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現在に至る

成人男性の調理能力と料理作りの意欲の向上に関する研究
Investigation of how to increase cooking ability and intention
to do cooking among male adults
In spite of recent family changes in Japan, time spending for household work by gender at
home hasn’t changed very much. Meanwhile, as Japanese life expectancy has been increasing,
the life expectancy of males has exceeded 80 years old. Some of the male elderly are likely to
face difficulties in doing household work after their spouses’ deaths. Cooing must be the most
important household work because it affects health and life. Nowadays being able to prepare
meals is indispensable for both genders. The aim of this study is to investigate how to increase
cooking ability and intention to do cooking among male adults.
First, we analyzed the contents of 21 cooking books published especially for males to use.
Then, semi-structured interview was conducted to 20 male adults. The interview included
questions about experiences of cooking in the past and present, basic knowledge about nutrition
and cooking, understanding of recipes, using convenient cooking utensils/half-prepared foodstuff,
difficulties in cooking, booster to cooking intention, and male cooking.
Results revealed that many of the recipes in the cooking books were not simple, easy cooking.
Thus, there is high possibility that these books are not useful for males who haven’t experienced
cooking so much. The interviews revealed that almost all interviewees did not have cooking
classes in school education due to the school curriculums. Besides, the traditional gender role
and long working hours during child rearing stage in their family life hindered them practicing
cooking at home. Thus, their knowledge about nutrition and cooking and understanding of recipes
are limited. Some of them, however, started doing some cooking after the child rearing stage.
Family life stage may be related to this change. Difficulties in cooking are various and cover a
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wide range. Boosters to cooking intention are more social and psychological than physical, and
male cooking is favorably accepted.
Simple cooking approaches should be developed for adult males. And also learning
opportunities for nutrition and cooking should be offered.

1. 研究の背景と目的
近年、日本の社会情勢や人々の価値観等の変化により、家族のあり方やライフコースにも様々な変
化が見られる。共働き世帯数は 1991 年に初めて専業主婦世帯数を上回り、その後も上昇を続けてい
る（厚生労働省 2014 ）。国勢調査の結果（総務省 2016 ）においては、単独世帯の割合が増加し、最
多の世帯となった。これは高齢者の独り暮らしに加えて、未婚率の上昇による若者の独り暮らしの他、
単身赴任世帯等が考えられる。また、父子のひとり親家庭も増加している。一方で、長寿化により男性
の平均寿命も80 歳を超えた（厚生労働省 2015 ）。このような変化により、共働き家庭の女性の過重家
事負担、父子家庭における家事遂行困難、独り暮らしによる生活の質の低下等、様々な課題が生じて
いる。特に高齢期を迎えて突然の独り暮らしや妻の介護をすることになった男性は、困難に直面してい
る可能性が高い。今や家事能力は、男女を問わず、一生を通じて必要な能力である。家事の中でも、
とりわけ食事作りは、頻度において他の家事の比ではなく、健康や命に関わるので、最重要の家事で
あろう。しかし現実は、男性の家事時間は増えていない（総務省 2011 ）。まだまだ、料理ができる男性
は少ないと考えられる（品田知美 2015 ）。
以上のことを鑑み、普段あまり調理をしない男性の調理能力を考慮した、料理作りの意欲を高める
調理のアプローチや要因を探ることは、独居の増加や高齢社会の進展を考えれば、喫緊に取り組むべ
き重要な課題である。本研究では、成人男性を対象に調理能力と料理作りの意欲を高めるアプローチ
や要因を探ることを目的とした。

2. 方

法

上述の目的を達成するために、男性向け料理本の分析とインタビュー調査の2つの手法を採用した。
（1 ）料理本の分析
男性が料理をするにあたり手に取ると考えられることから「男の料理」というキーワードで書籍をネット
検索した。本研究の目的で述べた「成人男性の調理能力と料理作りの意欲」の調理・料理は、行事
食や酒宴の肴ではなく日常の食事、つまりは日常食を意図している。そこで、ヒットした料理本のタイトル
や紹介文から、目的に当てはまらない書籍を除き、2015 年 11 月現在で入手可能な書籍に絞り込んで、
購入した。料理本の分析視点は以下の2 点である。
① 購入した本の説明文において、
「男の料理」や「男性の調理」等について言及した記述から、こ
れら男性向け料理本の特徴を検討する。
② 料理本に掲載されている日常食について、レシピの作りやすさを検討する。
手順としてまず、日常食のメニューについては、高等学校家庭科の教科書で扱われている
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調理実習のメニューを参考にして決定した。次に、それら日常食のレシピが対象本に収められて
いるかどうかを調べた。さらに、それらの本に記載された日常食の作り方の簡便さを調べた。こ
れは、初心者が作り方を読んで、どれくらい作りやすいかを測るためである。作り方の簡便さは
「レベル1＝包丁不要、計量不要」
「レベル2＝計量不要、粉末・合わせ調味料の使用」
「レベル3
＝計量して調味、下ごしらえ、様々な料理器具必要」とした。
（2 ）インタビュー調査
成人男性、特に、60 歳前後を主な対象者として、2016 年 7 月～ 9 月上旬にかけて半構造化インタ
ビューを行った。60 歳を目安にしたのは、退職や高齢期が近づくため、将来の健康や生活変化を考え
始める頃であろうと考えられるからである。
インタビューを始めるにあたり、データの取扱いについては研究についての説明後、同意書に署名し
てもらった。インタビュー協力者は、筆者の知人とその紹介による者から成るスノーボールサンプルであ
る。インタビューの主な内容は以下の通りで、一人につき1 時間前後の所要時間であった。
① 年齢、職業、現在の家族構成

② 学校における調理の学習

③ 独り暮らしの経験とその時の食事

④ 現在の調理状況

⑤ 栄養・調理に関する知識

⑥ 自分の調理能力の認識

⑦ レシピの理解力

⑧ 料理作りの簡便化について

⑨ 料理作りの障害となっている事柄

⑩ 料理作りの意欲を高めてくれる事柄

⑪ 男性が調理をすることについて

3. 結

果

（1 ）料理本の分析
入手が可能であったのは21冊である。表1はタイトルと著者を示している。なお、本の発行年は1995年
～2015 年であった。
① 男性向け料理本の特徴
料理本それぞれにおいて、
「男の料理」や「男性の調理」等について言及している記述をまと
めたものが、表 2 である。これらの記述より、男性の自立支援を目的としたものが多いことが分か
る。そして、料理の初心者を想定して「基本」
「基礎」を重視しており、家族や他人のために料
理を作るのではなく、自分が食べたいものを自分で作ることに主眼を置いている。
「失敗を恐れず
やってみよう」
「自由」
「既成概念に囚われない」
「臨機応変」
「型破りの思いつき」など型に縛ら
れなくてよしとする記述が目立つ。
「めんどうでも計量はちゃんと」という記述の一方で、
「適量」
「目分量」を謳っている本もある。また、片づけができることへの言及がある。
② 日常食の作り方の簡便さ
家庭科教科書に取り上げられている調理実習のメニュー等を参考に、日常食として、親子丼、
肉じゃが、肉豆腐、ひじきの煮物、すまし汁、ポテトサラダ、ミートソーススパゲッティ、ナポリタン、
麻婆豆腐、炒飯の10 種類を設定した。
各料理本に示されたこれら日常食の作り方の簡便さのレベルについて、前述のレベル指標
を基に検討してまとめたものが表 3 である。作り方の簡便さレベルを表す数字を集計すると、
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1の数＝3 、2の数＝12 、2に近い3の数＝7 、3の数＝55である。本のタイトルには「入門初心者」
「基本」
「基礎」
「はじめての」
「簡単」
「はやい」等の言葉を使っているが、作り方はレベル 3 、す
なわち「計量して調味・下ごしらえをし、様々な料理器具を必要とする」レシピが7 割強である。
表１ 男の料理資料文献

表３ 資料文献における日常食メニューの作り方の簡便さレベル

注：レベル1＝包丁不要、計量不要；レベル２＝計量不要、粉末・合わせ調味料の使用
レベル３＝計量して調味、下ごしらえ、様々な料理器具必要
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表２ 資料文献の男の料理に関する記述
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（2 ）インタビュー調査
計 20 名の成人男性にインタビューを行った。協力者の属性、特徴は表 4 のとおりである。ここでは、
インタビュー内容に沿って結果を示す。なお、紙幅の都合により、インタビューでの個々の語りをそのまま
引用することはせず、発せられたことばの意味を勘案してまとめたものである。
① 年齢、職業、学歴、現在の家族構成
年齢の内訳は、30 歳代 1 名、50 歳代

表４ インタビュー協力者の属性と特徴

8 名、60 歳代 8 名、70 歳代 3 名であっ
た。職業は自営 8 名、会社員7 名、公務
員2 名、退職して無職の者が3 名であっ
た。同居家族は、子どもが独立して妻
と2 人暮らしの者、妻と同居の子どもが
居る者が同数程度で、なしは3 名であっ
た。
「なし」の 3 名についてはそれぞれ、
「妻と死別し子は独立して別居」
「離婚
して子は別居」
「単身赴任中で妻子は
別居」のため、現在は独り暮らしである。
② 学校における調理の学習
学校における調理の学習は「家庭
科」で行われるが、長年「家庭科」は、
女子のみが履修する教科であった。小
学校から高等学校まで、男女が同じカリ
キュラムで学習する男女共修が実現し
たのは1994 年であったことから、30 歳代の1 名を除いて、家庭科の学習は小学校のみの学習で
あった。
③ 独り暮らしの経験とその時の食事
大学時代や独身時代に独り住まいの経験を持つ者が過半数であった。独身時代の寮では賄
い付きであった者のうち、多くは残業のため多くは外食で済ませており、独り暮らしの期間中にま
めに自炊をした者はいなかった。
④ 現在の調理状況
現在、独り暮らしの 3 名以外の 50 歳代と60 歳代の者は、妻が料理の主担当である。結婚後
から現在に至るまでについても簡単に聞いたところ、全員が、特に子育て期間中は、男性側の労
働時間が長かったこともあり、料理はあまりしないで現在に至っている。現在、独り暮らしの者は、
「気分が乗れば時々作る」か「主に市販の総菜等を利用する」であった。
数名は数年前から料理作りに興味を持つようになったと言い、朝食は作っている者（ E 氏）
、弁
当を作っている者（F 氏）
、昼は簡単なものを時々作っている者（Q 氏）
、休日に作る者（R 氏）
、夜
食や酒の肴を作るという者（M 氏）
、妻不在時は夕食も担当する者（O 氏、T 氏）
、さらに料理教室
に通っている者（E 氏、B 氏）もいた。昨年、男性料理教室に通い始めた E 氏は、妻の病気入院
を経験し、いざというときのための備えておきたいということである。70 歳代の2 人（ A 氏、B 氏）は
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分担という形で料理作りを担当しているが、それぞれに障がいのある娘の世話、親の介護という
家庭事情によるところが大きい。
⑤ 栄養・調理に関する知識
五代栄養素、計量カップ・スプーンの容量を尋ねた。両方の全てに正解した者はいなかった。
五大栄養素については、すらすら5 つの栄養素が言える者、
「身体の調子を整える栄養素」とい
う風にヒントを与えると何とか答えられる者、分からないという者がいてばらつきがあった。計量に
関しては、計量カップの容量は180ccという答が目立った。大さじ・小さじについては、存在は知っ
ている、あるいは使ったことがある者がいたが、ほとんどが正確な容量は知らなかった。作る時は、
レシピ通りに量って書いてある通りに作る者もいた（ F 氏）が、計量しない、本も見ない、分量は
適当と言う者がほとんどであった。最近はネット検索でレシピを探す者が数名いた。
⑥ 自分の調理能力の認識
「作りたい料理を何でも、何も見ずにさっさと作れる状態を 10として、今の自分の調理能力を
数字で表すといくつか」という聞き方をした。最小は 0（ゼロ）、最大は 7.5 で、半数が 3 以下で
あった。
⑦ レシピの理解力
家庭科の調理実習で定番の親子丼をサンプルメニューとし、レシピは『男のための料理の基
礎』P. 69の親子丼を使用した。昆布やカツオ等で本格的に取っただしを使う方法で、材料に「だ
し汁」と表記されている。これを見て作れるかと聞いたところ、大半は「作れる」
「作れると思う」
と答えたが、そもそも作る気のない者（ J 氏）もいた。そこで、
「作れる」
「作れると思う」という者に
「だし汁」の説明を求めると、正確に理解していた者もいたが、ほとんどの者は、砂糖、しょうゆ、
みりんが加わった調味液をだし汁と思っていた。
⑧ 料理作りの簡便化について
例として、⑦と同じメニューの親子丼を取り上げた。焼きとりの缶詰を使った親子丼の作り方
（『缶詰で男のもっとええ加減料理』P.52-53 ）を見せ、このような作り方をどう思うかたずねた。
具体的には、焼きとり缶の缶汁も調味料として利用し、さらに味が薄ければ市販のすき焼きのたれ
を好みで加えるという作り方である。このような缶詰・合わせ調味料等を利用した簡便な作り方に
は、これなら作れそうと概ね好反応が見られた。しかし、味付けが濃い、塩分が気になる、合わ
せ調味料なので味がいつも同じになるといった指摘もあった。最初はこの作り方でも、最終的には
本格的な作り方ができるようになりたいという者もいた。
電子レンジの利用には抵抗がなく、既に使っている者が大半であったが、電磁波が身体によく
ないとしてできるだけ使用しない者もいた。カット野菜は歓迎派が多いが、生産地にこだわりのあ
る者や使わない者もいた。冷凍野菜は、生産地（生産国）に不安があり、避けていると言う者が
数名いた。
⑨ 料理作りの障害となっている事柄
料理作りの障害となっている事柄は、さまざまであった。そもそも調理を学習する機会がなかっ
たので知識・技術がない、時間がない、食材の選び方・計量・下ごしらえ・手順がわらない、
作った後の洗い物・後片付けが面倒、等が挙げられた。調理をしない・ほとんどしない者が異口
同音に口にしたのは「作る人が居るから、作る必要がない」であった。
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⑩ 料理作りの意欲を高めてくれる事柄
料理作りの意欲を高めてくれるのは、食べてくれる人がいる、美味しいものを食べたいという気
持ち、食べた者（家族）が美味しいと言ってくれる・ほめてくれる、誰かに食べてもらう（妻・子の
交際相手）
、精神的余裕がある、質の良い食材が簡単に手に入ること等が挙げられた。
⑪ 男性が調理をすることについて
男性が調理をすることについては一様に好意的で、
「して当たり前」
「いいと思う」
「かっこいい」
「これからはできないと･･･ 」などの言葉があった。自分は料理はしないが、特に、これからの男
性は ･･･というニュアンスがうかがえた。

4. 考

察

（1 ）料理本の分析
男性向け料理本のタイトルや特徴を表した文言からは、料理に不慣れな男性像がイメージできる。ま
た、そのような男性を対象に編まれた料理本が多いことが分かった。よって、
「基礎」
「基本」を重視し
たというのは頷けるところである。しかし、日常食の作り方の簡便さレベルを検討すると、3 の「計量して
調味・下ごしらえをし、様々な料理器具を必要とする」レベルの作り方が 7 割強と圧倒的に多い結果で
あり、
「初心者」
「入門」
「かんたん」
「自立支援」とは矛盾する結果と言える。
なぜ、このように矛盾が生じるのであろうか。一つは、著者から判断して料理のプロ、上手い人が本
を執筆していることが挙げられよう。ゆえに、こだわる基本が本格的であり、目指すところの完成度は、
著者にとっての当たり前のレベルと考えられる。したがって、男性ができるようになるべき料理のレベルは
従来の家庭料理のレベル、すなわち、料理を作り慣れた主婦が作る料理と同等のレベルを想定してい
ると推察する。そのことは、レベル3が多かったことからも説明できる。言い換えれば、料理とは、自分で
「切って、量って、味付けをするものだ」ということである。しかし、それは料理初心者の男性にとって
は、高いハードルであると言えよう。よって、成人男性初心者の料理作りは、従来の家庭料理とは異な
る新しい枠組みで捉える必要がある。
この点について、異色なアプローチをしていると考えられるのが、
『男のええ加減料理』
『 缶詰で男の
もっとええ加減料理』である。これらに掲載されている料理の作り方は、表 3 に挙げたメニューに関し
ていえば、1 か 2 である。この本の執筆者は、調理の教育を受けたことがない医者で、
「男性更年期障
害」の治療に効果があるとして、男性が料理をすることを推奨している。さらに、男性の「食の自立」が、
定年退職後の熟年夫婦関係の危機（具体的には、妻の憂鬱）を救うと主張している。その結果、従来
の料理本にない手間を省いたアプローチの実用的な書となっている。
（2 ）インタビュー調査
インタビューから把握できる共通項的な実態として、調理の教育を受けおらず、学業卒業後は仕事
中心の生活で外食に頼り、結婚後は妻任せか外食の食生活をしてきた男性像がうかがえる。この理
由として、育った時代の社会背景が大きく関連していると考えられる。現在、60 歳前後より年配の男性
が、青年期以降を過ごした時代は「男は外で働き、女は家庭を守る」という性別役割分業による家族
モデル全盛の時代であった。そのため、大人になる過程で調理の学習機会はなかった。中学校では
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男子は「技術」、高校では「家庭科」は女子のみ必修であった。料理の作り方はもちろん、栄養の知
識や食品の組合せの知識が不足していても不思議はない。
インタビューでは、異口同音に「したい気持ちはある」と聞かされた。50 歳を過ぎたあたりから、調理
に関心を持つようになったようである。実際、数年前から調理をするようになったという者が数名いた。
妻の子育てが一段落して再就職をしたり、自分の世界を持つようになって外出が多くなったりすると、食
の自立は妻の要求でもあるようである。また、年齢と共に老後の生活を考えるようになり、
「もし、妻より
自分が長生きで独居になったら･･･ 」と考えたこともあるであろう。昨今の「男性も料理」という風潮が、
意識においては男性が料理をすることの抵抗感を低めていると考えられる。しかし、多くの男性は知識
も技術もない現状で行動に移すことが難しく、実際に自分で食事を用意する段階には至っていないと
推察できる。
（3 ）料理本の分析結果とインタビュー調査の結果から
（ 1 ）の料理本の分析で述べた初心者には高いと思われるレベルの料理内容と、
（ 2 ）のインタビュー
調査から判明した調理の経験が乏しく、知識も技術もあまり持ち合わせていない男性の実態から、料
理本の目指すレベルは現実にあっていないと考えられる。すなわち、男性に向けた料理本であっても、
男性初心者が実際に見て作ることは難しく、買ったとしても本はあまり利用されない可能性が高い。料
理作りの障害となっている事柄として、時間がない、食材の選び方・計量・下ごしらえ・手順がわらな
い、作った後の洗い物・後片付けが面倒等が挙げられたことから考えてもしかりである。これらの料理
本は、
「基礎」
「基本」
「簡単」
「入門」といった宣伝文句に反し、できる人がさらにレベルアップするため
のものと言えるかもしれない。そうであるならば、男性の料理は趣味追求型と言われることと合致する。
よって、初心者はこのような料理本ではなく、ネット検索レシピを活用するのであろう。あるいは、市販の
総菜や、○○だけ用意すれば作れると宣伝している半調理食品を利用して手軽に済ませようとするの
であろうと推察する。男性向けの料理本を出版するならば、男性の実態を踏まえた、実際に活用できる
本にするアイデアと工夫が求められる。
（4 ）提

言

実態を踏まえた料理本以外に、男性の調理能力と料理作りの意欲を高めるためにどのような工夫が
考えられるであろうか。料理本の分析結果とインタビューの結果から提言をまとめる。これらの提言は、
調理能力と料理作りの意欲を高めるための男性向けの有効な具体的アプローチを考える基とすること
ができる。
まず、学習機会の提供である。知識の不足からどうすればいいのか分からない現状を考えると、栄
養素や栄養のバランス、調理技術や調理科学を基礎の知識として学ぶ機会が望まれる。これらの基
礎知識は、料理教室での単なる作り方の習得と違って、料理作りにおいては個人が創意工夫して応用
できるし、高齢期を健康に生きるための礎となる。
2つ目は、完成度の高い手作り料理を目指さないことである。つまりは、ハードルを下げる工夫である。
料理作りの入り口としては、缶詰や電子レンジ利用の簡便な方法から始めることも検討に値すると考え
る。上手な中食の利用もよい。家庭での食事に関しては「時間をかけず、簡単で、かつ栄養バランス
が良くて健康によい、食べて美味しい」レシピが求められる。
「男性料理教室」は、教えるメニューが
若い女性や主婦向けと同じであれば、生徒が女性から男性に替わっただけであり、男性初心者には
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ハードルが高い実習であると推察できる。男性料理初心者が一人でも作れるように発想の転換が必要
である。
3 つ目は、意欲を高める要因が心理的・人的つながりであったことから、人的ネットワークの構築が
一助となると考えられる。高齢者を対象とした調査（内閣府 2015 ）によれば、男性高齢者が楽しみにし
ていることは「テレビ・ラジオ」
「新聞・雑誌」に次いで「仲間と集まり喋ること」
「食事・飲食」と報告さ
れている。特に独居の者は、自分が作った料理を一緒に食べながら話ができる友人を持つことが、意
欲の向上と継続に寄与するのではないだろうか。共働き世帯が過半数を占め、家族モデルも変化しつ
つある現在、自身の高齢期をどう生きるかという学習が、一見、食生活に関係がないように思えるが、
必要なのかもしれない。食事をすることは空腹を満たすだけの行為ではなく、社会的・精神的にも毎日
の生活を支える重要な礎で、ウェルビイングに果たす役割が大きいことを確認したい。
（5 ）本研究の限界と今後の課題
本研究にはいくつかの限界がある。スノーボールサンプリングによってインタビューへの協力を依頼し
たため、サンプル特性に偏りがある。年齢は特定の年齢層に焦点化したが、学歴、職業についてはい
ずれも成人男性全体の分布とは異なっている。また、半構造化インタビューであったため、語りの流れ
を尊重した。そのため、必ずしも同じ順序で同じ質問ができたわけではない。

5. まとめと今後の課題
今回は、成人男性の調理能力と料理作りの意欲を高めるアプローチや要因を探ることを目的とし
て、男性向けの料理本の分析と質的な調査を行った。結果、料理本はタイトルや宣伝文句の「基礎」
「基本」
「初心者」とは異なり、料理レシピのレベルは高いことが判明した。これは、インタビューにより明
らかとなった成人男性の料理の知識や調理能力の実態とも、レベル的に大きくずれていた。調理の学
習機会がなく、かつ自分で調理をする経験もほとんどないままに長年生活してきた男性には、学習機会
の提供とともに、手間を省いたシンプルな作り方のレシピが求められる。
今後は、今回の調査を量的調査のパイロットスタディと位置づけ、これらの結果を基に量的調査へと
発展させていきたい。また、成人男性向け学習プログラムやレシピの開発にも取り組みたいと考えてい
る。今後ますます増加するであろうと考えられる高齢者、特に男性の生涯未婚率の高さから増加する
と予測される独居男性が、健康で自立した食生活を営めるよう貢献できれば幸いである。
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