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福山市立大学在学生の相対的剥奪感と食生活との関連に関する研究

　　　　

清　原　昭　子　　　平　山　　巧
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要旨

　【目的】大学生を対象とし，相対的剥奪感と食生活の望ましさの関連を明らかにすることを目的とした．【方

法】福山市立大学都市経営学部の学生180人を対象として，集合調査法による質問紙調査を実施した．調査

項目は回答者の属性，食生活の現状，健康状態・健康管理，経済的状態，相対的剥奪感についてである．回

答が得られた男女128（回収率71.1％）のうち，有効回答126を対象に分析を行った．相対的剥奪感に関す

る回答によって，回答者を相対的剥奪感がある群と相対的剥奪感がない群に分け，食生活指標得点の差をt

検定によって確認した．分析は，男女別，居住状態別に行った．【結果】女性において，主観的な暮らし向き

に関する相対的剥奪感が食生活指標と有意に関連があることが示されたが，男性については有意な差が見ら

れなかった．居住状態別の分析では，一人暮らし，同居者がいる回答者ともに相対的剥奪感が食生活指標と

有意に関連があることが示された．【結論】食生活の望ましさに影響を与える社会経済的要因を取り除いた上

で，大学生の相対的剥奪感が食生活の傾向に関連することが明らかとなった．

１．背景と目的

　家計や個人の絶対所得の多寡が，人々の健康行動

やその結果としての健康状態と関連していることが

幅広い研究分野から報告されている（川上他2015）．

休養，運動等を含む健康行動の中でも，食生活は食

品という対象物を必要とすることから，所得等の資

源が影響を与えやすいとされる．硲野他（2017）で

は，世帯の絶対所得と子どもの食生活の関連が報告

され，林他（2015）では，成人において世帯の年間

収入と食物選択に関わる認知的要因，食行動等の関

連が報告されている．

　さらに，高所得な国々においては，絶対所得だけ

でなく他者や過去の自分自身と比較したときの相対

的な所得やその感じ方（しばしば負の感じ方）が健康

行動ひいては健康状態と関連をもつことも，近年の

研究により明らかにされてきた．近藤他（2015）で

は，他の人々と比較して自身の経済状況や社会的ス

テータスが劣ると認識することは，主に競争的心理

に基づき精神的な負荷になり，劣等感やねたみ，フ

ラストレーションといった負の心理作用は，精神的

ストレスを生み出し，不健康な行動を起こす要因と

なることを指摘している．さらに近藤他（2012）で

は，他人が持っている地位やモノを手に入れること

が出来ないという状況におかれたときの「相対的剥

奪感」は社会比較によるネガティブな心理社会的反応

の代表であるとするFeastinger（1954），Runciman

（1966）らの指摘に依り，「物質的には十分満たさ

れていても，所得階層間の豊かさの違いが顕著にな

ると，社会比較による心理社会的ストレスが増大し，

多様な精神的・身体的不健康状態を惹起する可能性

がある」という「相対的剥奪仮説」を提示した．そし

て日本人高齢者の大規模データを用いた縦断研究に

より，所得の相対的剥奪が死亡率に与える影響を検

討し，男性では相対的剥奪が高いと有意に死亡率が

高くなるという結果を得ている．
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　また，相対的剥奪感の把握には，個人レベルの所

得に関する豊かさの違いに加え，社会全体での豊か

さの違いを人々がどう認識しているかが指標として

用いられている．Oshio, and Urakawa（2013）では，

相対的剥奪感の指標として自分自身の過去の収入お

よび他者の収入との比較に加えて，過去５年間での

貧富の格差の広がりについての認知を評価し，主観

的な幸福感との関連を検討している．

　相対的剥奪感と健康行動，とりわけ食生活との関

連を検討した研究は多くは見られないものの，前出

の林他（2015）では，世帯の年間収入以外にも，主

観的な暮らし向きのゆとりのあるなしが朝食などの

食行動と関連を有していることが報告されており，

相対的剥奪感が食生活と関連をもつことが示されて

いる．

　以上を踏まえ，本研究では研究蓄積が少ない20歳

前後の成人を対象として相対的剥奪感と食生活との

関連を検討する．先行研究からは，相対的剥奪感は

絶対所得や当事者・家族の就業状態，教育水準など

との関連が強いことが示唆されている．よって，相

対的剥奪感による食生活への効果を把握するために，

これらの社会経済的要因による効果を分離する必要

がある．そのために，社会経済的要因のばらつきが

小さな集団での調査が必要と考え，以下のように調

査を設計した．

２．研究方法

　本研究では相対的剥奪感と食生活の関連を確認す

るために，相対的剥奪感と関連の強い社会経済的要

因に着目し，調査を設計した．相対的剥奪感は自分

自身の周囲にあり，かつ属性が近い準拠集団との比

較から形成される概念であり，この「周囲にある他

者」つまり準拠集団を調査対象者にとって適切な比較

対象に設定する必要がある．そこで本研究では，若

年者にとっての「周辺にある他者」として，同時期に

同じ大学の同じ学部に所属する学生を設定すること

で「同一の年齢階級」「同一の市町村内」において日常

生活を営む集団との比較を試みることとした．その

ため，本研究では福山市立大学都市経営学部におい

て同一の授業を履修する学生を準拠集団として設定

した．また，近藤他（2012）では，相対的剥奪感と

健康状態の関連には性差があり，とくに男性におい

て関連が明確に確認されることが知られていること

から，本研究でも相対的剥奪感を感じている者が食

生活においても不利になりやすい傾向が男性でとく

に観察されると仮説を立てた．

2.1　調査方法

　2018年10月に福山市立大学都市経営学部の学生

180人を対象として，同学内の講義室において集合

調査法による質問紙調査を実施した．調査項目は以

下である.

　１） 回答者の属性

　 基 本 的 属 性 を 把 握 す る た め に 性 別， 学 年， 年 齢，

居住状況（選択肢式）をたずねた．

　２） 食生活の現状について

　食生活の現状については，３つの側面から以下の

質問（選択肢式）を作成した．食生活の栄養面での望

ましさを把握するために，朝食の摂取頻度，主食・

主菜・副菜を揃えた食事の頻度，普段の食事で野菜

を積極的に摂っているか，惣菜や弁当の利用頻度を

質問した．また，健康的な食生活ための資源を有し

ているかを把握するために，健康に悪影響を与えな

いようにする食品選択や調理の知識の有無を質問し

た（以上４段階）．また，食生活の社会的側面での健

全さを把握するために，１日３食の食事を一人で食

べる頻度について質問した（５段階）．

　３） 健康状態，健康管理について

　相対的剥奪感は健康状態や健康行動全般との関連

が報告されており，高齢者を対象とした研究では，

健康行動の一環として医療機関や健康診断の受診頻

度などが測定される．これに対し，本研究では対象

者が若年層であることを考慮し，健康行動として軽

い病気（腹痛や風邪等）にかかった場合に病院に行く

か，軽い病気にかかったときに市販薬を服用するか

を質問（選択肢式）した．また，主観的な健康状態を
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たずねた（以上４段階）．

　４） 経済的状態について

　相対的剥奪感は絶対所得と一定の関連をもつこと

から，その影響を考慮した分析を行うため，本研究

では大学生の生活実態に即した絶対所得の把握のた

めに，経済的状態に関わる以下の項目を質問した．

　まず，対象者の多くが親族等に扶養されており，

基本的な生活費や学業に関わる費用の多くを扶養

者が負担してもらっている者が多いと考えられる

ことから，1 ヶ月間に生活費（家賃，光熱費，日常

品，教科書等）を除いて自由に使える金額が対象者ら

にとっての可処分所得にあたると考え，その額をた

ずねた（金額）．さらに，絶対的な経済的余裕を測る

ために，自由に使えるお金のうち服飾代と外食とい

う奢侈品への支出をたずねた．具体的には下着，パ

ジャマなどの必需品を除く洋服や靴などにかける金

額（11段階），同じく授業期間の1 ヶ月間でのアル

バイト先の賄いや学食を除く外食の平均回数（６段

階）である．回答の対象を授業期間中に限定すること

で，長期休暇や年末・年始等の行事による外食回数

や衣料費への影響を排除した．

　5） 相対的剥奪について

　相対的剥奪感は２つの側面から測定した（選択肢

式）．１点目は対象者自身の準拠集団である周囲の大

学生と比較した主観的な暮らし向きであり，「主観的

に見て，あなたの生活や暮らし向きを周囲の大学生

と比較して当てはまるものを選んでください」（５段

階）と質問した．２点目は社会全体の経済的格差に関

する主観的な認知であり，「過去５年間に，日本で貧

富の差が拡大したと思いますか」（５段階）と質問した．

　調査開始にあたり，対象者に対して調査への参加

は自由意志により決定できること，不参加・中断に

よる不利益がないこと，調査データは統計的に処理

され，個人が特定されない形で公表される可能性が

あることを書面および口頭で説明の上，回答を依頼

した．

2.2　分析方法

　回答の回収数は128（回収率71.1％）であり，相

対的剥奪に関する質問への回答に欠損がある２回答

を除く，有効回答126を対象に分析を行った．当初

の想定通り，回答者の年齢層が一定範囲に収まった

ことから，年齢による回答者の分類は行わなかった．

既存研究から，食物選択行動や食生活の状態には性

差が明らかになっていること，さらに相対的剥奪感

と健康行動の関連についても性差があることが報告

されていることから，男女別の集計を行った（表１

および２）．また，大学生の食生活には，一人暮らし

であることや家族等の同居者がいるなどの居住状態

が影響を与えることも報告されている．以上の条件

を考慮し，以下のように分析を進めた．なお，健康

状態，健康管理に関する質問については本研究の分

析からは除外した．

　２. ２. １　男女別の分析

　まず，回答を性別によって分類した上で，食生活

の現状に関する６つの質問の回答を得点化し，合計

することで，「食生活指標」を作成した．この指標

は各質問の選択肢番号が大きくなるほど健康上，望

ましくない状況になるよう作成し，選択肢１＝１

点，２＝２点，３＝３点，４＝４点として回答者ご

とに集計した．この際，選択肢の意味が逆になって

いる質問については回答を変換し，仮定と整合する

ようにした．また，１日３食の食事を一人で食べる

頻度についての質問は５段階での選択としていたた

め，集計時に４点満点となるよう回答を調整した．

さらに，食生活の現状に関する質問のうち，主食・

主菜・副菜を揃えた食事の頻度，惣菜や弁当の利用

頻度，１日３食の食事を一人で食べる頻度に関する

回答が，居住状態と関連があることが示された（r =

－0.48, 0.41,－0.40）ことから，居住状態で分類し

ない男女ごとの分析ではこれらを除いた3質問項目

（朝食の摂取頻度，普段の食事で野菜を積極的に摂

るか否か，健康に悪影響を与えないようにする食品

選択や調理の知識の有無）の得点を用いて「食生活指

標（３項目：12点満点）」を作成した．

　次に，相対的剥奪感に関係する質問２つへの各回
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答によって回答者を２群に分けた．主観的に見た生

活や暮らし向きを周囲の大学生と比較した質問に対

して「平均よりかなりゆとりがある」「平均よりゆと

りがある」「平均ぐらいだと思う」と回答した者を「相

対的剥奪感がない群」，「平均よりゆとりがない」「平

均よりかなりゆとりがない」と回答した者を「相対的

剥奪感がある群」とした．また，過去５年間に，日本

で貧富の差が拡大したと思うかという質問に対して

「そう思わない」「どちらかと言えばそう思わない」

「どちらとも言えない」と回答した者を「相対的剥奪

感がない群」，「どちらかと言うとそう思う」「そう思

う」と回答した者を「相対的剥奪感がある群」とした．

　以上の手続きにより２群に分けた回答者について，

食生活指標（３項目）の平均の差の検定を行った．

　２. ２. ２　居住状態別の分析

　次に，回答を居住状態によって分類した．居住状

態に関する質問に対し「実家外で一人暮らし」，「実

家で一人暮らし」と回答した者を「一人暮らし」，「実

家で暮らしている」および「実家外で家族と暮らして

いる」と回答した者を「同居者あり」と分類した．こ

の際，居住状態に関する質問に無回答であった回答

者１名を分析対象から除外した．続いて男女別の分

析と同様の手続きにより，食生活指標を作成した．

居住状態ごとの分析では，食生活の現状に関する質

問について，男女別の分析で除外した３質問への回

答は除外せず，全質問項目への回答を用いた「食生

活指標（６項目：24点満点）」を作成した．次に，男

女別の分析と同様の手続きにより，回答者を「相対

的剥奪感がない群」「相対的剥奪感がある群」に分けた．

　以上の手続きにより２群に分けた回答者について，

食生活指標（６項目） の平均の差の検定を行った．

３．結果

３. １. 回答者の概要

　 分 析 対 象 と し た 回 答 者 の 内 訳 は 男 性55,女 性71，

学年は２年生が大半を占め，年齢は19～21歳であっ

た．表1に示した食生活に関する回答からは，男女と

もに朝食をほとんど毎日食べる層とほとんど食べな

い層に分かれていることが分かる．主食・主菜・副

菜を揃えて食べる頻度にはばらつきが見られ，１日

３回全ての食事を一人で摂る頻度については，男女

間で回答の分布に異なる傾向があった．さらに，惣

菜や弁当などを購入して食べる頻度，および食品選

択・調理についての知識については男女で回答のピー

クがやや異なっていた．

　また，表２に示した経済的状態に関する回答では，

自由に使える金額が１ヶ月に５万円未満程度が半数

以上を占めているものの，女性の方が2.5万～５万円

未満の割合が多い傾向にあった．洋服等にかける金

額は１ヶ月に２万円未満が大勢を占めており，男女

でほぼ同様の傾向が見られた．外食については，男

女間でやや異なる傾向がみられ，男性側に１ヶ月１

～２回と10回以上の２つのピークが見られた．　

　相対的剥奪感に関わる２つの質問については，「主

観的に見て，あなたの生活や暮らし向きを周囲の大

学生と比較して当てはまるものを選んでください」

（以下，主観的な暮らし向き）という問いでは，男女

ともに「平均くらいだと思う」が最も多かった．一方，

「過去５年間に日本で貧富の差が拡大したと思いま

すか」（以下，貧富の差）という問いでは，女性が「ど

ちらとも言えない」が最も多い一方で，男性が相対的

に「どちらかと言えばそう思う」「そう思う」が多い傾

向が見られた．なお，以上の経済的状態に関する回

答はいずれも，相対的剥奪感に関する２回答との関

連は確認されなかった．

　相対的剥奪感と食生活指標との関連を検討するた

め，回答者全体について食生活指標の得点の検定結

果を表３に示す．食生活指標の得点はそれぞれ，６

項目では24点満点，３項目では12点満点であり，選

択肢の内容から，点数が低いほど健康上望ましい状

態にあると考えられる．表３によれば，２種類の相

対的剥奪感のうち，主観的な暮らし向きと食生活指

標２つとにいずれも関連が見られ，相対的剥奪感が

ある群が有意に食生活指標の得点が高い，つまり，

望ましくない食生活の状態にあることが示された．

以下では，この結果から性別と居住状態の影響を除

くために，これらの条件によって分類したデータに

ついて分析した結果を述べる．
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男性（N=55） 女性（N=71)
ｎ ％ ｎ ％

居住状態
実家外で一人暮らし 26 47.3 28 39.4
実家で一人暮らし 0 0.0 0 0.0
実家で暮らしている 27 49.1 41 57.7
実家外で家族と暮らしている 1 1.8 1 1.4
ルームシェア 0 0.0 1 1.4
下宿（食事付き）・その他 0 0.0 0 0.0
無回答1） 1 1.8 0 0.0

普段朝食を食べますか
ほとんど毎日食べる 18 32.7 41 57.7
週に4～5日食べる 9 16.4 6 8.5
週に2～3日食べる 8 14.5 9 12.7
ほとんど食べない 20 36.4 15 21.1

主食・主菜・副菜を揃えて食べることが1日に1回以上あるのは週に何日ありますか
ほとんど毎日食べる 17 30.9 23 32.4
週に4～5日食べる 13 23.6 13 18.3
週に2～3日食べる 12 21.8 17 23.9
ほとんど食べない 13 23.6 18 25.4

朝,昼,晩の全ての食事を一人で食べることが1週間にどのくらいありますか
ほとんどない 16 29.1 34 47.9
週1日程度 3 5.5 12 16.9
週2～3日程度 16 29.1 12 16.9
週4～5日程度 4 7.3 4 5.6
ほとんど毎日 16 29.1 9 12.7

普段から野菜を積極的に食べるようにしていますか
している 9 16.4 19 26.8
どちらかと言えばしている 24 43.6 32 45.1
どちらかと言えばしていない 14 25.5 16 22.5
していない 8 14.5 4 5.6

スーパーの惣菜や弁当などを買って食べることが多いですか
食べない 5 9.1 1 1.4
あまり食べない 10 18.2 29 40.8
時々食べている 34 61.8 37 52.1
いつも食べている 6 10.9 4 5.6

健康に悪影響を与えないよう，どのような食品を選択することが良いか，どのような調理が必要かについ
ての知識があると思いますか

十分にあると思う 5 9.1 4 5.6
ある程度あると思う 23 41.8 29 40.8
あまりないと思う 21 38.2 35 49.3
全くないと思う 6 10.9 3 4.2

表１　対象者の居住状態、食生活の状況

1）居住状態別の解析から除外した．
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男性（N=55） 女性（N=71)
ｎ ％ ｎ ％

1ヶ月間に家賃,光熱費,日常品,教科書等を除いてあなた自身が自由に使えるお金はいくらぐら
いですか

2.5万円未満 21 38.2 25 35.2
2.5万～5万円未満 20 36.4 36 50.7
5万～7.5万円未満 9 16.4 7 9.9
7.5万～10万円以未満 4 7.3 3 4.2
10万～12.5万円未満 0 0.0 0 0.0
12.5万～15万円未満 1 1.8 0 0.0

あなたが1ヶ月間に洋服や靴などにかけるお金は平均していくらくらいですか（下着,パジャ
マなどの必需品は除く）

5,000円未満 14 25.5 18 25.4
5,000～1万円未満 18 32.7 26 36.6
1万～2万円未満 13 23.6 16 22.5
2万～3万円未満 6 10.9 7 9.9
3万～4万円以未満 2 3.6 3 4.2
4万円以上 1 1.8 1 1.4
無回答1） 1 1.8 0 0.0

あなたが授業期間の1ヶ月間に平均して友人や知人,恋人などとの付き合いで外食する回数を
教えて下さい（賄い,学食などは含まない）

0回 7 12.7 9 12.7
1～2回 15 27.3 21 29.6
3～5回 14 25.5 27 38.0
6～8回 5 9.1 7 9.9
9～10回 1 1.8 5 7.0
10回以上 13 23.6 2 2.8

主観的に見て，あなたの生活や暮らし向きを周囲の大学生と比較して当てはまるものを選ん
で下さい

平均よりかなりゆとりがある 6 10.9 6 8.5
平均よりゆとりがある 17 30.9 20 28.2
平均くらいだと思う 21 38.2 31 43.7
平均よりゆとりがない 8 14.5 12 16.9
平均よりかなりゆとりがない 3 5.5 2 2.8

過去5年間に，日本で貧富の差が拡大したと思いますか
そう思わない 4 7.3 3 4.2
どちらかと言えばそう思わない 5 9.1 5 7.0
どちらとも言えない 16 29.1 37 52.1
どちらかと言えばそう思う 13 23.6 15 21.1
そう思う 17 30.9 11 15.5

表２　対象者の経済的状態、相対的剥奪感に関連する回答

1）経済的要因と相対的剥奪感の関連の解析から除外した．
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主観的な暮らし向きに関する周囲の大学生との比較

相対的剥奪感なし群（N=101） 相対的剥奪感あり群（N=25）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（6項目） 13.6 （3.3） 16.0 （3.0） <.01
食生活指標（3項目） 6.7 （1.9） 7.8 （1.9） <.05

過去5年間に、日本で貧富の差が拡大したと思うか

相対的剥奪感なし群（N=56） 相対的剥奪感あり群（N=70）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（6項目） 14.1 （3.5） 14.0 （3.5） .84
食生活指標（3項目） 6.9 （2.0） 7.0 （1.9） .86

表３　相対的剥奪感と食生活指標の関連（全体）

　5％水準でｔ  検定（両側検定）を実施した .

主観的に見た暮らし向きに関する周囲の大学生との比較

相対的剥奪感なし群（N=57） 相対的剥奪感あり群（N=14）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（3項目） 6.2 （1.8） 7.9 （1.8） <.01

過去5年間に，日本で貧富の差が拡大したと思うか

相対的剥奪感なし群（N=45） 相対的剥奪感あり群（N=26）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（3項目） 6.8 （1.9） 6.2 （1.9） .17

主観的な暮らし向きに関する周囲の大学生との比較

相対的剥奪感なし群（N=44） 相対的剥奪感あり群（N=11）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（3項目） 7.4 （1.7） 7.6 （2.2） .69

過去5年間に，日本で貧富の差が拡大したと思うか

相対的剥奪感なし群（N=25） 相対的剥奪感あり群（N=30）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（3項目） 7.3 （1.8） 7.6 （1.8） .56

表４　相対的剥奪感と食生活指標の関連（男性）

表５　相対的剥奪感と食生活指標の関連（女性）

　5％水準でｔ  検定（両側検定）を実施した .

　5％水準でｔ  検定（両側検定）を実施した .
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３. ２. 相対的剥奪感と食生活指標の関連（男女別）

　男性について相対的剥奪感と食生活指標の得点の

関連を検討した結果を表4に，同じく女性についての

結果を表5に示す．居住状態を制御していないため，

居住状態に影響を受けやすい孤食の頻度や主食・主

菜・副菜の揃った食事，朝食摂取の頻度を除いた3項

目の食生活指標の得点を採用した．

　男性では，主観的な暮らし向き，貧富の差いずれ

の相対的剥奪感についても相対的剥奪感あり群とな

し群について，食生活指標の得点に有意な差が見ら

れなかった．一方，女性では主観的な暮らし向きに

関する相対的剥奪感あり群がなし群に比べ，有意に

食生活指標の得点が高く，望ましくない食生活の状

態にあることが示された．貧富の差に関する相対的

剥奪感については，女性についても食生活指標の得

点との関連は確認されなかった．

３. ３. 相対的剥奪感と食生活指標の関連（居住状態別）

　一人暮らしの回答者について相対的剥奪感と食生

活指標の得点の関連を検討した結果を表６に，同じ

く同居者ありの回答者についての結果を表７に示す．

居住状態を制御しているため，この状態に影響を受

けやすい孤食の頻度や主食・主菜・副菜の揃った食事，

朝食摂取の頻度を含めた６項目の食生活指標の得点

を採用した．表６に示したように，一人暮らしの回

答者については，主観的な暮らし向きに関する相対

的剥奪感あり群はない群より有意に食生活指標の得

点が高く，望ましくない食生活の状態にあることが

示された．貧富の差に関する相対的剥奪感について

は，一人暮らしの回答者については食生活指標の得

点との関連は確認されなかった．また，表７に示し

たように，同居者ありの回答者についても，一人暮

らしの回答者と同様の結果となった．

４．考察

　以下では，結果について考察する．

　本研究では，男性においてより強く相対的剥奪感

と食生活の関連が観察されると仮定したが，２種類

の相対的剥奪感のいずれにおいても，男性では食生

活との関連は確認されなかった．むしろ，女性にお

いて主観的な暮らし向きに関する相対的剥奪感につ

いて食生活の関連があることを示す結果となった．

性差に関する仮説と整合しない結果となったことに

ついては，本調査の結果のみからは断定できないが，

先行研究の対象者が高齢者，あるいは成人を対象と

した場合でも20歳代～50歳代までの幅広い年齢層を

含むものだったことに対し，本調査では回答者が19

～ 21歳であったことから，この年齢層に固有の特徴

あるいは回答者の所属する集団そのものの特徴に影

響を受けた可能性がある．あるいは，健康行動の中

でも食生活のみを対象としたことで，食生活への関

心の性差が結果に影響した可能性も否定できない．

　また，男女別，居住状態別いずれの分析において

も主観的な暮らし向きについての相対的剥奪感のみ

が，相対的剥奪仮説と整合する結果が出ている．同

じデータを用いて相対的剥奪感と個別の食生活指標

の得点の関連性を検討した平山（2019）においても，

朝食の摂食頻度，主食・主菜・副菜を揃えて食べる

頻度，１日３食全てを孤食する頻度が主観的な暮ら

し向きに関する相対的剥奪感と有意な関連が観察さ

れていることから，朝食，食事の構成といった食事

の基本パターンと孤食といった食事の社会的側面の

脆弱さは，主観的な暮らし向きという自分自身につ

いての社会比較による剥奪感と関連をもちやすいこ

とを意味している．このことが本調査での食生活指

標の合計得点に反映されているとも考えられる．一

方で，日本での貧富の差が拡大したと思うかという

社会全体に関する相対的剥奪感については，剥奪感

あり群が一定数存在していたものの，社会全体と身

近な食生活という比較の範囲の違いが関連なしとい

う結果として表れたとも考えられる．以上から，相

対的剥奪仮説が観察される範囲について一定の知見

が得られたとも言える．

　居住状態で分けた分析からは，主観的な暮らし向

きに関する相対的剥奪感と食生活指標（６項目）につ

いて，一人暮らし，同居者ありのいずれでも有意な

関連が見られ，朝食や主食・主菜・副菜の構成，惣

菜等の使用頻度において基本的に違いのある居住状

態においても，相対的剥奪仮説が観察されることが
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示された．一人暮らしの回答者に関する結果につい

ては，成人を対象とした林他（2015）の結果とも

整合する．これらをあわせて考察すると，大学生に

なり親元を離れて自活を始めた時期から，すでに相

対的剥奪感の差は，食生活という基本的な健康行動

の差として現れ始め，それはその後の人生の中でも

継続していく可能性を示している．同居者ありの者

についての結果からは，家族と同居し，比較的食生

活に関連する条件が整った環境にある者でも，相対

的剥奪感があることは食生活の脆弱性と結びついて

いることを意味している．同居者の有無に関わらず，

大学生の食生活の状態を把握することは，関連する

個人的な社会比較の状態を把握することに繋がる可

能性を示唆していると言える．

　また，経済的状態に関する３つの質問項目がいず

れも相対的剥奪感と有意な関連を確認されなかった

ことから，本調査では、相対的剥奪感は絶対所得の

影響を排除して測定されたと考えられる．では，主

観的な暮らし向きのゆとりはどのような要因から形

成されるのだろうか．本調査では相対的剥奪感と食

生活の因果関係は解明されていないことを考えると，

食生活が健康的であること，あるいは豊かであるこ

とはそれ自体が，主観的な暮らし向きのゆとりをも

たらす要因となっている可能性もある．つまり本研

究において扱った主観的な暮らし向きに関する相対

的剥奪感は，食生活に影響を与える要因という位置

づけのみではなく，食生活のあり方の結果である可

能性もある．筆者らは，同程度の所得階層において

表６　相対的剥奪感と食生活指標の関連（一人暮らし）

表７　相対的剥奪感と食生活指標の関連（同居者あり）

　5％水準でｔ  検定（両側検定）を実施した .

　5％水準でｔ  検定（両側検定）を実施した .

主観的に見た暮らし向きに関する周囲の大学生との比較

相対的剥奪感なし群（N=41） 相対的剥奪感あり群（N=13)

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（6項目） 15.7 （1.8） 17.5 （1.8） <.05

過去5年間に，日本で貧富の差が拡大したと思うか

相対的剥奪感なし群（N=34） 相対的剥奪感あり群（N=20)

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（6項目） 16.0 （1.9） 16.3 （1.9） .74

主観的に見た暮らし向きに関する周囲の大学生との比較

相対的剥奪感なし群（N=44） 相対的剥奪感あり群（N=11）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（6項目） 12.1 （2.8） 14.4 （3.4） <.05

過去5年間に，日本で貧富の差が拡大したと思うか

相対的剥奪感なし群（N=36） 相対的剥奪感あり群（N=35）

平均値 SD 平均値 SD p

食生活指標（6項目） 12.1 （2.6） 12.8 （3.4） .33
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主観的な暮らし向きが個人のフードセキュリティ（食

の安全保障）と関連があることを確認している（清

原他：2019）が，その因果については明らかでなく，

主観的な暮らし向きに他の社会経済的要因がどう関

連をしているのかも未解明である．人々は主観的な

暮らし向きを他者と比較する際，何に影響を受けて

いるのか，食生活をはじめとする健康行動は因果と

してどのように関連しているのか，これらを解明す

ることも豊かな暮らしとは何かを考える事に繋がる

と言えよう．

５．結論

　

　本研究の意義は，大きく以下の２点に集約される．

第一は回答者の属する家計の収入や本人の教育歴と

いった社会経済的要因のばらつきを一定の範囲内に

収めた状態で相対的剥奪感と食生活の関連を解明し

たことである．社会経済的要因は食物選択行動ひい

ては食生活に影響を与えることが知られており，こ

れらの要因を取り除いた上で，大学生の相対的剥奪

感が食生活の傾向に関連することを明らかにした意

義がある．

　第二は，福山市立大学の学生を対象とし，食生活

の実態と，相対的剥奪感を含む社会経済的要因との

関連を，食生活の実態に影響を与える性別，居住状

態という条件を制御した上で検討したことである．

　本研究の限界は以下の２点である．第１に，サン

プル数の制約から，居住条件および性別ごとの分析

は出来なかったことから，これら２要素の影響を取

り除いた「食生活指標（６項目）」と相対的剥奪感に

ついて検討が出来なかったことである．これらの条

件を調整した上で，相対的剥奪感が大学生の食生活

をはじめとする生活一般にどのような関連を持つの

かを検討することが，今後の研究課題の一つである．

また，全国の大学生の代表的サンプルを対象とした

研究ではないため結果の一般化には限界がある．

　また，食生活指標の作成に用いた食生活に関する

質問はいずれも自己申告によるものであり，実際の

食物選択行動や食品群の摂取状況による指標ではな

いことから，結果の解釈には留意が必要である．つ

まり，本調査の結果から食生活指標の得点が高い層

が，直ちに各種の栄養素や食事エネルギーについて

過不足の状態にあるとは言い切れない．

　本研究では，分析のアウトカムとして健康行動の

一つである食生活を位置づけた．一方で，入手され

た食物は，食べる人の食知識や嗜好，態度の要因や

他の生活要因によっても影響を受けることも周知で

ある．さらに食べたものは，個人の消化，吸収，代

謝等の影響を受けて栄養状態につながり，多くの要

因が複雑に関わっている（村山2014）．つまり，厳

密には，食品を入手し，食べることと健康状態を直

結することはできないことにも留意が必要である．

　本稿は平山（2019）において収集されたデータを

もとに，清原が追加の分析を行い，執筆したもので

ある．
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A Study on a Sense of Relative Deprivation and Diet-related Behaviors in Students of 
Fukuyama City University

Akiko KIYOHARA，Takumi HIRAYAMA

Abstract

         This study examines the association between the sense of relative deprivation and diet-related behavior in 

university students. A questionnaire survey was distributed to students at Fukuyama City University. We received 

responses from 128 students (a collection rate of 71.1%), Data sets from 126 individuals were analyzed by using a 

t-test.

         The findings were as follows: First,for women score of diet-related behaviors of individuals that had sense of 

relative deprivation were statistically higher than those who had no sense of relative deprivation. Secondly analysis 

of the data showed that there was no difference in a sense of relative deprivation and diet-related behaviors between 

students who lived alone and with their families. Thirdly, the score of diet-related behaviors in  individual that had 

a sense of relative deprivation were statistically higher than those who had no sense of relative deprivation. So our 

data shows that a sense of relative deprivation is an equally important factor when determining student diet-related 

behavior.
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