
１．　緒　　　　　言

　近年，食生活を取り巻く社会環境の変化に伴い，栄養
の偏り，不規則な食事，肥満や生活習慣病の増加など，
食と健康に関する諸問題が顕在化している。内閣府にお
いて，平成２６年１２月に全国の２０歳以上の男女を対象とし
て実施した「食育に関する意識調査」の調査結果より，
健康のための食生活の意識をはじめ，朝食欠食など健康
や栄養に配慮した食生活の実践などの点で，２０歳代～３０
歳代を中心とした若い世代では，４０歳以上の世代よりも
課題が多いことが見えてくる１）。
　これまでに，大学生を対象にした研究では，朝食摂取
は，疲労感を抑えて知的作業の集中力を高めるために重
要であり，種々の栄養素をバランスよく含む朝食が必要
であること２），栄養バランスが学習意欲の集中力・持続力
および授業に対する真面目さに強く影響すること３），肉類，
卵，油脂類，いも類を高頻度に摂取する食品摂取パター
ンを有する者がうつ傾向が低いこと４）が報告されている。
このことから，栄養バランスや朝食摂取，食品摂取パ
ターンが大学生の日常生活に影響を及ぼしていることが
わかる。また，大学生の食習慣の形成には，経済状況，
生活スタイルの変化，所属サークルなどの現在の生活状
況からの要因と，これまでの食に関する経験が影響して
いる５）との報告もある。
　平成１７年６月に成立した食育基本法６）において「食育
はあらゆる世代の国民に必要なものである」，さらに「子
どもたちに対する食育は，心身の成長及び人格の形成に
大きな影響を及ぼし，生涯にわたって健全な心と身体を

培い豊かな人間性を育む基礎となるものである」と述べ
られている。
　また，食に関する指導体制の整備について（答申）７）に
おいては，「子どもたちが将来にわたって健康に生活して
いけるようにするためには，子どもたちに対する食に関
する指導を充実し，望ましい食習慣の形成を促すことが
重要である」と述べられている。若い世代が，朝食欠食
をしない，健康や栄養に配慮した食生活を実践するなど
の望ましい食習慣を形成するためには子ども時代の食育
が重要であると言えよう。
　子ども時代の食事経験や食育の場は，家庭と学校の二
つに大きく分けられる。これまでに，子どもの家庭での
食環境においては，家族と食事を共にすることが子ども
の心身の発達に与える影響がある８），子どもの食生活環境
は母親の食行動の影響が大きいこと９）が報告されている。
さらに，学童期の食事環境がその後の食意識に影響を及
ぼし，心の健康も関連がある１０）との報告がある。健康心
理学の視点からは，子どもが高く評価する食事が食行動
発達や心理・社会的発達にとって望ましい食事の要因で
あること１１）を指摘している。また，ライフスキルとは
「日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して，建設
的かつ効果的に対処するために必要な能力」と定義さ
れ１２），この考え方を食生活の分野に応用した食に関連し
た対処スキル（以下，食関連対処スキル）を習得するこ
とは，子どもの望ましい食習慣の形成と変容に有用だと
考える。
　しかしながら，子ども時代の家庭での食環境や食体験
の記憶（以下，学童期の食体験）が，若い世代の食習慣
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の形成，心身の健康についてどのように影響を及ぼすの
か，さらには，食関連対処スキルの習得や食に関連した
QOL１３）（以下，食 QOL）の関連まで包括的に検討してい
る報告はほとんどない。
　上述してきた学童期の食体験，食関連対処スキルおよ
び望ましい食習慣については，それぞれいくつかの側面
から成り立っていることが予測されるが，先行研究では
個別項目として扱われたり，尺度の信頼性や妥当性の検
討がなされていない現状がある。そのため，食習慣の形
成に関わる諸要因を検討するための尺度を作成すること
から始める必要があると考えられる。
　そこで，本調査の目的は学童期の食体験，食関連対処
スキルおよび望ましい食習慣の尺度の作成について検討
することとする。
　なお，本調査では，学童期の食体験を，“子ども時代に
家庭における健康に配慮した食事や共食・個食の頻度，
食教育や学校の食育との連携などの記憶”とした。食関
連対処スキルは，ライフスキルの考え方を参考に，“日常
の食生活で生じるさまざまな問題や要求に対して，建設
的かつ効果的に対処するために必要な能力”とした。望
ましい食習慣は，“健康維持・増進，疾病の予防を図るた
めの朝食欠食などをしない規則正しい食習慣，栄養バラ
ンスに配慮した食事選択をする習慣”とし，食 QOLは，
食生活の質に関する主観的評価“食事が楽しい，日々の
食事に満足している”と定義した。

２．　方　　　　　法

（１）　調査対象者と調査時期
　本調査は，H大学・短期大学の１，２年生対象に，
２０１５年４月下旬に実施した。回収数は２７２，有効回答数は
２６７で，分析対象者は，３０代以上の学生を除いた男性９２名，
女性１６９名である。

（２）　手続き
　無記名自記式質問用紙を用いて実施した。質問紙は，
筆者が授業内に配付し，その場で回収した。全ての対象
者には，インフォームドコンセントの取得を書面にて実
施し，研究参加の同意を得た。本研究は，広島文化学園
大学倫理審査委員会の承認を得て行った（承認番号：第
１号）。

（３）　調査項目
　調査内容は，次の８要因（７６問）で構成した。本稿で
は，③～⑤，⑧を分析対象とした。
①属性５項目（学科，学年，性別，年齢，現在の居住
形態）
②現在のライフスタイル２項目（就寝・起床時間，運
動習慣）
③学童期の食体験

　河野ら１０）の学童期の食事環境項目と伊東ら１１）の食の
スタイル項目を参考に，１４項目（例えば，家庭での健康
的な栄養バランスに配慮した食事の頻度）から構成され，
「まったくなかった（１点）」「あまりなかった（２点）」
「あった（３点）」「たびたびあった（４点）」の４件法で
評定した。小学校５・６年生頃を想起して回答を求めた。
④食関連対処スキル
　ライフスキルの考え方を食生活の分野に応用して武
見１３）が作成した食スキルの項目を参考に８項目（例えば，
自分の食事内容や食生活を振り返って考えることができ
る）から構成され，「ほとんどできないと思う（１点）」
「あまりできないと思う（２点）」「少しはできると思う
（３点）」「かなりできると思う（４点）」の４件法で評定
した。
⑤現在の食習慣
　河野ら１０）の現在の食生活の項目と武見１３）の若年成人
の望ましい食行動のセルフ・エフィカシー尺度を参考に，
１４項目（例えば，毎日朝食をとる）から構成され，「まっ
たくあてはまらない（１点）」「あまりあてはまらない
（２点）」「少しあてはまる（３点）」「とてもあてはまる
（４点）」の４件法で評定した。
⑥現在の健康状態３項目（主観的健康度，便通頻度，
BMI）。
⑦現在の精神的健康度２８項目（日本版 GHQ２８１４））。
⑧食 QOL
　武見１３）の食生活満足度を参考に，２項目（食事の時間
が楽しいか，日々の食事に満足しているか）とし，「楽し
くない（１点）」「あまり楽しくない（２点）」「まあまあ
楽しい（３点）」「とても楽しい（４点）」（満足感も同様）
の４件法で評定した。

（４）　分析方法
　統計解析には，IBM SPSS Statistics ２３．０ を用いた。
①尺度の構成
　学童期の食体験１４項目，望ましい食習慣１４項目は因子
分析，食関連対処スキル８項目は主成分分析を行った。
それぞれ信頼性分析を行い，尺度化した。なお，得点が
増加すれば食習慣が良好になる（例えば，「毎日朝食をと
る」に対して「まったくあてはまらない（１点）」～「とて
もあてはまる（４点）」）ように設定した。逆転項目につ
いては，すべて得点を反転させた。因子抽出と項目の取
捨選択に関しては，固有値が１以上，回転後にいずれか
の因子負荷量が０．４以上になることを条件とした。
②変数間の相関関係
　作成した尺度間の関連をみるため相関分析（ピアソン
の積率相関値）を行った。さらに，“食QOL”を基準関連
変数として各尺度との相関を求めた。
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３．　結　　　　　果

（１）　学童期の食体験の構造
　１４項目について因子分析（主因子法，プロマックス回
転）を行った。その結果，４因子を抽出した。固有値１
以下の第３因子，第４因子に該当する２項目と，因子負
荷量が０．４以下の３項目の合計５項目を除いて９項目で再
度因子分析を行ったところ，条件を満たす構造が示され，
２因子を抽出した。
　第１因子は７項目で構成されており，「楽しい会話をし
ながら食べた」「同じ食卓につく時，家族みんなが同じも
のを食べた」など家庭での楽しい食事の時間を表してい
る項目が高い負荷量を示した。そこで“家庭での楽しい
食体験”と命名した。第２因子は２項目で構成されてお
り「学校からの給食だよりや，食育の授業について話を
することがあった」などで“学校の食育とのつながり”
と命名した。各下位尺度の信頼性（Cronbach の a 係数）
は，“家庭での楽しい食体験”が．７８７，“学校の食育との
つながり”が．６４６と一定の内的整合性が得られたと判断
した（表１）。

（２）　望ましい食習慣の構造
　１４項目について因子分析（主因子法，プロマックス回
転）を行った。その結果，４因子を抽出した。固有値１
以下の第４因子に該当する２項目と，因子負荷量が０．４以
下の３項目の合計５項目を除いて９項目で再度因子分析
を行ったところ，条件を満たす構造が示され，３因子を
抽出した。
　第１因子から第３因子はそれぞれ３項目で構成された。
第１因子は，「毎日３食食事をする」「毎日朝食をとる」
など規則正しい食習慣を表している項目が高い負荷量を

示した。そこで“規則正しい食”と命名した。第２因子
は「栄養バランスを考えて食べる」「肉と魚をバランスを
とって食べる」など栄養バランスに配慮した食習慣を表
している項目が高い負荷量を示したため“栄養バランス
のよい食”と命名した。第３因子は「過度な間食はしな
い」「油脂を控える」など健康に留意した食習慣を表した
項目が高い負荷量を示したため“健康に留意した食”と
命名した。各下位尺度の信頼性（Cronbach の a 係数） 
．５７０～．８２６の範囲であり，“健康に留意した食”について
はやや低かったが，一定の内的整合性が得られた（表２）。

（３）　食関連対処スキルの構造
　８項目について，同様の因子分析を行ったが，一因子
性が示された。そこで，主成分分析を行った。その結果，
第１主成分の負荷量の絶対値が７項目では．５５以上であっ
たが，「人と会食するときでも，自分が良いと思う食事を
主張することができる」という１項目のみ．４０を下回った。
そこで，その項目を除いて７項目とし，再度主成分分析
を行った結果，１因子で構成された。寄与率は５０．３８％
であった。７項目の信頼性（Cronbach の a 係数）は 
．８２８で高い内的整合性が得られた（表３）。

（４）　基本統計量
　（１）～（３）の下位尺度ごとの項目の素点を合計し，下位
尺度得点として分析に用いた。各下位尺度得点と食 QOL
得点（食事の楽しさ，食生活満足度２項目の合計値）の
基本統計量を表４に示す。t検定により男女差の検討を
行ったところ，“家庭での楽しい食体験”，“規則正しい
食”および“食関連対処スキル”について男性よりも女
性のほうが有意に高い得点を示した。
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表１　学童期の食体験の因子構造

ⅡⅠ　

Ⅰ　家庭での楽しい食体験（a ＝．７８７）
－．０８８．６９０同じ食卓につく時に，家族みんなが同じものを食べていた１５–９
．０５０．６８９楽しい会話をしながら食べた１５–８
－．０２２．６６９食後満ち足りた気持ちになった１５–７
．０３５．６０６我が家の味として思いつく料理（自慢料理）があった１５–５
．０２９．５３０家庭では健康的な栄養バランス※１に配慮した食事があった１５–１
－．０４４．４９１誕生日やこどもの日などの年中行事は，家族そろってお祝いすることがあった１５–６
．１２０．４１４食事はゆっくり味わいながら食べたことがあった１５–４

Ⅱ　学校の食育とのつながり（a ＝．６４６）
．７６０－．０８８学校からの給食だよりや，食育の授業について話をすることがあった１５–１４
．６２４．１１０家庭で，学校給食（メニューや食後の感想など）について話題にすることがあった１５–１３

ⅡⅠ因子間相関
．４７０－Ⅰ
－　Ⅱ

※１　主食・主菜・副菜を組み合わせた食事，または赤・黄・緑がそろった食事



（５）　各尺度間の関連性および各尺度と食 QOLとの関
連性

　各下位尺度間および各下位尺度得点と食QOL得点との
相関分析（ピアソンの積率相関値）を男女別に行った結
果を表５に示す。
①尺度間の相関関係
　学童期の食体験の“家庭での楽しい食体験”は，男性
では，“食関連対処スキル”と，女性では“規則正しい

食”“栄養バランスのよい食”および“食関連対処スキ
ル”との間に低い（r ＝０．１５６～０．２９１）正の相関がみられ
た。“学校の食育とのつながり”は，男女とも“食関連対
処スキル”との間に低～中程度（r ＝０．２３５～０．４７２）の正
の相関がみられた。“家庭での楽しい食体験”と“学校の
食育とのつながり”との間では男女とも中程度（．３０５～ 
．４０６）の内部相関がみられた。
　望ましい食習慣の“規則正しい食”は，男女とも“食
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表３　食関連対処スキルの構造

因子負荷量質　　問　　項　　目

．８０３栄養や食に関する情報を，自分の食生活に役立つように使うことができる１４–３
．８０２食事が乱れたと思ったときは，それを何とかしようと具体的に考えることができる１４–４
．７６９食事に満足しなかったときは，もっと満足できるように何とかしようと具体的に考えることができる１４–５
．７２３自分にとって，より良い方向に食事内容を決めることができる１４–７
．６６４自分の食生活に問題の有無を判断することができる１４–２
．６２４自分の食事内容や食生活を振り返って考えることができる１４–１
．５４２学校や家庭に制約条件があっても，良いと思う食生活を実現できる１４–８

５０．３８ （a ＝．８２８） 寄与率（％）

表４　各尺度，食 QOLの基本統計量

食 QOL食関連対処 
スキル尺度

望ましい食習慣尺度学童期の食体験尺度

健康に留意 
した食

栄養バランス 
のよい食

規則正しい 
食

学校の食育 
とのつながり

家庭での 
楽しい食体験

６．１２１９．６１７．７７．７７８．９２５．４９２２．７平均値全体
１．２３３．７７１．８１．９８２．４９１．４５３．３８標準偏差n ＝２６１

６．０５１８．７３７．４９７．６２８．１７５．２８２２．０２平均値男性
１．２２３．９２１．８５２．１７２．７４１．５３．４７標準偏差n ＝９２

６．１６２０．０８*７．８１７．８５ ９．３３**５．６２３．０７*平均値女性
１．２４３．６１１．７７１．８７２．２５１．４２３．２８標準偏差n ＝１６９

注：*p ＜．０５，**p ＜．０１

表２　望ましい食習慣の因子構造

ⅢⅡⅠ質　問　項　目

Ⅰ　規則正しい食（a ＝．８２６）
．０１１－．０５９．９５２毎日３回食事をする１３–２
－．００１－．０４９．８４８毎日朝食をとる１３–１
－．００９．３８５．４４４決まった時間に食事をとる１３–３

Ⅱ　栄養バランスのよい食（a ＝．７５４）
－．０９４．８３９．０００栄養バランスを考えて食べる１３–４
．００８．６９３－．０２７肉と魚をバランスをとって食べる１３–６
．１４５．６２５－．０５７野菜をたくさん食べる１３–５

Ⅲ　健康に留意した食（a ＝．５７０）
．６８０－．１２２－．００５過度な間食はしない１３–１０
．４９２．１４０－．０２１油脂を控える１３–７
．４１６．１３２．０５９ゆっくりとよくかむ１３–９

ⅢⅡⅠ因子間相関
．２６４．４８３－Ⅰ
．５２８－Ⅱ
－　　Ⅲ



関連対処スキル”との間に低い（r ＝０．１８５～０．２９８）正の
相関がみられた。女性では“家庭での楽しい食体験”と
の低い（r ＝０．１５６）正の相関もみられた。次に，“栄養バ
ランスのよい食”も同様に，男女とも“食関連対処スキ
ル”との間に中程度（r ＝０．３７９～０．４３０）の正の相関がみ
られた。女性では“家庭での楽しい食体験”との低い 
（r ＝０．２５１）正の相関もみられた。“健康に留意した食”
は，男女とも“食関連対処スキル”との間に低い（r ＝
０．２３０～０．２９９）正の相関がみられた。“規則正しい食”
“栄養バランスのよい食”および“健康留意した食”との
間では男女とも中程度（r ＝０．２３２～０．４５７）の内部相関が
みられた。
　“食関連対処スキル”は，男女ともすべての下位尺度と
の間に低～中程度（r ＝０．１８５～０．４７２）の正の相関がみら
れた。
②食 QOLと各下位尺度との関連
　基準関連変数である“食 QOL”は，男女とも“家庭で
の楽しい食体験”“規則正しい食”および“栄養バランス
のよい食”との間に低～中程度（r ＝０．１７０～０．４３６）の正
の相関がみられた。さらに男性では“健康に留意した食”
（r ＝０．２７６），女性では“学校の食育とのつながり”（r ＝
０．１５５）との間に低い正の相関がみられた。

４．　考　　　　　察

　本調査の目的は，学童期の食体験，食関連対処スキル
および望ましい食習慣の尺度を作成することであった。
　学童期の食体験尺度は９項目２因子からなり，第１因
子は７項目，第２因子は２項目で構成され一定の内的整
合性が得られた。項目の内容からそれぞれの因子を“家
庭での楽しい食体験”と“学校の食育とのつながり”と
命名した。食関連対処スキルについては，７項目で１因
子からなり，高い信頼性が確認された。望ましい食習慣
尺度は９項目３因子からなり，それぞれ３項目の因子構
造が確認された。各因子は固有値が高い順に“規則正し
い食”“栄養バランスのよい食”“健康に留意した食”と
命名した。各因子の内的整合性はやや低いながらも一定
の信頼性が得られた。

　以上のことから，それぞれ多面的な側面から成り立っ
ていると予測された学童期の食体験，食関連対処スキル
および望ましい食習慣について尺度を作成することがで
きた。複数のデータ（観測変数：質問項目に対する回答）
から抽出された説明変数（潜在変数・因子）によって人
の心や態度をとらえる試みが行われ，行動を解明する上
で一定の効果をあげている１５）。従来の個別項目の分析で
は，その概念を的確に測ることができなかったが，今回，
複数の観測変数によって得られたデータに基づき構成概
念を明らかにし，これらの尺度を分析に用いて関連性を
検討することは，これまでの研究を一歩進めたものであ
ると考える。さらに，本研究で用いた食関連対処スキル
は，食に特化した対処スキルであるが，その背景には一
般的なセルフ・エフィカシー（Banduraによって提唱さ
れた社会的学習理論で，ある結果を生み出すために必要
な行動をどの程度うまく行うことができるかという個人
の確信をセルフ・エフィカシー（Self-Efficacy，自己効力
感）と呼んでいる）１６）があると考えられる。そのため，
一般的なセルフ・エフィカシー尺度１７）との関連を検討し
ていきたい。
　また，作成した尺度の各下位尺度間の関連について相
関分析をした結果，男女で異なる結果があるものの相互
に関連の高い尺度であることが確認された。男女差がみ
られたのは，学童期の食体験の“家庭での楽しい食体験”
であった。河野ら１０）は，食生活への関心の高さが男女で
異なっていることを示唆している。本研究も同様に，“家
庭での楽しい食体験”に性差がみられたことで，“家庭で
の楽しい食体験”と現在の望ましい食習慣との関連にお
いても性差がみられたのではないかと推測される。さら
に，作成した３つの尺度が外的基準とどのように関連し
ているかを確認するために“食 QOL”との相関について
検討した結果，男女で異なる結果があるものの６つの下
位尺度のうち食関連対処スキル以外の５つの下位尺度
（学童期の食体験と現在の望ましい食習慣）との正の相関
が示され，取り上げた食関連尺度が食QOLと積極的な関
連をもつ尺度であることが示された。したがって，これ
らの尺度は基準関連妥当性を示したと言えよう。今回，

２３学童期の食体験，食関連対処スキルおよび望ましい食習慣の尺度の検討

表５　学童期の食体験，現在の食習慣および食関連対処スキル，食 QOLについてのピアソンの積率相関値

７６５４３２１

．３０９**．２９１**．０２７．１９５．０１７．４０６**–１．家庭での楽しい食体験
学童期の食体験尺度

–．００９．４７２**．００１．１３１–．０３１–．３０５**２．学校の食育とのつながり

．４３６**．２９８**．２５７*．４３３**–．００２．１５６*３．規則正しい食
望ましい食習慣尺度 ．３５７**．３７９**．４５７**–．４２４**．１２８．２５１**４．栄養バランスのよい食

．２７６**．２３０*–．３７４**．２３２**．０７７．０９４５．健康に留意した食

．１６７–．２９９**．４３０**．１８５*．２３５**．２０８**６．食関連対処スキル

–．１４２．１３３．３８４**．３７８**．１５５*．１７０*７．食 QOL

上段：男性（n ＝９２）　下段：女性（n ＝１６９）
注：*p ＜．０５，**p ＜．０１



食関連対処スキルと食QOLとは直接的な関連がみられな
かったが，食関連対処スキルは間接的な影響を示すので
はないかと推測される。今回の分析は単相関分析であり，
他の変数の影響は除外されていない。以上のことから，
今後の分析として今回尺度を作成した３つの変数間と現
在のライフスタイルおよび心身の健康，さらに食QOLの
影響関係について多変量解析を行い要因間の関連をみる
ことが必要であると考える。

５．　要　　　　　約

　大学および短期大学の１，２年生２６１名（男性９２名，
女性１６９名）を対象に調査をし，学童期の食体験，食関連
対処スキルおよび望ましい食習慣の尺度の作成を行った。
その結果，学童期の食体験尺度は９項目２因子（家庭で
の楽しい食体験，学校の食育とのつながり）から構成さ
れた。食関連対処スキル尺度は，７項目１因子から構成
された。望ましい食習慣尺度は，９項目３因子（規則正
しい食，栄養バランスのよい食，健康に留意した食）か
ら構成された。すべての尺度において内的整合性が得ら
れた。また，食に関連するQOLを用いて基準関連の妥当
性の検討を行ったところ，各尺度との関連が示された。
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Summary

We conducted a survey on a total of 261 first- and second-year university and junior college students (92 men, 169 
women), and created scales for experience of eating during in childhood, eating-related coping skills, and desirable 
dietary habits. The scale for experience of eating during in childhood comprised nine items and two factors 
(experience of enjoying eating at home and connection to dietary education at school). The scale for eating-related 
coping skills comprised seven items and one factor. The scale for desirable dietary habits comprised nine items and 
three factors (regular meals, nutritionally balanced meals, and healthy eating habits). Internal consistency was con-
firmed for all scales. In addition, investigation of criterion-related validity using quality of life related to eating re-
vealed relationships to each scale.




