
健康はビジネスパーソンの必須条件

身体活動アップで仕事に期待できる効果

身体活動を上げることで仕事に期待できる効果として以下が挙げられます。

健康を維持して作業効率アップ！

ビジネスパーソンのための健康な身体づくり

1) 世界保健機関（WHO）. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
2) Lancet Neurol. 2011;10:819-828
3) 厚生労働省.  運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書
4) J Occup Environ Med. 2018;60:e173-e177

5) Sports Med. 2017;47:2521-2532 
6) Hippocampus. 2017;27:229-234
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労働生産性（仕事の効率）の向上4）

メンタルヘルスの向上5）

記憶力の向上6）

ビジネスパーソンが、自身のパフォーマンスを最大限かつ安定的に発揮するためには、自己管理が
欠かせません。その管理方法の1つとして、「身体活動」があります。世界保健機関（WHO）は、
全世界の死亡リスクの 1つに身体活動不足を指摘しています1）。身体活動不足は疾患や死亡
リスク上昇のほかに、認知力の低下など、脳にも影響を及ぼすことが知られています2） 。

デスクワークなどの知的活動をこなすビジネスパーソン
にとって、身体を動かすことはとても重要なことなのです。
歩く時間を10分増やすだけでも認知症などのリスクが
3.2％低減する効果が期待できますので 3）、まずは、
身体を動かすことから始めてみましょう。
また、近年、これまでの考えとは逆に、仕事上の特に高強
度の身体活動は、心血管疾患リスクを増加させるという
「身体活動パラドックス（逆説）」と呼ばれる報告がなされ
るようになりました。自分で身体活動をコントロールしにく
いなどのストレスが原因ではないかと考えられています。
仕事で動いているのに健康リスクの高い人は、自由な時間
でのリラックスした身体活動を心がけましょう。



身体活動とエネルギー消費量身体活動とは？

人が身体を動かすことを総じて「身体活動」といいます1）。
身体活動は、日常生活における労働や家事などの｢生活活動｣と、
体力の維持・向上を目的とし、計画的・継続的に実施される「運動」の2つに分けられます。

あなたが行っている身体活動がどれくらいの活動量なのかチェックしてみましょう。

3メッツ×0.25時間 6メッツ× 0.5時間 3.75

身体活動は、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての
動作を指します。この消費エネルギーは前ページの身体活動量から計算できます。
以下の計算式と早見表を参考に、あなたが普段行っている身体活動がどれくらいの
エネルギー消費量になるのかチェックしてみましょう。

座って安静にしている状態は1メッツ、
普通の歩行は3メッツ、軽いジョギングは
6メッツに相当します。

1 日の
身体活動量

2 3厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書

生活活動

❶強さは？
3メッツ以上

（3メッツ＝普通に歩く時の強度）

❷時間は？
細切れでよいので
1日の合計が60分

❸頻度は？

❶強さは？

❷時間は？

❸頻度は？

毎　日

運  動

3メッツ以上
（3メッツ＝普通に歩く時の強度）

30分以上続ける
1週間の合計が60分

週2日以上
普通歩行

3.0 4.0 8.0 4.0 3.5 6.0 8.0 7.0

10分 10分 10分 20分 60分 30分 15分 20分

0.5 0.7 1.3 1.3 3.5 3.0 2.0 2.3

25 33 67 67 175 150 100 117

30 40 80 80 210 180 120 140

35 47 93 93 245 210 140 163

40 53 107 107 280 240 160 187

活動強度（メッツ）

活動時間

身体活動量（メッツ・時）

50ｋｇの場合

60ｋｇの場合

70ｋｇの場合

80ｋｇの場合

速歩

体重別エネルギー消費量（単位：k c a l）

水泳 ゴルフ ランニング軽い
ジョギング

自転車
（軽い負荷）

テニス
（シングルス）

身体活動で消費するエネルギー（早見表）

身体活動量はメッツを使って計算できます1）。

今より毎日10分多く歩くことで、
死亡リスクや慢性疾患・がん・
ロコモ・認知症の発症リスクが
減少するといわれています1）。

各活動のメッツ数の詳細は
こちらからご確認ください。

各活動のメッツ数の詳細は
こちらからご確認ください。

    身体活動量＝メッツ×時間（時）　
例: 1日に歩行（3メッツ）を15分、軽いジョギング（6メッツ）を30分した場合

例 : ヨガ（2.5メッツ）を30分、72kgの人が行った場合

+ =

2.5 メッツ×0.5時間 72kg 90 kcal
エネルギー消費量

エネルギー消費量は身体活動量から計算できます。

エネルギー消費量（kcal） ＝
身体活動量（メッツ・時）×体重（kg）

× =

18～64 歳で推奨されている身体活動量は、
３メッツ以上の身体活動を1週間で合計23 メッツ・時です。
歩行数に換算すると1日当たり8,000～10,000歩

（3メッツ以上の身体活動を歩行数に換算すると約6,000歩
+ 意識しない3メッツ未満の歩行数2,000～4,000歩 ）

相当となります。

1 回の身体活動で消費されるエネルギー量は、
体格・活動強度・活動時間によって決まります。つまり「体重の重い人が」
「高い強度で」「長時間行う」ほど、エネルギー消費量は多くなります。

1) 厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書
2) 厚生労働省. 18歳から64歳の人を対象にした身体活動指針（アクティブガイド）. https://www.mhlw.go.jp/content/000656517.pdf

身体活動の目安（18～64歳向け）2）
身体活動量は活動強度と活動時間によって決まりますが、その活動強度を表す単位をメッツといいます。
3メッツ以上の生活活動を 1日に60分行うことを目指し、運動も上手に取り入れましょう。



自宅
　休日は家族や友人と出かけて
　身体を動かす。
　近くの距離なら
　自転車や徒歩で行く。
　家事をてきぱきこなす、家事の
　合間に「ながら体操」をする。
　子どもの送り迎えの時に
　+10分の散歩をする。
　週に1回、どこか
　1ヵ所の大掃除をする。

　遠くのトイレを使う。
　30分に1度は立ち上がる。
　オフィスで運動する。
　（コピー中に片足立ちするなど）
　昇降式デスクなどを利用し、
　立ちながら作業してみる。

参考：厚生労働省. アクティブガイド-健康づくりのための身体活動指針. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpr1.pdf
           世界保健機関（WHO）.  WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

※病気やけがなどの影響で医師から運動を制限されている場合には、その指示に従って下さい。

「自分」開発プロジェクト計画

1) 久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38    2) 世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour    
3) Eur J Soc Psychol. 2010;40:998-10094 5

通勤　　
　１つ前の駅で降りて
　ウォーキングし、
　駅構内は階段を使う。
　いつもと違う道を使って、
　歩く時間を10分
　（約1,000歩）増やす。
　歩幅を広くする、速く歩く。

ライフスタイルに合わせた身体活動

まずは、生活の中で、今よりも少しでも身体活動量を増やしましょう。
例えば、今より10分（約1,000歩）多く、歩いてみましょう。
座っている時間を減らすだけでも、
身体活動（強度は問わない）アップになり、健康効果が得られます。

帰宅時

（例）1日のタイムスケジュール

早歩き、自転車通勤

散歩、食事に出かける

歩幅を広くする、階段を使う

ウォーキング、運動施設に通う、テレビを見ながら筋トレやストレッチ

こまめに動く、
階段を使う、

遠くのトイレを使う
キビキビと掃除や洗濯、
家事の合間に「ながら体操」

テレビを見ながら筋トレや
ストレッチ、友人とお出かけ

歩いて買い物
子どもや孫の送り迎え

12：00

20：00

散歩、ジョギング、ラジオ体操

6：00
通勤時

仕事中

仕事中 家事

休憩中 休憩中

遠くのトイレを使う、
軽い体操をする

ライフスタイルに合わせて上手に身体活動を取り入れていきましょう。

1 回 30分以上の軽く汗をかく運動を
週2回以上実行していない
1日の歩行時間は 1時間未満だ
同世代の同性の人と比べて歩く速度が遅いほうだ
積極的に身体を動かすような工夫をしていない
階段はあまり使わない
家から一歩も外へ出ない日がある
歩いて5～10分のところでも歩かない

チェックがついた項目に対して、
どのような活動を、どれくらい
取り入れればよいのか、

具体的な目標設定をしてみましょう。
座っている時間が長いと

死亡や心血管系疾患のリスクが上昇
することがわかっていますので2）、
座りっぱなしの時間がどのくらい
あるかも確認してみましょう。

該当する項目にチェックしてください1,2)。

習慣化するまでにかかる時間は、平均約 2ヵ月といわれていますが、
いきなり負荷の高い活動をすると約9ヵ月要するといわれています3)。
習慣化するために、段階的に運動量を増やしていきましょう。

生活活動

運動

①現状把握 現在の生活習慣の状況は？
まずは現在の生活習慣の状況を把握しましょう。

仕事中、いつもより
10分多く歩く（エレベー
ターを使わない）

歯磨き中、スクワットを
10回する

テレビを見ながら、
スクワットを20～50回する

仕事終わりに、筋トレ15分、ジョギング
15分（1日計30分）を週2日する

仕事中、いつもより30分
多く歩く（1つ前の駅で
降りる）

仕事以外でも家でステッパーを踏む
などして、1日90分歩く

短期目標（3ヵ月）
ステージ 1

中期目標（6ヵ月）
ステージ 2

長期目標（12ヵ月）
ステージ3

②目標設定 身体活動を通じて実現したいことは？
どうなりたいか、何をしたいか、自由に書き出してみましょう。

身体活動における具体的な目標は？
生活活動と運動について、いつ、どんな活動を、どれくらいするか、　
期間に分けて具体的に書き出してみましょう。

※目標例

家事

仕事中



生活活動： 運動目
標

日　付
計画（達成○、半分達成△、未達成×）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

自
己
評
価

生
活
活
動

歩
数

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

・いつ
・どんな運動
・どれくらい

歩数グラフ 10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1 日の目標歩数

3.5 2 31.75 1.754.251.5

2/1～2/7の達成率80%以上

2/1～2/7の達成率80%以上

今月ほぼ目標を達成することができた。

仕事中は階段を使ったこと、家では歯磨きのついでにスクワットしたことで

抵抗なく取り組めたことが達成につながった。

来月は徒歩をいつもより15分以上、スクワット50回以上を目指す。

○ ○ ○ ○ ○△

△

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

6000

仕事中
徒　歩

朝
スクワット
30 回

いつもより10分多く歩く

相談窓口

定期的に身体活動量を見直し、目標と計画の
妥当性について自己評価してみましょう。

「自分」開発プロジェクト計画

1) J Environ Public Health. 2012;2012:156435
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次回の面談時に
記録したものをお持ちください。
一緒に次回の目標について

考えましょう。

家族や友人、運動サークルなど、
周りの人からの協力が身体活動の

継続につながります1）。

③計　画 計画書の作成
記録シートに目標数値などを記入しましょう。

④実　行 毎日の活動実績を記録シートに記入
スマートフォンで記録ができる無料のヘルスケアアプリも
あるので活用しましょう。歩数計（万歩計）、ウェアラブルデバイスを
お持ちの方は、それらも役立ちます。

④実　行（つづき） 家族や仲間と活動を共有

⑤結果・次の
    目標設定

生活活動・運動量の評価　　

目標を立て、記録をつけることが大切です。

生活活動・運動量はどれくらいでしたか。
目標値を達成しましたか。

結果の分析
達成の要因は何ですか。
未達成の場合、原因は何ですか。
他に追加・見直すべき点はありますか。

改善策を講じて実行　　
今回の結果を次回どのように生かしますか。
次回の目標値を設定しましょう。

歩数計（万歩計）などを利用して日々の歩数を
記入しましょう。グラフ化することで変動が
可視化されモチベーションへとつながります。

上段に計画の実行度合いを○△×で記入し、
下段には週ごとに実行度合いについて
自由に記入してみましょう。

翌月に向けて月末に振り返り、目標や
計画の実行度合いを確認しましょう。

※達成○、半分達成△、未達成×

各運動強度（メッツ）の一覧表を確認し、
日々の身体活動量を算出して記入しましょう。
※算出方法
 例）1日に歩行（3メッツ）を15分、軽いジョギング
（6メッツ）を30分した場合
3メッツ×0.25 時間 + 6メッツ× 0.5時間 = 身体活動量 3.75

記入見本
達成率80%以上

「自分」開発プロジェクト計画

記録シートはこちらから
ダウンロードできます。

運
動

身
体
活
動
量

記録シート　　　     年　  月
「日常生活で身体活動UP！私のアクティブライフプラン」
「健康を維持して作業効率アップ！ビジネスパーソンのための健康な身体づくり」と
合わせてご活用ください。

1 日の身体活動量（メッツ×時間）

例: 普通歩行（3メッツ）を30分行った場合
　  3メッツ×30分÷60分＝1.5
※詳細はP3をご参照ください。ヘルスケアアプリなどもご活用ください。

メッツ× 分÷60分=6 10 1



生活活動：目
標

日　付
計画（達成○、半分達成△、未達成×）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

自
己
評
価

生
活
活
動

歩
数

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

・いつ
・どんな運動
・どれくらい

歩数グラフ 10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1 日の目標歩数

運
動

身
体
活
動
量

運動：
記録シート　　　     年　  月
「日常生活で身体活動UP！私のアクティブライフプラン」
「健康を維持して作業効率アップ！ビジネスパーソンのための健康な身体づくり」と
合わせてご活用ください。

1 日の身体活動量（メッツ×時間）

例: 普通歩行（3メッツ）を30分行った場合
　  3メッツ×30分÷60分＝1.5
※詳細はP3をご参照ください。ヘルスケアアプリなどもご活用ください。

メッツ× 分÷60分=


