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グルメサイト利用者における「食の風景」に関するフィールド調査
Exploring “foodscapes” of a restaurant guide user
The study explores the everyday foodscapes of a user who frequently uses a restaurant guide
website, namely, Tabelog. The focus is set on how the contemporary internet-mediated foodscape
plays a role in eating habits and food selections. A diary study was conducted to track everyday
eating habits through smartphones with pictures of food eaten on occasions and sent in real time.
Single case analysis of a heavy Tabelog user whom selected as the sample that provides the
detailed information and rich insights that this study seeks for. The findings show that the process
of food selection becomes linear and narrow by using restaurant guides, whereas the process
remains rather contingent without them. What to eat is often chosen before making a visit to a
restaurant. The analysis also identifies, however, that while there is an increase in mediated and
representational aspects within a foodscape, there is also material aspects as well that together
underpins the eating habits of the sample consumer. While the findings cannot be generalized, the
study points to the pattern that affords the use of and having foodscapes in digitalized age.

1. 問題背景と研究目的
食事は、私たち人間と社会を繋ぐ接点である。グプディルら（ Guptill et al. 2013＝2016 ）は食べ
るという一見個人的嗜好性に終始しそうな出来事がいかに社会的な営為であるのかを論証してきた
社会学的アプローチの前提を、三つの点から整理している（ Guptill et al. 2013＝2016： 6-8 。ただ
し訳語は原著を参照し、適時変更した）。第一に、食べ物には「象徴性」があること。グプディルらが
挙げている例ではないが、いわゆるソウルフードのように特定の食べ物が「懐かしさ」や「正統性」を
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持つものとして扱われるとき、そうした食べ物には象徴的要素の意味が付与されている。ファストフード
のように、不健康な生活であるとか、アメリカ的な食生活や、ひいてはグローバリズムと結びつけられる
象徴的な食べ物もあるだろう。第二に、食べることは「社会構造の重要な一部」であること。文化再生
産論は、食事の傾向や食卓での作法が社会的な地位やアイデンティティと結びつくパターンをなすこと
を明らかにした（ Bourdieu 1979＝1990 ）。そして第三に、食べ物や食べることは、その選択において
「複合的」な要素を持つものであること。妊婦に推奨される食事がしばしば道徳性を帯びることがある
のは、何を口にするのかという選択肢が栄養摂取の重要な手段であるのと同時に、母親に対する評価
基準にもなるからである。すなわち、胎児にとって「良い」食事を摂れているかどうかをもって、母親で
あることの「良し悪し」が評価される、というわけだ。
本研究はこうした社会学的関心を踏襲し、視覚的要素に代理された表象を通じて展開する様々な
表現活動や意味作用から構成される食の情報化という現象について、情報行動論的考察を行うもの
である。本研究は食生活を生活者の視点から「フードスケープ」という概念を切り口に描き出そうとす
る、質的研究群の近年の潮流に連なるものである。
地理学をその出自に持つフードスケープは人類学や社会学において拡張され、近年では都市計画
や公衆衛生学においても用いられることの多い概念である。研究領域によってその定義に幅はあるも
のの、マケンドリック（ 2014 ）は本研究が依拠する社会学的な意味での「フードスケープ」を、次のよう
に具体化している。
「あなたが食べ物を入手したり、食べ物を調理したり、食べ物について話したり、あ
るいは食べ物について何らかの意味を普段得たりしている場所と空間はどこにあるのかを考えてみよ。
それがあなたのフードスケープである」
（ McKendrick 2014：16）。したがってフードスケープとは、我々
人間の食生活を構成する「場」を指す概念である。
「フードスケープ」概念の導入によって、
「食物に
対する我々の文化的理解と食物システムが、社会的な慣習様式やマスメディアのような文化的制度を
通じて媒介されていることを明るみに出す」
（ Johnston & Baumann 2014：3 ）ことが可能となる。
フードスケープとは、人間と食べ物の間で生じる相互作用に応じて縮小も拡大もしうる可変的な「場」
である。フードスケープはまた、物理的な空間に必ずしも限定されるものではない。例えばインターネット
を通じて食材を注文・購入するとき、利用者の面前にあるフードスケープの外延は仮想的空間にま
で広がっていることだろう。かつてドゥボールは情報消費社会では生活の細部にいたるまで視覚的な
見世物、すなわちスペクタクルが偏在するようになると指摘したが（ Debord 1967＝2003 ）、テレビや
インターネットなど視覚中心的なメディアによって情報化された食の表象は、まさしくスペクタクル化された
フードスケープであるといってよい。たとえば我々はテレビで放映される料理番組を通じて「美味しそう」
「作ってみたい」と思うことがあるだろう。一度も食べたことのない遠く離れた土地の料理やその歴史
を、紀行番組のような番組を通じて「体験」することもあるだろう。これらは、マスメディアによって情報
化されたフードスケープである。かつてはテレビに代表されるマスメディアが主として食の表象化を担っ
たものだが、現代ではインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスのような個々人の利用者同
士のレベルにおいて食が表象化される時代である。食事の写真を共有しあうInstagram 利用者は、
自身が実際に口にする何倍もの食べ物を、デジタル写真という表象を通じて日々
「消費」している。これ
は、個々人のレベルで情報化されたフードスケープが織りなす相互作用である。
本報告書はインターネット上における食の情報化の一端をなすグルメサイトの利用者が持つフードス
ケープをケーススタディとして、食生活と情報化という観点から日記式調査を行なった結果を報告する
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ものである。なお、本助成金の申請時に筆者は英語の Foodscapeに対し「食の風景」という訳語をあてた
が、邦訳文献においてより現在一般的となっている「フードスケープ」というカタカナによる訳語を採用した。

2. 調査方法
食生活と情報化という本研究のテーマに関する先行研究は、理論は存在するものの、経験的研究
となると社会学では未だ未開拓の領域である。この現状を踏まえ、本研究では基礎的な現状認識を得
るための「探索型」調査である日記式調査を採用した。日々の生活上の動線やリズムをとらえ、日常生
活の文脈を特定するのに長けている日記式調査は、生活者が普段とくに意識せず行っている「当たり
前」を言語化し記録する質的調査法としての利点を持つ。事前に設定した仮説を調査・分析し、その
結果から正否を問う仮説検証型調査とは異なり、日記式調査では日常的に繰り返し現れる現象と突発
的に登場する現象との差異から「気づき」を得ることが主眼とされる（辻中・櫻井 2015 ）。
日記式調査の実施に際して、株式会社インテージに協力を仰いだ。インテージ社には調査対象のリ
クルートおよびスマートフォンを用いた日記式調査「レコーディングリサーチ」を用いたデータ収集を依頼
した。まず、インテージ社の保有するモニターを対象に、日本全国より20 代から30 代の男女 100 名を抽
出し、調査を依頼した。抽出条件は「 SNS で食事の写真共有を週に 5 回以上行っていること」とした。
多メディア利用やそれらを通した情報と普段から接触したり関心を持ったりしている対象者を集めるた
めである。本調査は日常的な食生活という文脈のなかに情報化を見ていくことを主眼としたため、階層
や地域といった属性はリクルート条件から外した。
調査参加者には食事を摂るたびに、回答日時、食事の機会（朝食、昼食、夕食、おやつ、夜食、
晩酌）、食事の内容、食事の写真を記録するよう依頼した。各投稿の際には、そのメニューを食する
にいたった「きっかけ」と「決め手」についての具体的な記述を記載するよう求めた。この設問は、メ
ニューの選択に関する文脈性を把握するために設けられた。対象者の活動に関する理解を写真単体
からのみ得ることは難しく、写真が撮影された理由や経緯など、何らかの文脈性を持つ情報が研究者
という第三者には必要である。視覚データを扱う質的研究では、こうした「厚み」のある記述が分析の
基礎をなす（ Ng et al. 2015 ）。公共の場や職場など撮影が難しい状況にある場合に限り、文字のみ
の記録も認めた。
記録にはインテージ社のスマートフォンを用いた日記式調査「レコーディングリサーチ」のシステムを用
いた。調査参加者は各自のスマートフォンを用いて記録を行なった。
「レコーディングリサーチ」を用いる
ことにより、限りなくリアルタイムに近いデータ入力と蓄積が可能となった。リアルタイム入力によって、入
力者の記憶に頼り事後的に記録する従来の日記式調査の方式に比べ、より正確なデータが得られるこ
とが期待された。
記録は2016 年 3月9日から3月22日の期間、述べ 14日間にわたって行われた。25 回以上の記録実
績を閾値とし、38 名の有効回答者による1,464 件のデータが得られた。

3. 分析方法
まずは量的なコーディングとして、有効データ1,464 件を対象に食事の形態を「内食」と「外食」の
二つに分類した。分類の結果、439 件が外食時の記録であった。この 439 件を対象に、メニューを
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選択するにいたる「きっかけ」や「決め手」となった影響要因としてのグルメサイトの抽出を行なった。
抽出の結果、最も頻出したのは「食べログ」であった。なかでも外食が中心の食生活を送るある
30 代の既婚男性（以下、Aさんとする）による「食べログ」の利用は、量的にも質的にも際立つデータ
であった。そこで、本研究の分析では、この Aさんを対象としたシングルケーススタディを行なうこととし
た。ケーススタディでは、研究上の課題に最も適したサンプルを焦点化することが求められる（ Nje &
Asimiran 2014 ）。Aさんこそ、食生活と情報化が織りなすフードスケープという本研究の研究主題を
掘り下げるのに最も適したサンプルと考えられた。
ケーススタディはサンプルの絶対数が少ないため一般化やデータの一般性を問うことができない。そ
の反面、本研究のような探索的なアプローチを採る研究では、現象に対する詳細な見識を深掘り可能
な利点がある。以下に提示するデータは本論旨の分析ポイントを例証する目的を持って選ばれたもので
あり、代表性を持って提示されたものではない。

4. ケーススタディ
4 . 1 対象データの特徴
Aさんは配偶者と子供 2 人と東京都で暮らす 30 代の会社員である。Aさんは外食中心の食生活を
送っており、記録された37 件中 34 件が外食での食事であった。記録期間中の食事に占める外食の割
合は、Aさんが今回の有効回答者の中で最も高かった。
まずは日々の食生活の中心をなす三度の食事について、Aさんとそれ以外の回答者との比較を行っ
た。概して Aさんと同年代の 30 代の既婚男性は平日の昼食を外食で摂っているとの結果が出た。こ
れは回答者のほとんどが会社員であったことからすれば、予想された結果であった。いわゆるサラリー
マンが中心となった現代社会の雇用体制では、自宅から離れた職場あるいは職場の近辺で昼食を摂
ることが一般的となっているからである。夕食になると外食で摂る頻度は独身男性に比して少なくなり、
朝食が外食で摂られるケースは稀だった。他方 Aさんのデータでは、朝食・昼食・夕食の三食すべて
において高い外食利用が見られただけでなく、間食や夜食においても外食の利用が記録されていた。
週末になると、Aさんは家族を連れて外食に出かけてもいた。
外食が Aさんの食生活に占める配分の大きさを示す一例が、図 1である。

図1： Aさんのある日の食事記録
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このような食生活は通念的に見て「極端」であることは否めず、その点において Aさんの食生活は
個人に帰する部分の大きい消費行動に満ちているといえる。しかしながら Aさんのフードスケープに目
を向けてみると、個々人の事情に還元されないという意味でより「広範」なパターンを伴う食の消費行
動に関する知見が得られた。
4 . 2 情報化されたフードスケープとしての「食べログ」
外食中心の Aさんの食生活を情報面から実現させているのが、インターネット上のグルメサイト「食べ
ログ」の利用である。
「食べログ」は2016 年 9月の時点で月間利用者約 7,559 万人、約 17 億 8,676 万 PV
を数える国内最大のグルメサイトである。
「食べログ」の特徴は、86 万件を超える店舗情報に加え、
1570 万件を超える口コミ情報が寄せられている点にある（カカクコム 2016 ）。外食中心の Aさんは「食
べログ」のいわゆる「ヘビーユーザー」でもある。外食 34 件中の 21 件、じつに 6 割の食事が「食べロ
グ」を利用した際に得た情報をもとに決定されていた。
A さんは新規の店舗を探す際に「食べログ」を最も優先的に参照していた。インターネットコム
（ 2013 ）の調査でも、飲食店を探す際に参考にする情報源として「飲食店情報 Web サイト」が最も
多く挙げられており
（ 57％）
、そのなかでも「食べログ」
（ 36％）は「ぐるなび」
（ 47％）に次ぐ第 2 位に挙
げられいる。ソフトブレーン・フィールドの調査（ 2013 ）においても、
「食べログ」の利用は「慣れない土
地で食事をするとき」に用いられるとの結果が報告されている。同調査ではまた「食べログ」の特徴で
ある利用者による「口コミ・評価」が最も多く参考にされていることが報告されているが、Aさんもまた、
「食べログ」の口コミ評価を参照していることがうかがい知れた。

図2：メニューの決め手となる「食べログ」の利用

メニューの「決め手」に至るまでの過程として「きっかけ」を併せてみると、食べたいと思う→「食べ
ログ」で店舗を決定、という情報行動が浮かび上がってきた（図 2 ）。すなわち、特定の食べ物や料理
を「食べたい」と思うことを契機に「食べログ」を参照し、
「食べログ」で得た情報を元に店舗に足を運
び「食べる」、という一連の流れの存在である。興味深いことに、Aさんが「食べログ」を参照するとき
のような意識から行動への一直線的な流れは、グルメサイトを用いずに外食がなされる場合の流れとは
対照をなすものであった。図 3と図 4は、それぞれにおいて特徴的なケースを比較したものである。
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図3：「食べログ」を参照するAさんの一直線的な行動

図 4：グルメサイトを用いない回答者の曲線的な行動

「食べログ」を用いるAさんの場合、どの店舗を選ぶかという選択は実際に足を運ぶ前から決定して
いる。
「決め手」に「食べログ」が挙がるということは、何のメニューを注文するかという選択肢までもが、
店舗に入る以前に既に決定していることも示唆される。
「きっかけ」から「決め手」までが一直線的に結
ばれ、偶発性の入る余地がここでは少ない。他方、グルメサイトを用いずに外食をする場合、
「きっか
け」から「決め手」にいたるまでの経緯は曲線的であったり複合的な要因を持っていたりもする。決定
はまた遭遇的であったり、当初の想定とは無関係であったりすることすらある。
以上をまとめると、外食時の食の選択における偶発的要素を減らし、
「食べたい」という意識から実
際に「食べる」という行動までを一直線につなぐようになるのがグルメサイトの利用であるということがわ
かる。事例数は少なかったものの、Aさん以外の回答者も「食べログ」を参照したときには同様の情報
行動を見せていた（図 5 ）。グルメサイトというフードスケープに持つということは、情報行動を多かれ少
なかれ誰しもがこのような取るようになるものかもれない。

図5：「食べログ」を参照することによる一直線的行動（ Aさん以外の事例）
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4 . 3 フードスケープにおける物理性の所在
4.2 で述べてきたように、Aさんのフードスケープの大部は「食べログ」という情報化から構成される
ものであった。しかしながらフードスケープのすべてが情報化されているわけではなく、直接接触が可
能な物理的な側面もまた存在している。それだけではない。フードスケープにおける表象的な側面と
物理的な側面とは互いに支え合う関係にあり、各々それ自体の重要性を持つ。前述の「食べログ」を
参照することにより生じる一連の情報行動は、物理的な食べ物を口にするという目的に到達するための
手段であったはずだ。
個人を取り巻く空間的要素に特徴付けられた食に関する環境という意味での物理的なフードスケー
プに関していえば、東京在住であるという地理性が多種多様な内容の食事の選択を可能にしていると
いえる。Aさんの外食生活は、多種多様な内容に富んでいる。今回の日記の記録のなかで、同じよう
な内容の食事が 2 度続いた事例は一度たりともなかった。たとえば上掲の図 1 で Aさんは朝食から晩
酌まで 1日に6 回の外食を摂っていたが、いずれも異なる調理法や具材からなる料理が選ばれていた。
このような食事のあり方は、一定の距離範囲内に様々なジャンルの外食店が存在する大都市に居住す
るからこそ、可能な選択肢であるといえる。居住地域における食の環境面が個人の食の選択ひいては
健康面にまで影響を及ぼすことは、
「フードデザート」問題において現れる通りである。
また、Aさんには「行きつけ」の店が何軒か存在する（図 6 ）。Aさんが「決め手」として記録した際
に用いた「行きつけ」という言葉には、それらの店舗が Aさんの好みに合致しており、繰り返しもしくは
頻繁に訪問しているという含意がある。
「食べログ」が新規の店を探すときに優先的に参照されていた
のに対して、既知の「行きつけ」の店で食事を行う場合は、自身の過去の経験の方が優先的に参照さ
れていた。フードスケープとはそれを面前にした人間がその都度の用途に応じて使いわける存在であ
ることが確認された。

図6： 行きつけの店での食事

5. 終わりに
本研究はあるグルメサイトのヘビーユーザーのケーススタディを通じて、グルメサイトの利用がもたら
す情報行動論的な側面に考察を加えた。現代人のフードスケープには物理的な食品の消費に加えて
情報という表象の消費の比重が高まっていることはかねてから指摘されている通りであるが（ Johnston
& Baumann 2014 ）
、それぞれの側面について以下のような知見が得られた。
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まず、情報化されたフードスケープであるグルメサイトは利用者の食の選択に一直線的な傾向を持
たせることが明らかになった。グルメサイトに掲載されているものは表象化された食べものや食に関する
情報であり、それをいくら消費したところで物理的・栄養的に満たされるものがないわけだが、外食で
食事をするという目的に即したとき、そのようなフードスケープは決定のプロセスに関与する。リッツァは
ファストフードの経営に代表される「効率性」
「計算可能性」
「予測可能性」
「制御」といった合理性が
現代社会を覆いつくす非人格的な原理となっていることを批判的に指摘したが（ Ritzer 1993 ＝
1996 ）
、そうした合理性はフードスケープの情報化においてもまた現れているといえよう。グルメサイトを
フードスケープに持つということは、どの店で何を食べるかが事前に決定し、偶発的に食と「出会う」余
地が減少することを意味する。しかしながら、第二に、フードスケープのすべてが情報化してしまうわけ
ではないのである。表象的な側面と物理的な側面とは互いに支え合う関係にあり、いずれか単体でフー
ドスケープが成立するものではないのである。
本報告は一人の対象者に絞ったシングルケース研究であり、得られた知見を過度に一般化したりす
ることはできない。それでもグルメサイト利用者の情報行動や、フードスケープの情報化が食生活にもた
らす論理についての新たな見識を得ることはできた。また方法論的な側面では、日常的な食生活の流
れを質的に把握する日記式調査法を試み、一定の確立をみることもできた。自主的に記録されなかっ
た食事について知る方法がないことや、記録における記述の「厚み」を増す深堀りのためにも、調査
対象と一定期間生活を共にするエスノグラフィーを日記式調査と併せて行うことを今後計画している。
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