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Ⅰ．はじめに

　平成20年４月から始まった特定健康診査・特定保健指
導においては，生活習慣病に陥る原因である座位中心の
不活発なライフスタイルを改善し，運動を習慣化してい
くことが重要な課題となっている．特に，壮年期を含む
働き盛りの人々は，生活習慣病発症率が高くなり，運動
習慣定着と身体活動量の増加はよりいっそう重要な課題
となっている．
　これまでに，運動の実施・継続に関する研究は数多く
報告されている．我が国では，運動実施者と非実施者と
の比較から，心理的要因１）～３），運動セルフ・エフィカ
シー４）や運動ソーシャルサポート５）等が運動の実施・
継続に影響を及ぼす要因としてあげられている．しかし，
運動を実施した者に焦点をあて，どのように運動を始め，
どのように継続できたのか，または，中断したのか，そ
の背景の詳細を検討した報告は少ない６）．特に，働く
人々の運動に関する行動の背景には，それぞれの多様な
ライフスタイルが関係していると推測され，その背景を
分析することは，働く人々の運動に関する行動を支援す
るうえで重要な意味をもつと考える．また，運動とのか
かわりの中での変化が，どのように起こったかを理解す
るには，面接により個人の運動を中心とした生活史を詳
述することが必要６）とも言われている．
　以上の視点に基づき，事業所従業員である運動実施者
における運動の実施・継続にかかわる要因等を明らかに
し，事業所における働く人々への支援のあり方を考える
ことにした．すなわち，本研究の目的は，ウォーキング
イベントに参加した人を対象にアンケート調査と面接調
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査を行い，運動実施・継続にいたる背景を明らかにし，
運動継続群と運動非継続群の分析から事業所における運
動継続の支援のあり方の示唆を得ることである．

【Ａ事業所における「ウォーキングイベント」の概要】
　健康保険組合協賛の「ウォーキングイベント」として
年１回取り組んでいる．８月下旬に参加希望者を募り，
集まった人を対象に産業看護師が説明をおこない，歩数
計の貸出と歩数記録用マップ等を配布する．実施期間は
９月～10月の２ヶ月間で，期間中は各自日々の歩数を記
録し，期間終了後に歩数記録用紙等を産業看護師に提出
する．参加者は平均歩数に応じて，達成賞品がもらえる．
希望者はさらに５ヶ月間ウォーキングイベントを継続す
ることができ，同様に歩数を記録し，産業看護師に報告
する．

Ⅱ．研究方法

１．調査対象

　事業所で行われた平成19年度ウォーキングイベント
（平成19年９月～10月）に参加し，２ヶ月間ウォーキン
グを実施した44名とした．

２．調査方法

１）アンケート調査
　　対象者に，健康管理室を通してアンケート調査票を

配布した．調査内容は，①基本的属性，②現在の運動
実施状況・余暇時間，③ウォーキングイベント参加中
の家族・職場からのサポート，④運動実施に関する心
理的な要因とした．
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　　調査期間は平成20年８月で，対象者に回答用紙を配
布した封筒に入れてもらい，社内メール便で健康管理
室に送付してもらった．また，返送時に個別面接に協
力できるかどうかを回答してもらった．

　　回答は34名からあり，回収率77.3％であった．
２）面接調査
　　アンケート調査票の配布時に，面接調査への協力を

依頼した．そこで承諾の得られた方18名に対し個別面
接を実施し，①現在の運動実施状況，②昨年のウォー
キングイベントについて，③運動実施に関する心理的
な要因，④運動を継続する要因などについて自由に
語ってもらった．

　　調査期間は平成20年９月から10月で，面接場所は事
業所内の商談室で就業時間帯以外の時間に個別面接を
実施した．面接は，研究者のうち対象者と面識のない
２名が担当した．その際に，参加者の同意を得て会話
を IC レコーダーに録音した．面接時間は，１人おお
よそ15分から30分であった．

３．データ収集およびデータ分析

１）アンケート調査
　　運動実施に関する心理的な要因は，運動実施に関す

る自信をきいた「運動セルフ・エフィカシー」４），「運
動に対する情動的イメージ」２）６），「有能感」７），運動
実施やその意義に対する「個人的規範・信念」６），運
動実施に随伴する成果や恩恵への期待を示した「結果
の予測」６）の５項目とした．それぞれ５つの質問で構
成されており，回答は５件法（１点～５点）で求め，
それぞれの質問の合計をその項目の得点とした．「運
動セルフ・エフィカシー」は得点が高いほど自信が高
いことを示し，「運動に対する情動的イメージ」は得
点が高いほどプラスのイメージが高いことを示し，「有
能感，個人的規範・信念，結果の予期」は得点が高い
ほどその項目の傾向があることを示している．

　　アンケート調査結果の各変数は，名義尺度について
は度数と割合で，順序尺度に関しては中央値と四分位
範囲で示した．欠損値に関しては，分析ごとに除外し
た．また，現在の運動実施状況から運動継続群と運動
非継続群の２群にわけ，x ２検定，Fisher の直接法，
Mann-Whitney U 検定を用いて比較検討し，有意確率
は0.05とした．
２）面接調査
　　個別面接で得られたデータの分析は，KJ 法８）に準

じた．まず，逐語録から運動実施・継続に関する文脈
を一つの意味のまとまりとして理解できる範囲で，語
り手の言葉をできる限り用いながら文節化し，ラベル
を作成した．ラベルの総数は，435枚であった．これ

をアンケート調査結果と同様に運動継続群と運動非継
続群にわけ，それぞれの群ごとにラベルを卓上に並べ，
類似した内容ごと集めてグループ化した．ここで，グ
ループごとに複数のラベルの内容を反映させた表札を
作成した．このグループ編成をそれぞれ四段階まで行
い，最終ラベルは運動継続群が10カテゴリー，運動非
継続群が９カテゴリーとなった．そして，ラベル同士
の関係を表示するため図解化を行った．ラベルの図解
化までの過程は，分析が妥当であるかを確認しながら
研究者全員で行った．

４．倫理的配慮

　研究者が，対象者に研究の主旨と目的を書面と口頭で
説明した．その際，プライバシーの保持，参加途中でも
研究協力を断ることができること，調査結果は本研究の
目的以外には使用しないこと，個人情報保護等を説明
し，アンケート調査は回答を送付することをもって研究
協力の同意を得，面接調査は文書で研究協力の同意を得
た．また，本研究を行うにあたり福島県立医科大学倫理
委員会で承認を得た．

Ⅲ．結　　果

１．アンケート調査結果

１）対象者の基本的属性
　　34名全体の性別内訳は，男性18名（52.9％），女性

16名（47.1％），年齢構成は20代２名（5.9％），30代２
名（5.9％），40代14名（41.2％），50代15名（44.1％），
無回答１名（2.9％）であった．就業形態は，「日勤のみ」
が27名（79.4％），「交代勤務」が７名（20.6％）で，
作業内容は「主に座り仕事」が19名（55.9％），「主に
立ち仕事で，移動もある」が11名（32.3％）であった．
現在の運動実施状況から運動継続群（17名），運動非
継続群（17名）の内訳は表１－１，表１－２の通りで
ある．
２）余暇時間
　　勤務日及び休日の平均余暇時間は，運動継続群では

勤務日で中央値2.0時間，休日で中央値5.0時間，運動
非継続群においては勤務日で中央値1.5時間，休日で
中央値4.0時間で，２群間に有意差はみられなかった．

（表２）
３）ウォーキングイベント参加中の家族・職場からのサ
ポート

　　イベント参加中の家族・職場からのサポートの有無
については，「サポートがあった」と回答した者は，
運動継続群で６名（35.3％），運動非継続群で５名

（29.4％）で，２群間に有意差はみられなかった．また，
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表１－１　対象者の属性その１� ｎ＝34　　

運動継続群（ｎ＝17） 運動非継続群（ｎ＝17）
度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）

性別 男性 11 64.7 7 41.2
女性 6 35.3 10 58.8

同居家族構成 三世代同居 7 41.2 4 23.5
子どもと同居 4 23.5 5 29.4
夫婦のみ 1 5.9 5 29.4
親と同居 3 17.6 2 11.8
単身 1 5.9 1 5.9
その他 1 5.9 0 0

配偶者の有無 いる（同居している） 13 76.5 13 76.5
いる（同居していない） 0 0 1 5.9
いない 4 23.5 3 17.6

家族内の運動 いる 10 58.8 6 35.3
実施者 いない 7 41.2 10 58.8

無回答 0 0 1 5.9
就業形態 日勤のみ 12 70.6 15 88.2

交代勤務 5 29.4 2 11.8
作業内容 主に座り仕事 7 41.2 12 70.6

主に立ち仕事で，移動もある 6 35.3 5 29.4
その他 4 23.5 0 0

x２検定，Fisherの直接法，有意差なし

表１－２　対象者の属性その２� ｎ＝34　　

運動継続群（ｎ＝17） 運動非継続群（ｎ＝17）
25％ 中央値 75％ 25％ 中央値 75％

年齢（歳） 47.0 49.5 55.5 43.0 46.0 53.0

Mann-Whitney U検定，有意差なし

表２　余暇時間� ｎ＝34　　

運動継続群（ｎ＝17） 運動非継続群（ｎ＝17）
25％ 中央値 75％ 25％ 中央値 75％

勤務日の余暇時間（ｈ） 1.0 2.0 3.0 1.0 1.5 3.0

休日の余暇時間（ｈ） 4.0 5.0 9.0 4.0 4.0 7.5

Mann-Whitney U検定，有意差なし

表３　ウォーキングイベント参加中の家族・職場からのサポート� ｎ＝34　　

運動継続群（ｎ＝17） 運動非継続群（ｎ＝17）
度数（人） 割合（％） 度数（人） 割合（％）

サポートがあった 6 35.3 5 29.4

サポートがなかった 11 64.7 12 70.6

x２検定，Fisherの直接法，有意差なし
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サポートの具体的内容として，家族からのイベント参
加への理解や励ましがあったことや，職場の仲間から
一緒にやろうよと誘われた，といった回答が運動継続
群で多くみられた．（表３）
４）運動実施に関する心理的要因について
　　項目別合計点の平均値において運動継続群が運動非

継続群に比べて有意に高い得点を示したのは，「運動
セルフ・エフィカシー」，「有能感」であった．有意差
はなかったが，「情動的イメージ」は運動継続群の方

が，得点が高い傾向にあった．
　　ひとつひとつの質問項目別の比較では，「運動セル

フ・エフィカシー」で，「忙しくても運動する自信が
ある」，「天気が悪くても運動する自信がある」の２項
目，「有能感」で，「年齢の割には体力がある」，「運動
は得意な方だ」，「やり始めた運動は投げ出さない」の
３項目において運動継続群が有意に高い得点を示した．

（表４）

表４　運動実施に関する心理的要因得点� ｎ＝34　　

運動継続群（ｎ＝17） 運動非継続群（ｎ＝17）
25％ 中央値 75％ 25％ 中央値 75％ ｐ

疲れていても運動する自信がある 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 4.0 0.099
気分がのらなくても運動する自信がある 2.5 4.0 4.0 2.0 3.0 4.0 0.223

忙しくても運動する自信がある 2.5 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 0.017＊

休日でも運動する自信がある 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.5 0.094

天気が悪くても運動する自信ある 3.0 4.0 4.5 2.0 3.0 4.0 0.138

運動セルフエフィカシー合計得点 16.5 19.0 20.0 12.5 14.0 18.0 0.022＊

運動は好き　⑸　－嫌い　⑴ 3.5 5.0 5.0 3.0 4.0 4.5 0.069

運動は楽しい　⑸　－つまらない　⑴ 3.5 4.0 5.0 3.0 4.0 4.5 0.128

運動は親しみやすい　⑸　－親しみにくい　⑴ 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.5 0.379

運動は爽快　⑸　－憂鬱　⑴ 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.5 0.119

運動はリラックスする　⑸　－緊張する　⑴ 3.0 4.0 4.5 3.0 3.0 4.5 0.231

情動的イメージ合計得点 17.0 21.0 24.5 15.0 16.0 22.5 0.182

年齢の割には体力がある 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 0.020＊

健康には自信がある 2.5 4.0 4.0 2.0 3.0 4.0 0.402

運動は得意な方だ 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.5 0.037＊

運動は何でもすぐ上手くなる 2.5 3.0 3.5 2.0 3.0 3.5 0.276

やり始めた運動は投げ出さない 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 0.002＊

有能感合計得点 13.5 16.0 19.5 10.0 14.0 17.5 0.022＊

他人に運動を薦めたい 3.0 4.0 4.5 3.0 3.0 4.0 0.273

運動は心身の健康によい 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 0.635

生活の充実に運動は必要だ 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 0.510

気晴らしに運動は必要だ 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 0.923

運動は習慣化した方がよい 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 0.498

個人的規範・信念合計得点 19.0 21.0 23.5 18.0 21.0 23.5 0.838

運動をすると食事がおいしくなる 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 0.940

運動をするとストレス発散になる 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 0.624

運動をすると体力が向上する 3.5 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 0.267

運動をすると健康になれる 3.5 4.0 5.0 3.5 4.0 5.0 1.000

運動を続けると自信がもてる 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.5 0.115

結果の予測合計得点 18.5 20.0 23.5 18.5 20.0 22.5 0.786

Mann-Whitney U検定　＊有意差あり
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２．面接調査結果

１）運動継続群（図１）
　　運動継続群について，KJ 法によるグループ編成を

繰り返した結果，４段階までに10のカテゴリーに分類
できた．以下，カテゴリーを（Ａ）～（Ｊ），それぞ
れの下位ラベルを『　』，さらに下位のラベルを「」
で示し，データからの一部抜粋をまじえ概要を述べる．
また，これらの図解化は図１のとおりである．カテゴ
リー間の実線は相互に関係があることを示している．

　（Ａ） 運動のきっかけは，健診結果や体調：「自分の
病気や体調が運動のきっかけになった」，親をみ
ると自分の将来も心配，うちの家計は高血圧の気
がある，など「家族性遺伝の疾患が心配だ」とい
うことや，「健診結果で指摘をうけた」ことが運
動のきっかけと述べていた．

　（Ｂ） やめられないことの代わりに運動する：「お酒
を飲みたいから運動する」，甘いものを食べてし
まう，腹八分目に押さえきれず「どうしても食べ
てしまう」があげられた．

　（Ｃ） 目標をもち，達成しようと努力する：「万歩計
をつけて歩数を知る」，「歩数の目標を達成するた
めに努力している」というように，万歩計で歩数

を確認し目標として努力していた．それ以外にも，
「景品が目標になった」のように何もないよりは
あった方が頑張れるという人や，「若い頃の服が
着られると経済的によい」，「勝負に勝つために頑
張る」などであった．

　（Ｄ） もともと運動が好きで，以前から運動してい
る：「これからも今の運動を続けていきたい」と
いう人や「高校のころが一番運動していた」，冬
のスキーやインラインスケートなど「歩く以外に
運動している」，「合間の時間に歩く」，「歩きや自
転車で通勤していた」，など以前から運動してい
たことが述べられた．

　（Ｅ） 周囲のサポート：子どもや妻からゴロっとして
いるとだらしないと言われる，今はよくても年を
とってから大変だと「家族から言われる」ことや，

「家族と一緒に運動する」などの『家族からのサ
ポート』があげられた．また，気兼ねなく歩くの
は「一人がいい」という人や，「職場の仲間」と
一緒に運動する人，「職場以外の友達」と一緒に
運動する人など，『仲間の有無』は人により異なっ
た．その他，職場からの呼びかけや万歩計の貸し
出し，仕事場の廊下で歩いている人を見かける，
など「職場のイベント，サポート」があったこと

理想はあるが，現実はそうはいかない

１回だけのイベントは続かない

残業で定時に帰れない

お昼休みは休む

他者の意見

きつい運動はできな
いから，ウォーキン
グをしている

運動によるけが

運動による効果の実感

運動を楽しむこと
ができる

会社の運動施設を利用している

会社の施設への要望

天候の影響

季節や周囲の環境

年齢や体力の低下を実感し
ている

健康によいものを取り入れ
ている

仕事をすると緊張する

体重を気にしている

今の状態を維持したい

家族性遺伝の疾患が
心配だ

健診結果で指摘を
受けた

自分の病気や体調が運
動のきっかけになった

お酒を飲みたい
から運動する

どうしても食べ
てしまう

歩数の目標を達成するため
に努力している

万歩計をつけて歩数を知る

若い頃の服が着られると
経済的によい

勝負に勝つために頑張る

景品が目標になった

歩かないといられない

歩数が不足している
分を歩かなくては…
と思う

職場の仲間

職場以外の友達

一人がいい

職場のイベント，サポート

積極的に運動をすすめる
方ではないが，他の人に
言うことはある

家族から言われる

家族と一緒に運動する

これからも今の運動
を続けていきたい

歩きや自転車で
通勤していた

歩く以外に運動をしている

高校の頃が一番運動していた

合間の時間に歩く

運動ができないいいわけ 運動することで生じる心身への影響 環境要因

会社の施設 環境条件

自分の健康に関して
気になること

運動のきっかけは，
健診結果や体調

やめられないこ
との代わりに運
動する

目標を持ち，達成
しようと努力する

運動が習慣に
なっている

仲間の有無
周囲のサポート

家族からのサポート

もともと運動が好きで，
以前から運動している

図１　運動継続群の KJ法による分析結果
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や，「積極的に運動をすすめる方ではないが，他
の人に言うことはある」があげられた．

　（Ｆ） 自分の健康に関して気になること：目標体重を
もつ，太りだしたので何か運動しようと思ったな
どの「体重を気にしている」こと，「健康によい
ものを取り入れている」という意見があげられ
た．また，体力が落ちてきてだんだん自信がない，
今はよくても数年後が心配，など「年齢や体力の
低下を実感している」，「今の状態を維持したい」，

「仕事をすると緊張する」という自分の身体の変
化についてあげられた．

　（Ｇ） 運動ができないいいわけ：医者に運動を無理に
しなくてもいいと言われたなどの「他者の意見」
や，「１回だけのイベントは続かない」，「理想は
あるが現実はそうはいかない」という理由から運
動ができないと述べていた．また，残業のあとで
はやる気が起きない，残業がなければ運動できる
かもしれない，など「残業で定時に帰れない」こ
とや，お昼休みに歩くと汗ばんで大変なので「お
昼休みは休む」という意見もあった．

　（Ｈ） 運動することで生じる心身への影響：運動によ
る心身へのよい影響として，体重が減った，食事

が美味しくなった，息切れしなくなったなどの
「運動による効果の実感」や，自分の趣味と結び
つけて運動する，歩くのは楽しい，楽しめる範囲
で続けたい，など「運動を楽しむことができる」
があげられた．一方，運動による弊害として「運
動による怪我」があった．また，ウォーキングは
きつくない運動量，手ごろで無難など「きつい運
動はできないからウォーキングをしている」とい
う意見があった．

　（Ｉ） 環境要因：体育館の器具など『会社の施設』を
利用して運動している人や，雨でも大丈夫，冬の
ウォーキングは路面が凍っていて怖い，など「天
気の影響」，「季節や周囲の環境」などの『環境条
件』，「立ち仕事をしている」が環境要因としてあ
げられた．

　（Ｊ） 運動が習慣になっている：サボると嫌なので毎
日歩く，休んでいると体がおかしい気がして夜に
歩く，など「歩かないといられない」，また「歩
数が不足している分を歩かなくては…と思う」が
あげられた．

２）運動非継続群（図２）
　　運動非継続群について，同様に分析を繰り返した結

年をとって体力落ちてきたと感じている
体の不調がきっかけで運動しようと思った

歩くと疲れる　　　　 将来の不安

持病のため運動できないときもある

食事に気をつけている

普段の自分の歩数を把握している

天気が悪くても歩いた 目標は8,000歩
会社で運動している 仕事柄，動く

体を鍛えなければならない仕事だ

これくらいでは，まだ運動
とは言えない

運動すれば何とかなる
だろう

習慣になればおもしろい

歩いたことで気分がよくなる

つい食べてしまい，体重が増える

健康に対する意識はあるが，意思
が弱く実行は難しい

会社ではなく，家の方が動く

エレベータを使ってしまう

座り仕事が多い

何か運動しなければと思っているが，
率先してはやっていない

「一緒にやろう」と誘ってくれる人
がいると運動する

何となく参加しようと思って参加した

運動は好きだけれど…

健康管理室の看護職の存在

周囲の人の健康意識や行動

天気が悪いとあまり動きたくなく
なってしまう

ちゃんとした設備があればなぁ

家族の中の運動者の有無

家族からの助言

犬と一緒に運動する

子育てのため運動できない

イベント中は歩いていた

以前は運動していた
けれど…

自分にあったアドバイスがほしい

運動をやり過ぎてしまった

効果が目に見えない 本やテレビからの情報

周りから言われること

簡単にできる運動ならば…

ハードルが高いと続かない

イベント参加を呼びかける
担当者だった

他の人には「運動やった方
がいい」と言う

自分自身の健康に対する不安 歩数を目安に歩くことができた 仕事で歩いたり動いたりすることが多い

運動に対する認識

積極的な運動行動がとれない 環境に左右される

他人に運動をすすめる
立場

自分に合う運動がみつからない

運動していた時期
があるが続かない

意識していても，行動が伴わない 会社では動くことが少ない

自分から率先して運動することができない
家庭の環境

簡単で，短時間でできる運動が
あればできるかもしれない

すぐに効果が出る，自分に適した運動がない

環境が整わないと運動できない

図２　運動非継続群のKJ法による分析結果



事業所従業員が運動教室参加後に運動を継続していく要因の検討　27

果，４段階までに９のカテゴリーに分類できた．以
下，カテゴリーを（Ｋ）～（Ｓ），それぞれの下位ラ
ベルを『　』，さらに下位のラベルを「　」で示し，デー
タからの一部抜粋をまじえ概要を述べる．また，これ
らの図解化を図２に示す．カテゴリー間の実線は相互
に関係があることを示している．

　（Ｋ） 積極的な運動行動がとれない：イベントも「な
んとなく参加しようと思って参加した」人や，職
場の人に言われて参加した，みんなでやろうとい
うことで運動した，など「一緒にやろうと誘って
くれる人がいると運動する」，「何か運動しなけれ
ばならないと思っているが，率先してはやってい
ない」といった『自分から率先して運動すること
ができない』ことがあげられた．また，「健康に
対する意識はあるが，意思が弱く実行は難しい」
といった『意識していても行動が伴わない』こと，

「エレベータを使ってしまう」，「座り仕事が多い」
ため『会社では動くことが少ない』ということが
あげられた．

　（Ｌ） 環境に左右される：「周囲の人の健康意識や行
動」が影響したことがあげられた．また，天気が
悪いとあまり動きたくなくない」，体育館などの

「ちゃんとした設備があればなぁ」，など『環境が
整わないと運動できない』という意見があった．
さらに，子どもが生まれるまでは運動した，子育
てにおわれて余裕がない，など「子育てのため運
動できない」，犬の散歩をかねて「犬と一緒に運
動する」や「家族からの助言」などの『家庭の環
境』に左右されていた．

　（Ｍ） 運動をしていた時期はあるが，続かない：「イ
ベント中は歩いていた」が終了後はやらなくなっ
てしまった，「以前は，運動をしていたけれど…」
続かなかったということがあげられた．

　（Ｎ） 自分にあう運動が見つけられない：『簡単で短
時間でできる運動があれば，できるかもしれない』
や，運動をしても「効果が目に見えない」，「運動
をやりすぎてしまった」，「自分にあった運動のア
ドバイスがほしい」という『すぐに効果が出る自
分に適した運動がない』ことがあげられた．

　（Ｏ） 他人に運動をすすめる立場：「イベント参加を
呼びかける担当だった」，「他の人には，運動を
やった方がいいと言う」があげられた．

　（Ｐ）�運動に対する認識：スポーツでストレスを発散
できれば一番いいのかなと思う，など「運動すれ
ば何とかなるだろう」と思っていたり，「習慣に
なれば面白い」という意見が述べられた．また，
6,000歩では運動にならない，30㎞くらい歩かな

いとだめだろう，など「これくらいではまだ運動
とは言えない」という考えや，「歩いたことで気
分が良くなる」という運動に対するいろいろな認
識が述べられた．

　（Ｑ） 自分自身の健康に対する不安：「歩くと疲れ
る」，「年をとって体力が落ちてきたと感じている」
という自分自身の変化や，若い時に比べ「将来の
不安」が出てきたことがあげられた．また，「持
病のため運動できないときもある」という意見
や，脳ドッグで脳の血管が細いと言われた，医師
からやせるように言われた，などの「体の不調が
きっかけで運動をしようと思った」，「食事に気を
つけている」があげられた．

　（Ｒ） 歩数を目安にして歩くことができた：仕事中の
歩数や一日の歩数など「普段の自分の歩数を把握
している」，「目標は8,000歩」とし，「天気が悪く
ても歩いた」など歩数をあげて歩いたということ
があげられた．

　（Ｓ） 仕事で歩いたり動いたりすることが多い：警備
の仕事をしているため「体を鍛えなければならな
い仕事だ」という人や，会社の中では意識的に歩
いたり，家よりも会社の方が歩く，など「会社で
運動している」，「仕事柄，動く」という意見があ
げられた．

Ⅳ．考　　察

　面接調査から得られた運動継続群と運動非継続群の大
きな相違点は，運動をする理由が具体的かどうかにあ
り，運動継続群は，「自分の健康に関して気になること」
があり，「健診の結果や病気，体調悪化」のように具体
的に突きつけられており，「やめられないことの代わり
に運動する」というように運動をする理由が具体的であ
る．それに対して運動非継続群では，「自分自身の健康
に対する不安」というように漠然としていて，具体的な
きっかけが見られない．また，運動非継続群には「他人
に運動をすすめる立場」から，ウォーキングイベントに
参加した人もいて，それが「積極的な運動行動がとれな
い」につながっているのではないかと考える．
　漠然とした不安はきっかけとなっても運動の継続につ
ながらないということであり，産業看護職は運動を始め
るにあたって，どのような不安があるのかについて詳し
く話をきき，運動する目的を具体的にしてから始めるよ
うに関わることが大切となる．また，健診結果の経年変
化を図示して，このままでいくとどのようなことが考え
られるか，運動などを継続することでどのような効果が
期待できるか具体的に示していくことも効果的であると
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考える．また，他人に運動をすすめる立場の人には，イ
ベント終了後も他人の模範となるようにとモチベーショ
ンを維持していけるように支援していくことも必要で
ある．

　また，運動に対しての認識も異なっていることが明ら
かになった．すなわち，運動継続群は「運動することで
生じる心身への影響」を実感しており，「もともと運動
するのが好きで，以前から運動している」など，運動を
自ら楽しむものと主体的にとらえている傾向にある．し
かし，運動非継続群では，「習慣になれば面白い」，「運
動すれば何とかなるだろう」など漠然とした運動による
効果への期待があり，「これぐらいでは，まだ運動とは
言えない」というように，運動の効果は簡単には得られ
ないものであると，自ら運動内容のハードルを高くして
いる傾向がみられた．そして，「簡単で短時間でできる
運動があれば，できるかもしれない」，「すぐに結果が出
る自分に適した運動がない」などと受け身の姿勢でいる
ことがうかがえた．自らハードルを高くしていることに
気づいてもらい，はじめからハードな運動をしようと思
わず，初めは低い目標からはじめ，ステップを踏んで高
くしていくことを提案してみることも効果的である．ま
た，運動に対する受け身の姿勢に気づいてもらい，すぐ
に効果が出なくても継続していくことで効果が出た事例
や，主体的に運動に取り組んで楽しんでいる人たちの様
子を伝えることなどにより，運動に対して主体的に取り
組めるように支援することが認識を変えることにつなが
るのではないかと考える．

　アンケート調査の心理的要因に関する質問項目の「運
動に対する情動的イメージ」では有意差はみられていな
いが，運動継続群の方が，運動は好きであり，運動は楽
しく，運動は親しみやすく，運動は爽快で，運動はリ
ラックスすると回答する傾向にあった．樋上ら２）は，「運
動に対して好意的な印象をもっている者や運動による心
身の健康への有効性を認識している者，現時点での自己
の健康状態に対して適度な問題視をしている者は継続へ
むかう．」と述べている．また，中村ら９）も，「運動の
継続意欲に影響を及ぼす心理的要因として『楽しさ』お
よび『運動有能感』が重要な要因の１つである．」と述
べている．今回のアンケート調査結果では，運動継続群
と運動非継続群において，「情動的イメージ」や「個人
的規範・信念」には差がみられなかったことから，運動
非継続群に対して，自分の健康状態に対して適度な問題
視ができるように，また，運動有能感が高まるような支
援が大切であると考える．
　今回のイベントで行われたウォーキングは，特別な技

術を必要とせず，時間や場所を選ばず，個人でも集団で
も自分のペースで手軽に行えるという特徴がある９）．し
かし，単調な動作の連続であり，他のスポーツなどと比
べて運動自体の直接的な楽しさは減ることが予想され
る．体力向上の目的達成のほか，周囲の景色を楽しむ，
仲間との会話を楽しむという楽しみ方は可能だが，自然
環境や人的環境が確保できず，それらが充足されない場
合は「楽しさ」が保障されにくいとも言われている９）．
運動による効果が得られない場合，目的意識が希薄にな
り，継続する意欲が減退してしまう可能性が高いといえ
る．実際，ウォーキングのエネルギー消費量は1,000歩
で約30キロカロリーであり10），ウォーキングだけによる
体重減量は容易ではない．したがって，運動非継続群は
運動の有効性や必要性はわかっていても，ウォーキング
等は効果が短期間では実感しにくく，期待していたほど
効果が得られないことで負担感が大きくなり，イベント
の時のみの参加でその後に続かないという結果につな
がったと考えられる．よって，ウォーキングイベントの
終了後に，運動能力が高まったことがわかるような体力
測定の機会を設けたり，それを職場の仲間で競ったりす
るようなイベントをしたり，目標を何段階かに分け，そ
の人にあった目標を定めて少しずつ達成感を感じていく
ような方法を考えてみることも有用である．
　また，健診結果の経時変化をグラフにして表し，この
ままで経過するとどうなるのかを考えてもらうことや，
職場の同じような立場の人の中で自分はどうなのかとい
うことを考えてもらうことも効果的であると考える．
　同じく，心理的要因に関する質問項目の「運動セルフ・
エフィカシー」では，運動継続群では，忙しくても，天
気が悪くても運動する自信が有意に高く，勤務日及び休
日の平均余暇時間に差がみられなかったことからも忙し
さは運動継続の阻害要因とは言い難く，セルフ・エフィ
カシーを高めるために，忙しくても，天気が悪いなどの
環境条件が整っていなくてもどのように工夫して運動を
実施しているかを運動継続者に話してもらったり，生理
的に運動の効果を体験できるような内容を考えることも
必要である．

　本研究では，家族や職場からサポートには運動継続群
と運動非継続群で差がみられなかったが，参加への理解
や励ましがあったことや，職場の仲間と一緒に運動す
る，といった意見が運動継続群で多くみられた．ソーシャ
ルサポートも，運動行動の継続や習慣化の規定要因であ
ることが板倉らの研究５）から明らかにされている．家
族や友人など本人の周囲の人々が向けている期待が，本
人の運動行動に影響を及ぼしており，家族や友人から提
供されたサポートを知覚することも，運動継続にとって



事業所従業員が運動教室参加後に運動を継続していく要因の検討　29

引　用　文　献

１）筒井清次郎，杉原隆，加賀秀夫他：スポーツキャリアパター

ンを規定する心理学的要因 Self-efficacy Model を中心に，体

育学研究，40，35⊖370，1996．

２）樋上弘之，中込四郎，杉原隆他：中・高齢者の運動実施を

規定する要因　心理的要因を中心にして，体育学研究，41，

68⊖81，1996．

３）濱島隆幸，杉原隆，加賀秀夫他：中高齢者のスポーツ参加

に影響を及ぼす心理学的要因－ Bandura 理論の検証－，ス

ポーツ心理学研究，22 ⑴，14⊖23，1995．

４）岡浩一郎：中年者における運動行動の変容段階と運動セル

フ・エフィカシーの関係，日本公衆衛生雑誌，50 ⑶，208⊖

215，2003．

５）板倉正弥，岡浩一朗：成人の運動行動と運動ソーシャルサ

ポートの関係，Walking Research，7，2003．

６）高井和夫，中込四郎：中高年者の健康運動キャリアパター

ンと心理的要因の関連性，筑波大学体育科学系紀要，26，87⊖

97，2003．

７）加賀秀夫，石井源信，嘉戸修，他：中高年のスポーツ参加

重要だということが示唆された．さらに，対象とする個
人に対して支援を行うだけでなく，家族や会社などの周
囲の人々を巻き込んだ介入方法を考慮する必要がある．
　本研究では，運動非継続群では，何となくイベントに
参加したという人や他人に運動をすすめる立場の人が含
まれていた．その人たちがイベント終了後に運動を継続
していくためには，定期的な運動に対する関心を高める
ような職場環境の形成が重要である．それは従業員自身
の行動変容において非常に大きな原動力であり，一人で
は取り組めなかったことが，同僚と一緒であれば，行動
も起こしやすくなると考えられる．さらに，家族や職場
の仲間，友人などの「周囲のサポート」，施設や条件と
いった「環境」をうまく活用することで，「運動が習慣
になっている」ということにつながると考える．また，
運動継続群の中に，一人で運動する方がいいという意見
もあった．イベントによる仲間意識も大切であるが，集
団で行動することを好まない人もいることを産業看護職
は頭に入れておくことも必要である．

　以上のことから，自分の健康のことに関心を持ち，運
動による心身の健康への効果を認識するとともに，運動
有能感を高め，運動に対する好意的な姿勢や運動の楽し
みをみつけだすことが，働く人々の運動継続に影響して
いると考えられた．そして，それぞれ個人の体力や健康
度を把握し，それにあった運動の強度や難易度，目標を
設定して，運動を楽しめるような支援が必要といえる．
また，部署のキーパーソンに対して，運動対策推進に対
する理解と支援を行うことにより，従業員主体の運動対
策活動となるよう心がけることが大切である．事業所の
生産性は，従業員の健康が基盤であることから，運動を
含めた健康づくりに取り組む意義は大きいと言える．従
業員一人一人の生活と多くの時間を過ごす職場におい
て，健康的なワークスタイルを維持できるよう，今後も
支援していかなければならない．

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

　本研究の対象は，調査に同意した者に限られ，抽出方
法においても地域的にも職業的にも偏っていることか
ら，一般化には限界がある．それゆえに，今後の研究に
おいては，対象者の属性を広げ，多様な勤労者層に対す
る調査が求められる．さらに，今回の報告では背景の異
なる複数の対象者に共通する要因を記述したが，今後は
健診結果など縦断的に調査分析を行い，事業所従業員の
特性に即した運動対策になるよう考慮することが生活習
慣病予防のために重要である．

Ⅵ．ま と め

　事業所従業員を対象としたアンケート調査と面接調査
の結果，面接で運動継続群で10カテゴリー，運動非継続
群では９カテゴリーが抽出された．これらを運動継続群
と運動非継続群で比較したところ，運動継続群は，運動
を始めるきっかけが具体的であり，運動に対しての認識
も自ら楽しむものと主体的に捉えていた．一方，運動非
継続群は，自分にあった運動や簡単ですぐに効果が出る
運動を受け身的に求め，運動の効果は簡単には得られな
いとし，それにより運動継続へのハードルを高くしてし
まう傾向があった．また，アンケート調査では，運動継
続群は運動非継続群に比較して運動セルフエフィカシー
が高く，運動有能感が高いことが明らかになった．
　事業所従業員が，運動を実施し継続していくために
は，それぞれ個人の運動実施の目標を具体的に把握し，
主体的に運動し，運動を楽しいと感じることができるよ
うに運動セルフエフィカシーを高め，運動有能感を高め
る支援が必要である．また，家族や職場からのサポート
などの職場環境を整えることも大切である．
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