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言

続していく過程を無関心期，関心期，準備期，実
行期，維持期の 5 段階に分類することで説明して

日常生活の利便化・自動化が進んだ現代社会に

いる．また，客観的指標として運動の実施，継続

おいて，不規則な生活習慣や運動不足から生じる

が身体に及ぼす影響から運動習慣を検討すること

生活習慣病が社会的な問題となっている．このよ

も必要となるが，運動習慣を評価する際に，運動

うな問題に対し，活動的な日常生活を送ることや

行動変容の段階と運動が身体に及ぼす客観的指標

運動習慣を確立することが生涯を通じて健康・体

となる体力要素を合わせて検討した研究はほとん

力を維持・増進するために重要な意義を有するよ

どみられない．

うになってきた．しかしながら，実際に行動を変

そこで，本研究では職域において，対面型介入

容し，運動習慣を確立することは容易なことでは

として運動教室を，非対面型介入として近年，急

ない2) ．特に，我が国の勤労者においては，「運

速に普及している通信技術の一つであり，情報の

動するための時間がない」ことが運動行動に対す

収集が容易なインターネットを用いた運動指導を

る主要な阻害要因の一つとなっており7)12)，一日

実施し，12ヶ月後の運動習慣および健康関連体力

の大半を通勤と労働で費やす勤労者にとって，健

に及ぼす影響を検討することを目的とした．

康の維持・増進にとって望ましい所要量の運動を

.

行うことは難しい問題である．したがって，運動

方

法

の実施，継続を促進するためには，時間的にも内

. 対象

容的にも多様なアプローチが求められる．

被験者は，J 社に勤務する男性従業員29 名を対

これまでの運動習慣を評価する研究1)3)4)8)にお

象とした． J 社の職種は機械類の部品修理であ

いては，特定の運動に対する実施率，継続率など

り，ほとんどが座位による作業である．本研究へ

によって評価されることが多くみられたが，運動

の参加基準は35歳以下の男性従業員であり，本研

の実施率や継続率だけでなく，運動を開始し，継

究に関する資料を配布し，協力の得られた者に対

続していく際の行動変容を段階的に詳しく評価す

してのみ介入を行った．尚，全被験者は前年度に

ることは更に重要なことである．

体力測定を実施し，測定結果を基に作成された運

Marcus ら9)10)11) は，行動を変容し，運動を継
ダンス運動学研究室
Seminar of Dance Movement

動プログラムが提供されていた．被験者は本人の
希望を考慮して以下の 3 群に分類した．介入群は
対面型介入として週に 1 回の運動教室に参加する
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表1
年齢
(yr)
運動教室群
(n＝10)
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表2

各群における身体組成
身長
(cm)

26±5 169.4±5.5

体重
(kg)

体脂肪率
(% )

無関心期

わたしは現在，運動をしていない．
また，これから先（6 ヵ月以内）もするつ
もりはない．

関 心 期

わたしは現在，運動をしていない．
しかし，これから先（ 6 ヵ月以内）には始
めようとは思っている．
わたしは現在，運動をしている．しかし，

65.4±10.7 20.7±6.9

インターネット群
31±2 173.2±8.8
(n＝8)

71.5±11.9 22.4±6.3

コントロール群
26±4 168.7±6.2
(n＝7)

68.9±16.1 23.7±6.6

運動行動変容の段階

準 備 期

定期的ではない．
実 行 期

群（以下運動教室群11 名），非対面型介入とし
てインタ―ネットを利用した運動指導を実施する
群（以下インターネット群 10 名），コントロー

維 持 期

わたしは現在，定期的に運動をしている．
しかし，始めてからまだ間もない（6 ヶ月
以内）
．
わたしは現在，定期的に運動をしている．
また，長期（6 ヶ月以上）にわたって継続
している．

ル群（8 名）の 3 群に分類した．しかし，退職や
健康上の理由などからそれぞれ 1 名， 2 名， 1 名
が途中脱落したため，最終的な被験者は25名（平
均年齢28±5 歳）となり，運動教室群10名，イン

らなかった者を「ステージ不変」，非成功者のう

ターネット群 8 名，コントロール群 7 名とした

ち，介入後の測定時に介入前よりステージがダウ

（表 1）．

ンした者を「ステージダウン」とした．

. 研究方法及び内容

健康関連体力は，健康に関連した体力要素であ

介入期間は，2001年 8 月から10月までの 3 ヶ月

る，身体組成，全身持久力，筋力・筋持久力，柔

間とし，その後2002年 8 月までの 9 ヶ月間は介入

軟性を測定した．身体組成は身長，体重，体脂肪

を行わないフォローアップ期間とした．効果判定

率，全身持久力は自転車エルゴメータによる推定

は介入終了直後（3 ヶ月後）と12ヶ月後に実施し

最大酸素摂取量（ V_ O2max ），筋力・筋持久力は

た．

上体起こし，柔軟性は長座体前屈を測定した．

効果判定には，運動習慣と健康関連体力の測定

統計学的分析には，統計解析プログラムパッ

ら10)

ケージ SPSS10.0J for windows を用いた．各群間

が作成した運動行動変容の段階を池田ら5)が日本

における介入前後の比較には，対応のある t 検定

を実施した．運動習慣の評価には， Marcus

語に翻訳したものを用いた．5 つの段階（無関心

を行った．解析結果については危険率 5未満を

期，関心期，準備期，実行期，維持期）から自分

有意差有りとし， p ＜ 0.05, p ＜ 0.01 ，と分けて表

の現在の状況を適切に表現しているものを一つだ

記することとした．

け選ばせた．尚，ここでいう定期的な運動とは，

. 介入方法

週に少なくとも 2 回以上の運動と定義した（表

運動教室群は，週に 1 回全11回の指導者の監視

株
2 ）．そして介入前後の比較検討に関しては，

下で行う運動教室に参加した．運動教室は事前に

NTT データが提供する「三健人」サービス6) の

アンケート調査を行い，勤務体系，運動実施可能

検証項目であるステージアップ率を用いた．ス

な諸条件を考慮して準備運動 5 分，主運動として

テージアップ率は，介入後の測定時に実行期以上

有酸素運動または筋力トレーニング30分，整理運

であった者を「成功者」，成功者以外（非成功者）

動 5 分からなる計40分で構成した．運動場所は，

のうち，介入後の測定時に介入前よりステージが

特別な運動施設がないため，会議室または会社周

アップした者を「ステージアップ」，非成功者の

辺のウォーキングコース，または駐車場の空き地

うち，介入後の測定時に介入前とステージが変わ

を利用した．なお，教室開催時には，参加者の安
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全に常に気を配り，特に屋外で運動を行う場合に

ったが，退職や健康上の理由などから途中脱落者

は通行する車等に十分に配慮した．

はそれぞれ 1 名， 2 名， 1 名であった．したがっ

インターネット群は，最初の 1 ヶ月間は電子

て，最終的な研究対象は運動教室群 10 名，イン

メールを用いて管理人への質問や，現在の運動習

ターネット群 8 名，コントロール群 7 名とした．

慣を報告するように指示し，同様に利用者への情

3 ヶ月後において運動教室群では80が「成功

報のフィードバックを行った．その後の 2 ヶ月間

者」であり，他の 2 群と比較して多くの者が実行

は，電子メールの利用と合わせて，健康や運動に

期以上に至っていた（インターネット群12.5，

関するホームページにアクセスしてもらい，自分

コントロール群 14.2 ）．また， 12 ヵ月後におい

自身に必要な情報を収集した．また，管理人への

ては運動教室群，コントロール群において「成功

質問や，現在の運動習慣を報告してもらう場所と

者」の割合が減少していたが 3 群の中では運動教

して掲示板を設置し，利用者への情報のフィード

室群の「成功者」は50であった（図 1）．

バックを行った．参加者には少なくとも週に一度

. 健康関連体力

はホームページを閲覧する，または電子メールを

運動教室群では，3 ヶ月後において V
_ O2max (p

利用するように指示した．なお，運動内容につい

＜0.05），上体起こし（p＜0.01 ），長座体前屈（p

ては，運動教室群に実施した内容を電子メールお

＜0.05）に有意な向上がみられた．さらに12ヶ月

よびホームページで情報を提示した．ただし，運

後においては，体脂肪率（ p ＜ 0.05 ）に有意な減

動場所については特に指定はしなかった．
コントロール群は，体力測定のみ実施し，他の

インターネット群では，3 ヶ月後において上体

介入は全く行わなかった．

. 結

果

. 運動行動変容の段階

起こし（ p ＜ 0.05 ），長座体前屈（ p ＜ 0.05 ）に有
意な向上がみられたが，12ヶ月後においては，全
ての項目において有意な改善はみられなかった

研究開始時における参加者は運動教室群11名，
インターネット群10名，コントロール群 8 名であ

図1

少を認め，また V
_ O2max (p＜0.05）は有意な向上
を持続していた（表 3）．

（表 3）．
コントロール群では，3 ヶ月後において体重が

各群における 3 ヶ月後，12ヶ月後のステージアップ率
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表3

各群における介入前と 3 ヶ月後，12ヶ月後の健康関連体力の比較
体重
(kg)

介入前
運動教室群
(n＝10)

3 ヶ月後
12ヶ月後
介入前

インターネット群
(n＝8)

3 ヶ月後
12ヶ月後
介入前

コントロール群
(n＝7)
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3 ヶ月後
12ヶ月後

体脂肪率
()

最大酸素摂取量
(ml/kg/min)

上体起こし
(回)

長座体前屈
(cm)

25.0±2.6

65.4±10.7
65.3±10.8
65.2±10.6

20.7±6.9
20.0±5.9
19.2±5.2

44.7±11.0
49.7±10.7
48.0±11.9

26.8±2.9
26.0±2.0

10.5±6.7
14.0±4.4
9.4±6.4†

73.2±12.6
73.6±13.3
73.3±13.8

22.5±7.0
22.9±7.0
22.4±8.3

36.3±9.1
37.4±8.5
34.8±6.1

21.2±6.3
22.3±6.3
22.0±7.0

4.3±7.7
7.6±7.6
5.8±5.3

66.5±15.7
67.2±15.7
67.0±16.2

23.1±6.8
23.3±7.6
23.1±7.5

42.6±8.5
40.6±12.3
43.6±10.0

24.9±4.3
25.4±3.6


p＜0.05（介入前 vs 3 or 12ヶ月後） p＜0.01（介入前 vs 3 or 12ヶ月後）

25.9±4.1

†p ＜0.05（3

8.2±11.7
11.7±8.5
8.6±9.5
ヶ月後 vs 12ヶ月後）

有意に増加していた（p＜0.01）．しかし12ヶ月後

動施設を確保し，自主的に運営する環境が作られ

において全ての項目において有意な変化はみられ

たことが要因として考えられる．

なかった（表 3）．

. 考

一方，インターネット群は， 3 ヶ月後におい

察

て，運動行動変容の段階には変容がみられなかっ
たが，幾つかの健康関連体力に有意な向上がみら

これらの結果より，運動教室群は，3 ヶ月後，

れた．このことは，インターネットの利用が一つ

12ヶ月後においても，運動行動変容の高い段階へ

の動機付けとなり，生活習慣を変容させる要因と

の進行がみられ，体脂肪率と V_ O2max は 12 ヶ月

なっていた可能性が考えられる．しかしながら，

後においても有意な改善がみられた．このことは

12ヶ月後においては，介入前と比較して有意な改

週に 1 回ではあったが，運動教室に参加すること

善がみられず，運動行動変容の段階では，ステー

で定期的に運動することが生活の一部に浸透して

ジアップの割合も減少していた．この結果は，運

いった結果であると考えられ，運動教室開催日以

動・スポーツの促進条件13)として挙げられている

外においても，自ら運動を行うようになったこと

「一緒に行う仲間の存在」を満たしていないこと

が推測される．また，運動教室からの途中脱落者

が要因となっていることが考えられる．これは，

は 1 名のみであり，他の参加者は最後まで教室に

神野ら8)が述べている自宅実践方式の非対面型介

参加した．このことは運動・スポーツ活動の促進

入は，友人や仲間と一緒に行う対面型介入に比べ

条件13)の一つである「一緒に運動を行う仲間の存

て，運動に対する動機や意欲を維持することが困

在」が大きな要因であったと考えられる．また，

難になりやすいことが考えられる，という見解と

運動を行う場所が社内の会議室または会社周辺で

一致する．また，インターネットまたは電子メー

行ったため，施設へのアクセスが容易であったこ

ルの利用率が低かったことも要因として挙げられ

とも重要な要因であり，このことは，運動・ス

る．ホームページへの有効アクセス数38件と電子

ポーツ活動の促進条件の最も高い割合を占めてい

メール利用数 3 件という利用数は，参加者一人あ

る施設への近隣性13)といった環境要因を十分に満

たり，約 2 週間に 1 回の利用率であった．この結

たしていた．また，12ヶ月後においても他の 2 群

果はプログラムシステムの不良と内容の不充実さ

と比較してステージダウンの割合は少なく，逆に

が原因として考えられる．インターネットを利用

成功者，ステージアップの割合が多いことが伺え

株 NTT データが提供する
した介入方法には，

る．これは，運動教室終了後に，従業員が自ら運

「三健人」サービスなどがあり，介入期間後，利
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有効であったが，インターネットを利用した非対

としてインターネットを用いたサービスの有効性

面型，効果判定のみのコントロール群では継続が

が確認されたと述べている6)．しかしながら，本

困難であることが示唆され，3 ヶ月間の介入終了

研究のインターネットを用いた介入は，「三健人」

後においても，何らかの定期的介入が必要である

に比べて，十分な情報を網羅し，かつ利用者にと

と考えられる．

って容易に利用できる内容であったかどうかは疑

今後の課題としては，運動継続をより正確に判

問が残るところである．内容の不十分さを補うた

定するためには，更に長期的な介入が必要であ

めに電子メールによる情報交換も合わせて行った

る．また，運動以外の日常生活における活動が運

が，十分な返答を得ることができなかった．これ

動行動変容や健康関連体力に影響を及ぼすことが

らのことから，利用者は自分に必要な情報を入手

考えられるため，介入期間中の歩数や運動の実施

できず，疑問点や問題点を解決できないままに，

状況などの自己記録や，ライフコーダを使用した

変容の機会を逃してしまったと考えられる．
しかしながら，情報技術の急速な発達により，

身体活動量の測定結果などからの検討も重要とな
る．

オフィスの分散や在宅勤務が増加することが予想

. 本研究の限界

され，今後ますます職域での情報ネットワークを
利用した健康づくりの重要性が増すことが考えら

本研究では，被験者の分類方法が問題点として

れる．インターネットの利用は多くの人々が幅広

挙げられる．研究対象が企業体でありシフトなど

い情報から自分に適したものを採択できたり，時

業務の都合上，被験者を無作為に分類することが

間的な制約を受けずにコミュニケーションを取れ

できなかった．やむなく，企業側に協力を打診す

たりすることが利点である．したがって，イン

る際に，本研究における介入方法を提示し，従業

ターネットの利用に関しては，システムの再考と

員に希望を募った．したがって，介入開始の段階

内容の充実，また，社内からの利用を円滑に行う

において，群間においてすでに運動行動変容の段

ことができるように企業体に理解を求めていくこ

階に差が見られ，その差が介入終了後においても

とも必要となってくる．そのような社内システム

反映されていたと考えられる．

を整備し，誰もが気軽に利用できるサービスを健

.

康づくりに従事する者と企業体との間で構築して

結

論

いくことが今後，特別な運動施設を持たない中小

以上のことから，職域における運動教室による

企業体における運動習慣の継続に有用な介入方法

運動指導介入は，12ヶ月後においても運動習慣の

として必要な条件であると考えられる．

変容および幾つかの健康関連体力の改善に有効で

コントロール群においては，3 ヵ月後，12ヵ月

あったことが示唆された．一方，インターネット

後においても運動行動変容の段階の移行や，段階

を利用した運動指導介入は，12ヶ月後においては

の進行はほとんどみられなかった．したがって無

改善がみられなかった．

介入では運動行動変容の段階を促進させることは
困難であり，運動習慣の確立を目的とした介入方
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