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1.は じめ に

食べ物は人間が生きてい くのに必要不可欠な栄

養の供給源であると同時に,生 活 に楽 しみ を与 え,

身体的に も精神的に も健康で幸福 な生活 を送 るた

めの重要な要因であ り,食 生活 は栄養的観点お よ

び食文化的観点か ら考察 され るべ きものであ る。

日本人の食事は 「ご飯」 とい う言葉が 「食事」

を意味す ることか らも明 らかなよ うに,米 食 を中

心 とし,魚 や野菜 をとり合わせるものであったが,

第二次世界大戦後,急 速に欧 米化 が進み,栄 養的

に も改善 された。

現在の 日本人の食事は欧米の食事に比べ,脂 肪

が少な く,総 エネルギーに占める脂肪,で んぷん,

たん白質の比率が適正であること,た ん白質の う

ち水産物 に由来する ものが約50%を 占め脂肪酸組

成 などの点 から好ま しいこ と,等 の長所があ る。

一方,現 在の望 ま しい食事 は欧米型への過 渡的

な状態であ り,今 後 もこの状態が保持 される とは

限 らないのではないかとする声 も上がってい る。

また,成 人病対策 の点か ら食塩摂取量 を現在の約

80%に 減少 させるべきであること,個 々人の レベ

ルで見る と必ず しも望 ましい状態 とは限 らず,ひ

とに よってはエネルギーの過剰,ビ タ ミンの不足

も見 られること,等 の問題 も指摘 され ている。

さらに朝食の欠食,子 供 の個食,父 親不在 の夕

食,遅 い夕食時刻 といった 「食べ方」 を含む食生

活における新たな問題が顕在化 し,食 生活が女性

の就業率 の増加,遠 距離通勤,子 供の塾通い等 の

社会的環境 との深い係わ りをぬきに しては論 じ得

ないことが示唆 されている。

食生活には,ま た日常の食事や行事食 を通 して

わが国の伝統や食文化 を後世に伝えるとい う重要

な役割があることも忘れてはな らない。

その他,グ ルメブーム,健 康食,激 辛食品,エ

スニック料理 な ど,「食生活 に ファッション化」

といわれ るほ どに食生活 は多様化 している。

わが国の食生活 については以上のような観点か

ら,長 所 は残 し,問 題点はできるだけ排除 して,

よ り望 ましい ものにする必要がある。そのために

は先ず,現 在の食事 ・食生活の実態は どうである

かを正 しく把握することが重要であると考える。

そ こで都市地域 の家庭の食事 ・食生活に関 して

主婦 を対象 とした調査を行 った。本調査は食生活

状況,食 事毎の献立,材 料な どの調理状況および

調味料の使用状況 に関 して,実 態 および問題点 を

個 々の家庭 レベルで把握す ることを目的 としてお

り,ア ンケー トのみでな く,調 味料使用量 の実測

を含んでいる。

これにより健康 な食生活 のための実状に即 した

食事指標 を作 り,そ の結果 を基礎 データとして将

来に向けてわが国の よりよい食生活 に貢献するた

めの基礎 デー タを得 ることを目的 とした。

2.調 査方法

(1)調 査 時期

1987年9月27日 か ら10月8日 までの2週 間の う

ち,連 続 した平 日3日 間。

(2)調 査 対象

大学で食物 学を専攻 し昭和27年 から昭和55年 ま

での問に卒業 した主婦550名 に依頼状 を出 し協力

を申 し出 た231家 庭 を対象 とした。対象 となった
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表1世 帯 人 数

表2地 域別世帯数

人数 は896名 であ る。

対象世帯に対 して,自 動秤(秤 量1kg,感 量5

9)を 送 り,計 量 を依頼 した。世帯人数は,表1

の ようであり,最 も多いのは4人 世帯 であ り平均

世帯人数 は3.9人 であった。

対象世帯の うち約75%は 関東地方 に在住 してお

り(表2),全 体の約2/3が 都市地域 に居住 してい

た。

年齢構成は,30代 女子が117名 と最 も多 く,そ

の子供の年齢に あたる9歳 以下の男女 がそれに次

いで多かった。

50代女子が少なかったのは卒業生 の数が少なか

ったためで,そ の子供の年代にあたる20代 の男女

が特に少 なか った。(表3)

なお,対 象主婦の うち,106名(45.9%)は パ

表3年 齢構成

一 トを含む職業 を持 っていた。

(3)調 査項 目

対象者に調査票(表4,5)を 配布 し,無 記名

で以下の項 目を記入 させた。
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その1家 族構成(家 族各人の年齢、性別,職

業)

食事時刻 ・場所

献立記録(家 庭での食事 と間食の献立

名,使 用材料名)

調理記録(3日 間の調査期間中家 庭で

行われた調理の献立名,使 用

材料名,各 材料 の使用重量,

使用調味料名)

その2表5に 示 した17種 の調味料の総消費量

記録 の開始時 に調味料重量 を容器 ご

と計量 し,3日 後の記録終了時 との重

量差を総消費量 とした。

(4)解 析項目

1)食 生活状況

上記の記録 から,各 個人について食事回数,主

食の種類,家 族全員が揃 って食べた食 事の回数 を

個人別および世帯別にまとめ,平 均,分 散,相 関

係数等の基礎統計量 を算出 した。

2)調 理状況

調 理方法別出現回数,食 品群別出現 回数,調 味

料使用回数,調 味料総使 用量 を1)と 同様に求 め

た。

3.調 査結果 と考察

(1)食 生活に関 して

1)食 事状況

図1は3日 間の朝,昼,夜 の食事を個人別,男

女別 にまとめた ものである。家庭で1名 以上の家

族 と共に食 した場合 を家庭内共食,家 庭で1人 で

食事 をした場合 を家庭内個食 とし,以 下弁当,外

食お よび欠食 と分類 した。 この図より年齢別お よ

図1年 代別食事状況(延 べ人数)
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図2全 員で一緒に食べた 日数

び性別による食事状況の特徴 を知 ることがで きる。

朝食は,男 子 の一部に弁当がみ られるものの,

ほ とんどが家庭 内で食事 をしていた。 しかし,家

庭内個食が男女 を問わず,各 年代 にわたって2割

程 度あった。特 に20代男子は約42%が 家庭内個食

の朝食 をとってお り,生 活時間が夜型にずれてい

るためと考えられた。一般に問題 となっている朝

食の欠食は本調査 では非常に少なか った。

昼食 については,男 女による食事パ ターンの違

いが顕著であ り、男子では外食が多か った。女子

では20代.50代 の外食がやや多 く,30代 は9歳 以

下 と共 に家庭内共食が多かった。10代 男女で弁当

を昼食 としたのは,ほ とんどが中高生であった。

また,そ の親年 代に当る40代男子 では,成 人男子

の中では弁当の人が多かった。10代,9歳 以下の

外食は,学 校給 食によるものであった。

夕食 は3食 の中で家庭内共食が最 も多 く,特 に

女子では20代 を除き、90%以 上が家庭内共食をし

ていた。しか し20～50代 の男子については外食が

多いばか りでな く,た とえ家庭で食事 をしても、

一人で食 してい る実態が明らかになった。 この傾

向は特 に30代 男子において顕著であった。子供の

個食が取 り沙汰されているが,本 調査対象世帯で

はほ とんど認め られなかった。

次に,家 族全員が揃 って食事 をした回数 の割合

を,図2に 示 した。全体的にみて最 も多かったの

図3調 査対象者の食事時刻
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は3日 間 とも揃 うこ とのなかった世帯 であ り,特

に朝食で54.5%と 多 く,朝 食には家 族団 らん の

要素のないことが うかがえた。夕食 では平均 して

39.9%が 家族一緒 の食事なしとなったがこの割合

は30代,40代 において特 に多 く,働 きすぎといわ

れる実態が ここにも反映 されていた。逆 に3日 間

とも揃 った世帯 は,50代 で多かったが,こ れは,

2人 世帯の比率が高いことが一因 と考 えられ る。

2)食 事時刻

3日 間に調査対象者が,朝 食,昼 食,夕 食 を何

時に摂 ったかを,家 庭内食 と外食 に分けて示 した

ものが図3で ある。家庭内食で も外食で も食事は

ほぼ同 じ時刻であ り,朝 食は7時 頃に60%以 上が,

昼食は80%が12時 頃に,夕 食は80%が6～7時 頃

に摂 られ ていた。夕食の時刻が遅 くなることで翌

日の朝,食 欲がないことや,食 事 と就寝時刻の問

の時間が短いことによる肥満 が指摘 されているが,

本調査対象 となった家庭は夕食 を10時以降に摂 っ

ている人が2～3%み られたのみで多 くの人は規

則正 しい食生活 を送っているとみなされた。

図4主 食の種類別食事数の比率

図5家 族の主食(食 事数)
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3)主 食の種類

図4は 家庭で食事 をした場合の主食 の種類別食

事数 を,図5は 家族が同 じ主食 を摂 ったか異なる

主食 を摂 ったかについて示 したものである。

朝食は,パ ンが全体の半数以上 を占めていた。

また夕食 は,圧 倒 的に米飯が多かった。その他の

主食 としては,朝 食 は,朝 食用 シリアル,ホ ット

ケーキ,ピ ザ,ま た夕食は麺類な どがあった。

年代別の特徴 として,主 婦が40代 の世帯では,

朝食の米飯食が多いことが認められた。この世帯

は中高校生 がお り,弁 当を作るためであろう。

主婦が50代 の世帯で,夕 食に主食な しの割合が

高 いが,献 立 をみる と酒類 を飲みながらの食事が

主であった。

家族が同 じ主食 の食 事は,朝 食64.1%,夕 食

88.0%で あった。

異な る主食で あった世帯は,子 供が離乳食であ

った り,高 齢者が特別な食事を要する場合があっ

た。

それ以外には,個 食 の場合に,主 食が異な る傾

向が多かった。

(2)調 理お よび調 味料使用に関 して

1)調 理方法

表6は,3日 間に家庭 で行われ た調理を調理方

法 別に分類 し,そ れ らの平均 回数 と分散 を求めた

結果 であ る。

主婦の年代 で比較す ると,年 代が上がるに従っ

て出現回数 が多 くなった調理 は,焼 き物(湿)で

あ った。逆 に少な くなったのは,蒸 し物 であ った。

主婦が40代 の世帯では,揚 げ物,焼 き物(乾)が

他の年代 よりも多 く,家 族構成 から高エネルギー

の献立が うかがえた。

なま物については,刺 身,酢 の物な ど和風料理

と,サ ラダ.生 野菜な ど洋風料理 を含む。全般的

に,年 代が高 い方が和風料理の多い傾向はみ られ

た。

同様 に,汁 物 は夕食 に多 く登場 し,朝 食,夕 食

に も味噌汁が最 も多かったが,他 に,す ま し汁、

スープが含 まれ,3者 の比率 はほぼ2:1～0.8:

0.2で あった。

2)使 用食品材料

表7は,食 品材料について,3日 間の延べ出現

回数の平均値 と分散 を示 した もので ある。

主食 について,米,パ ンでは,30代 の世帯に米

がやや少 なかった以外は,特 に年代 との関係は見

られなかった。ただし,麺 類は主婦の年代が低 く

なるにつれて,平 均回数 が多 くなった。内容 とし

ては,ラ ーメン,う どん,パ スタ類,小 麦粉,も

表6調 理方法別出現回数
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表7主 材料別出現回数

ちな どであったが,こ れ らは,主 婦が就業 してお

らず,家 庭で昼食 を食べる場合の献立に多く,そ

の影響が大 きかった。

芋類の 中では,じ ゃがいもの利用が圧倒的に多

かった。利用方法 も味噌汁の実,サ ラダ,つ け合

わせ,お やつ と多様であった。

豆類は,豆 その ものを調理 した例はあまり多 く

な く,豆 腐,油 揚げ,納 豆な どがよく利用 されて

いた。

魚介類については,年 代が高 いほど出現回数 も

多 くなった。逆に,練 り製 品は,低 い年代で多 く

利用 されていた。練 り製品は,下 ごしらえの必要

もなく,生 臭 さもないためハム,ソ ーセージ と同

じ感覚で利用 されていると考えられた。

それに対 して,肉,肉 加工品 では,一 定の傾向

はみられず,手 間の問題ではなく,家 族の嗜 好に

よると考えられた。

乳製品の副食 としての利用 は,年 代が低いほど

多かった。その多 くは朝食 であった。パ ン食 の比

率 は主婦 の年代間であ ま り差 が見 られ なか った

(図4)が,副 食 には違 いが認め られ た。

緑黄色 野菜 とその他の野菜(き のこ類 を含 む)

については,主 婦40代 の家庭が最 も多かった。た

だ し,こ れ らの結果は,延 べ出現回数 であ り,量

については特に考慮せずに集計 した結果であるの

で,こ の年代が特に よく野菜 を食べているとい う

ことはできない。量については現在検討中である。

海藻は,年 代が低い方が使用回数が多かった。

これは,わ かめ と海苔,だ し昆布がほ とんどで,

特 に,乾 藻わかめは,広 く用い られていた。献立

としては,味 噌汁 と和風サ ラダへの利用が多かっ

た。

材料 間の相関を年代別 に調べ た ところ50代 で

芋,豆,魚 介,魚 加工品,そ の他の野菜,海 藻,

米の8食 品群間に高い相関が見 られ,他 の年代に

比べ,日 本食の特徴 となる食品の相関が高 いこと

か ら,伝 統的な日本型 の献立が多いこ とが認め ら

れた。

3)調 味料使用状況

表8は,表5の 調味料17種 の うち全体の90%以

上の家庭が保有 していたものの平均使用回数 と分

散である。

調味料の使用回数は塩が最 も多 く,醤 油,砂 糖,

油,胡 椒 と続 いた。
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表8調 味料使用回数(3日 間世帯当り)

表9調 味料使用回数(1人1食 当 り)

主婦の年代間で比較 すると,塩,マ ヨネー ズを

除 く10種の調味料 について主婦40代 の家庭が最 も

使用回数 が多い ことが示 された。

塩は50代,マ ヨネー ズは30代 が最 も多かった。

表9は,3日 間の調味料総消費量から1食 あた

りの消費重量 を計算 し,そ れ らの平均値 と分散 を

求 めた結果である。

主婦50代 の家庭 の醤油,マ ヨネーズが特 に多か

った。

しかしなが ら,こ こで調査 した数値はあ くまで

も使用量であ り調理中の損失,調 理方法 による分

どま りの相違 などを考慮 した場合,摂 取量 と関連

づけることはできない。特に,油 に関 しては,1

回の使用量は,調 理 によって差があった。

調味料使用量間の相関は表10の ように塩 と醤油,

砂糖 と醤油,み りんと醤油,油 とソース,胡 椒 と

マ ヨネー ズに高 く,和 風の組合せ,洋 風の組合せ

間に相関がみ られた。

表11は,調 味料使用回数 と調理方法出現 回数の

相関 を求 めた結果 である。汁物 と味噌の相 関が最
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表10調 味料使用重量間の相関

も高 く0.50に 近かった。汁物の出現回数が3日 間

で平均約3回(表9)で あるのに対 して,味 噌の

使用回数 は,平 均2.3回(表11)で,3日 に1回

は味噌汁でない汁物 を作った ことになる。

煮物 と相関が強かったのは,醤 油,砂 糖で,塩,

み りん,ケ チャ ップと続いた。和風 の煮物 が主流

であることが認められた。

妙め物 は塩,胡 椒,揚 げ物は ソースと塩,胡 椒

で味付けられ ることがわかった。

醤油は,い ずれの調理方法 とも比較的強い相関

がみ られた。やは り,醤 油は日本の食生活には欠

かせない ものである といえよ う。

しか し,味 噌に関 しては,醤 油 と並び 日本 独特

の調味料であるが,今 回の調査で利用 されたのは,

味噌汁,味 噌煮,味 噌付け焼 きな ど,そ の利 用方

法が限 られていた。

4)主 材料 と調味料使用回数

表12に,主 材料 と調味料使用回数の相関を示 し

た。

米は、塩,醤 油,パ ンは,マ ヨネー ズ,麺 他は,

ケチャップ,砂 糖,醤 油 と相関がみ られた。麺他

については,ケ チャ ップはスパゲ ッテ ィー,砂 糖

はケーキなどの菓子類に用い られ る小麦粉,醤 油

は うどん,そ ばによるものであると考 えられた。

芋 は,塩,醤 油,砂 糖,味 噌 と相関が強 かった。

豆,豆 製品 は,醤 油,味 噌 と相関が強 く,砂 糖

を加 えた煮豆 などよ り,豆 腐,納 豆の利用が多 い

ことが考えられた。

卵 については,酢,ケ チャップ,酒,味 噌 とは

相関が弱いが他の調味料 とはかな り強 い相関が見

られた。魚加工品 と肉加工品 においても同 じ傾 向

がみられた。 しか し,相 関は,魚 介類,肉 よりも

弱かった。

乳製品は,調 味料 とはほ とんど相関 がみ られ な

かった。チーズ.ヨ ー グル トはそのままで食べ ら

れる場合が多いため と考 えられた。

野菜 はどの調味料 ともかな り相関が見られた。

海藻は,醤 油,酒 とやや強い相関がみ られ た他 は,
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あまり強 い相関がなかった。ただ し,野 菜には,

相当数の種類が含 まれているが,海 藻は,海 苔,

わかめ,昆 布が大部分で,種 類は限 られていた こ

とが,一 つの原因であるとい える。

4.ま と め

食物学 を専攻 した30代 か ら50代の多 くが都市地

域に居住する主婦231人 の世帯 を対象に平 日3日

問の食生活調査 を行 ない,以 下のような結果を得

た。

(11朝 食は90%以 上が家庭 で摂 られていた。朝

食での個食は,男 子で23.3%,女 子で16.7%

であ った。この集団では,子 供の個食が多 く

はなかった。

〔2)昼 食は男子の60%が 外食であ り,弁 当を持

参 した成人男子 は20%で あった。

13)夕 食は女子のほとんどの世代の100%近 くが

家庭で摂 っていたが,成 人男子 と20代女子 は

75%前 後であった。

(4}朝 食 に3日 間 とも家族が揃 うことがなかっ

た世帯が55%で あった。

(5)夕 食に3日 間 とも家族が揃 わなかった世帯

は,40%で あった。

樹 朝食の主食 はパンが半数以上 だった。40代

の主婦の世帯では,米 飯がやや多かった。

(7}夕 食の主食は米食 が80%を 占めた。

〔8}調 理方法 については,主 婦 の年代によって

差がある ものがあった。

(9〕主材料 については,魚 介類 は高い年代の主

婦で,海 藻類は低い年代の主婦に多用が見 ら

れた。材料の組合せか ら高 い年代の方が よ り

日本型の献立 であることが考 えられた。

liol一 人一食あた りの調味料使用量は,50代 の

主婦の醤油が多かったがその他は年代 によっ

て差 は見 られ なかった。

〔11)醤油は多 くの要素と正の相関がみられ,今

もって日本人に欠かせない調味料 であると考

え られた。

5.お わ りに

本調査 において,主 として都市地域 に居住す る

一般家庭 における平 日の食 生活の実態 が明 らかに

な った。日々の食事が健康 を維持 し,明 日へのエ

ネルギーを確保す るだけでな く精神的 な栄養 とし

て も必要 といわれ るが,本 調査 における結果は,

食生活 のような機能 が相当に歪 められ てい る実態

を浮きぼりに しているもの と言 える。

一方 において巷間でいわれてい る

○ 朝食 の欠食

○ 幼児の個食

○ 夕食 の時刻が遅れ 就寝時刻 に近づ く傾向

な どについては,そ の傾向 が見 られず,健 全な食

生活を営んでいることが うかがわれ た。この理由

の一つ として,本 調査が大学 で食物学 を学んだ主

婦 を対象 としたことが考え られ る。現在,大 学で

食物以外の専門 を学んだ主婦 を対象 として,同 様

な調査 を実施中であり,そ の結果 を本結果 と比較

考 察す ることによ り,さ らにきめ細かい食生活の

全容がつかめるものと考えてい る。

本論文を終えるにあた り,研 究助成金 を交付 し

て下さった(財)浦 上食品 ・食文化振興財団に心 よ

りお礼申 し上げます。
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VarietyofDishes,CookingMethodsandUsageofSeasonings

accordingtotheMealsinMajorCities.

AtsukoShimadaCFacultyofHomeEconomics,OchanomizuUniversity)

Eatinghabitsincludingeatingconditions,cookingmethodandusageofseasonings

werestudiedon231householdsofwomenontheir3σsto5σswhomajoredfoodscience

attheuniversity.

Totalobjectssummedupto896peopleandthisstudywasconductedonthreeconse-

cutivedaysinearlyOctober1987.

Asfortheprincipalfood,morethanhalfofthehouseholdhadbreadatbreakfast,

while80%ofitservedriceatdinner.

35%ofthehouseholdservedmorethantwopr重ncipalfoodatbreakfast,whichwas

resultedmostlyfromtheindividualeatingofhouseholdmembers.

Childrens'individualeatingwhichisoneoftherecentsocialproblemswasn'tobse-

ruedmuchamongtheobjectsofthisstudy.Ontheotherhand,thehouseholdwhich

didn'thaveanydayonwhichallthefamilymemberassembledfordinnersummedto40

%.

Therewasnodifferenceamonghousewive'sagegroupsinthenumberofoccurrence

ofthecookingmetthods,exceptwetbaking'`whichwasmoreoftentakenatthehigher

agegroupandsteamingwhichwasmorepopularamongyoungeragegroup.

Housewivesontheir40stendedtodofryingandwetbaking**moreoften,which

suggestedhigherenergydietadjustedtotheneedoftheirfamily.Generallyspeaking,

housewivesofhigheragegrouptendedtocookmoreJapanesecuisineandfrequently

usedfish.

Theamountofindividualconsumptionperonemealof17differentseasoningwere

measuredandnodifferentwasfoundamonghousewive'sagegroups.

*includingsauteingmeatandcookingegg

**includingbroilingandroasting


