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内食はなくなるのか？食の外部化の諸相から今後の食の行方を探る
How will the dietary life at home change in future？
：Based on the survey for graduates of women’s college
The purpose of this study is to clarify the factors that effect on the dependency on processed
food and cooking at home.
This study is based on two surveys for graduates of two women’s colleges. The questionnaire to
look into the actual condition of the eating habits was conducted by 582 women including variety
of age in December 2014, and the survey of the description and interview to look for the key
contents of the dependency on processed food and cooking at home in future was conducted by 20s
7 women living alone in November 2015.
The results were as follows:
1. The low age women depended on processed food, and had poor cooking ability and few family
meals.
2. Information regard to eating habits by the media, such as newspapers, television, and internet,
and the food education in Home Economics affected the ability of cooking.
3. The consciousness of eating habits was related to the information by media and the experience in
childhood.
4. 20s women had strong norm of handmade foods, and doubted the safety of processed food.
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1 . 研究の背景と目的
（1 ）家庭の食生活を取り巻く環境
家庭の食生活に影響をおよぼすと考えら
れる要因を図 1に示した。
家庭生活に影響を及ぼすマクロな要因とし
て、国家の政策、産業構造・経済階級、マ
スメディア、伝統文化構造があげられる。具
体的に食生活に影響するメゾの要因に注目
すると、国家の政策として、学校内外におい
て、食育が行われている。また、近年の健康
ブーム、グルメブームを背景に、複数のメディ
アから食生活に関する内容が盛んに報道さ
れている。これらの食情報は、家族の意識を

図 1 家庭の食生活に影響を及ぼす要因

通して食行動に影響を及ぼすと考えられる。

一方、家族の労働時間や帰宅時間、台所、食堂や食卓などの食空間、調理器具や家電製品など
の道具は、調理や食べ方に直接結び付く。中食・外食を提供する食品産業も含めて、産業構造や経
済階級と深く関連するこれらの構造的要因が食生活に大きな影響を及ぼすことが考えられる。また、食
生活の支え手は不可欠である。女性の雇用労働化が進んでいるにもかかわらず、性別役割の伝統的
意識が残っていることは家庭での食生活に少なからず影響するだろう。さらに、高齢化や一人暮らしの
増加という家族の変化も考慮に入れる必要がある1 ）。
（2 ）家庭の食生活と子ども、家族
女性の雇用労働化、高齢化、一人暮らしの増加が進む中、食品産業は、これまで以上に安全、健
康的で安価な、また環境に配慮した食品を提供することが望まれる。
一方で、食卓での家族のコミュニケーションは、家族関係や子どもの成長にも影響を及ぼすことが過
去の研究から明らかになっている2）。内食が食卓でのコミュニケーションにプラスの方向で影響すること、
また、子どもが食事づくりや食器洗いなどの家事をすることは、家庭や食事を楽しいと感じることにつな
がるという結果も得られている 3 ）。さらに、災害に対応して生き抜くために、調理技能は不可欠のもので
あろう。また、心身症の予防や改善のための食生活の自立の必要性が指摘されている4 ）。
家庭での衣服作りがほぼすべて市場労働化し、既製服となったように、内食はなくなるのか？食生活
の市場労働化が進んだ現在も、小・中・高等学校の家庭科では、これまでと大きく変わらない食教育が
されている。これからの教育のあり方について考えるためにも、現状の詳細を明らかにする必要がある
だろう。これまで、大学生など特定の年代の食生活や食意識の実態調査、一人暮らしなどの特定の生
活条件下での食に関する行動の実態調査は数多くなされている 5 ）。しかし、異なる年代、生活条件に
いる対象者に同時に調査した例は多くない。
そこで、本研究では、異なる年代の女性を対象に、先述の食生活に影響を及ぼすと考えられる多様
な状況を含んだ調査を行い、家庭の調理や食生活の市場労働化に影響を及ぼす要因について明らか
にすること目的とする。
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2 . 研究の方法
（1 ）女子大学、短期大学卒業生を対象とした大量調査
1）調査方法
2014 年 12 月に、関西圏の女子大学卒業者 1400 名、女子短期大学卒業者 700 名を対象に、郵送
法による質問紙調査を実施した。近畿2府4県に在住する卒業生に対し、卒業学部・学科がランダムに
なるように、20～30 歳代各 350 名、40～70 歳代各 300 名、80 歳代 200 名に調査票を送付し、記入・返
信用封筒での返送を依頼した。本調査は京都女子大学臨床研究倫理審査委員会の承認を得た。
調査内容には、図 1 に示すような多様な項目が含まれるように工夫した。① 食品の買い物、② 調理
食品・外食の利用、調理、食べ方など食生活経営の実態、③ 調理技能、④ 台所、調理器具、⑤ 食
情報、⑥ 食経験（子どものころの食生活、家庭科を含む教育）
、⑦ 食意識、⑧ライフスタイル、⑨ジェン
ダー意識等について調査した。
大学卒業生 456名・短大卒業生126名、計582名から回答の返送が得られ、分析対象とした。全体
の有効回収率は27.2％だった。
2）分析対象者の概況
年代、同居家族人数別の分析対象人数、および回収率を表 1 に示した。20 歳代の回収率は低く、
50歳代から70 歳代の人数が多い。60歳代の回収率が最も高くなっている。また、一人暮らしは20 歳代
と70 歳代以上の多く、二人家族の比率が高い。職業は常用雇用 19.9％、パート12.2％、自営業 6.2％、
無職 54.6 ％
（無回答 7 ％）、暮らし向きはとても余裕がある 6 ％、余裕ある方 41.2 ％、中程度 44.2 ％、
表 1 調査対象者の概況
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余裕ない4.8％、全く余裕ない1.0％
（無回答2.7％）であった。
今回の分析対象者、特に年配者は、まだ女子の就学率が低かった時代に高等教育に進学しており、
また、7ページに及ぶ質問紙に回答して返送したことからも、意識の高い層であることは否めない。
3）分析の枠組み
分析の枠組みを図 2に示した。従属変数として、
「加工食品・外食の利用頻度」
「料理に手間をかけ
るか」
「調理技能」の調理に関連する3 項目、および前述のように内食と関連する「共食」
「食意識」を
設定した。また、これらの家庭の食生活に影響を及ぼす要因として、図 1を参考に「基本属性」
「空間」
「買い物」
「食教育」
「食情報」
「食経験」
「ジェンダー意識」を設定した。

図 2 分析の枠組み

（2 ）一人暮らしの女子大学卒業生を対象とした調査
1）調査方法
2015 年 11 月に、一人暮らしをする7 名の女子大学卒業生を対象に、記述式の自記式質問紙調査、
その後、回答を補足するための短時間のインタビュー調査を行った。質問項目は、大量調査と同様の
項目に加え、調査日前 1 週間の食事内容、現在の食生活の実態、調理技能や意識に何が影響を及ぼ
しているのか、将来の食生活、食品産業のあり方などについて尋ねた。
2）調査対象者の概況
年齢は 22 歳から27 歳、7 名中 1 名は大学院生、6 名は大学職員（勤務年数 1 年から6 年）である。
全て集合住宅（ 17m2 ～30m2 ）に居住していた。

3 . 研究結果
（1 ）家庭の食生活の実態（従属変数）
1）加工食品・外食の利用
加工食品・外食を「よく利用」する割合は、図3に示すように、
「だしの素」
「だし入り味噌」
「外食」
「イ
ンスタントみそ汁」の順に高くなった。みそ汁は食卓にのぼる頻度が高いためと考えられる。
「よく利用」
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「時々利用」
「ほとんど利用しない」
「全く利用しない」に各々4 、3 、2 、1 点を与えた平均値では、
「時々
利用」の多い「コロッケなどの揚げもの」
「お弁当や持ち帰り寿司」が上位に入った。17 項目の合計を従
属変数とした（ n=529、最小値17、最大値55、平均値 34.65、標準偏差 7.20 ）。

図 3 加工食品・外食の利用

2）料理に手間をかけるか
料理の手間に関する質問は、農林水
産省の調査を参考にした 6 ）。結果を図 4
に示す。半数以上が手間をかけずに料
理すると回答した。各々の選択肢を3、2、
1として従属変数とした（n=529 、最小値
17 、最大値 55 、平均値 34.65 、標準偏
差 0.56 ）
。
「手間をかけずに料理する」
「ほとん
ど料理しない」と回答した者に対し、複
数 回 答でその理 由を尋ねた。その結

図 4 料理に手間をかけるか

果、
「手間をかけなくても作れる」25.4％、
「仕事で忙しい」19.1 ％、
「面倒だから」

9.1％の順で多くなり、
「料理が嫌い」との回答は4％と最も低くなった。
「手間をかけなくても作れる」と回
答した者について T 検定を用いて基本属性との関連を分析したところ、大学卒、有職の者が有意に多
くなり、年齢や家族人数とは関連が見られなかった。
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3）調理技能
調理技能については、キューピーが行った調査項目を参考にした 7 ）。図 5 に結果を示している。上位
4 項目は 8 割が「あてはまる」と答えており、
「パンやピザを生地から作る」
「魚をおろす」以外は「あては
まる」が半数を超えている。対象者は、前述のように意識の高い層であるので、このような結果になった
のだと考えられる。11 項目の合計を従属変数とした（ n=537 、最小値 11 、最大値 44 、平均値 30.82 、
標準偏差 6.16 ）
。

図 5 調理技能

4）共

食

共食について尋ねた結果を図 6 に
示す。ほぼ毎日家族そろって食事をと
る割合は、朝食 35.1％、夕食 37.8％と
比較的高かったが、
「ほとんどない」と
の回答も朝食、夕食各々26.1 、14.8％
となり、朝食は 4 分の 1 以上が家族ば
らばらでとっていることがわかる。一
人暮らしを除いた 2 変数の合計を独
立変数とした。
（ n=490 、最小値 4 、
最大値 8 、平均値 5.52 、標準偏差

図 6 朝食、夕食の共食

2.96 ）
。
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5）食意識
食意識は、図 7に示す 6 項目について尋ねた。
「健康によい」
「安全性」はいずれも「とても重視」との
回答が各々56.2 、55.2％にのぼり、意識の高さがうかがえる。
「とても重視」
「まあ重視」を合わせるとす
べての項目において重視する者が半数を超えた。6 項目の合計を従属変数とした（n=552、最小値 10、
最大値 24、平均値19.86、標準偏差2.52）
。

図 7 食に関する意識

（2 ）家庭の食生活を取り巻く要因（独立変数）
1）買い物頻度
「直接店に訪れて購入する」頻度について、
「ほぼ毎日利用」
「週 3 回程度利用」
「週 1 回程度利用」
「たまに利用」の選択肢を設けて尋ねたところ、各々 29.5 、43.5 、19.8 、4.0（無回答 3.3 ）
％となり、
週 3回程度店に行き買い物する者の割合がもっとも高くなった。
2）台所満足度
台所満足度は、
「広さ」
「掃除しやすさ」
「使いやすさ」
「デザイン」
「家の中の位置」
「収納」
「調理台」
「コンロ」
「流し」
「調理器具」の 10 項目について、
「とても満足」から「まったく満足していない」までの
4 件法で尋ねた。
「とても満足」の割合は、
「広さ」40.0％、
「コンロ」36.9％、
「流し」33.8％の順で高くな
り、低かったのは「デザイン」26.6％、
「収納」28.2％、
「調理器具」29.7％であった。
3）食教育（家庭科での調理実習役立ち感）
小・中・高等学校の家庭科で行った調理実習について、
「とても役立っている」から「全く役立って
いない」4 件法で尋ねた。
「とても役に立っている」
「役に立っている」合わせた回答は、小学校、中学
校、高等学校各々29.0％、32,1％、35.1％であった。4 つの選択肢に4 から1 点を与えたときの平均値は
20 歳代がもっとも高く
（ 2.6 ）
、年代が上がるにつれて低くなった。なお、年配の対象者は卒業した学校
種が異なるため、無回答が多くなった。
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4）食情報
食情報は、
「新聞」
「本や雑誌」
「テレビ」
「インターネット」
「 SNS の書き込み」の 5 つのメディアの料理
や食に関する情報をよく利用するかを、
「よくあてはまる」から「全くあてはまらない」までの4 件法で尋ね
た。
「よくあてはまる」の割合は、
「新聞」1.3％、
「テレビ」19.4％の順で高かった。
「 SNS 」は 2.1％と低
かったが、
「インターネット」
（ 12.7 ％）は、
「本や雑誌」
（ 12.4 ％）よりも利用が多かった。料理や食に関す
る情報も、メディアの変化が進んでいることが示唆された。
5）食経験（子どもの頃の食事風景）
子どもの頃の食事風景は、
「家族そろっての食事」
「食事中の楽しい会話」
「食事の礼儀作法」
「食
事作りの手伝い」
「料理の伝承」
「家族の手作り料理」
「出前やお惣菜」
「外食」の 8 項目について「よく
あてはまる」から「全くあてはまらない」までの 4 件法で尋ねた。
「よくあてはまる」は「家族の手作り料理
をよく食べた」71.3 ％、
「家族そろっての食事が多かった」62.2 ％の順で高くなり、
「出前やお惣菜が多
かった」0.5％、
「よく外食をした」0.7％は低かった。
「出前やお惣菜」
「外食」を反転項目とした。
6）ジェンダー意識
ジェンダー意識は、
「夫は外で働き妻は家庭を守るべき」
「子どもが 3 歳くらいまでは母親が育てた方
がよい」
「子どもには母親の手作り料理を食べさせるべき」の 3 項目について、
「賛成」から「反対」まで
の4 件法で尋ねた。
「夫は外、妻は家庭」への「賛成」は8.8％と高くなかったものの、
「3 歳までは母親」
は39.0％、
「母親の手作り料理」には60.7％もの人が賛成した。
「どちらかといえば賛成」を含めると9 割
以上に上り、
「母親の手作り規範」が今も根強く残っていることが浮き彫りとなった。
（3 ）家庭の食生活を取り巻く要因と実態との関連
家庭の調理に関する「加工食品・外食の利用頻度」
「料理に手間をかけるか」
「調理技能」と、
「共
食」
「食意識」の食の実態 5 変数各々について、先述した6 つの食生活を取り巻く要因および基本属性
（年齢、学歴、職業、同居家族人数、暮らし向き）計 11 変数との関連を、重回帰法を用いて分析を行っ
た（表 2）
。複数項目の変数は合計して一変数とした。各々の変数の最小・最大値、平均値、標準偏差
も合わせて表に示した。
表 2 家庭の食生活を取り巻く要因と実態との関連
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調理加工食品・外食利用頻度は、年齢と関連が見られ、年齢が高くなると加工食品・外食の利用
頻度が低くなる傾向にあった。年代ごとの平均値を見ると、20 歳代から50 代まで徐々に減少し、60 代
が最も平均値が低く、70 代、80 代は徐々に増加している。50 代と60 代の差が大きいのが特徴的で
あった。
料理に手間をかけることに最も関連していたのは食情報であり、メディアの情報をもとに料理をしてい
ることが窺われる。また、年齢が高い方が、無職の方が手をかけていた。
調理技能に最も関連が見られたのは年齢が高いこと、次いで食情報の利用であった。これは、料理
に手間をかけることと同様の結果であったが、異なるのは職業の有無とは関連がなく、代わって食経験
と食教育との関連が見られたことである。調理技能は現在の状況だけでなく、過去からの積み重ねが
必要と考えられる。
共食については、大学卒で年齢が高いものが家族一緒に食べる傾向にあった。また、食意識に最も
関連があったのは食情報、次いで食経験である。メディアからの食に関する知識、子どもの頃の家庭で
の体験が食生活を重要視することにプラスの影響を及ぼすことが示唆される。また、台所や調理道具
に満足していることと、年齢が高いことも、食を重視することに関連していた。
メディアからの食情報や家庭科での調理実習が調理に影響を及ぼすことが示唆されたが、年齢は
5 変数すべてと関連が認められ、最も内食に影響を及ぼす要因であることが明らかとなった。これは、
若い年代が年を重ねると将来的に内食が衰退することが予想される結果である。そこで、自身で食生
活の経営を行っている一人暮らしの 20 歳代の女子大学卒業生を対象として、将来的な希望や推察な
ども含めた調査を行った。
（4 ）一人暮らし20歳代女性の食生活の実態と意識
調査結果の一部、主に将来の食生活についての回答を表 3に示した。
7 名の調査対象者は、すべて普段の食事を自炊していた。外食や弁当、総菜を購入するよりも安価
であることが共通の理由であった。また、複数の対象者は大学の実験助手という特殊な勤務形態であ
り、昼食のお弁当も手作りしていた。仕事、大学からの帰宅時間が遅くない（午後 5 時半 2 名、6 時 2
名、7 時 2 名、9 時 1 名）ことも自炊を行える要因と考えられる。それに加え、自分の好きなもの、好きな味
のものが食べられるという理由があげられた。自炊はしているが、3 名は自身があまり料理が上手ではな
い（ c 、e 、g ）と答えている。その理由として、教えてくれる人もおらず、台所が狭いので、凝った料理
が作れないので上達しないとのことであった。
対象者は家事分担を希望するものの「手作り食」への規範意識が強く、加工食品の安全性にかなり
不信感を持っていることがわかる。100 ％を給食にすることに関しては、
「家庭の味の伝承」や子どもの
教育のため、また、味を自分好みにするためにハードルが高いが、多忙な時には積極的に利用したいと
すべての対象者が答えている。2 名は 3 世代同居（ e 、f ）で祖母との食事の思い出があり、父親が週
1 回食事作りを担当していた者（a）も含めて、子どものころに家族の手作りの食事を食べた思い出があ
り、食生活を重視する家庭に育ったことが手作りにこだわる要因になっていると考えられる。食物栄養
学科出身（ a 、b ）以外の対象者も食の安全性、食卓でのコミュニケーション、食の伝承などに対する意
識が大変高かった。
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表 3 20 歳代で一人暮らしの大学卒業生を対象とした調査結果
年齢

職業

普段の
夕食

自炊の理由

将来の食生活の希望（家族ができた時 将来的に、安価・安全・健康的・選択が
できる給食システムができたら利用するか
の家事分担や子どもの食事など）

加工食品に
望むこと

a

大学実験
23
助手

母がそうしていたから、体調が悪い時、
外食は高価。昼食に
共働きの時は便利だが、全て給食にす
多忙な時以外はなるべく自分で食事作
お弁当を作るので、自
ると「家庭の味」が伝えられない。高齢 安心、安全、栄
自炊
りをしたい。子どもの栄養管理もしっか
炊をして作り置きをす
になり買い物や料理が困難になった時 養がありおいしい
り行い、季節感・旬を大切にして楽し
る。
は積極的に利用したい。
い食卓にしたい。

b

大学実験
22
助手

昼のお弁当が必要な
ので夕食に多めに作
自炊 る。買うと食費高くつ
く。友人と家で一緒に
食べること多い。

特に忙しい時はそれぞれができることを
分担しあう。自分だけで頑張り過ぎない
ように多くの人の話を聞きながら子育て
したい。行事食も大切にしたい

全て給食を利用すると、子どもの食に
関する経験が少なくなる（食材の形を
安全、安心
見たことがないなど）ので、一部しか利
用したくない。

専業主婦の時は自分、共働きの時は
平等に分担する。子どもには産地のわ
かる食材で手作り、朝食・夕食の時間
を早くしたい。季節感も重視したい。

給食は食事が機械的なものになってし
まいそうなので多忙な時にだけ利用す
る。子どもと一緒に買い物、料理をしな
がら生命の大切さを学んだりする。

冷凍食品やコン
ビニのお惣菜な
ども、国 産の生
産者がわかる食
材を使ってほし
い。
安心、安全を重
視、正しい情報
を提 供してほし
い。

c

25

大学実験
助手

外 食ばかりだと食 費
がかかり過ぎる。食材
自炊 を買って昼 食にお弁
当を作ることが多いた
め。

d

大学事務
24
職員

食費安い、健康に良
い、自炊する時間があ
自炊 るし料理が楽しい、自
分の好みの味付けに
できる。

いやいやでなく自然に家事ができるよう 料理が好きなので可能な限り自分で作
な家庭にしたい。子どもには好き嫌いの り、多忙な時、珍しいものを食べたい時
内容に多くの食材を使って手作りし、家 に外食のよううな感覚で月数回利用し
族そろって食べたい。
たい。

e

25 大学院生

食費をできるだけ節約
したい、花嫁修業、自
自炊
分の好きなものを好き
な味で食べられる

自分で調理を加
できる方ができるときにするというスタイ 忙しい時にはとてもよいが、味などの好
える加 工 食 品 。
ルが理想。便利なものも利用しながら、 みがあるしバリエーションがあったとして
料理の出来ない
母が自分にしてくれたように手作りした も飽きそうなので毎回の食事には利用
男性が料理でき
い。季節感も大切にしたい。
しない。介護の時などにはよい。
るもの。

f

25

大学実験
助手

自炊

節約、好きな味付けで
食べられる、料理の腕
を上げたい、気に入っ
た食器を使いたい。

g

27

大学事務
職員

自炊

お互いが率先して家事を行うような環境 なるべく手作りして料理をしながら家族
節約、栄養バランスの を作り、努力を惜しまずなるべく手作り とコミュニケーションをとり、食の伝承を 煮物などを増や
ため
の食事を子どもに食べさせたい。行事 行いたい。仕事で忙しい時のみ利用し して欲しい
食・季節感を大切にしたい。
たい。

専業主婦の時はすべて自分、共働きの
時は、なるべく自分でやりたいが当番制
にする。家族の健康のために手作りの
食事を心がけたい。

100% 安全ではないので、自分で作りた 冷凍食品の食材
い。システムに頼り過ぎるといざ自分で なども生 産 者の
料理しないといけない時に何もできなく 名 前 が 入るとよ
なる恐れがあり不安。
い。

4 . まとめと今後の課題
家庭の調理や食生活の市場労働化に影響を及ぼす要因について明らかにすること目的とし、異なる
年代の女性を対象に、食生活に影響を及ぼすと考えられる多様な状況を含んだ質問紙調査を行った。
年齢が低い対象者に加工食品の利用や料理の手間を省く食生活が進んでいることが明らかになった
ほか、メディアによる食情報や家庭科での教育が調理技能に影響を及ぼしていることがわかった。今後
の教育や情報のあり方が、家庭の食の行方を左右することが考えられる。一方で、一人暮らしの若年
女性を対象とした調査では、強い「手作り食規範」が残っていること、
「食の伝承」や「自分の味」への
こだわり、加工食品の安全性への強い不信感が明らかになった。特に高学歴女性の営む家庭では、
内食はなくならないことが窺える。
ラプトンは「女性が多くの家事に加えて食事の準備もしなければならなかった結果、社会参加が阻ま
れてきた」と述べる 8 ）。欧米諸国と比較して母親の就業率が低いことは、母として毎日の食をととのえな
ければならないという母親自身の強迫観念が一端を担っており、それが日本の女性の地位の低さにつな
がっているといっても過言ではない。女性の地位向上には、家族の家事分担を進めるとともに、消費者
としての見る目を養い、安全、健康的で安価な、また環境に配慮した加工食品を選択し、利用すること
が必要だろう。教育の責任は大きい。メディアが正しい情報を伝えることも重要である。
今回の調査では高学歴で意識の高い層が対象者であった。それ以外の層にも研究を進め、内食の
行方を探ることが、今後の課題である。
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