
緒　　　　　言

　第３次食育推進基本計画において，食育の推進に関す
る施策についての基本的な方針の５つある重点課題の１
つに「若い世代を中心とした食育の推進」が挙げられた１）。
若い世代では，健全な食生活を心がけている人が少なく，
食に関する知識がないとする人も多い。また，他の世代
と比べて，朝食欠食の割合が高く，栄養バランスに配慮
した食生活を送っている人が少ないなど，健康や栄養に
関する実践状況に課題が見受けられる２）。
　赤松ら３）は食習慣の形成のプロセスと健康・栄養状態
ならびに生活の質との関係について示している。まず，
学校における食育が，児童生徒の食や栄養に関する知
識・スキル・態度（例：栄養や食事のとり方，食文化の
理解，食選択能力，食事のマナー，食事の重要性，感謝
の心，嗜好）と，環境（家庭，学校，地域，食環境）に
直接影響を与える。食習慣（栄養素レベル，食品レベル，
料理レベル，食事レベル，食行動レベル）は，その知
識・スキル・態度と環境により形成されるとしている。
さらに，その食習慣と環境が，食育による食習慣の改善
が健康・栄養状態やQOLの改善をもたらすとされている。
健康・栄養状態やQOLに成果があらわれるには時間を要
することが考えられるが，このプロセスは実証されてい
ない。
　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，家庭で調理の体験をするなどのこれまでの食に関す
る経験が影響している４）との報告もある。大学生を対象

とした研究では，学童期の食事環境がその後の食意識に
影響を及ぼし，心の健康にも関連すること５）や，健康心
理学の視点からは，子どもの満足感の高い食事が食行動
の発達や心理・社会的発達にとって望ましい要因である
こと６）が指摘されている。若い世代である大学生の望ま
しい食習慣の形成要因について考えるとき，学童期にお
ける食育を含む家庭での食環境や食体験（以下，学童期
の食体験）との検討については不十分であると考えられ
る。さらに，大学生の望ましい食習慣と学童期の食体験，
食に関する主観的 QOL（subjective diet-related quality of 
life，以下，SDQOLとする）７）及び現在の生活状況との
関連について検討してみる必要があると考えられる。
　そこで本研究では，今後の食育を推進するために，大
学生を対象に，学童期の食体験，食スキル及び現在の生
活状況が，大学生の望ましい食習慣とどのように関連す
るかについて検討すること，さらに，大学生の望ましい
食習慣と SDQOLとの関連について検討することを目的
とした。他の要因の影響を統制した上で，個々の要因固
有の関連度や取り上げた諸要因全体による説明度につい
て多変量解析法を用いて検討する。なお，本研究では，
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，食育，及び学校の食育
との連携などの記憶」とした。食スキルは，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
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る習慣」と定義した。前報８）で尺度を構成した学童期の
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，信頼性と妥当性を再検討した。

方　　　　　法

１．　調査対象者と手続き
　本調査は，２０１６年５～６月に，広島県の３大学に在籍
する大学生５５５名に実施し，３０代以上の社会人学生を除き
全項目に回答した４７０名（男性２４８名，女性２２２名，平均
年齢１８．９歳±１．１）を分析対象とした（有効回答率
８４．７％）。所属学部は経済，看護，教育，工学分野であっ
た。
　調査は，授業内に授業担当者または筆者が無記名自記
式質問用紙を用いて実施した。はじめに，調査協力は強
制されるものではなく任意であり，回答するかどうかは
あなたの意志で自由に決めることができること，回答し
なかったり，回答を途中でやめたりしても，いかなる不
利益も生じないこと，調査の結果は，研究目的のみに使
用され，統計データとして，学会発表や学会論文に投稿
されるが，個人の回答がそのままの形で公開されること
はないこと，回答の処理からデータ保管と処分まで，回
答は厳重に保護されること，回答したことで調査協力に
同意したとみなすことを口頭及び書面で説明を行った。
回答記入後の質問紙は，誰が記入したものかわからない
ように設置した回収箱で回収した。本調査は事前に広島
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：２７０００１）。

２．　調査項目
１）　属性
　学科，学年，性別，年齢の４項目について回答を求め
た。
２）　現在の生活状況（食生活を除く）
　現在の居住形態は「家族と同居，一人暮らし，その他」，
就寝・起床時間は平均的な時間の記入を求めた。分析で
は，就寝時間が，「２２～２３時台」を１，「０時台」を２，
「１時台」を３，「２時以降」を４として４段階に分類し
数量化した。数値が大きくなるほど就寝時間が遅いこと
を示す。運動習慣は「週１回以下」を１，「週２回」を２，
「２日に１回」を３．５，「ほとんど毎日」を６と週当たりの
運動回数で評定した。
３）　学童期の食体験
　学童期の食事環境項目５）と食のライフスタイルの項
目６）を参考に構成した。子どもの家庭での食環境につい
て健康に配慮した食事や食教育が行われたか，共食・個
食の頻度及び学校の食育が家庭内で話題になったかなど
を調査する質問項目を選択し，新たな５項目（例えば，
給食を通して家庭での食事への関心や知識が高まったこ
と）を加えて１５項目であった。「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。得点が高いほど学童期
の食事環境が良好であることを示す。
４）　食スキル
　食スキルの項目９）９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）を使用した。
原尺度の選択肢は，「はい（１点）」「否定する回答（０
点）」「わからない（０点）」であったが，尺度構成をする
ために，「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。得点が
高いほど食スキルが高いことを示す。
５）　望ましい食習慣
　望ましい食習慣の尺度を作成するために，食生活指
針１０）の項目である健康維持・増進，疾病の予防を図るた
めの規則正しい食習慣，栄養バランスに配慮した食事選
択をする習慣に関する項目について，現在の食生活の項
目５）と若年成人の望ましい食行動のセルフ・エフィカ
シー尺度９）を参考に，１４項目（例えば，毎日朝食をと
る）を選び構成した。「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。
得点が高いほど望ましい食習慣であることを示す。さら
に，内容的妥当性を検討するため１項目「常に健康のこ
とを考えて食事をしていますか」を質問した。選択肢は
上記同様の４件法で評定した。
６）　SDQOL
　食生活の質に関する主観的評価項目として SDQOL７）

４項目（食事時間が楽しい，食事の時間が待ち遠しい，
食卓の雰囲気は明るい，日々の食事に満足している）を
使用した。原尺度は，５件法であったが，本調査の他の
尺度に合わせ，「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）」（満足度なども同様）の４件法で評定した。得点が
高いほど SDQOLが良好であることを示す。

３．　分析方法
１）　尺度構成について
　新たな項目を加えた学童期の食体験，望ましい食習慣
について，尺度構成を行うため，因子分析（主因子法，
プロマックス回転）を行った。食スキル，SDQOLにつ
いても尺度の確認を行うため，因子分析（主因子法，プ
ロマックス回転）を行った。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０．４０以上になることを条件とした。それぞれ信
頼性（内的整合性）を検討するために，Cronbachの a
係数を用いて尺度化した。なお，逆転項目については，
すべて得点を反転させた。
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　続いて望ましい食習慣の尺度の内容的妥当性の検討を
するために設定した質問１項目とのピアソンの積率相関
係数を求めた。
　さらに，再検査法による尺度の信頼性を検討するため，
教育系学部に所属する７８名を対象に調査１回目の４週間
後に再調査を行った。１回目と２回目のすべての項目に
回答があった５７名を対象に１回目と２回目の相関係数を
算出し再検査法による尺度の信頼性の検討を行った。
　以上の尺度の合計点を分析に用いた。居住形態は，「家
族と同居」を１，「一人暮らし」を２とし，２水準をダ
ミー変数として扱い分析に用いた。
２）　分析方法
　男女差について t検定を用いて分析した。母分散が異
なるデータは Welch（ウェルチ）の方法を用いた。望ま
しい食習慣（３下位尺度）と要因間の関連については，
望ましい食習慣を目的変数とし，居住形態，就寝時間，
運動習慣，学童期の食体験（２下位尺度）及び食スキル
の６変数を説明変数として一括投入法による重回帰分析
を行った。さらに，望ましい食習慣の形成要因と
SDQOLとの関連については，学童期の食体験，食スキル，
就寝時間及び居住形態を説明変数，望ましい食習慣を仲
介変数，SDQOLを結果変数とするモデルを想定して共分
散構造分析を行った。適合度指標として，Good of Fit 
Index（GFI），Adjusted GFI（AGFI），Comparative Fit 
Index（CFI），Root Mean Square Error of Approximation
（RMSEA）を採用し，適合するモデルを検討した。
　統計解析には，IBM SPSS Statistics ２３及び Amos２３
（日本アイ・ビー・エム株式会社）を使用し，有意水準は
５％（両側検定）とした。

結　　　　　果

１．　対象者の属性，生活状況
　４７０名（男性２４８名，女性２２２名，平均年齢１８．９歳±
１．１）の対象者の属性，生活状況を表１に示す。居住形態
は，男性３５．１％，女性２７．９％が一人暮らしであった。就
寝時間は，０時以降の者が男性８２．７％，女性７８．８％で
あった。運動習慣では，週１回以下の者が，男性３５．５％，
女性５６．８％であった。

２．　学童期の食体験，食スキル，望ましい食習慣及び
SDQOLの尺度構成

　学童期の食体験（１５項目）の構造について因子分析を
行った結果，３因子を抽出した。固有値１以下の第３因
子に該当する２項目と，因子負荷量が０．４０未満の２項目
の合計４項目を除いて１１項目で再度因子分析を行ったと
ころ，２因子が抽出された（表２）。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こと」
「同じ食卓につく時，家族みんなが同じものを食べたこ
と」など家庭での楽しい食事の体験を表している項目が
高い因子負荷量を示した。そこで“家庭での楽しい食体
験”と命名した。第２因子は４項目で構成されており
「給食を通して家庭での食事への関心や知識が高まったこ
と」「給食に関する配付物（給食だより等）が家庭で話題
になったこと」などで“学校の食育との繋がり”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０．８０，“学校の食育との繋が
り”が０．８５と内的整合性の観点から高い信頼性が得られ
た。下位尺度の得点範囲は「家庭での楽しい食体験」が
７点から２８点，「学校の食育との繋がり」が４点から１６点
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表１　対象者の属性，生活状況

女性男性全体
n ＝２２２n ＝２４８n ＝４７０

％n％n％n

１．８４２５．４６３１４．３６７経済学部
７７．５１７２１０．９２７４２．３１９９看護
１６．２３６１２．５３１１４．３６７教育
４．５１０５１．２１２７２９．１１３７工学

７２．１１６０６４．９１６１６８．３３２１家族と同居居住形態
２７．９６２３５．１８７３１．７１４９一人暮らし

２１．２４７１７．３４３１９．１９０２２～２３時台就寝時間
３６．９８２３５．９８９３６．４１７１０時台
３１．１６９２６．６６６２８．７１３５１時台
１０．８２４２０．２５０１５．８７４２時以降

５６．８１２６３５．５８８４５．５２１４週１回以下運動習慣 †

２７．０６０３０．６７６２８．９１３６週２回
１０．８２４１７．７４４１４．５６８２日に１回
５．４１２１６．１４０１１．１５２ほとんど毎日

†１日３０分以上，体を動かす回数



であった。
　食スキル（９項目）の構造について因子分析を行った
結果，「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」と「外食時や食品選択時に栄養成分
表示を活用できる」の２項目の因子負荷量が０．４０を下
回った。その２項目を除く７項目で再度因子分析を行っ
た結果，１因子の構造が示された（表３）。７項目の信頼
性（Cronbach の a係数）は０．８２で内的整合性の観点か
ら高い信頼性が得られた。尺度の得点の範囲は７点から
２８点であった。
　望ましい食習慣（１４項目）の構造について因子分析を
行った結果，４因子を抽出した。固有値１以下の第４因
子に該当する４項目と，因子負荷量が０．４０未満の１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，３因子を抽出した（表４）。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，「野菜をた
くさん食べる」「栄養バランスを考えて食べる」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因子

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２因子は「毎日朝食をとる」「毎日３回食事をす
る」など規則正しい食習慣を表している項目が高い因子
負荷量を示した。そこで“規則正しい食”と命名した。
第３因子は「ゆっくりとよくかむ」「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因子負荷量を
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）はそれぞれ
０．８３，０．８４，０．５９であり，“健康に留意した食”について
はやや低かったが，内的整合性の観点から一定の信頼性
が得られた。３つの各下位尺度の得点の範囲は，３点か
ら１２点であった。３因子をまとめた「望ましい食習慣
（全体）」の信頼性は０．８３であり内的整合性の観点から高
い信頼性が得られた。３つの下位尺度の合計得点の範囲
は，９点から３６点であった。さらに，望ましい食習慣の
尺度の内容的妥当性を検討するため，「常に健康のことを
考えて食事をしていますか」との相関係数を算出した。
栄養バランスのよい食」（r＝０．３３，p＜０．００１），「規則正
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表２　学童期の食体験の因子構造

因子負荷量
質　　問　　項　　目

ⅡⅠ

Ⅰ　家庭での楽しい食体験（a ＝０．８０）
０．４１０．７９楽しい会話をしながら食べたこと
０．２６０．７５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こと
０．３４０．６９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
０．２８０．６２食後満ち足りた気持ちになったこと
０．４２０．５８我が家の味として思いつく料理（自慢料理）

０．２１０．５０家庭で健康的な栄養バランス（主食：ご飯・パン・麺類，主菜：肉・魚・大豆製品・卵，副菜：野菜・海藻・きのこ
がそろった食事）に配慮した食事

０．１９０．４３１人で食事をすること †

Ⅱ　学校の食育との繋がり（a ＝０．８５）
０．８５０．３５給食を通して家庭での食事への関心や知識が高まったこと
０．８００．４２給食に関する配付物（給食だより等）が家庭で話題になったこと
０．７４０．２５食育の授業について家庭で話題にしたこと
０．６９０．５２給食で食べた料理やおいしかった料理は家で話題にしたこと

ⅡⅠ因子間相関
０．４７－Ⅰ
－Ⅱ

†逆転項目

表３　食スキルの因子構造

因子負荷量質　　問　　項　　目

０．７１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
０．７０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
０．７０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
０．６６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
０．６４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
０．５６自分の食生活に問題の有無を判断することができる
０．４７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

（a ＝０．８２）



しい食」（r＝０．２６，p＜０．００１），「健康に留意した食」
（r＝０．２６，p＜０．００１）及び「望ましい食習慣（全体）」
（r＝０．３６，p＜０．００１）であった。以上より，構成概念で
ある望ましい食習慣は「常に健康のことを考えて食事を
していますか」と有意な相関がみられ尺度の内容的妥当
性が得られた。
　SDQOL（４項目）の構造について因子分析を行った結
果，原尺度と同様に１因子構造が確認された（表５）。４
項目の信頼性（Cronbach の a係数）は０．７４で高い信頼
性が得られた。尺度の得点の範囲は４点から１６点であっ
た。
　再検査法による尺度の信頼性を検討した。「規則正しい
食」（r＝０．７８，p＜０．００１）で強い相関がみられた。「栄
養バランスのよい食」（r＝０．５８，p＜０．００１），「健康に留
意した食」（r＝０．６３，p＜０．００１），「家庭での楽しい食体
験」（r＝０．６６，p＜０．００１），「学校の食育との繋がり」
（r＝０．６３，p＜０．００１），「SDQOL」（r＝０．６６，p＜
０．００１）で，中程度の相関がみられた。「食スキル」（r＝
０．３７，p＝０．００６）で弱い相関がみられた。以上，すべて
の尺度で有意な相関がみられ，尺度の安定性が確認され
た。

　学童期の食体験，食スキル，望ましい食習慣の各下位
尺度及び SDQOLの平均値・標準偏差，得点の範囲を表
６に示す。性差について t検定を行った結果，「学校の食
育との繋がり」（t＝－４．２８，df＝４６８，p＜０．００１），「食
スキル」（t＝－３．０６，df＝４６５，p＝０．００２），「栄養バラ
ンスのよい食」（t＝－３．００，df＝４６８，p＝０．００２），「規
則正しい食」（t＝－３．５４，df＝４６６，p＜０．００１），「健康
に留意した食」（t＝－２．０９，df＝４６８，p＝０．０３７），「望
ましい食習慣（全体）」（t＝－３．７２，df＝４６８，p＜
０．００１），「SDQOL」（t＝－５．８６，df＝４６８，p＜０．００１）
について，男性より女性のほうが有意に高い得点を示し
た。「家庭での楽しい食体験」については男女の得点差は
有意ではなかった。

３．　望ましい食習慣に関連する要因の検討
　望ましい食習慣を目的変数とし，居住形態，就寝時間，
運動習慣，学童期の食体験（２下位尺度）及び食スキル
の６変数を説明変数として，男女別に一括投入法による
重回帰分析を行った（表７）。
　男性では，「栄養バランスのよい食」については，関連
度の強い順に「居住形態」，「就寝時間」は負の関連を，

４５大学生における望ましい食習慣の形成要因と食に関する主観的 QOLとの関連

表４　望ましい食習慣の因子構造

因子負荷量
質　　問　　項　　目

ⅢⅡⅠ

Ⅰ　栄養バランスのよい食（a ＝０．８３）
－０．０８－０．０４０．９０野菜をたくさん食べる

－０．１００．１４０．７９主食（ご飯・パン・麺類）・主菜（肉・魚・大豆製品・卵）・副菜（野菜・海藻・きのこ）のそろった食
事をとる

０．１０－０．０６０．７０肉と魚をバランスをとって食べる
Ⅱ　規則正しい食（a ＝０．８４）

－０．０２０．９８－０．０４毎日朝食をとる
０．０２０．８９－０．０２毎日３回食事をする
０．０７０．４１０．２７決まった時間に食事をとる

Ⅲ　健康に留意した食（a ＝０．５９）
０．６４０．０４－０．１７ゆっくりとよくかむ
０．５２０．０００．１１油脂を控える
０．４４－０．０３０．３１過度な（次の食事に影響するような）間食はしない

ⅢⅡⅠ因子間相関
０．５２０．５４－Ⅰ
０．３６－Ⅱ
－Ⅲ

表５　SDQOLの因子構造

因子負荷量質　　問　　項　　目

０．８２あなたは楽しく食事をしていますか
０．６３あなたは現在の日々の食生活に満足していますか
０．６２食卓の雰囲気は明るいですか
０．５３食事の時間が待ち遠しいですか

（a ＝０.７４）



「食スキル」は正の関連が有意であった。「規則正しい食」
に対しては，関連度の強い順に「就寝時間」，「居住形態」
は負の関連，「家庭での楽しい食体験」は正の関連が有意
であった。また，「健康に留意した食」については，「食
スキル」，「家庭での楽しい食体験」は正の関連，「就寝時
間」は負の関連が有意であった。
　一方，女性では，「栄養バランスのよい食」については，
「食スキル」は正の関連，「居住形態」，「就寝時間」は負
の関連が有意であり，説明率も３１．７％と比較的高かった。
「規則正しい食」については，「就寝時間」が負の関連，

「食スキル」は正の関連，「居住形態」は負の関連が有意
であった。「健康に留意した食」では，「食スキル」は正
の関連，「就寝時間」は負の関連が有意であり，食スキル
の高さ，早めの就寝時間が健康に留意した食であること
を示した。以上から，望ましい食習慣全般に対して関連
度の強さに性差は見られるが，食スキルが高いこと，早
めの就寝時間及び同居家族の存在が男女に共通して関連
していることが示された。

４６ 江　坂　美佐子

表７　望ましい食習慣に対する重回帰分析結果

男　　　性　（n ＝２４８）

全体健康に留意した食規則正しい食栄養バランスのよい食変数

p値bp値bp値bp値b

０．００２－０．１９０．５９８０．０３０．００４－０．１８＜０．００１－０．２６居住形態
＜０．００１－０．２９０．０３９－０．１３＜０．００１－０．３０＜０．００１－０．２３就寝時間
０．１３８０．０９０．０７８０．１１０．５５９０．０３０．２１５０．０７運動習慣
０．００５０．１８０．０３５０．１５０．０１２０．１７０．０７２０．１２家庭での楽しい食体験
０．９６１０．０００．４２９－０．０６０．７４５－０．０２０．３１７０．０７学校の食育との繋がり
０．００３０．１８０．０１１０．１６０．１５４０．０９０．００２０．１９食スキル

＜０．００１０．２２０．００２０．０８＜０．００１０．１８＜０．００１０．２２決定係数　R２

女　　　性　（n ＝２２２）

全体健康に留意した食規則正しい食栄養バランスのよい食変数

p値bp値bp値bp値b

０．００１－０．２００．９２９－０．０１０．０３９－０．１３＜０．００１－０．３０居住形態
＜０．００１－０．３０＜０．００１－０．２６＜０．００１－０．２６０．００１－０．２０就寝時間
０．６３０．０３０．１４７０．０９０．８０９－０．０２０．９３６０．００運動習慣
０．１８０．０８０．４９３－０．０５０．１１００．１１０．０６８０．１１家庭での楽しい食体験
０．８３０．０１０．４４４－０．０５０．７７６０．０２０．４０１０．０５学校の食育との繋がり
＜０．００１０．３４＜０．００１０．３１０．０１３０．１７＜０．００１０．３４食スキル

＜０．００１０．３０＜０．００１０．１７＜０．００１０．１６＜０．００１０．３２決定係数　R２

b：標準偏回帰係数

表６　各尺度の基本統計量

SDQOL 
尺度 

望ましい食習慣尺度食スキル 
尺度

学童期の食体験尺度

全体健康に 
留意した食規則正しい食栄養バランス

のよい食
学校の食育 
との繋がり

家庭での 
楽しい食体験

４～１６９～３６３～１２３～１２３～１２７～２８４～１６７～２８得点範囲 

１２．１２４．７７．６９．３７．７１８．９１０．３２２．８平均値全体
２．２５．３１．９２．６２．２３．８３．１３．５標準偏差n ＝４７０

１１．６２３．８７．５８．９７．４１８．４９．７２２．６平均値男性
２．３５．５１．９２．７２．３４．１３．０３．８標準偏差n ＝２４８

１２．７２５．６７．８９．７８．０１９．４１０．９２３．０平均値女性
２．０４．９１．８２．３２．２３．４３．０３．２標準偏差n ＝２２２

－５．８６－３．７２－２．０９－３．５４－３．００－３．０６－４．２８－１．１６t値 
＜０．００１＜０．００１０．０３７＜０．００１０．００３０．００２＜０．００１０．２５p値 



４．　望ましい食習慣の形成要因と SDQOLとの関連
　重回帰分析の結果と食習慣が健康的である者は
SDQOLが高いという報告１１）を踏まえて，望ましい食習
慣の形成要因が望ましい食習慣を媒介して SDQOLに関
連しているという男女共通のモデルを想定し，共分散構
造分析（多母集団同時分析）を行った（図１）。適合度指
数は，c２＝１２４．３，df＝４８，p＜０．００１，GFI＝０．９４５，
AGFI＝０．８９７，CFI＝０．８９７，RMSEA＝０．０５８であり，
よい適合度であった。
　望ましい食習慣の関連要因は４要因であった。まず，
「学童期の食体験」が「食スキル」を媒介し「望ましい食
習慣」に正の関連を示した。「就寝時間」と「居住形態」
が「望ましい食習慣」に負の関連を示した。「SDQOL」
へは「望ましい食習慣」と「学童期の食体験」が直接的
に正の関連を示し，「居住形態」は負の関連を示した。な
お，パラメータ間の差の検定を行ったところ「食スキル」
から「望ましい食習慣」へのパスについて男女のパス係
数が有意に異なっていた（検定統計量２．２８，p＜０．０５）。

考　　　　　察

　本研究の目的は，大学生を対象に，学童期の食体験，
食スキル及び現在の生活状況が，望ましい食習慣とどの
ように関連するかについて検討すること，さらに，望ま
しい食習慣と SDQOLとの関連について検討することで
あった。他の要因の影響を統制した上で，個々の要因固
有の関連度や取り上げた諸要因全体による説明度につい

て，重回帰分析と共分散構造分析を用い検討した。その
結果，食スキルの高さ，早めの就寝時間及び同居家族の
存在が男女とも望ましい食習慣を示した。さらに，男女
とも，学童期の食体験が食スキルを媒介に，早めの就寝
と同居家族の存在と共に望ましい食習慣の形成要因にな
ることが示された。また，望ましい食習慣を形成してい
ること，学童期に家庭での楽しい食体験や学校の食育と
の繋がりが多いほど及び同居家族の存在が，大学生の
SDQOL向上に関連することが示された。
　まず，食習慣の形成要因について考察する。男女とも
に大学生の望ましい食習慣の形成において，食スキルを
習得することが重要であること示唆された。先行研究に
おいて，児童の健康的な朝食習慣を形成するためには，
栄養学的知識を与えるだけでは不十分であり，行動化に
結びつくライフスキル形成が不可欠であること１２）を示唆
しており，本研究で得られた結果もそれを支持する結果
となったと言える。また，就寝時間が「規則正しい食」
との間に強い関連が示された今回の結果について，就寝
時間と食生活との関連を検討した報告でも示されている
ように，朝食欠食者は朝食摂食者に比べ就寝時間が遅い
傾向があり，朝食を「ほとんど食べない」学生の９割以
上が午前１時以降に就寝している１３）とされていることか
ら，就寝時間が遅いことが，朝食欠食をもたらし不規則
な食習慣に繋がっていると推察される。就寝時間が早い
ことは，規則正しい生活習慣の実践に繋がり，そのこと
が規則正しい食にポジティブな影響を与えていると考え

４７大学生における望ましい食習慣の形成要因と食に関する主観的 QOLとの関連
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図１　望ましい食習慣の形成要因が SDQOLに及ぼす影響



られる。また，居住形態つまり家族との同居が，望まし
い食習慣に正の関連を示した結果についても，大学生の
自宅外通学者よりも自宅通学者の方が朝食摂食率が高
い１４）という先行結果を支持しており，家族による朝食準
備が朝食摂取に影響していると考えられる。このことか
ら，大学生の生活リズムを含んだ食教育の必要性，及び
自宅外通学生への大学中心とした朝食欠食を防ぐ取り組
みの必要性が明らかとなった。
　共分散構造分析の結果から男女とも学童期の食体験が，
食スキルを媒介して望ましい食習慣に関連している結果
が得られた。学童期に家庭において楽しい食体験を多く
することや学校の給食や食育について家庭で話題にした
ことが，食スキルに関連を示した本結果は，栄養・食教
育の介入により食スキルが有意に良好な変化を示した１５）

報告と同様の結果となり，食習慣の形成のプロセス３）を
裏付ける結果となった。重回帰分析の結果では，学童期
の「家庭での楽しい食体験」のみ男性の望ましい食習慣
の「規則正しい食」と「健康に留意した食」に正の関連
を示した。先行研究において，学童期の食事環境（食事
はゆっくり味わいながら食べた，思い出に残る楽しい食
卓風景がある）と現在の食習慣（間食や夜食を取らない
ようにしている，ゆっくりよく噛んで食べている等）と
関連がみられたこと５）からも「学童期の食体験」が「望
ましい食習慣」と直接的に関連を示したと言えるが，「学
童期の食体験」がどのように作用して望ましい食習慣を
もたらすかは明らかにされていなかった。しかし本研究
における共分散構造分析の結果から，両者の関連には，
食スキルが作用要因であることが考えられる。つまり，
学童期の食体験が食スキル習得を促進し，望ましい食習
慣が形成されるという解釈は，近年の食育の取り組みの
必要性を裏付ける結果になったとも言えよう。
　望ましい食習慣と SDQOLとの関連についてモデルを
想定して検討した共分散構造分析の結果については，望
ましい食習慣を形成していること，学童期に家庭での楽
しい食体験や学校の食育との繋がりが多いほど及び同居
家族の存在が，大学生の SDQOL向上に関連することが
示された。２０～７０歳代を対象とした食習慣，食知識と
SDQOLとの関連についての先行研究において，男女とも
健康的な食習慣である者，食知識がある者が SDQOLに
関連していたこと１１），さらに，家族と食事を共にするこ
とが子どもの心身の発達に影響を与えていること６）が報
告されている。したがって，これまで先行研究で個々の
要因で関連が示されたものは，本研究で取り上げたモデ
ルで説明可能となった。
　終わりに本研究で取り上げた要因の尺度化について述
べる。これらの要因は多面的な側面から成り立っている
と予想されることから，多次元的な尺度構成を行った。
その結果，尺度の信頼性と妥当性が得られた。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。
　本研究の結果については以下に述べるような方法論上
の制約があることに留意する必要がある。横断的研究で
あるため要因間の相互的な関連を示すものであって，因
果関係を示すものではない。学童期の食体験については
回想する方法による調査であるため信頼性に不確実さは
拭えないことである。また，給食の有無や食体験の機会
について確認を行っていないため，対象者の偏りについ
ては否定できない。重回帰分析の結果，望ましい食習慣
に対しては，決定係数が男性０．２２，女性０．３０であったこ
とは，本研究で取り上げていないその他の要因が存在し
ていることを示している。今後，経済的要因，アルバイ
トなどの生活環境など他の要因を加えた検討をすること
が課題である。

要　　　　　約

　本研究の目的は，大学生を対象に，学童期の食体験，
食スキル及び現在の生活状況が，望ましい食習慣とどの
ように関連するかについて検討すること，さらに，望ま
しい食習慣と SDQOLとの関連について検討することで
あった。自記式質問紙調査を実施し，４７０名（男性２４８名，
女性２２２名）を分析対象とした。質問項目の尺度構成を確
認後，重回帰分析を行った。さらに，学童期の食体験と
食スキル，就寝時間及び居住形態を説明変数，望ましい
食習慣を仲介変数，SDQOLを結果変数とするモデルを想
定して共分散構造分析を行った。その結果，男女とも望
ましい食習慣形成要因は，食スキルを獲得すること，早
めの就寝時間及び同居家族の存在であった。さらに，望
ましい食習慣を形成していること，学童期に家庭での楽
しい食体験や学校の食育との繋がりが多いほど及び同居
家族の存在が，大学生の SDQOL向上に関連することが
示された。これらの結果から，食スキルを獲得する学童
期の家庭での楽しい食体験が重要であること，大学生に
おいては，１日の生活リズムを含めた食育および自宅外
学生への食育の重要性が示唆された。
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４９大学生における望ましい食習慣の形成要因と食に関する主観的 QOLとの関連

Summary

Relationship between desirable eating habits and eating experiences and skills during school age, as well as the 
current living conditions of college students were investigated. Moreover, the relationship between desirable eating 
habits and Subjective Diet-related Quality of Life (SDQOL) was examined. Participants responded to a self-adminis-
tered questionnaire (N = 470, 248 men and 222 women) and after confirming the construction of questionnaire items, 
the data were analyzed using multiple regression analysis. Moreover, a model including eating experiences and skills 
during school age, bedtime, and residence status as explanatory variables and desirable eating habits as intervening 
variables, as well as SDQOL as outcome variables were developed. Then, covariance structure analysis was con-
ducted. The results indicated that factors related to forming desirable eating habits in both men and women were ac-
quiring eating skills, early bedtime, and living together with the family. Furthermore, the formation of desirable 
eating habits, good eating experiences during school age, dietary education at school, as well as living together with 
the family improved college students’ SDQOL. Based on the above results, it is considered important to have good 
eating experiences and to acquire eating skills at home during school age. Furthermore, providing dietary education 
including education on regulating the rhythm of daily life is considered important especially for students living away 
from home.




