
【緒　　　　　言】

　本学食物栄養学科（栄養士養成課程）では，将来栄養
士として活躍する学生が高齢者の食生活を考え，支援の
あり方を学ぶボランティア活動として，地元の社会福祉
協議会と連携し，平成９年より地域のひとり暮らし高齢
者へのお弁当配食サービスを開始した。また，高校生に
も高齢者の食について理解を深めてもらうことを目的と
して，平成１１年度より高校生対象のお弁当献立コンテス
トも実施している。
　著者らは，前報１）において，平成２０年度お弁当献立コ
ンテストの応募献立について，使用食品および調理方法
から高齢者向け献立に対する高校生の認識について報告
するとともに，同年度入賞作品を参考に実施したお弁当
配食サービス後のアンケート調査から，高齢者の食嗜好
について検討することを試みた。
　本研究では，高齢者の食嗜好についてさらに理解を深
め，今後のお弁当配食サービス活動に活かすため，過去
４年間に実施したお弁当配食サービス後のアンケート調
査を集計し，結果について検討を行った。

【方　　　　　法】

１．　実施期間
　平成１９年度から平成２２年度までの４年間，１０月から２
月まで毎月１回年間５回，計２０回実施したお弁当配食
サービス時にお弁当についてのアンケート調査を実施し
た。対象は，７０歳代，８０歳代の一人暮らし高齢者である。

２．　実施方法
　お弁当は，毎年度，お弁当献立コンテスト入賞作品を
参考に，食物栄養学科学生（１年生）が調理した。調査
用紙は，お弁当配食時に配付し，後日回収した。

３．　調査内容
　調査内容は，お弁当の料理ごとに「おいしかったです
か」「食べやすかったですか」「全部食べましたか」の３
項目について，「はい」「いいえ」「どちらとも言えない」
の中から一つを選択することとした。また，弁当全体の
量について「非常に多い」「やや多い」「ちょうどよい」
「やや少ない」「非常に少ない」から一つを選択すること
とした。さらに自由記述欄を設けた。

【結果および考察】

１．　お弁当配食数と調査用紙回収率
　平成１９年度から平成２２年度までの４年間（２０回）に配
食したお弁当は，延べ１，０２２食であった。また，その間に
提供した料理は合計１２０品で，１回当たり５～７品，平均
６品であった。
　回収した調査用紙は９４２枚，回収率は９２．２％であった
（表１）。
　お弁当申込者の約８割が女性であったことから，回答
者の男女比もほぼ同様であった。

２．　お弁当の全体量について
　お弁当の全体量は，「ちょうどよい」８７．１％，「やや多
い」９．１％，「やや少ない」２．１％，「非常に多い」０．４％，
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「未記入」１．３％であり，「非常に少ない」との回答は無
かった（図１）。お弁当喫食者が女性中心であることから，
「やや多い」との回答が１割程度存在したが，男女共通の
お弁当を提供していることを考えると，ほぼ対象者に
合った量の食事が提供できていると思われた。
　しかし，実施日によって結果に差がみられた。「ちょう
どよい」との回答が最も多かったのは，平成１９年１２月の
９４．０％に対し，最も少なかったのは，平成２１年１１月の
７７．０％であった。これは，平成１９年１２月のお弁当には，
６品の料理が入っていたのに対し，平成２１年１１月の料理

は７品であり（表２），品数の多さが「やや多い」
（１６．７％）と感じる要因になったとも考えられる。自由記
述欄には，「ごはんがやや多かった」との記述がみられた。
学生の盛り付け技術のため，予定より多い飯を盛り付け
ていた可能性もあるが，きのこを炊き込んだ飯であった
ことから，見た目に多く感じたとも考えられる。また，
デザートが米粉を使った「だんご」であったことも「多
い」と感じた要因の一つではないかと思われる。デザー
トがごはんと同じ米を使った料理であったことで，ごは
んを多く感じたのではないかと考えられる。
　喫食者の要望により，平成２０年度からメッセージカー
ドにエネルギー量を記載している。データの揃っている
平成２１年度と平成２２年度の調査結果とエネルギー量の関
係をみると，必ずしもエネルギーが多いほどお弁当の全
体量が「多い」との回答が増加する結果にはなっていな
い（表３）。高齢者が「多い」と感じるのは，エネルギー
量だけでなく，ボリューム（容量），食べごたえ，見た目
の印象などさまざまな要因が影響しているものと考えら
れる。

３．　「おいしかったですか」について
　「おいしかったですか」については，「はい」９３．３％，
「いいえ」０．８％，「どちらとも言えない」５．４％，「未記
入」０．５％と９割以上が「おいしかった」と回答した（図
２）。
　全１２０品のうち，「はい」が９０％未満であった料理は，
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表１　お弁当配数と調査用紙回収率

回収率
（％）

調査用紙回収数
（枚）

配食数
（個）実施月実施年度

９０．４４７５２１０

平成１９

９２．６５０５４１１

９８．０５０５１１２

９２．５４９５３１

９４．２４９５２２

９２．３４８５２１０

平成２０

９０．６４８５３１１

９６．２５０５２１２

９２．０４６５０１

９２．０４６５０２

９８．０４８４９１０

平成２１

９６．０４８５０１１

９０．２４６５１１２

９４．２４９５２１

９４．０４７５０２

８４．０４２５０１０

平成２２

９０．２４６５１１１

９４．０４７５０１２

８８．０４４５０１

８４．０４２５０２

９２．２９４２１０２２合　　　計

表２　「ちょうどよい」が最も多かった月と最も少なかった月
の料理名

平成２１年１１月平成１９年１２月実施年・月

７７．０％９４．０％ちょうどよい
１６．７％ ４．０％やや多い

きのこの炊き込みご
はん
ちゃんちゃん焼き
カラフルひじき
こころ卵
季節の酢の物
果物（りんご）
黒蜜＆きなこだんご

さつまいもとあずき
のほっかほかごはん
あじの南蛮漬け
梅入り卵焼き
小松菜のごま和え
もみじにんじん
りんごの赤ワイン煮

料　理　名

図１　全体の量 図２　「おいしかったですか」



２６品（平成１９年度１品，平成２０年度１１品，平成２１年度６
品，平成２２年度８品）であった。「はい」の割合が最も低
かったのは，「地産地消！ピリカラ煮」の６９．０％であっ
た（表４）。
　「地産地消！ピリカラ煮」は，お弁当献立コンテストに
入賞した高校生の出身地の特産品である田舎こんにゃく
と生しいたけを中心に，なす，ねぎなどの野菜を炒め煮
にした料理であった。自由記述に「味がうすい」との記
載があったことから，味の薄さが低評価の原因になった
と考えられる。高齢者は若者に比べて味覚感度が悪く
なっているといわれる２）。特に塩化ナトリウム，ショ糖，
およびクエン酸の感受性が低下しているとの報告３）があ
ることから，調理した学生が良いと思った味付けであっ
ても，高齢者にとっては薄く感じる場合もあるのではな
いかと思われる。
　また，今回おいしさの評価が低かった５品の料理（表
４）のうち，「鶏のひじき入りつくね」と「三色ごはん」
の２品については，自由記述に「味つけがもう少し」な
ど味に関する感想が多く見られたことから，味付け自体
があまり好まれなかったことが推察される。一方，「切り
干し大根のサラダ」と「十八雑穀米」の自由記述では，
味に関する低評価の感想は見られず，「おいしかった」な
ど味に関して良い評価もみられた。しかし，２品は共通
して「硬かった」という感想が多くみられた。

　高齢者のおいしさの評価には，味だけでなく，硬さが
大きな要因になっていると考えられた。

４．　「食べやすかったですか」について
　「食べやすかったですか」については，「はい」９４．１％，
「いいえ」１．１％，「どちらとも言えない」３．２％，「未記
入」１．６％で，「おいしかったですか」の項目同様，９割
以上が「食べやすかった」と回答した（図３）。
　「はい」が９０％未満であった料理は，１８品（平成１９年
度２品，平成２０年度４品，平成２１年度３品，平成２２年度
９品）であった。
　「食べやすかったですか」の評価が低い料理は，平成２２
年度急激に増加した。食材の選び方や調理方法に問題が
あったとも考えられるが，お弁当喫食者が４年間大きく

２７お弁当配食サービス時のアンケート調査からみた高齢者の食嗜好についての一考察

表３　お弁当の全体量についての回答と提供エネルギー・料理数

料理数
（品）

エネルギー
（kcal）

未記入
（％）

非常に少ない
（％）

やや少ない
（％）

ちょうどよい
（％）

やや多い
（％）

非常に多い
（％）実施月実施年度

６６６５２．１０４．２８３．３１０．４０　１０

平成２１

７５１７２．１０２．１７７．０１６．７２．１１１

６５５６０　００　８４．８１５．２０　１２

６６３８０　００　８９．８１０．２０　１

６５１７０　００　８７．２１２．８０　２

６６１００　０２．４８５．７１１．９０　１０

平成２２

５６７１２．２００　８６．９１０．９０　１１

６５３９０　０２．１９１．５４．３２．１１２

６５９００　０２．３９０．９６．８０　１

６５４８０　０２．４８８．１７．１２．４２

表４　「おいしかったですか」ワースト５ 人（％）

未記入どちらとも言えないいいえはい区分料　理　名実施年・月ワースト
順位

０（０）１２（２８．６）１（２．４）２９（６９．０）副菜地産地消！ピリカラ煮平成２２年１０月１

０（０）１２（２５．０）１（２．１）３５（７２．９）主菜鶏のひじき入りつくね平成２０年１１月２

０（０） ８（１６．７）２（４．２）３８（７９．１）副菜切り干し大根のサラダ平成２０年１０月３

０（０） ８（１６．７）２（４．２）３８（７９．１）主食三色ごはん平成２０年１１月４

０（０） ８（１７．０）１（２．１）３８（８０．９）主食十八雑穀米平成２２年１２月５

図３　「食べやすかったですか」



変動していないことから，喫食者の年齢が高くなり，食
べにくいと感じる料理が増加したことも考えられる。
　「はい」の割合が最も低かったのは「地産地消！ピリカ
ラ煮」の７１．４％であった（表５）。
　「食べやすかったですか」の項目で評価が低かった５品
（表５）のうち「鶏のひじき入りつくね」「十八雑穀米」
の２品は，自由記述にも「かたかった」との感想が多く
書かれていた。
　また，「サーターアンダギー」は，自由記述に「飲み物
がないと喉に詰まりそうで食べにくかった」との記述が
あった。サーターアンダギーは，沖縄名物の揚げドーナ
ツの一種である。戸田らの研究４）によると，付着性が小
さく，水分が少ないサツマイモは，食塊形成がしにくい
ため，高齢者に食べにくいと評価されたという。「サー
ターアンダギー」も同様の理由で「食べにくい」と評価
されたのではないかと思われる。
　高齢者が食べにくい食品物性として，①硬くて破断に
強い力を要する食品，②柔らかいが噛み切りにくく，噛
みしめるのに力を要する食品，③繊維質の食品，④食塊
形成の難しい食品という特徴があることが報告されてい
る５）。
　今後のお弁当配食サービス活動においては，対象者に
合わせて，より食べやすい食品の選択や調理方法の工夫
を検討する必要があると思われる。

５．　「全部食べましたか」について
　「全部食べましたか」については，「はい」９４．８％，「い
いえ」２．９％，「どちらとも言えない」０．６％，「未記入」
１．７％であり，３つの質問項目の中で，「はい」の割合が
最も高かった（図４）。

　おいしさや食べやすさに多少問題があったとしても，
残さずに食べるという高齢者の傾向が見受けられた。
　「はい」が９０％未満であった料理は，１５品（平成１９年
度０品，平成２０年度４品，平成２１年度３品，平成２２年度
８品）であった。「食べやすかったですか」の質問項目同
様，平成２２年度に「いいえ」の増加がみられた。「はい」
の割合が最も低かったのは「地産地消！ピリカラ煮」の
８３．３％であった（表６）。
　評価が低かった料理についての自由記述では，「地産地
消！ピリカラ煮」は「味が薄かった」，「紅白なます」は
「人参が硬かった」，「里芋の中華風炊き込みおこわ」は
「薄味でもちもちしていて食べにくかった」，「ほうれん草
のうす揚げ巻き」は「薄味で口に合わなかった」などと
書かれていた。単に量が多かったから全部食べなかった
のではなく，味付けや食感などに問題があったためと考
えられる。

６．　調査項目の関連性について
　「おいしかったですか」で「はい」が９０％未満であった
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表５　「食べやすかったですか」ワースト５ 人（％）

未記入どちらとも言えないいいえはい区分料　理　名実施年・月ワースト
順位

１（２．４） ９（２１．４）２（４．８）３０（７１．４）副菜地産地消！ピリカラ煮平成２２年１０月１

１（２．１）１０（２０．８）２（４．２）３５（７２．９）主菜鶏のひじき入りつくね平成２０年１１月２

３（６．５） ５（１０．９）２（４．３）３６（７８．３）副菜切り干し大根のイリチー平成２１年１月３

０（０　） ８（１７．０）２（４．３）３７（７８．７）主食十八雑穀米平成２２年１２月４

１（２．４） ３（ ７．１）４（９．５）３４（８１．０）デザートサーターアンダギー平成２２年１０月５

表６　「全部食べましたか」ワースト５ 人（％）

未記入どちらとも言えないいいえはい区分料　理　名実施年・月ワースト
順位

１（２．４）２（ ４．８）４（ ９．５）３５（８３．３）副菜地産地消！ピリカラ煮平成２２年１０月１

１（２．０）５（１０．２）２（ ４．１）４１（８３．７）副菜紅白なます平成２２年１月２

０（０　）１（ ２．２）６（１３．０）３９（８４．８）主食里芋の中華風炊き込みおこわ平成２２年１１月３

１（２．０）５（１０．２）１（ ２．０）４２（８５．８）副菜ほうれん草のうす揚げ巻き平成２２年１月４

３（７．１）０（ ０　）３（ ７．１）３６（８５．８）主菜三色だんご平成２３年２月５

図４　「全部食べましたか」



料理２６品について，他の２項目との関連性をみた。２６品
のうち「食べやすかったですか」で「はい」が９０％未満
であった料理は１２品（４６．２％）であり，「全部食べました
か」で「はい」が９０％未満であったのは，８品（３０．８％） 
であった。
　「食べやすかったですか」で「はい」が９０％未満であっ
た１８品のうち，「おいしかったですか」で「はい」が９０％
未満であったのは１２品（６６．７％），「全部食べましたか」
で「はい」が９０％未満であったのは６品（３３．３％）で
あった。
　「全部食べましたか」で「はい」が９０％未満であった１５
品のうち，「おいしかったですか」で「はい」が９０％未満
であったのは４品（２６．７％），「食べやすかったですか」
の「はい」が９０％未満であったのは２品（１３．３％）で
あった。
　「食べやすかったですか」が低評価であった料理の中に，
「おいしかったですか」も評価が低い料理が高率で含まれ
ていたことは，高齢者にとっておいしさを決める要因に
食べやすさが大きく影響していることが窺える。
　また，全てにおいて「はい」が９０％未満であった料理
は，「鶏のひじき入りつくね」（平成２０年１１月実施）「切り
干し大根のイリチー」（平成２１年１月実施）「地産地消！
ピリカラ煮」（平成２２年１０月実施）「里芋の中華風炊き込
みおこわ」（平成２２年１１月実施）の４品であった。
　アンケートの自由記述から推察すると，「鶏のひじき入
りつくね」は，味が薄く，硬くてもさもさした食感が低
い評価になった要因と考えられる。「切り干し大根のイリ
チー」と「地産地消！ピリカラ煮」は「味が薄い」との
感想が多くみられた。
　「里芋の中華風炊き込みおこわ」は，他の３品と異なり，
評価が二分していた。「珍しくておいしかった」「やわら
かくて食べやすかった」という高評価がある反面，「薄味
でもちもちして食べにくかった」との意見もあり，食べ
る人によって評価が異なっていた。
　加齢による身体機能の低下の程度は，高齢になるほど
その個人差が大きくなる６）と言われている。高齢者を対
象にした菓子類の食感に関する調査では，咀嚼機能が低
下した人ほど食感を気にしている人が多く，柔らかい食
感を求めている７）と報告されている。咬合力，残存歯の
有無，咀嚼能などの口腔機能の状態によって，料理に対
する評価も分かれることが予想されるが，高齢者に食べ
やすい適切な調理方法を考慮することが重要と考える。
　今後は，今回の結果を踏まえ，よりおいしく，より食
べやすく，高齢者の食嗜好に合ったお弁当作りを心がけ，

実施していきたい。

【要　　　　　約】

　平成１９年度から平成２２年度までの４年間に実施したお
弁当配食サービス時に行ったお弁当についてのアンケー
ト調査を集計し，高齢者の食嗜好について検討した。
　お弁当の全体量は，９４．０％が「ちょうどよい」と回答
し，ほぼ喫食者に合った量が提供できていると思われた。
　「おいしかったですか」「食べやすかったですか」「全部
食べましたか」の３項目についても，「はい」の回答が
９０％以上であり，ほぼ満足していることがわかった。
　おいしさの評価が低い料理には，味付けが薄い料理が
多かった。食べやすさの評価が低い料理は，硬かったも
のや水分が少なく，食塊形成がしにくいものが多かった。
食べやすさの評価が低い料理の中においしさの評価も低
い料理が高率で含まれており，高齢者にとっておいしさ
を決める要因には食べやすさが大きく影響していること
が窺えた。
　今後は，今回の結果を踏まえ，高齢者の食嗜好に合っ
たお弁当作りを心がけ，実施していきたい。
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Summary

We investigated the food preference of elderly individuals by tabulating the results of a questionnaire survey con-
ducted at the time of boxed meal delivery service over the four-year period from fiscal years ２００７ to ２０１０.
Regarding the overall amount of food, a mean of ９４.０％ of respondents over the four-year period responded that 

the amount was “just right”, indicating that the amount of food was more or less appropriate for respondents.
As for the items “Was the food delicious?”, “Was the food easy to eat?”, and “Did you finish the meal?”, ≥９０％ of 

respondents replied “Yes”, indicating a high level of satisfaction.
Many of the foods that had a low rating for deliciousness were items with a weak flavor, while many of the foods 

that had a low rating for ease of eating were items with a hard texture or low moisture content that made them diffi-
cult to form into a bolus.　A high percentage of foods with a low rating for ease of eating also had a low rating for 
deliciousness, suggesting that the ease of eating greatly influenced feelings of deliciousness among elderly 
individuals.
Based on the present findings, we will continue in the future to produce and deliver boxed meals that match the 

preference of elderly individuals.




