
生 活 習 慣 の 改 善 を う な が す た め に

コミュニケーションの手 引き

厚 生 労 働 省
すこやか生 活 習 慣 国民 運 動
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国民の生活習慣をよりよく改善し、さまざまな病気を未然にふせぐ。

それこそが 21世紀を迎えた長寿大国日本の喫緊の課題です。

テーマは

1　野菜不足の解消	
2　朝食習慣	
3　運動の習慣づけ　	
4　歩く	
5　禁煙

上記5つに集中して、より具体的に考察しています。

ポスターやパンフレットなど、ちょっとしたコミュニケーションでも

より有効に「国民の行動変容」につながるように工夫しています。

より伝わりやすいメッセージが発信できるように。

みなさまの企画や制作物の一助としてお役立てください。

国民を啓発するメッセージは、とかく最大公約数をねらいがちです。

より多くの人々にとどいたほうがよいと考えるからです。

しかしその結果メッセージは「広く浅く」なりすぎてしまい

あまり印象にのこらない「一般的な言い方」になってしまうようです。

つまり、国民すべてにとどくようなメッセージは

逆説的に「ある個人」にはとどきにくいのです。

理由はかんたん、「自分事化しにくい」からなのです。

総花的で要点をしぼっていないメッセージや

なるべく反対が出にくいように腐心されたメッセージは

結局、だれにも有効でないものになってしまいます。

だれに（WHO） なにを（WHAT） どう（HOW）つたえるか?

まずはそのポイントを意識してメッセージを発信するだけでも

啓発メッセージの成果はずいぶんかわってきます。

W HO →ターゲットをしぼる	

WHAT →メッセージをしぼる	

H O W →印象にのこる方法でつたえる

くり返しになりますが、上記の3つのポイント。

それを事前に整理しておくだけでも「啓発メッセージ」は

見ちがえるほど有効なモノにかわっていくと思います。

ぜひ、日々のコミュニケーションの企画の中で試みてください。

啓 発 メ ッ セ ー ジ を 発 す る 際 には じ め に
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各テーマについての分布

効果的に行動変容を起こさせるには
準備/行動期にある「C」をねらいます。

そもそも健康に対する関心がない。

いまの生活習慣をまったく変える気持ちがない。

いままでの人生で特に大病していないせいか

健康に対する不安が強くない。

構わないでほしいというスタンス。

健康情報に対する感度が低い。

運動や食事、禁煙についての強い

メッセージには「むしろ反発」する。

ふだんからよい生活習慣を意識しているが

続かない層。運動や食事、禁煙に対する

知識も持ち合わせているのだがなかなか

継続できない。生活習慣改善は何度も

試みて何度も挫折した経験がある。

まずはこの「C」を「D」へと行動変容させる

メッセージから。

健康に対する関心はあるが

なかなか行動を起こしにくい層。

また、どのように日常の目標を設定すれば

いいのかがイメージできていないので

行動変容しにくい。いつも自分の健康よりも、

仕事や家族のことを優先してしまう。

また、それを「できない理由」に

しているので行動変容しにくい。

すでによい生活習慣を継続することが

できている。そういう自分自身に対して

しっかり自信を持っている。

自己効力感（Self efficacy）を

日常生活のなかで実感しそれがゆえに

続けられる。じぶんなりのコツや工夫を

ちゃんと持っている。

生活習慣改善のための行動変容・各ステージ

出 典：すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査
調査期間：平成 21年8月
調査方法：全国に在住する15～75才の男女を対象に、無作為抽出法により
  合計 2455名中1311名から回答を得た（回収率53%）。
  禁煙については1311名のうち、喫煙歴のある611名を解析対象とした。
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たとえばおなじ“野菜不足”を啓発するメッセージでも
世代や性別などによって「言いかた・見せ方」は変わってきます。
狙いたいターゲットが、より多く存在する世代はどこか？
男女差や地域差なども考慮してメッセージを発信してください。
そういうプロセスを経ると、より効果的になります。

このグループの人たちの特徴は「目標設定が高すぎる」というところにあります。

たとえば運動を例にとると、若いころにガンガンにやっていたような運動強度の強いものを

「運動」ととらえているので「もうできない」とあきらめてしまうのです。

野菜を摂らなきゃいけない、というメッセージを受け取ると

それこそ「バケツいっぱいの野菜」を食べなきゃいけないと認識してしまうのです。

当然つづけることもできないし、思い立っても挫折をくりかえすだけの結果になります。

ですから、このCグループに対するコミュニケーションの基本的な姿勢は

まず誤解を解いてあげること。そして「低い目標設定でも十分効果がある」という

ことを具体的につたえて、認識してもらうことです。

→はや歩きは十分に「運動」に値します。
→日常の食生活で足りない野菜はわずか100gです。
→30分早く寝ることで生活のリズムを改善できます。

たとえばこんな風に、なるべくハードルを下げたメッセージを心がけてください。

ただしい認識を「具体的に」つたえることで、Cグループの人たちは「身近な目標」を

設定することができるようになります。そして生活習慣を改善することが

とても「前向きなこと」に変わっていきます。認識があらたまって行動が変わります。

おどかしたり、強制的な言い方は、じつは、あまり効果がありません。

説得力をますためにも、わかりやすく数値を使うと、さらに上手なメッセージになります。 啓発メッセージ対象者がもっとも多い

啓発メッセージ対象者が一定程度存在

啓発メッセージ対象者が少ない

Ｃグループの年齢分布Cグループに対する分析

野 菜	
不 足

朝 食 	
習 慣

運 動 	
習 慣

歩 く

禁 煙

特に20～30代に 
集中している。

20～50代に 
やや多く分布。

全世代にわたり 
均等に存在している。

全世代にわたり 
均等に存在している。

今回はCに限らず、喫煙率の低下がなかなか見られない 
20～30代の女性全体をターゲットとします。

C グ ル ープ

20〜30	 40〜50	 60〜
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上から目線にならない。

生活習慣を改善して国民一人ひとりがよりゆたかな生活をおくる。

正しいことだけに「正論を打ってしまう」と却って反発を買いかねません。

受け手と同目線で、なるべく分かりやすく語りかける。

考え方を変えてもらうにはまず「アプローチする態度」が重要です。

なるべく具体的なイメージをつたえる。

理屈で説得しようとするコミュニケーションは有効ではありません。

それではむしろ受け手に「変えない言い訳」を想起させてしまいます。

なるべく具体的な表現を心がけてください。

たとえば野菜350gはどれくらいの量なのか。

実際に写真で見せる。百聞は一見にしかず、とはまさにこのことです。

できれば「気づき」を与えられるように。

われわれは、みずから気づいたことはやってみようとするものです。

だれかに命令されてやるよりも、ハードルの高低が気にならなくなるからです。

国民の行動変容をうながすコミュニケーションの要諦は

気づきをあたえられるような「ヒント」をいかにつたえるかです。

どこに掲出すると効果的か? コミュニケーションにおいて留意するポイント

Occasion

Place

時期

もともとその気がないときにどんなに多くのメッセージを発信しても

あまり意味がありません。冬にはビーチパラソルが売れないのと同じことです。

生活習慣を改善してもらうメッセージも、それを発信するタイミングが重要です。

暖かくなる季節に向けて「運動」を動機づけるようなメッセージ。

夏野菜がおいしくなる時期に「野菜を食べよう」のメッセージなど。

季節性を考慮にいれておくだけで効果が違います。

場所

どこにメッセージを掲出するか? それも重要なコツです。

たとえばスーパーの野菜売り場に「一日350gで生活習慣病予防効果」という

メッセージがあれば、店舗の売り上げ増との相乗効果が見込めます。

あるいは、女性が集まるところには「禁煙」の啓発メッセージを掲出するなど

場所を考慮したうえで露出すると効果的です。

さてさて、これから発信するメッセージを掲出する場所は

「だれが見る場所か?」をちょっと考えてみてください。

機会

よりピンポイントの機会にターゲットを狙う方法もあります。

なにかのスポーツイベント会場で「運動」メッセージを掲出すれば

そもそも運動に興味のある人たちが集まる場所ですから、当然、効果も倍増します。

料理コンテスト会場に「野菜摂取量」のメッセージを出せば

駅頭にポスター貼りで掲出するよりも効果効率はよいはずです。

関連づけて発想できそうなオケージョン（機会）をいつも意図しましょう。

Timing
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メッセ ージ・サン プ ル

Cグループ
	20〜30 40〜50 60〜

野菜	
不足 SAMPLE 01 SAMPLE 02

朝食	
習慣

SAMPLE 03 
SAMPLE 04

運動	
習慣 SAMPLE 06 SAMPLE 05 

SAMPLE 08 SAMPLE 07

歩く
SAMPLE 10 
SAMPLE 12 SAMPLE 09

SAMPLE 11

全般 SAMPLE 15

禁煙 SAMPLE 13 
SAMPLE 14

以下、ここに掲出されているものは

おもにＣをターゲットにした表現例です。

準備・行動期にある彼らに対しては

「低い目標設定を、具体的に」がポイント。

すぐにでもできそうなコトなら

とりあえずやってみよう、となるからです。

そして目標が低ければ無理せずつづけられる。

これこそがＣに対して有効な表現です。

また、これらのメッセージ・サンプルは

マス（全体）を対象に掲出してもかまいません。

結果として「準備・行動期」にいるCの人たちに

とどくように考案されています。

なお、禁煙については、おもに20～30代の女性を

ターゲットとした表現例です。

そのため「出産・美容」をテーマとした

表現サンプルを掲出しました。
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温野菜なら、	
不足100 g も食べやすい。

生活習慣病予防の観点から、われわれ日本人は

あと100gほど野菜の摂取量が足りません。

わずか小皿ひとつ分なんですが。

そこでちょっとしたコツとして生野菜ではなく

温野菜だと食べやすくなるということを覚えてください。

スープでも煮物でも。忙しいときはレンジでチンで。

野菜そのものの味や食感も変化するので

食事自体が豊かになるところがおすすめです。

SAMPLE 0 2
野菜不足を解消するための 
メッセージ・サンプル。 
具体的な量を見せるのが 
わかりやすくするポイント。

40~50代全般

野菜不足は、あとトマト半分。

じつは日本人はけっこう野菜を食べています。

すでに毎日約250gの野菜を食べています。

しかし生活習慣病予防の観点からは350gが推奨量。

ですからあと100gだけ足りないというワケです。

トマトなら半分。野菜炒めなら半皿分。

むずかしい量ではありません。

野菜メニューも充実している夕食ではなく

朝食や昼食でプラスするのがコツです。

SAMPL E 01
野菜不足を解消するための 
メッセージ・サンプル。 
地元の野菜などに例えても 
わかりやすくなります。

20~30代女性
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おにぎりでオハヨウ。

おにぎりこそ！ われらが誇るファストフード。

朝、出かける支度をしながらでも頬張れる。

あるいは職場に着いてからでも

ちょっとした時間があれば手軽に食べられる。

自分でつくるんだったら

なかの具をいろいろ工夫しておけば

たのしめるし経済的でもありますし。

忘れてましたネ、日本人のちょっとした知恵。

朝食はすこやかな生活習慣の第一歩です。

SAMPLE 0 4
朝食習慣をつけるための 
メッセージ・サンプル。 
準備が不要な食べものや 
携行しやすいものを。

20~50代全般

朝カフェで、	
一日をはじめましょう。

朝食は「これからすることのエネルギー」になります。

ですから、いい一日を過ごすために欠かすことはできません。

しかしとくに単身者の場合は「めんどうな気持ち」が

先に立ってしまい朝食抜きになることが多いようです。

自宅から勤務先までの動線にある喫茶店やカフェ

あるいはファストフード店などで15～20分の朝カフェ。

午前中の仕事効率の向上という観点からも

朝食を摂ることはとても重要な生活習慣といえます。

SAMPLE 0 3
朝食習慣をつけるための 
メッセージ・サンプル。 
手軽に食べられるヒントを 
提示しましょう。

20~50代全般
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週末なら、合計 40分ランナー。

毎日運動をつづけるのはむずかしい。

そんな、じぶんに対する「やらない言い訳」で

すっかり運動をあきらめてしまっていませんか。

じつは、週末だけの40分程度のジョギングにも

生活習慣病の予防効果があることが

科学的に実証されています。

いっぺんに40分でなくてもかまいません。

土日であわせて40分程度のまとめラン。

くれぐれもムリしすぎないことは前提ですが。

SAMPLE 0 6
運動を習慣づけるための 
メッセージ・サンプル。 
具体的な運動の時間を 
提示するのがポイント。

20~30代女性

毎日なら、10分間のはや歩き。

くるしくならない程度にスピードをあげてはや歩き。

それは立派な「運動」になります。

生活習慣病の予防に効果がある運動として

はや歩きは、すでに科学的に実証されています。

通勤通学のときや、ちょっとした移動時間に。

一日10分間の運動習慣。ちょっと汗ばむくらいの

運動強度でじゅうぶんに効果があります。

SAMPLE 05
運動を習慣づけるための 
メッセージ・サンプル。 
生活のなかで無理なくできる 
運動を具体的に数字で表現。

40~50代全般
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打ちっぱなし15分。

好きなことならツラくならない。

これ、けっこうポイントなんです。

「運動」は大変ですが「趣味のゴルフ」なら

すこしも苦じゃなくつづけられるはず。

たとえば打ちっぱなし練習での15分。

これぐらいの負荷でも立派な運動です。

週に合計６０分練習するくらいなら

それで生活習慣病の予防効果があります。

さあ、お父さん、堂々と練習に行きましょう ！

SAMPLE 0 8
運動を習慣づけるための 
メッセージ・サンプル。 
どんな運動を何分間するか 
具体的に伝えましょう。

40~50代全般

SAMPLE 07
運動を習慣づけるための 
メッセージ・サンプル。 
日常生活のなかで無理なく 
できるコトを提案しましょう。

60代以上

毎日10分間のラジオ体操

子どものころに学校で習ったラジオ体操。

なんとなく準備運動と誤解されていますが

じつは「あれくらいの強度」の体操でも

じゅうぶんに立派な「運動」になるのです。

時間にして10分間。

ラジオ体操も毎日つづけることで

生活習慣病を予防する効果がある。

科学的に実証されていることです。
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ひと駅歩きましょうか?

歩くことは生活習慣病の予防に効果があります。

そして足りない歩数は平均あと1000歩。

ひと駅分、10分程度の歩き時間の距離で

じゅうぶんに有効な身体活動になるのです。

ヒールをはいているので女性の場合は

なかなか気軽ではありませんが

目安として覚えておいてください。

ヒールじゃない日には歩いちゃおうかなぁ・・・とか

ちょっとした工夫でけっこう歩けるものです。

SA MPL E 10
歩く習慣のための 
メッセージ・サンプル。 
各地域の実情に合わせて 
例えることがポイント。

20~30代全般

あと10分歩きましょう。

歩くことが健康によいと知っていても

いったいどれくらい歩けばいいのでしょう。

生活習慣病の予防には男性で9000歩

女性で8000歩が目安といわれており

そして平均的な歩数から考えると

足りないのはあと1000歩。

時間にして10分程度多く歩くだけで

じゅうぶんに効果があるのです。

SAMPLE 0 9
歩く習慣のための 
メッセージ・サンプル。 
わかりやすい数字で。 
記憶に残りやすくなります。

40~50代全般
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3曲分、歩きましょう。

携帯音楽プレイヤー。

好きな音楽を聴いていれば

時間が経つのもあっという間です。

通勤通学の行き帰り。

あるいは散歩気分になって

なるべく歩いて移動する。

そんなときにポップスで3曲分

合計10分程度歩ければ

一日の足りない歩数（1000歩）が補えます。

生活習慣病の予防効果があることは

科学的に実証されています。

SA MPL E 12
歩く習慣のための 
メッセージ・サンプル。 
時間をこのように具体的に 
言い換えるのも一計です。

20~30代全般

「ウチから10分」は歩くべし。

歩いてちょっと、そう、10分くらいの距離。

ついついクルマで行ってませんか?

スーパー、病院、歯医者さん、本屋さん。

面倒がらずに歩いていけば往復で20分。

ちょうど不足している一日の歩数に相当します。

郊外の駅ではクルマの送り迎えつきで

会社や学校に向かう方をお見かけしますが

生活習慣病予防の観点からすると

歩くチャンスをわざわざなくしているのですから

あまりいいことではありません。

あと20分、あと2000歩。気にしてください。

SA MPL E 11
歩く習慣のための 
メッセージ・サンプル。 
地域の方がイメージしやすい 
例を伝えましょう。

不足傾向がみられる 
地方在住の方
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タバコは、美しさをこわします。

タバコには4000種類にも及ぶ有害物質が含まれています。

もちろん微量ではありますが、その煙を体内に

吸い込んでいることに違いはありません。

その害は体内に蓄積されて

明らかに肌や体内の年齢、若 し々さ美しさに

悪影響をおよぼしてしまいます。

女性のみなさん、どうぞタバコをやめてください。

あなた自身の美しさのためにも。人類のシアワセのためにも。

SA MPL E 14
禁煙をうながす 
メッセージ・サンプル。 
女性にとって無視できない 
メッセージを具体的に。

20~30代女性

タバコを吸っていると	
流産してしまうかもしれませんよ。

タバコには4000種類にも及ぶ有害物質が含まれています。

もちろん微量ではありますが、その害は体内に蓄積されて

やがては子宮に悪影響をおよぼすことが

科学的な研究によって明らかになっています。

妊娠してからではちょっと遅いかもしれません。

はやめに、好きな人ができたら、いまのうちから

タバコをやめてください。あなた自身の「未来」のためにも。

SAMPL E 13
禁煙をうながす 
メッセージ・サンプル。 
女性だからこそ避けたい 
タバコの害を伝える。

20~30代女性
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もう30分早く寝ると、生活が変わる。

生活習慣改善のいちばんのポイントは就寝時間。

夜ふかしせず、もう30分早く寝るようにするだけで

翌朝からの生活リズムは見違えるようによくなります。

そして朝食を摂る時間的余裕、精神的余裕が生まれます。

朝食習慣のある人は、午前中の仕事や家事、勉強の効率が

高められるということが「科学的に実証」されています。

もう30分早く寝る。出発点はここです。

SA MPL E 15
生活習慣を変える基本 
メッセージ・サンプル。 
なるべく記憶されやすい 
言葉遣いを意図しましょう。

20~30代全般

厚生労働省健康局総務課

生活習慣病対策室
意見及び問合せ先：sukoyaka@mhlw.go. jp


