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他人が作ったおにぎりへの抵抗感に影響を及ぼす要因
－強迫傾向と親子の信頼関係の観点からの検討－

向居　　暁1・中垣有紀子2

要約

　本研究では、強迫傾向と親子の信頼関係を取り上げ、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に及ぼす要因を検討するこ

とを目的とした。その際、おにぎりの作成方法（素手・ラップ）、および、作成者の種類（家族・家族以外）の差異につ

いて検討した。その結果、作成方法や作成者の種類にかかわらず、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感には強迫傾向の

「汚染」が正の影響を、そして、親子の信頼関係における父親の「相談相手」が負の影響を及ぼすことがわかった。加え

て、母親と父親では親子の信頼関係における異なった因子が、他人が作ったおにぎりへの抵抗感に影響を与えることが示

された。それぞれ、主として、母親では「親の支援」がないことや「見守られ」ていないと感じていること、父親では 

「感情抑制」できないと感じられていることが、作成方法や作成者で異なる場合があるものの、おにぎりへの抵抗感に影

響を与えていることがわかった。本研究の結果から、他人が作ったおにぎりへの抵抗感を低減するためには、家庭におけ

る過剰な清潔志向を回避すること、および、良好な親子の信頼関係を構築することの重要性が示唆された。

キーワード：食行動、強迫傾向、親子の信頼関係、おにぎり（おむすび）

　　“ときどき、「他人が触ったものは食べられない」という人がいますが、おむすびを差し

出して、それを食べていただくということは、それだけでそこに信頼関係が築かれてい

るのだと思います。手でじかににぎるという、人との結びつきを強く感じさせる食べ物

だからこそ、食べた人に豊かさを与えるし、つくった人もまた豊かな気持ちになれるの

だと思います。”　佐藤初女『いのちの森の台所』（佐藤，2010，pp.242-243）

 1 ．問題と目的

1.1　他人が作ったおにぎりが食べられないという現象

　近年「他人が作ったおにぎりが食べられない」という報告がインターネット上のウェブサイトやテ

レビ番組を中心に散見される。例えば、森（2015）は、この現象を育児や家庭教育に関わる問題とし

て取り上げ、全国の小学 1 年生から 6 年生の児童の保護者を対象に自身の子どもが他人の作ったおに

ぎりに対して抵抗感をもつかどうかについてアンケート調査を実施した結果、約 4 分の 1 が抵抗感を

もつと回答したと報告した。また、成人を対象にしたいくつかのウェブ調査では、調査対象者の約半

数が他人の握ったおにぎりが食べられないと回答したと報告されている（Ｊタウンネット，2015；女

性セブン，2017）。このような調査結果から、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感は、児童から大

人まで幅広い対象者で報告されている現象である可能性が推測される。

1 県立広島大学地域創生学部地域創生学科・教授
2 県立広島大学人間文化学部国際文化学科・卒業生
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　このような他人が作ったおにぎりに対する抵抗感が生じる理由として、これらのウェブサイトには

「なんとなく汚い感じがする」や「ばい菌や毒が入っているかもしれない」といった意見が例示され

ており、これらは、「親が頻繁に手を洗う」、「外出時も除菌シートを常に持ち歩いている」、「ペット

ボトルの回し飲みをさせないようにしている」などの意見に代表されるような、家庭における衛生意

識の高まりや食の安全への警戒心、また、これらに関わるパーソナリティ特性（いわゆる、「潔癖症」）

によって生じるのではないかと推察されている（森，2015；ベネッセ教育情報サイト，2018）。加え

て、日本社会における人間関係の希薄化により、他者とのコミュニケーション機会が減少し、他人が

作ったおにぎりを食べた経験が少ないこともその理由としてあげられている（女性セブン，2017）。

このことに関連して、岸井（2015）は、他者にくらべて必ずしも衛生的であるとは限らない自分の母

親の作ったおにぎりなら食べられる人が多いこと（e.g.，ベネッセ教育情報サイト，2018）を例に挙 

げ、他者との距離感や関係性がおにぎりの抵抗感に反映されているのではないかと推論する。さらに

岸井は、手の温もりやおにぎりの不揃いな形は、握り手の「生身」を感じさせ、そのおにぎりを口に

する関係は、生身の一体感や関係性を受け入れることにつながることから、他人が作ったおにぎりに

は抵抗を感じると続けている。本論冒頭で紹介した、佐藤（2010）の文章には、おにぎりが素手で作

られるというその作成方法から、作成者との心理的な結びつきを感じざるを得ないこと、そして、そ

のようにして作られたおにぎりを食べることには作成者との信頼関係が必要不可欠だと感じられてい

ることが表現されている。しかしながら、このような他人が作ったおにぎりに対する抵抗感が生じる

理由に関する言説は、直感的には理解できるものの、このままでは論拠に乏しいことは否めない。は

たして、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感はどのようにして生じるのであろうか。

1.2　他人が作ったおにぎりへの抵抗感に関する実証的研究

　石井・田戸岡（2015）は、上述した背景から、他人が作ったおにぎりへの抵抗感の根底には病原体

嫌悪のような生理的な衛生意識が関与している可能性があり、このような衛生意識は、見知らぬ他者

に対する信頼のなさや不安感を伴うことで、家族以外の人が作った食べ物を食べることへの抵抗感を

生み出すと仮定し、他人が作ったおにぎりを食べることに対する抵抗感に関する要因を実証的に検討

した。この研究では、食の安全に関する知識・態度（加曽利，2008）や新規な食物に対する態度など

とともに、衛生意識を測定する目的で、感染脆弱性（PVD）意識尺度（福川・小田・宇佐美・川人，

2014）の「易感染性」と「感染嫌悪」（石井・田戸岡では、「病原体嫌悪」と記されている）が使用さ

れた。感染脆弱性意識尺度における、「易感染性」は、風邪やインフルエンザなどへの感染しやすさ

の自覚に関する項目群であり、そして、「感染嫌悪」は、不衛生な物品に触るなど、病原体が付着し

やすい状況における不快感の自覚に関する項目からなる。さらに、他者への信頼感や不安感を測定す

る目的で、一般的信頼感尺度（山岸，1995）、および、状況別対人不安尺度（毛利・丹野，2001）の 

「親しくはない相手不安」に関する項目群が使用された。

　石井・田戸岡（2015）の調査結果は、まず、調査対象者であった女子大学生の約40％（「とてもあ 

る」：13.0％、「少しある」：27.5％）が、他人が作ったおにぎりに対して抵抗感を感じていることを示

した。先述した要因が他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に与える影響を検討するために階層的回

帰分析を行った結果、抵抗感に最も影響を与えていたのは「感染嫌悪」（病原体嫌悪）であり、この

得点が高いほど抵抗感が強くなることがわかった。さらに、この影響は見知らぬ他者への不安が高い

人ほど大きいこともわかった。加えて、他者への一般的信頼感が低いほど、抵抗感が強いこともまた

明らかになった。すなわち、他人が作ったおにぎりへの抵抗感は、生理的な衛生意識（病原体が付着

しやすい状況における不快感）だけではなく、他者に対する信頼感や不安感によって影響を受けてい
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ることが明らかになった。このような結果から、石井 ・ 田戸岡（2015）は、食に対する信頼感には、

衛生意識、および、他者への信頼が重要であると結論づけた。

　さらに、石井・田戸岡（2016）による、成人男女（平均年齢44.0歳）を対象にした調査の結果は、

約33％（「とてもある」：5.7％、「少しある」：27.6％）の調査対象者が他人の作ったおにぎりに対して

抵抗感を示し、そして、衛生意識に関する項目は測定されなかったものの、食物に関する安全意識が

高いと他人が作ったおにぎりへの抵抗感が高いこと、また、他者への信頼感や不安感が高いことが抵

抗感を強めることを明らかにした。

1.3　素手で握らないおにぎりへの抵抗感

　石井・田戸岡（2015）の結果は、他人が作ったおにぎりへの抵抗感には、病原体が付着しやすい状

況における不快感のような衛生意識が最も強く関与することを示すものであった。このような意識も

影響してか、近年では、おにぎりは素手ではなく食品用ラップフィルム（以下、ラップ）を用いて作

られることが多いようである。クレハ（2015）が、20代から60代の既婚女性を対象に調査を行ったと

ころ、約 9 割の人がラップを使用しておにぎりを作った経験があり、また、年代によってばらつきが

あるものの、約 7 割の人がおにぎりを作る際に、「毎回ラップを使用する」もしくは、「ほぼ毎回使用

する」と回答したと報告している。また、この調査において、ラップを使用する理由として最も多く

あがったのは、年代を問わず、「衛生的だと思うから」であった。

　しかしながら、ベネッセ教育情報サイト（2018）は、ラップを使用しておにぎりを作った場合でも、

約半数の保護者が、自身の子どもが他人（この場合は、友人・知人）が作ったおにぎりを食べること

に抵抗があると感じることを報告している。合理的に考えると、病原体などに関する衛生的な懸念が

生じるのは、作成者の手が食品に直接触れる、素手で作ったおにぎりに対してであろう。ラップを用

いた場合、どんな人が作ろうとも、作成者の手は直におにぎりに触れることがないため、ラップが汚

染されていると仮定しない限り、少なくとも衛生的には問題ないはずである。このようなおにぎりへ

の抵抗感は一見、過剰とも捉えられるため、このような非合理的な衛生意識に関与する、その他の要

因を新たに検討する必要があると考えられる。

1.4　過剰な衛生意識と強迫傾向

　このような過剰ともいえる衛生意識が一部に生じる背景には、近年の日本社会における清潔志向

ブームが影響している可能性が考えられる。松村（2018）は、技術革新により一定の快適性が担保さ

れた現在、社会生活における「安心・安全」に対する国民の意識が高まっていると指摘する。彼は、

このことは、本来、「安心・安全」が提供されているはずの医療・福祉関連施設や公共施設、レスト

ランやホテルにおける感染症の集団発生や、非常に高度な製造・品質管理技術で製品化されている食

品や医薬品における異物や病原体の混入、これまであまり想定されなかった電気機器ははじめとする

住環境における微生物やウィルス、汚れの定着に起因する感染症やアレルギーの発症が日常的に報告

されるようになり、衛生環境が整い、集団感染などの発生数が減少傾向を示す現在においても、より

よい衛生環境の必要性が求められる状況であることに起因すると指摘する。実際に、例えば、「食」

に限定した事件・事故においては、90％以上がバクテリアやウィルス、寄生虫などの病原性微生物が

原因と特定されており、社会生活における「安心・安全」を脅かすものとして常に我々の身近な環境

に潜んでいる（松村，2018）。このような社会背景から、企業は、抗菌処理が施された様々な製品や

除菌するための製品を販売し、「安心・安全」をもたらす製品であること（逆に言えば、それらがな

いと「安心・安全」がもたらされないこと）をアピールしながら日夜宣伝を行う。そして、そのよう
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な製品は、「安心・安全」をもたらすことを目的として、一般家庭で使用される。我々は、「安心・安

全」の旗印のもと、「抗菌」や「除菌」のような言葉に日常的にさらされるようになっており、目に

見えない病原体などに対してあらゆるところで意識せざるを得ない状況になっているのである。この

ことが、我々の衛生意識をますます高め、そして、その結果、一般家庭に過剰ともいえる清潔志向が

浸透するという仕組みになっていると考えられる。加えて、日本社会では、「清潔」について、道徳

的とも言える価値意識が日常的に観察されること（唐沢，2013）もまた、この状況に拍車をかけてい

るのかもしれない。実際のところ、このような過剰な清潔志向に基づいた生活様式とアレルギー疾患

の増加の関連性も指摘されており（e.g.，藤田，2015）、必要以上の衛生意識の高まりは、必ずしも人

間にとって有益であるというわけではないようである（e.g.，毎日新聞，2017）。

　このような日本における社会的状況は、人々を病原体などによる病気の感染に対する不安に陥れ、

時に過剰とも捉えられるような、回避行動をもたらしやすくする。このような行動の生起の可能性に

影響すると仮定されるパーソナリティ要因として、強迫傾向があげられる。強迫傾向とは、健常者に

も認められる強迫性障害（Obsessive-Compulsive Disorder）様の心理的傾向である。この強迫性障害は、 

強迫観念と強迫行為という 2 種類の症状からなり、不安障害の一種とされる。DSM-V（2013  高橋・

大野監訳，2014）によると、強迫観念、および、強迫行為の固有の内容は人によって異なるが、あ

る種の主題、あるいは症状次元は共通であり、まず、汚染に関する強迫観念と洗浄に関する強迫行

為、対称性に関する強迫観念と繰り返しや配列、それから、数かぞえなどの強迫行為、攻撃、性的、

または宗教的な強迫観念とそれに関連する強迫行為、さらに、傷つけることへの恐れとそれに関連

した確認強迫行為を含む。このような強迫傾向を測定するための尺度として、日本語版PI（Padua 

Inventory）がよく使用される（杉浦・丹野，2000）。これに基づいて、鈴木（2004）は、32項目の日

本語短縮版PI（J-PI32）を作成した。J-PI32の下位因子とその説明は、Table 1に示してある。この中

でも特に、汚れることを過剰に恐れ、洗浄行為をすることに関わる「汚染」に関する個人的傾向が、

本研究で扱われる、他人が作ったおにぎりへの抵抗感に関与すると仮定される。すなわち、汚染に関

する強迫傾向が高いと、他人が作ったおにぎりへの抵抗感が高くなると予測される。

1.5　他者への信頼感の基盤となる親子の信頼関係

　石井・田戸岡（2015，2016）の結果では、先述したように、他人が作ったおにぎりへの抵抗感には、

他者への信頼感や不安感が高いことが関与することもまた示された。このような一般的な他者への信

頼感の形成には、親子の信頼関係が重要な役割を果たしており、そして、親子の信頼関係の構築には、

親の養育態度が影響すると仮定される。また、同時に、強迫性障害予防の観点からも、親の養育態度

が強迫性障害の形成因として注目されている。例えば、辻・小林・清水・坂本（1966）は、強迫性障

害患者は、過保護や内的拘束を特徴とした母親との関係性を示し、そして、父親との温かい、良好な

親子関係がみられなかったことを報告している。また、いくつかの研究では、強迫性障害の症状を示

す児童の母親は、過保護、過干渉で、共感性が乏しい養育態度があること、また、父親については精

神的不在性がみられることが報告されている（e.g.，塩原，1992）。近年では、李・下山（2008）が、

中国人の調査対象者に向けた強迫傾向を測定するための尺度を作成し、親の養育態度と子どもの強迫

傾向の関連を検討した。その結果、女性においてのみではあるが、汚染に相当する「洗浄」因子にお

いて、母親の「愛情・過保護」（親の養育態度が受容的で愛情深いが、過度な保護になる傾向）が影

響を与えていることを示した。

　このような親の養育態度は、上述したように、親子の信頼関係の構築にも大きな役割を果たすだろ

う。また、人生最初の人間関係でもある親子の信頼関係は、一般的な他者への信頼感の基盤となり、
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その後の子どもの人間関係に影響を与える（e.g.，酒井，2001）。浜崎他（2012）は、特に、「重要な

他者（significant other; Sullivan，1953）」である親との間の信頼関係が思春期までに形成されているこ

とが、子どもの心理的健康や問題行動などに大きく影響していることを指摘し、子どもからの親への

信頼感に焦点を合わせて尺度作成を実施した。その結果、親子の信頼関係は、「見守られ」、「相談相手」、

「自己受容」、「親役割」、「親の向上心」、「親の支援」、「親の感情抑制」の 7 因子に分類されることが

示された（Table 2）。養育態度と強迫傾向に関する先行研究の知見から推測すると、父親と子ども、

母親と子どもの信頼関係が強迫観念に与える影響はそれぞれ異なる可能性があり、信頼関係の中でも

親からの愛情や保護に関する子どもの認知に関係する「見守られ」、「相談相手」、「自己受容」、「親の

支援」などが、強迫観念における汚染や洗浄に関わる因子に影響すると考えられる。

1.6　本研究の目的

　本研究では、強迫傾向と親子の信頼関係を取り上げ、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に及ぼ

す要因を検討することを目的とした。また、先行研究では「素手で握ったのかラップで握ったのか」

が明記されていないため、調査対象者は、どのようにして作成されたおにぎりなのかを具体的に想起

して調査に回答していない可能性が残される。また、先述したように、ラップを使用しておにぎりを

作った場合でも抵抗感が生じるとの意見があることから（ベネッセ教育情報サイト，2018）、おにぎ

りの作成方法に関して明確に区別した上で、それぞれに関与する要因を検討した。本研究で検討され

る強迫傾向は、先行研究における生理的な衛生意識に対応するパーソナリティ特性であり、そして、

親子の信頼関係は、先行研究における他者への信頼感や不安感といった対人的要因に対応し、それら

の基盤を形成するものであると仮定される。

Table 1　J-PI32の各因子の説明

Table 2　親子の信頼関係尺度の各因子の説明

疑惑
認知的コントロールや意思決定の困難、自分の行為への不確実感など心的活動のコント
ロール障害。各種の強迫症状の根底にある要因と仮定。

汚染 汚れることを過剰に恐れ、洗浄行為をする。

確認 ドアや火の始末などを繰り返し確認してしまう。

正確 理由もなく数や順序にこだわる。

衝動 無意味な暴力的衝動などが浮かぶなど、行為のコントロールを喪失する衝動や懸念。

見守られ いつも自分が親から見守られているという思いがあり、何かあるときには頼りになる。

相談相手 子どもがトラブルや悩みを抱えたときに相談の対象としての親の存在。

自己受容 親子の間で自分をありのままに素直にだせる存在であることを子どもが確信している。

親役割 家族の中での親の役割や機能を示し、家族のまとめ役としての親の役割。

親の向上心 親自身の人生観・価値観に関わるものであり、親が前向きな姿勢であること。

親の支援 子どものやることに賛同し、応援や支援をするような親の態度。

親の感情抑制 親が子どもの前で感情的にならず、冷静な態度で子どもに接すること。
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 2 ．方法

2.1　調査対象者

　広島県と香川県に在住する大学生283名（男性65名、女性218名）で、平均年齢19.5歳（SD＝1.05）で 

あった。倫理的配慮や回答内容の匿名性の保証に関する説明を行ったうえで、調査協力への同意につ

いて意思確認を行った。調査者の指示や質問紙に記載された教示に従っていないと判断された 9 名の

データを削除した結果、分析対象者は274名（男性62名、女性212名：平均年齢19.5歳（SD＝1.04））と 

なった。

2.2　調査内容と手続き

　調査用紙の表紙において、家族に関する質問があることを示し、答えたくない質問や答えられない

質問には答えなくても構わないことを調査の冒頭、および、各設問において記述した。

　まず、家族（母親、父親、祖母、祖父、兄弟、姉妹）や家族以外（親戚のおじさん・おばさん、友

達のお母さん・お父さん、友達、隣人、同じ町内の人、留学生）が素手で作ったおにぎり、および、

ラップを用いて作ったおにぎりを食べることにどの程度の抵抗感を感じるかをそれぞれ「 1 （全くな

い）～ 6 （かなりある）」の 6 件法で回答してもらった。

　強迫傾向を測定する尺度として、J-PI32（鈴木，2004）を用いた。J-PI32は「疑惑」、「汚染」、「確 

認」、「正確」、「衝動」の 5 因子で構成されている（Table 1参照）。しかしながら、一般人（非臨床群）

において強迫傾向を測定する際のPIの問題点として、強迫傾向を示すとされるものがほとんど見られ

ないことがあげられる（杉浦・丹野，2000）。その原因の一つは、各項目について調査対象者が「煩

わされるかどうか」と尋ねられたことにあると推測される。強迫観念や強迫行為は、人々が一般的に

もつ強迫症状であるが（e.g.，Rachman & de Silva，1978）、煩わされるほどでもないという人々が大

半であろう。したがって、本研究では、李・下山（2008）のような先行研究にならって、それぞれの

項目について「あてはまるかどうか」を尋ねる方法に改め、調査対象者に「 1 （全く当てはまらない）

～ 5 （かなり当てはまる）」の 5 件法で調査対象者に回答を求めた。

　また、親子の信頼関係を測定するために、浜崎他（2012）が作成した尺度（以下、親子の信頼関係

尺度）を用いた。この尺度は、「見守られ」、「相談相手」、「自己受容」、「親役割」、「親の向上心」、「親

の支援」、「親の感情抑制」の 7 因子で構成されている（Table 2参照）。本研究では、母親、および、

父親それぞれに対して同一の質問に回答してもらった。また、「自分の考えを持っている」、「自分を

一人の人間として尊重してくれる」などの質問の中で、「自分」という言葉が、回答者自身を指すの 

か、母親もしくは父親を指すのか回答者が迷うことが予想されたため、回答者自身を指す場合は

「あなた」と表現を改めるという変更を行った。この尺度への回答は、「 1 （全く当てはまらない）

～ 5 （かなり当てはまる）」の 5 件法で実施してもらった。質問紙は、ほとんどの大学生に対しては

講義時間を利用して一斉配布され、その場で回収された。

 3 ．結果

3.1　おにぎりの作成方法と作成者の違いにおける抵抗感の差異

　各おにぎりの作成方法と作成者による抵抗感の基本統計量はTable 3に示した。他人が作ったおに

ぎりに対して「抵抗感あり」の数値は、おにぎりへの抵抗感に関する設問において、「 4 （少しあ

る）、 5 （ある）、 6 （かなりある）」と回答した調査対象者の割合である。また、「家族」のデータ 
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Table 3　他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に関する基本統計量

作成者 N 平均 （SD） Cronbach’s α 抵抗感あり

素手で握ったおにぎり

家族 274 1.92 （1.21） .94

母親
父親
祖母
祖父
兄弟
姉妹

273
270
273
268
238
237

1.42
2.19
1.81
2.23
1.97
1.70

（0.95）
（1.65）
（1.33）
（1.63）
（1.55）
（1.24）

  5.1％
22.6％
13.2％
23.1％
18.1％
10.5％

家族以外 273 3.11 （1.57） .95

親戚のおじさん・おばさん
友達のお母さん・お父さん
友達
隣の家の人
同じ町内の人
留学生

273
273
273
273
273
271

2.57
2.71
2.44
3.55
3.80
3.56

（1.71）
（1.72）
（1.56）
（1.83）
（1.87）
（1.78）

30.4％
34.1％
24.5％
53.8％
58.6％
53.9％

ラップで握ったおにぎり

家族 274 1.32 （0.75） .93

母親
父親
祖母
祖父
兄弟
姉妹

273
270
273
267
244
244

1.15
1.42
1.29
1.43
1.36
1.20

（0.55）
（1.07）
（0.83）
（1.07）
（1.06）
（0.69）

  1.5％
  5.9％
  4.4％
  6.7％
  6.1％
  1.6％

家族以外 274 1.93 （1.33） .95

親戚のおじさん・おばさん
友達のお母さん・お父さん
友達
隣の家の人
同じ町内の人
留学生

274
274
274
274
274
272

1.65
1.68
1.57
2.18
2.29
2.18

（1.29）
（1.29）
（1.17）
（1.63）
（1.72）
（1.69）

  9.9％
  9.9％
  6.9％
21.5％
25.5％
23.2％

は、母親、父親、祖母、祖父、兄弟、姉妹の平均値（素手のα＝.94、ラップのα＝.93）、また、「家 

族以外」のデータは、親戚のおじさん・おばさん、友達のお母さん・お父さん、友達、隣の家の人、

同じ町内の人、留学生の平均値（素手のα＝.95、ラップのα＝.95）を算出したものである。Table 3に

あるとおり、クロンバックのα係数の値が十分に高いため、以下の分析では、「家族」と「家族以外」

のおにぎりへの抵抗感を比較した。

　おにぎりの作成方法や作成者によって、おにぎりに対する抵抗感に差異があるかどうかを検討する

ために、おにぎりの作成方法（素手・ラップ）、および、作成者（家族・家族以外）における抵抗感

の平均値について二要因分散分析を行った（Figure 1）。その結果、両要因の主効果と交互作用が認め

られた（作成方法（素手・ラップ）：F(1,272)＝286.76，ηp
2＝.51，p＜.01、作成者（家族・家族以外）：

F(1,272)＝286.11，ηp
2＝.51，p＜.01、交互作用：F(1,272)＝112.30，ηp

2＝.29，p＜.01）。そのため、単純

主効果検定を行ったところ、すべての要因のすべての水準で有意差が認められた（all ps＜.01）。し

かし、効果量の大きさを比較すると、作成者の要因の効果は素手における抵抗感（ηp
2＝.59）の方が

ラップにおけるもの（ηp
2＝.27）よりも大きく、また、作成方法の効果は、家族以外における抵抗感 

（ηp
2＝.59）の方が家族におけるもの（ηp

2＝.27）よりもそれぞれ 2 倍程度大きいことが示された。
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3.2　強迫傾向と親子の信頼関係が他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に与える影響

　J-PI32と親子の信頼関係尺度の基本統計量と信頼性係数はTable 4に示した。J-PI32、および、親子

の信頼関係尺度（対母親、対父親）における各因子の信頼性についてはクロンバックのα係数による

検討を行った。J-PI32の下位尺度のα係数は.72から.87の範囲であり、高い内的整合性が示された。

また、母親との信頼関係の下位尺度のα係数は.65から.92の範囲、そして、父親との信頼関係の下位

尺度のα係数は.79から.94の範囲であり、内的整合性の観点よりおおむね高い信頼性が示された。

Table 4　J-PI32と親子の信頼関係（母親・父親）の各因子の基本統計量

尺度 N 項目数 平均 （SD） Cronbach’s α
J-PI32

疑惑
汚染
確認
正確
衝動

274
274
274
274
274

8
7
8
4
5

2.48
2.69
2.79
1.79
2.01

（0.68）
（0.78）
（0.93）
（0.79）
（0.88）

.76

.82

.88

.73

.80

母親との信頼関係

見守られ
相談相手
自己受容
親役割
親の向上心
親の支援
親の感情抑制（逆転済）

271
271
271
271
271
271
271

6
5
4
3
3
3
3

4.24
4.07
3.92
4.04
3.87
4.13
3.31

（0.79）
（0.89）
（1.02）
（0.83）
（0.82）
（0.90）
（0.94）

.92

.91

.88

.75

.76

.81

.65

父親との信頼関係

見守られ
相談相手
自己受容
親役割
親の向上心
親の支援
親の感情抑制（逆転済）

257
255
255
256
255
255
256

6
5
4
3
3
3
3

4.00
3.67
3.35
3.93
3.96
3.93
3.31

（0.93）
（1.04）
（1.15）
（1.02）
（0.89）
（1.02）
（1.12）

.94

.92

.91

.85

.79

.88

.81

Figure 1　おにぎりへの抵抗感の平均値（エラーバーは標準誤差）
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　強迫傾向と親子の信頼関係が他人が作ったおにぎりに対する抵抗感へ与える影響を検討するため

に、まず、家族が素手で作ったおにぎりへの抵抗感を目的変数とし、J-PI32の下位因子と親子の信頼

関係尺度の下位因子を説明変数とした重回帰分析（ステップワイズ法）を行った（Table 5）。その結 

果、J-PI32の「汚染」（β＝.35）、父親との信頼関係の「相談相手」（β＝-.27）、母親との信頼関係の「支 

援」（β＝-.16）が、抵抗感に有意に影響していた（修正R2＝.35，F(4,247)＝34.17，p＜.01）。また、家

族以外が素手で作ったおにぎりへの抵抗感を目的変数として同様の重回帰分析を行った（Table 6）。

その結果、J-PI32の「汚染」（β＝.43）、母親との信頼関係の「支援」（β＝-.27）、父親との信頼関係の 

「相談相手」（β＝-.21）および、父親との信頼関係の「感情抑制」（β＝-.14）が、抵抗感に有意に影

響を与えていた（修正R2＝.28，F(6,244)＝17.10，p＜.01）。

　次に、家族がラップで作ったおにぎりへの抵抗感を目的変数とし、J-PI32の下位因子と親子の信頼

関係尺度の下位因子を説明変数とした重回帰分析を行った（Table 7）。その結果、J-PI32の「汚染」 

（β＝.17）、父親との信頼関係の「相談相手」（β＝-.26）、母親との信頼関係の「見守られ」（β＝-.21） 

が、抵抗感に有意に影響していた（修正R2＝.24，F(4,247)＝20.31，p＜.01）。また、家族以外がラップで 

作ったおにぎりへの抵抗感を目的変数として同様の重回帰分析を行った（Table 8）。その結果、

J-PI32の「汚染」（β＝.36）、父親との信頼関係の「相談相手」（β＝-.19）、および、父親との信頼関

係の「感情抑制」（β＝-.16）が、抵抗感に有意に影響を及ぼしていた（修正R2＝.26，F(5,246)＝18.79，

p＜.01）。

Table 5　家族が素手で作ったおにぎりに対する抵抗感への重回帰分析結果

説明変数 β 偏相関 t 値 R2 修正R2

J-PI32
　汚染
　正確
母親との信頼関係
　親の支援
父親との信頼関係
　相談相手

  .35**

  .10　

-.16**

-.27**

  .37
  .12

-.17

-.27

  6.27
  1.83

-2.63

-4.32

.36** .35**

**p＜.01、*p＜.05

Table 6　家族以外が素手で作ったおにぎりに対する抵抗感への重回帰分析結果

説明変数 β 偏相関 t 値 R2 修正R2

J-PI32
　汚染
母親との信頼関係
　親の支援
　見守られ
　親の向上心
父親との信頼関係
　相談相手
　感情抑制

  .43**

-.27**

  .14　
  .11　

-.21**

-.14*　

  .45

-.16
  .09
  .10

-.20
-.16

  7.79

-2.61
  1.39
  1.59

-3.14
-2.46

.30** .28**

**p＜.01、*p＜.05
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Table 7　家族がラップで作ったおにぎりに対する抵抗感への重回帰分析結果

説明変数 β 偏相関 t 値 R2 修正R2

J-PI32
　汚染
　正確
母親との信頼関係
　見守られ
父親との信頼関係
　相談相手

  .17**

  .10　

-.21**

-.26**

  .17
  .10

-.20

-.25

  2.79
  1.70

-3.22

-4.00

.25** .24**

**p＜.01、*p＜.05

Table 8　家族以外がラップで作ったおにぎりに対する抵抗感への重回帰分析結果

説明変数 β 偏相関 t 値 R2 修正R2

J-PI32
　汚染
　正確
母親との信頼関係
　親の支援
父親との信頼関係
　相談相手
　感情抑制

  .36**

  .10　

-.12　

-.19**

-.16*　

  .36
  .10

-.12

-.18
-.19

  6.05
  1.63

-1.89

-2.82
-2.97

.28** .26**

**p＜.01、*p＜.05

 4 ．考察

4.1　おにぎりの作成方法と作成者の違いにおける抵抗感の差異

　まず、本研究においても、石井・田戸岡（2015，2016）と同様、他人が作ったおにぎりに対して抵

抗感をもつものがいることが示された。また、その割合は、作成者や作成方法で異なることがわかっ 

た。家族においては、その割合は、母親の約 5 ％から父親や祖父の約23％までの範囲で変化した。母

親と父親、祖母と祖父、姉妹と兄弟を対にして比較すると、概して、女性がおにぎりの作成者の場合

に抵抗感が低かった。この結果の解釈として、日本社会における伝統的性役割観に基づくと料理のよ

うな家事に携わるのは女性の方であり、実際に、実生活におけるおにぎりの作成者である可能性が高

いことがあげられる。つまり、普段から料理をしている人は衛生管理をきちんと行っているはずであ

るという前提があるため、そのような人物が作った食べ物に対しては、特に衛生意識からもたらされ 

る抵抗感は少なくなると推測される。もちろん、調査対象者において女性の占める割合が約77％で 

あったことから、同性（女性同士）の家族に対する心理的距離の方が、異性の家族よりも近い可能性

が影響しているとも考えられるだろう。また、家族以外が素手で作ったおにぎりへの抵抗感は、友達

のおにぎりに対する約25％から同じ町内の人の約59％までの範囲で差異が見られた。調査対象者が大

学生であったことから、留学生を同じ大学内の人、もしくは、同じ大学ではなくても同年代の人を想

定したと仮定すると、この差異は、主に人間関係における心理的距離を反映したものであると考えら

れる。つまり、親しかったり、知っていたり、身近に感じる人が作った食べ物の方が、そうでない人

が作った食べ物よりも抵抗感が少ないということである。このことには、見知らぬ他者が作ったもの

に対する食の安全性の懸念のような要因も影響している可能性があるだろう。最後に、ラップを用い
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て作られたおにぎりに対する抵抗感については、家族や親戚、友達において、10％以下であった。し

かしながら、衛生的には問題ないと理解しているにもかかわらず、隣の家の人、同じ町内の人、留学 

生においては20％以上の調査対象者が抵抗感があると回答した。ここにおいても、見知らぬ他者が 

作った食べ物に対する安全性への意識などが反映されているのかもしれない。

　また、おにぎりの作成方法（素手・ラップ）と作成者（家族・家族以外）の違いにおける抵抗感の

差異を検討したところ、作成者の要因の効果は素手における抵抗感の方がラップにおけるものよりも 

 2 倍程度大きく、また、作成方法の効果もまた、家族以外における抵抗感の方が家族におけるものよ

りも 2 倍程度大きいことが示された。すなわち、素手で作成されたおにぎりにおいてもラップを用い

て作成したおにぎりにおいても、家族が作成したものの方が家族以外が作成したものよりも抵抗感が

低く、そして、家族が作成したおにぎりにおいても家族以外が作成したおにぎりにおいても、ラップ

を用いて作成されたものの方が素手で作成されたものよりも抵抗感が低いことがわかった。加えて、

家族か家族以外かの効果の影響は、素手で作成されたものへの方が大きく、また、素手かラップかの

作成方法の影響は、家族以外が作成したおにぎりの方が大きいことが明らかになった。このことから、

家族以外が作成したおにぎりへの抵抗感は、ラップを使用しておにぎりを作成することで大幅に低下

することがわかった。しかしながら、その抵抗感は依然として家族がラップを用いて作成したものよ

りも強く感じられ、家族が素手で作成したおにぎりと同程度であることもあわせて明らかになった。

4.2　強迫傾向と親子の信頼関係が他人が作ったおにぎりに対する抵抗感へ与える影響

　本研究では、強迫傾向と親子の信頼関係が他人が作ったおにぎりに対する抵抗感へ与える影響につ

いて重回帰分析によって検討された。その結果をまとめると、まず、作成方法や作成者にかかわらず、

強迫傾向の「汚染」、つまり、汚れることを過剰に恐れ、洗浄行為をする傾向が、そして、親子の信

頼関係における父親の「相談相手」、つまり、父親が相談相手になってくれないと子どもが感じてい

るほど、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感が大きくなることが明らかになった。また、その他に

も、母親と父親では親子の信頼関係における異なった因子が、作成方法や作成者で異なる場合がある

ものの、他人が作ったおにぎりへの抵抗感に影響を与えることがわかった。

　まず、「汚染」については、石井・田戸岡（2015）において生理的な衛生意識を測定するために使

用された感染脆弱性意識尺度の「感染嫌悪」（石井・田戸岡（2015）の「病原体嫌悪」）と対応してい

るだろう。「感染嫌悪」は、不衛生な物品に触るなど、病原体が付着しやすい状況における不快感の

自覚に関するものであり、質問項目の内容も類似しているものがある。例えば、感染脆弱性意識尺度

の「感染嫌悪」には、「誰かと握手したあとは、手を洗いたくなる」や「前に使った人から何か移り

そうなので、公衆電話は使いたくない」のような項目があるが、J-PI32の「汚染」にも「必要以上に

何回も、時間をかけて手を洗う」や「病気や汚れることが怖いので、公衆トイレは使わないようにし

ている」などの項目がある。本研究において、「煩わされるかどうか」から「あてはまるかどうか」

に回答方法を変更したことは、結果的に、さらに両者の類似性を高めることになったと推測される。

いずれにせよ、本研究においても、生理的な衛生意識に関わるパーソナリティ特性が、他人が作った

おにぎりへの抵抗感に影響を与えることが示された。

　続いて、親子の信頼関係における父親の「相談相手」が負の影響を与えたことに関しては、この要

因が、石井・田戸岡（2015，2016）における他者への信頼感や不安感といった対人的要因に対応し、

それらの基盤形成において、特に影響を与えるものであったからのではないかと推察される。中井

（2013）は、中学生の親に対する信頼感の因子構造を明らかにした結果、「父親への親近感」という

因子が独立して抽出されたことを報告した。このことから、中井は父親に対する信頼感には、父親に
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ならいつでも相談ができるといった「親近感」が重要である可能性を指摘している。この因子は、「父

親にならいつでも相談ができると感じる」、「私は父親なら気軽に何でも話せると思う」のような、父

親への話しやすさなどに関する項目から成り、本研究で使用された、親子の信頼関係尺度における 

「相談相手」に類似するものであった。石井・田戸岡（2015，2016）において、他者に対する一般的

信頼感が他人が作ったおにぎりへの抵抗感に負の影響を与えることを示したことから、父親が子ども

の相談相手になっていると子どもが感じていることは、家族も含めた、一般的な他者に対する信頼感

や不安感などに強く影響している可能性があると考えられる。ただし、中井の研究における調査対象

者は中学生であったのに対し、本研究では大学生を対象とした調査であったことから、これらの関連

性の解釈については、さらに実証的に検討する余地が残される。

　また、親子の信頼関係におけるその他の因子もまた、他人が作ったおにぎりへの抵抗感に影響を与

えていることが示された。まず、素手でもラップを使用しても、家族以外が作ったおにぎりへの抵抗

感には、父親の「感情抑制」が負の影響を与えていた。すなわち、家族以外が作ったおにぎりへの抵

抗感は、その作成方法にかかわらず、父親が感情的だと認知されているほど強くなることがわかった。

先述した中井（2013）においても、「父親の不信」という因子が抽出されている。家族以外が作った

おにぎりへの抵抗感を、家族以外の一般的な他者への信頼関係の表れであると解釈すると、父親が感

情抑制できないと子どもが感じていることは、家族以外の一般的な他者に対する信頼関係の構築を阻

害する要因になるとも考えられる。いわば、「重要な他者」としての父親が家庭に存在する一般的な

他者の代表者として認知されるため、子どもにとっての父親の対応が一般的な他者の対応と同等に捉

えられてしまい、父親が感情的であり信頼できないと感じられると、一般的な他者も同様に信頼でき

ない存在であると感じられてしまうという可能性があるだろう。このような子どもと父親の関係性が

他者との信頼関係に与える影響についても、今後、実証的に検討する価値があると考えられる。

　さらに、母親の「親の支援」は、作成者が家族でも家族以外でも、素手で作ったおにぎりの抵抗感

に負の影響を与えていた。つまり、子どものやることに賛同し、ほめたりしながら応援や支援をする

ような親の態度が示されていないと子どもが感じているほど、家族でも家族以外でも、他人が素手で

作ったおにぎりに対して抵抗感を感じやすいことが示された。森下・後藤（2016）は、女子大学生に

おいて、児童期における母親のポジティブな言葉かけが他者への信頼感を高め、母親のネガティブな

言葉かけが他者への信頼感を低めることを示している。また、素手で作られたおにぎりに対しては、

作成者の手が食物に直に触れるため、衛生的な懸念が高まってもしようがない状況である。つまり、

母親の支援を十分に受けながら、ほめられて育っている子どもは、他者への信頼感が高くなり、この

ような衛生的な懸念が高まる状況において、その影響が顕著に表れたという可能性が考えられるだろ

う。また、嘉手納・今井・嶋崎（2004）は、女子大学生において、子どもから見た母親の養育態度が

支配的であることが、摂食障害に関わる心理的特徴に関する完全主義に影響することを示したが、素

手で作られたおにぎりに対する抵抗感をこのような食行動異常に関わる心理的特徴との関連で考察す

ることも可能かもしれない。

　加えて、母親の「見守られ」が、すべての条件において最も抵抗感が低い、家族がラップで作っ

たおにぎりという条件のみで負の影響を与えていた。つまり、母親から見守られていると感じ、何か 

あったときに頼りになるという感覚がないと、一般的には抵抗感が低い、家族がラップで作ったおに

ぎりに対する抵抗感が高まるということである。母親の「見守られ」の影響自体は、上述した、母親

の「親の支援」が抵抗感に与える影響と同様に解釈できるかもしれない。しかし、母親の「親の支援」

が抵抗感に影響したような衛生的懸念が高まる状況とは反対に、一般的な他者よりも信頼できる家族

が、衛生的な懸念も少ないラップを用いて作ったおにぎりに対する抵抗感を説明していたことは非常
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に興味深い結果であるものの、これまで得られた研究知見からでは、その解釈は難しい。これらの要

因が、ある特定の状況のみで、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に影響する理由に関しては、本

研究で用いられたもの以外の新しい要因も考慮しながら、より詳細に検討する必要があるだろう。

　まとめると、本研究の結果は、素手やラップなどの作成方法にかかわらず、強迫傾向の「汚染」の

ような、生理的な衛生意識、そして、母親や父親のような他者に対する信頼感などの対人的要因が、

他人が作ったおにぎりへの抵抗感に影響を与えると示した先行研究の結果と一致するものであった。

また、母親と父親では、信頼関係における異なった要因の影響が示された。石井・田戸岡（2016）は、

自身の研究結果を受け、他人の作ったおにぎりに対する抵抗感を低減するためには、他者に対する信

頼感を高めたり、不安感を弱めたりする必要があると考察している。同様に、本研究の結果からは、

他人が作ったおにぎりへの抵抗感の低減には、子どもに過剰な衛生意識をもたらしうる家庭における

過剰な清潔志向を避け、父親が子どもの相談相手になり、そして、母親が子どもを認めながら育てる

ことで親子の信頼関係を築くことが貢献する可能性が示唆されたといえるだろう。

4.3　本研究の課題と今後の展望

　本研究の課題としては、まず、調査対象者における男女比の問題が挙げられる。本研究の調査対

象者における女性の占める割合は約77％に達しており、性別ごとに分析するために十分な数の男性

対象者を確保できなかったことが反省点である。強迫傾向と親の養育態度の関連（e.g.，李・下山，

2008）など、先行研究で性差が認められている要因があること、同性の親や異性の親に抱く信頼感も

性別で異なる可能性があること、また、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に対してそれらが与え

る影響は性別で異なる可能性があることなどを考えると、今後は、男女別にそれらの要因を検討すべ

きだろう。

　また、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感と親子の信頼関係の間には関連が示されたが、石井・

田戸岡（2016）で明らかになったように、他者に対する一般的信頼感が重要な役割を担うことが推測

される結果となった。つまり、家庭において、「重要な他者」としての親とその子どもの関わりを通

して親子の信頼関係が築かれ、そして、それが基盤となり、社会における一般的な他者への信頼関係

が形成され、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に影響することが示唆されたのである。今後の研

究において、親子の信頼関係にあわせて、他者に対する一般的信頼感（e.g.，山岸，1998）も同時に

測定し、介在する変数として分析に加えることで、他人が握ったおにぎりに対する抵抗感と親子の信

頼関係が、一般的信頼感を介してどのように関連するのかが明らかになるだろう。

　さらに、李・下山（2008）で示されたように、養育態度から形成された親子の信頼関係が、強迫傾

向の「汚染」に直接影響している可能性も指摘される。この仮説について、追加的に重回帰分析を 

行ったところ、「汚染」は、「父親の支援」（β＝-.27）、「母親の感情抑制」（β＝.18）、「父親の向上心」

（β＝.17）によって有意に説明されていたが、説明率は 7 ％と低かった（F(3,248)＝6.28，p＜.01）。ま 

た、このような親の養育態度は、親子の信頼関係の構築にも大きな役割を果たし、一般的な他者への

信頼感の形成に影響すると考えられる。加えて、この「汚染」や先行研究の「感染嫌悪」に代表され

るような衛生意識は、日常生活における親の行動を通じて、子どもの衛生意識に影響を与えることが

想定される。したがって、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感を理解するためには、養育態度と強

迫傾向の関連性、親子の信頼関係と強迫傾向の関連性、親の衛生意識と子どもの衛生意識の関連性、

そして、上述した、親子の信頼関係と他者に対する一般的信頼感の関連性も含めたモデルに関する総

合的な分析が必要となるだろう。

　最後に、石井・田戸岡（2015）は、他人が作ったおにぎりに対してのみならず、食一般に対する信
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頼感について範囲を広げて考察を行っているが、はたして、おにぎりに特有の要因はないのだろうか。

例えば、寿司屋に行けば、職人が素手でネタとシャリを合わせて握り、それをそのまま素手で付け台

に差し出す。しかし、その寿司に対して抵抗感をもつ人は少ないだろう。一般的に、寿司屋は衛生管

理がきちんとなされ、寿司職人は寿司を握ることを生業としているため信頼がおけるという印象がも

たれやすい。また、おにぎりと違って、一般の家庭において家庭で作られたにぎり寿司が提供される

こともそれほど多くはないだろう。このような理由からなのだろうか、寿司については、おにぎりと

原材料や作成方法は共通する点が多いにもかかわらず、それに対する嫌悪感について話題されること

は少ない。また、コンビニエンスストアで販売されている包装されたおにぎりに対して抵抗感がある

人もあまり多くないだろう（ベネッセ教育情報サイト，2018）。市販のおにぎりは工場で衛生的に作

られているイメージが強いことが抵抗感が少ない一因であると推測されるが、他者への信頼感がおに

ぎりへの抵抗感に影響することを考えると、おにぎりが機械でつくられることを我々が知っており、 

生身の人間がつくっているイメージがわかないことが関与している可能性もある。もしかしたら、 

我々日本人にとって、おにぎりには、その作成者を想像することを容易にし、その作成者の影響をそ

こに反映させる何か特有の要因があるのかもしれない。いずれにせよ、先行研究や本研究で明らかに

なったおにぎりに対する抵抗感に関わる要因が、「食一般」に対してどの程度あてはまるのかについ

ても今後の検討課題となるだろう。

　森（2015）やベネッセ教育情報サイト（2018）は、育児や家庭教育に関連する問題として、この他

人が作ったおにぎりに対する抵抗感に係る現象を扱っているが、これは学校教育にも関連しうる。そ

の一例として、横浜市立大学医学部（2019）の小論文問題を紹介する。その問いは、「高校の授業の

一環として稲刈りの体験作業があり、あなたはそれに同伴した指導者です。農家の高齢のご夫婦が、

お礼にとおにぎりを握って持ってきてくれました。しかし多くの生徒は知らない人の握ったおにぎり

は食べられないと、たくさん残してしまいました。これについてあなたはどう考え、生徒や農家の方

とどのように話しますか。」というものあった。まさに、本論の主題を学校教育における問題として 

扱った設問であるといえるだろう。小林（2019）は、医学部の入試問題として出題されたこの設問に

対して、「少数者の人権尊重・擁護に対する考え方」、「高齢者に対する意識の度合い」、「言いにくい

事柄を他人に告白する際の話術」といった、医師という職業に従事した場合、将来遭遇するであろう

事柄がさりげなく盛り込まれており、医師の備えるべき資質を試す良問であると分析している。しか

し、この設問では高校の授業での農業体験中の出来事が取り扱われていることもあり、医師のみでは

なく、教員志望者にとっても考えるべき重要な問いになるに違いない。人間関係の希薄化などの影響

で一般的な他者に対する信頼感が醸成されにくく、加えて、過剰ともいえる清潔志向が広まった現代

社会で成長した生徒たちが、あまりよく知らない老人が作ったおにぎりを食べることに対する抵抗感

を抱く心情、そして、生徒にそのような抵抗感があることもつゆ知らず、稲刈り作業を手伝ってくれ

た感謝の印として、また、農業体験でくたびれて腹を空かしているだろうと生徒たちのことを思いな

がら、たくさんのおにぎりを作ってくれた高齢の夫婦の心情の双方をくみ取り、それぞれに配慮する

対応をしなければならないのだが、それだけでは十分ではない。秋口の穏やかな気候とはいえ、衛生

面における問題によって生じうる食中毒などの懸念がある中、教員という立場で農業体験を引率する

責任者として、あらゆる危機管理を求められる状況でもあるのだ。責任者として衛生管理に配慮した

上で、上述したような様々な立場の人たちの心情に配慮しながら、総合的な人間的対応が求められる

状況がこの問いには表現されている。一昔前ならば、おそらく、ほとんどの生徒が何も気にせずにお

にぎりを平らげていたに違いないのだろうから、話題にされることすらなかっただろうし、こうして

入試問題になることもなかっただろう。先行研究、並びに、本研究で示唆されているように、他人が
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作ったおにぎりに対する抵抗感は、現代の日本に生きる我々が対面している、過剰な衛生意識、そし

て、人間関係の希薄化や家族関係の変化など、様々な社会状況を反映している可能性がある現象であ

る。そのため、家庭のみではなく、医療現場や教育現場においても、その理解が重要とされる主題で

あるといえよう。

　本研究は、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感は作成方法や作成者によって変化し、家族が素手

で作成したおにぎりと家族以外がラップを用いて作成したおにぎりにはおよそ同じ程度の抵抗感があ

ること、また、強迫傾向の「汚染」といった生理的な衛生意識、ならびに、母親や父親のような他者

に対する信頼感などの対人的要因がその抵抗感の形成に影響を与えることを明らかにした。また、母

親と子ども、父親と子どもの関わりを通して、親子の信頼関係が築かれ、そして、それが社会におけ

る他者への信頼関係を形成し、結果的に、他人が作ったおにぎりに対する抵抗感に影響する可能性が

示唆された。裏を返せば、他人が作ったおにぎりに対して抱く抵抗感を通じて、個人やその家庭の衛

生意識だけではなく、家庭内における親子の信頼関係の成立状況や一般的な他者に対する不信感を垣

間見ることができる可能性があることを示唆する結果であるといえよう。このような知見から考える

と、冒頭で紹介した佐藤（2010）の言葉に表現されているように、少なくとも日本人にとっては、（特

に、素手で）他人が作ったおにぎりを抵抗なく食べるという行為自体が、その作り手との信頼関係の

存在を表しているといえるのかもしれない。おにぎりを他者に提供する行為は、作り手がその人のこ

とを気にかけていることを表現すると同時に、その人が作り手のことを信頼していると信じているこ

とを表現する。そして、おにぎりを食べるという行為によって、このようなお互いの信頼関係が確認

されることで、お互いに「豊かな気持ち」がもたらされるのであろう。コロナ禍を体験した今、アル 

コールによる手指の消毒の要請など、あらゆるところで徹底されたウィルス感染防止対策を目の当た

りにしている。マスメディアではますます抗菌・除菌を謳った製品が宣伝され、それにより我々の病

原体への嫌悪がかき立てられ、日常生活における衛生意識は否応なしに高まりを示し、さらに過剰な

清潔志向をもたらすだろう。加えて、誰が感染症に罹患しているのかも不確かな現状の中、他者や自

分の感染を疑いながら、顔半分を覆って表情を伝えにくくするマスクを着用して会話することや、他

者との物理的距離（いわゆる、ソーシャルディスタンス）を一定以上に保つことなどを要請されてい

ることもまた、他者への不信を高めることにつながり、他者への信頼関係の構築を妨げる可能性をも

たらしうる。そして、このように変化した対人行動パターンは「新しい生活様式」として定着するか

もしれないのだ。このような現代社会の中で、他人が作ったおにぎりが食べられないという現象は、

今後ますます広がりを見せると思われる。先述したように、この現象は家庭教育や学校教育において

も、その理解が重要とされる主題であり、この現象を通して、現代社会における衛生意識や他者との

信頼関係の問題を垣間見ることが可能であると考えられる。今後、おにぎりを介して行われるコミュ

ニケーションにより「豊かな気持ち」になるには、過剰な清潔志向防止に資する、適切な衛生リテラ

シー教育が求められるとともに、家庭において暖かな家族関係を基礎としながら、他者に対する信頼

感を醸成することが必要なのかもしれない。

利益相反

　本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項はない。
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Abstract

What factors affect the hesitation in eating rice balls made by others?:

From the viewpoint of obsessive-compulsive tendency and

parent-child confidential relationships.

Akira MUKAI, Yukiko NAKAGAKI

　　　The purpose of this study was to understand what factors, in terms of obsessive-compulsive tendency 

and parent-child confidential relationships, affect the hesitation in eating rice balls made by others. In this study, 

conditions of making methods of rice balls (made with bare hands or with using plastic wrap) and of makers 

of rice balls (made by their own family members or by people other than family members) were examined. 

The results indicated that, even though rice balls were made by family member or not, and with bare hands or 

with plastic wrap, “becoming contaminated” in obsessive-compulsive tendency could positively predict and 

“mentoring” of father in parent-child confidential relationship negatively predicted the hesitation in eating rice 

balls made by others. In addition, it is found that mother’s and father’s confidential relationship with child have 

differential effects to the hesitation in eating rice balls made by others. Lacks of “parent support” and “benevolent 

watch” of mother, and “emotional control” of father affected the hesitation in eating rice balls made by others, 

yet depending on the conditions. The results suggested that it is important to avoid excessive cleanness-

conscious attitudes at home and to develop a good parent-child confidential relationship, in order to reduce a 

feeling of hesitation in eating rice balls made by others. 

Key words: eating behavior, obsessive-compulsive tendency, parent-child confidential relationships, rice ball
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