調査時点で住民基本台帳登録は121,166人であった）。

　「ひたちなか市」は茨城県のほぼ中央に位置し、面積は約９９平方キロメートルである。東には13

キロメートルの海岸線を有している。市内に二つの漁港があり、近海沿岸漁業の基地となっている。

農業では，干しいもが特産品となっており、日本一の生産量を誇っている。

　一方商業面では，大規模小売店舗の充実などで商圏の地元吸収力が増大している。今後は年間

１８０万人の利用のある阿字ヶ浦海水浴場や魚量販店などの資源を存分に活かした観光・レクリェー

ションの振興を図ることにより，商業を活性化していくことが期待されている。

　この市は県庁所在地の水戸市と隣接し、那珂湊市（基幹産業は水産加工業を主体とした食品製造

関係水産業）と勝田市（基幹産業は電機・機械・精密機械・紙製品などの工業）とが平成６年１１

月に合併して誕生した市である。

　ひたちなか市は東京の北東方向約１１０キロメートル圏である（東京を起点として例をあげれば、

静岡県三島市が約120キロメートル、静岡市が160から180キロメートルほどである）。

2) 調査方法

　郵送法により行った。

3)サンプル抽出法

　本調査は住民基本台帳を活用し、ひたちなか市民の20歳以上の男女，総計121,166人の中から、性

別、年齢、居住地域による層別無作為抽出法を用いた。各層の調査対象数は比例割合により定め、

総計6,000サンプルを抽出した。

4) サンプルの回収数および回収率

　本調査の計画標本数総数は6,000、有効回収数は2,719、有効回収率は45.3％であった。性年齢別に

みると、有効回収数および有効回収率は以下の通り。

20歳代男性136票（24.0％）、20歳代女性208票（40.8％）、

30歳代男性181票（26.5％）、30歳代女性392票（64.4％）、

40歳代男性188票（36.9％）、40歳代女性278票（58.2％）、

50歳代男性257票（44.4％）、50歳代女性342票（57.2％）、

60歳代男性251票（52.2％）、60歳代女性230票（50.9％）、

70歳以上男性119票（48.2％）、70歳以上女性97票（33.6％）。
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なお性あるいは年齢不明票は40票であった。

5) 回収状況の詳細

本調査の調査票回収状況の詳細は下記の通りである。

　サンプル数が6000、回収数が2732、有効回収数が2719、無効票数が13、回収不能が3235、配布不

能が33。

6) 調査経過

　この調査は茨城県ひたちなか市教育委員会生涯学習課が、常磐大学（当時）生涯学習研究会（代

表　坂本登、構成員　金藤ふゆ子、片山美由紀）に委託して行ったものである。調査実施にあたっ

ては、約３か月間をかけて研究会メンバーによる打ち合わせ、調査票原案作成、事前調査と、調査

票修正を行った。この３か月間のなかで、有意抽出法によりひたちなか市民200サンプルを対象に事

前調査を実施し、その分析結果を基に調査票最終案を完成した。

　また調査発送に先立ち、ひたちなか市生涯学習課が、ひたちなか市の広報に本調査の実施予定の

報告と協力のお願いを掲載し、市民の協力を呼びかけた。調査票は調査票発送後１か月ほどの間に、

ひたちなか市教育委員会宛の郵送により回収を行った。

３．結果と考察

３－１　コンストレイントの回答率（頻度％）
　コンストレイントの尋ね方は次のとおりである。42の活動選択肢を示して「今後新たにしたい活動」

を尋ね、そのうち、「なかなかできないでいるけれど、今後、特にしたいと思っている活動」を１つ

だけ選択してもらい、その活動について「あなたがその活動をこれまでなかなかできなかった理由

は何でしょうか」と質問をして、選択肢に○をつけてもらった。複数回答（○はいくつでも）である。
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表１　コンストレイントの回答率（複数回答）

項　目　内　容 回答率（％）

１．それをする時間や精神的ゆとりがないから 50.9 

２．そのためにかかるお金が気にかかるから 28.0 

３．それをするための情報が、あまり手に入らないから 24.5 

４．それをできる場所が遠い、あるいは行きにくいから 21.1 

５．一緒にする仲間がいないから 13.0 

６．それをすると、子どもや家族に迷惑がかかるから 12.8 

７．なかなか上達しなさそう、知識が身につかなさそうだから 9.1 

８．それをするのをめんどうに感じるから 8.3 

９．自分の体の調子や健康が十分でない、危険があるから 6.9 

10．それをすると、職場の人に迷惑がかかるから 3.8 

11．指導者がみつからない、指導者と相性が悪そうだから 3.4 

12．人の目や世間体が気になるから 1.2 

13．その他 9.2

　回答をパーセンテージの多い順に並べると表１のような結果になった（なお表１中の項目番号は

調査用紙内での並び順ではなく、回答率の高い順につけたものである）。

　肯定率の高い上位６項目をみると、「それをする時間や精神的ゆとりがないから（50.9％）」「その

ためにかかるお金が気にかかるから（28.0％）」「それをするための情報が、あまり手に入らないか

ら（24.5％）」「それをできる場所が遠い、あるいはいきにくいから（21.1％）」「一緒にする仲間がい

ないから（13.0％）」「それをすると、子どもや家族に迷惑がかかるから（12.8％）」となっている。

　これら上位６項目はいいかえれば、順に、「時間（ゆとり）」、「お金」、「情報」、「場所」、「仲間の不在」

「ひとへの遠慮」であり、これらか主要なコンストレイントとなっていることがわかる。上位５つは

諸外国でもコンストレイントとしてとりあげられることの多い内容であるが、第５位とほぼ同率で

「それをすると、子どもや家族に迷惑がかかるから」つまり「ひとへの遠慮」があげられていることは、

日本におけるコンストレイントの１つの特徴である可能性がある。

　一方で「ひとへの遠慮」と同様、対人関係のなかではじめて生じるコンストレイント、すなわち「人

の目や世間体が気になるから」は1.2％と回答が少なかった。これは人目や世間体がコンストレイン

トとなる人は非常に少ないためこのような結果なったとも考えられる一方で、人目や世間体が気に

なるような活動は、最初から「今後特にしてみたい」とは考えないため、コンストレイントとして

あげられなかった可能性もある。その意味では今後の検討課題として、もしもこのようなかたちで

抑制されている潜在欲求活動があるとすれば、そのような潜在欲求活動を対象者から拾いだすため

には、むしろ「人にどのように言われるかわからないから、あるいは、世間体が悪いから、そもそ

もしてみようとは思わない活動がありますか？」といった質問を工夫し、場合によっては質問紙調
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査ではなく面接やグループインタビューなどによりデータを収集した方がよいと考えられる。

３－２　コンストレイントごとの潜在希望活動の関連
　つぎに、それぞれのコンストレイントについて、それが特にコンストレイントとなる活動につい

て以下で検討を行う。基準として、表１の全体パーセンテージよりも10ポイント（四捨五入）以上

数値の高い活動をとりあげることとする。

　まず表１の「1. それをする時間や精神的ゆとりがないから」の全体パーセントは50.9％である。

約半数がこれをコンストレイントと感じているわけであり、一般にコンストレイントとして知覚さ

れやすい事柄であることがわかる。そのうえで、さらにパーセンテージが高い活動（今後新たにし

たい活動があるが、その活動のコンストレイントと知覚する人がさらに多いもの）についてみてみ

る。「つり（64.0％）」、「ジョギング・マラソン（78.6％）」、「楽器演奏やコーラスをする（60.5％）」、「絵

を描く・彫刻する・陶芸（66.4％）」、「美術鑑賞－テレビ以外で（66.7％）」、「仕事上必要な知識・技

能を学ぶ－職場以外で（64.7％）」、「ボランティア活動の知識や技能を学ぶ（62.5％）」、「語学（英語・

中国語等）を学ぶ（62.2％）」、「社会問題・時事問題について学ぶ（81.8％）」、「教養的なもの（歴史・

文化等）を学ぶ（64.7％）」、「健康・スポーツについて学ぶ（70.0％）」、「公民館の利用者など地域社

会の人へのボランティア（71.4％）」がそれに該当していた。

　つぎに表１の「2. そのためにかかるお金が気にかかるから」の全体パーセンテージは28.0％であっ

た。全体の３分の１弱がこれをコンストレイントと感じるのである。1. と同様にパーセンテージが

高い活動をみると、「ゴルフ－練習場を含む（55.0％）」、「スキー・スノーボード（44.9％）」、「パチ

ンコ（66.7％）」、「スポーツ観戦－テレビ以外で（38.5％）」、「パソコン・インターネット（40.3％）」、

「仕事上必要な知識・技能を学ぶ－職場以外で（47.1％）」、「語学（英語・中国語等）を学ぶ（40.2％）」、

「国内の観光旅行－１泊２日以上（54.5％）」、「海外の観光旅行（64.2％）」であった。

　表１の「3. それをするための情報が、あまり手に入らないから」の全体パーセンテージは24.5％で、

全体の約４分の１がこれをコンストレイントと感じている。同様にこのパーセンテージが高い活動

をみると「カラオケ（40.4％）」、「楽しみとしての料理・手芸・裁ほう（38.5％）」、「日曜大工（41.2％）」、

「パソコン・インターネット（36.1％）」、「将棋・囲碁・トランプ（42.9％）」、「美術鑑賞－テレビ以

外で（44.4％）」、「仕事上必要な知識・技能を学ぶ－職場以外で（44.1％）」、「家庭生活に役立つ技能

を学ぶ（70.0％）」、「育児・教育・心理学等について学ぶ（41.2％）」、「ボランティア活動の知識や技

能を学ぶ（55.0％）」、「社会問題・時事問題について学ぶ（81.8％）」、「教養的なもの（歴史・文化等）

を学ぶ（41.2％）」、「健康・スポーツについて学ぶ（70.0％）」、「福祉施設や高齢者・障害者に対する

ボランティア（44.9％）」、「子ども会・ボーイスカウトなど子どもへのボランティア（50.0％）」、「公

民館の利用者など地域社会の人へのボランティア（57.1％）」、「お祭り･イベント・フェスティバル

参加（57.1％）」であった。

　表１の「4. それをできる場所が遠い、あるいは行きにくいから」の全体パーセンテージは21.1％で、

全体の約５分の１であった。このパーセンテージが高い活動をみると、「水泳（41.7％）」、「スキー・
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スノーボード（79.6％）」、「ボウリング（40.0％）」、「映画・演劇・演芸を見る－テレビ以外で（63.2％）」、

「音楽会・コンサートで音楽を聴く（33.3％）」、「スポーツ観戦－テレビ以外で（50.0％）」、「美術鑑

賞－テレビ以外で（55.6％）」、「公民館の利用者など地域社会の人へのボランティア（42.9％）」、「海

外の観光旅行（32.4％）」であった。

　表１の「5. 一緒にする仲間がいないから」の全体パーセンテージは13.0％で、全体の約７分の１

であった。同様にこのパーセンテージが高い活動をみると「球技－野球・バレーボール・テニス等

（36.2％）」、「ボウリング（50.0％）」、「登山・ハイキング・野外散歩・キャンプ（28.3％）」、「カラオ

ケ（26.7％）」、「パチンコ（33.3％）」、「スポーツ観戦－テレビ以外で（26.9％）」、「日帰りの行楽－

ドライブ・遊園地・動物園など（33.3％）」であった。

　表１の「6. それをすると、子どもや家族に迷惑がかかるから」の全体パーセンテージは12.8％で

全体の約７分の１であった。同様にこのパーセンテージが高い活動をみると「スキー・スノーボー

ド（24.5％）」、「映画・演劇・演芸を見る－テレビ以外で（26.3％）」、「パチンコ（33.3％）」、「育児・

教育・心理学等について学ぶ（29.4％）」であった。

　表１の「7. なかなか上達しなさそう、知識が身につかなさそうだから」の全体パーセンテージは

9.1％で全体の１割弱である。このパーセンテージが高い活動をみると「写真撮影（21.1％）」、「パソ

コン・インターネット（34.6％）」、「将棋・囲碁・トランプ（28.6％）」、「家庭生活に役立つ技能を学

ぶ（20.0％）」、「語学（英語・中国語等）を学ぶ（26.8％）」であった。

　表１の「8. それをするのをめんどうに感じるから」の全体パーセンテージは8.3％で全体の約12分

の１である。このパーセンテージが高い活動をみると「運動としての散歩・ウォーキング（31.6％）」、

「園芸・庭いじり・家庭菜園（21.9％）」、「家庭生活に役立つ技能を学ぶ（30.0％）」であった。

　表１の「9. 自分の体の調子や健康が十分でない、危険があるから」の全体パーセンテージは

6.9％で、全体の約14分の１である。同様にこのパーセンテージが高い活動をみると「ボウリング

（30.0％）」、「ジョギング・マラソン（21.4％）」であった。

　表１の「10. それをすると、職場の人に迷惑がかかるから」の全体パーセンテージは3.8％で全体

の約25分の１である。このパーセンテージが全体より10ポイント以上高い活動をみると「海外の観

光旅行（14.5％）」のみがそれに該当した。

　表１の「11. 指導者がみつからない、指導者と相性が悪そうだから」の全体パーセンテージは3.4％

であった。この全体パーセンテージより10ポイント以上高い活動はなかった。参考までに、「13. そ

の他」のみ13.6％で高いパーセンテージであった。

　表１の「12. 人の目や世間体が気になるから」の全体パーセンテージは1.2％であった。この全体パー

センテージより10ポイント以上高い活動はなかった。

３－３　結果の活用にむけて
　本論文では自由時間活動におけるコンストレイントについて各世代男女のデータに基づく実証的

研究を行った。「３－２　コンストレイントごとの潜在希望活動の関連」に示すような活動一覧を目
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にするとき、たとえば「それをする時間や精神的ゆとりがないから」「そのためにかかるお金が気に

かかるから」「それをするための情報が、あまり手に入らないから」などの理由で何らかの潜在希望

活動を行わない自分自身について、その不活動の「本当の理由」はその通りであるか否か、またも

し解決（活動）を希望するとすればどのような方策が可能であるか、を再考するための基礎資料に

なることが期待される。

　障害のある方々を主な対象とするセラピューティックレクリエーション（ＴＲ：Therapeutic 

Recreation）の研究とそれに基づく実践は北米を初めとして盛んに行われてきたが（Omolow, 

1981）、健常者に対する余暇開発・余暇コンサルティングの試みも、経験的なかたちでは国内でも既

に行われている（日本レクリエーション協会、1993を参照）。

　本論文で報告したようなデータを引き続き集積することによって、解決すべき課題を実証的に組

み立て、個人内、対人的、構造的コンストレイントを明らかにすることで、今後、健常者に対する

有効なコンサルティングセットが作成できるものと期待される。レジャー活動、自由時間活動、生

涯学習活動は当人の自由な選択に基づいて行われるものであるから、当人の好むようにさせておけ

ばよく、研究には値しない、と考える人びとがいる。けれども自由時間の過ごし方に不全感を感じ

ながら、なすすべを思いつかない人々がいるとすれば、それに対して研究成果により提言できるこ

とはあるはずであり、今後の展開が待たれる。

　なお対人関係のなかではじめて生じるコンストレイントのうち「ひとへの遠慮」が高かったが、

この内容は他国調査でこれまでとりあげられることが少なかった側面である。日本での自由時間活

動におけるコンストレイントとしてこのような側面が強い可能性を持っており、社会規範・社会風

土についても今後詳細な検討が必要である。

付記；本論文に使用した調査は、論文中「方法」の「調査経過」に記述したように、茨城県ひたち

なか市教育委員会生涯学習課が、常磐大学（当時）生涯学習研究会（代表　坂本登、構成員

金藤ふゆ子、片山美由紀）に委託して行った調査であり、著者がそのデータを再分析したも

のである。

【註】

1) 東洋大学21世紀ヒューマン・インタラクション・リサーチ・センター（HIRC２１）の現代人の自我・自己に
関する調査プロジェクトのデータである。

2) ひたちなか市の産業等に関する記述は、ひたちなか市の公式ホームページの資料を参考にした。



東洋大学社会学部紀要　第44-1号（2006年度）

112

【引用文献】

Carroll, B. & Alexandris, K.. 1997  Perception of constraints and Strength of Motivation: Their Relationship 
to Recreational Sport Participation in Greece.  Journal of Leisure Research, Vol. 29(3), pp.279-299.

Crawford, D., & Godbey, G. 1987  Reconceptualizing barriers to familiy leisure. Leisure Sciences, Vol. 9, 
pp.119-127. 

Crawford, D., Jackson, E., & Godbey, G. 1991 A hierarchial model of leisure constraints. Leisure Sciences, 
Vol. 13, pp.309-320.

Festinger, L. 1957  A theory of cognitive dissonance.  Stanford University Press.  （邦訳：末永俊郎訳　1987　
『認知的不協和の理論』　誠心書房）

Hultsman, W.  1995  Recognizaing Patterns of leisure Constraints: An extension of the exploration of 
dimensionality.  Journal of Leisure Research, Vol. 27(3), pp. 228-244.

片山美由紀　2004　希望する自由時間行動の自由記述コレスポンデンス分析　－行動と内面の同時分析／提示に
よる自由時間の理解促進を目指して－　日本社会心理学会第46回大会発表論文

片山美由紀　2006　旅をする理由－引き寄せられて・後押しされて　前田勇・佐々木土師二（監修）小口孝司（編）
『観光の社会心理学－ひと・こと・もの　３つの視点から』　北大路書房

Mannell, R. C. & Kleiber, D. A. 1997  A Social Psychology of Leisure.  Venture Publishing. （邦訳速水敏彦（監
訳）2004 『レジャーの社会心理学』　世界思想社）

Omolow, J. S. 1981 Therapeutic Recreation, LEA.  今井毅（訳）オモロウ, 『セラピューティック・レクリエーショ
ン入門』　不昧堂出版

財団法人　日本レクリエーション協会　1993　『レクリエーションガイドブック　レジャー・コンサルティング
入門－余暇生活開発への提案』　日本レクリエーション協会

財団法人　余暇開発センター 1996 レジャー白書１９９９－特集：広がる「社会性余暇」　財団法人余暇開発セン
ター



113

自由時間活動におけるコンストレイント（制約）と潜在希望活動の関連－各世代男女の生涯学習調査から／片山美由紀

【Abstract】

Constraints in Leisure Time and Potential Activity
－On the Research of Lifelong Education

Miyuki KATAYAMA

　The purpose of this study is to investigate the relationships between constraints 
in leisure time and potential activity.  The result shows that the six strongest leisure 
constraints are: 1) Want of time and mental latitude, 2) Financial deficiency, 3) Want 
of necessary information, 4) Availability of space and facilities, 5) Lack of Companion, 
and 6)Reserve for other People.  It was suggested that the sixth constraint may be 
special to Japanese.  The reason why people don’t attend the activity which they 
potentially need was examined, and future direction of this subject was discussed.


