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ヒ トは,雑 食性動物であ る。比喩的に言 えば,

「何 を食べ て も生 きていけ るが,あ らゆるもの を

食 べないと生 きていけない動物 」である。体内で

合成 され る栄養素が限 られ てお り,外 界の物質か

ら多種類の栄養素 を直接取 り込 む必 要がある一方

で,摂 取可能 な物質であれ ばたいていのものを栄

養源 としうる動物である。

しか しこの ような雑食性 も誕 生直後 から見 られ

るわ けで はない。哺乳動物 であるヒ トは,離 乳期

まで は単食性の食性 を示す。離 乳の時期 は生物的

に決 められている という説 もあるが,文 化 により

か なり変動す ることも事実 である。 また乳か ら成

人食への完全な移行 は時間 をかけて行われ ること

が通例であ り,離 乳 の時期 を特定 することは容易

で はない。離乳期以降,ヒ トは初 めて雑食動物 と

しての試練,す なわち何 を食べ何 を食べないか と

い う課題 の解決に迫 られ るので ある。

雑食性動 物であるヒ トは,種 々の栄養素を過不

足な く摂取 する必要があ る一方で,毒 性 のある も

のの摂取を回避 しなければ ならない。幼 児の誤飲

事故 が物語 るように,離 乳 を経 てまもな くの幼児

は実にあ らゆるものを口に入れ,し ば しばそれを

飲 み込む。硬貨,紙 屑,害 虫の死骸,草 花,電 池

な ど成人 ではおお よそ考えつかない ものを口に運

ぶ。食物 に対 する恐れ,嫌 悪の感情 が未 発達 であ

り,危 険 という概念(摂 取する とどうなるかとい

う予期)が 十分 に形成 されていない為 と考 えられ

る。 しか しそれ以上 に,「食 べ る」 とい う行動 を

喚起 する生物機構が,こ の時期,活 性化 してい る

為 であるとも言 えよう。

離乳後,養 育者は,子 の健康的生存 を可能 なら

しめる為 に,何 を食べさせ何 を食べ させないかと

い う教育(し つ け)を 行 う。 これ は,子 の採餌行

動 と調理行動 を養育者が代行 し,ま た摂取行動 を

手助 けすることによって行われ る。その ような教

育(し つけ)を 通 じて,幼 児 は徐々に食物 とは何

か,食 物 にはどのようなものがあ るか を学 習して

い く。乳 と甘味物が唯一の食物であった乳児は,

やがて,さ まざな味,匂 い,テ クスチ ュアーをも

つ物質 を食物 とみなしてい く。 さまざまな ものを

「食べ る」 とい う経験 を積 み重ね ることに より,

「食物」 という概念 を獲得 し,具 体的な個 々の食

物 をい くつかの まとま りの あるもの として認識 し

てい く。

本研究 は,食 嗜好 の獲得 を,以 上述べて きた よ

うな行動発達学の観点 に立 ち,分 析,検 討 してい

こうとするものである。研究1～4は,乳 幼児期

に焦点 をあてた ものであり,研 究5は,青 年期 に

焦点 をあてた ものである。総合論議では,こ れ ら

5研 究の成果に基 づき,食 嗜好の獲得について論

じてい く。

研究1～3:乳 幼児におけ る食 嗜好(根 ヶ山によ

る)

A研 究のね らい

乳児が最初 に口にす る食 は,乳 である。 それ は

乳児に とっては完全食品であるが,し か し子 ども

の成長 とともにいずれそれに対する全面的 な依存

か ら脱 却せねばならない。離乳の際,乳 という単

一の食 品か ら
,一 挙に爆 発的に食 のレパー トリー
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が広が る。その過程 のなかで,あ るもの を好んだ

り,ま たあ るものを嫌 った りするようにな る。そ

れ は食文化の領域に属する場合 もあれ ば,個 人の

好 き嫌 いに属す る場 合 もある。本研究 は,そ うい

った子 どもの食嗜好の形成 を,質 問紙 と行動観察

の両面 から探 ろうとする試 みである。

B研 究成果の概要

研 究1乳 児の食嗜好の発達に関する質問紙調査

目的:固 形物 に対す る食嗜 好の発達 の初発段階

として,離 乳期 にお ける好 き嫌 いの実態を,離 乳

食開始 時期 から13か 月齢 までにわたって,縦 断的

に追跡調査 し明 らか にす る。

方法:原 則 として離乳食 を初めて与えた日を初

回調査 日とし,そ れ以降7か 月齢,10か 月齢,13

か月齢の計4回 にわ たって,質 問紙調査を追跡的

に行った。調査対象 は,兵 庫県下の保健所 ・保健

セ ンター計3施 設 および大阪府下の1総 合病 院で

の検診 または乳 房外来 に訪 れた母親111名 で,う

ち離乳食初回,7か 月齢,10か 月齢,13か 月齢 の

回答者数 はそれぞれ94名,71名,57名 で あった。

結果お よび考察:ま ず,10の 食品群 について,

それぞれ に対す る7～13か 月齢児 の嗜好 を1:

大好 き か ら5:大 嫌 い までの5件 法 によっ

て母親 に問 い,そ の回答を嗜好度 とした。図1ガ

その結果 を食品群別 にそれぞれの月齢 の平均値 と

して示 した ものである。3が 好 きで も嫌いで もな

い水準 であることをふまえる と,こ の月齢の乳幼

児 はあらゆる食品群をお しなべ て好 む傾向が非常

に顕著 であるといえる。 とくに好 まれた ものは果

物 や麺 ・パ ン類,乳 製品な どであ り,他 方,乳 製

品以外 の動物性食品 と海草類 は,一 貫 して相対的

に好 まれに くい傾向にあった。

また,食 品全体 に対す る好 き嫌 いの程度 を5件

法(1:と ても激 しい か ら5:ま った く激 し

くない まで)で 尋ね,そ の数値 を月齢間 で比較

した ところ,7か 月齢か ら10か 月齢に移行 する段

階で,好 き嫌いが増加す る傾向にあった。

さらに,両 親 と乳児の間での好 き嫌 いの類似度

を,前 述の各食 品群 に対す る好 き嫌いの評定値 に

お ける順位相関か ら求 めた ところ,表1の 通 りと

なった。 それに よれば,男 女児 ともその嗜好 は母

親 と似てお り,男 女児間 でも有意な相関が見 られ

たが,父 親 とは似ていなかった。 また,第1子 は

他 に比べ て好 き嫌いの度 が低 いという結果 も得 ら

れた。 しかしなが ら,母 乳 か人工乳か とい う授 乳

様式 の差 は,好 き嫌いの傾 向 と有意 に対応 してい

表1乳 児と両親の間における食品群の好き嫌いの類似度

図1食 品群別に表した乳児の嗜好の発達
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なか った。

生後1年 あ まりとい う離乳 期には,果 物や穀類

をもとにした デンプ ン質食 品 と乳製品 にひ ときわ

強 い嗜好が見 られ,一 方において肉 ・魚類の筋 肉

質食,野 菜 ・海草類の葉質食 な どは相対的に嗜好

度 が弱か った。 この こ とは乳児 が,そ の咀囑 ・

能力の未熟 さのために,繊 維 質の食 を敬遠 してい

ることの現れなのか もしれない。

しか しなが ら,Rozinら(1986)の 指摘 に もある

とお り,乳 児 は全般 に固形物 の摂取 には積極的で

あ り,好 き嫌い とい う次元 での分化 はまだ顕在 化

していない。

研究2乳 児の離乳食摂取行動の観察

目的:乳 児に食の嗜好 が形成 され る重要なひ と

つの背景 として,母 親 か らの食供給 に対す る取 捨

選択の能動性や食行動 の自律性が ある。そ こで,

実際の食事場面を家庭 で行動観察す ることによっ

て,嗜 好発達のそ ういった行動的要因 についての

検討 を行 う。

方法:研 究1の 協 力者 の中から,有 志の10組 の

母子 を対象に,質 問紙調査 と平行 して4時 期に家

庭での離乳食場面を ビデオによ り観察 した。そ し

て10秒 を単位時間 とする1/0サ ンプ リング法 に

よって行動の生起率 を求 め,そ こにお ける食の自

律性の発達過程を調 べた。

結果お よび考察:食 事時 における供給 ・受容 ・

拒否 ・摂食の生起率 は,図2の 通 りであ る。母 親

による供給 は,生 後7か 月齢 において有意に多発

し,そ れ以降減少する傾向が あった。 また7か 月

齢 は,供 給 される食物が 口まで到達す ると同時に

開 口が起 こるという,円 滑 な供給 ・摂取の過程 の

流れが他の月齢期 よ りも多 く見 られ,ま た母親 の

共感反応(子 の口の動 きに連動 して母親の口 も動

くこと)も その時期 に多 い傾向が あった。 しか し

なが ら,受 容 ・拒否 という食物の取捨選択に関わ

図2乳 児の食事時における供給 ・受容 ・拒否 ・摂取の

生起率

る行動 には,月 齢 間で明瞭な発達的変化 は指摘で

きなか った。

もっとも,10か 月齢以降,子 自身 が手や 口によ

って能動的に摂食 することが見 られるようになり,

そこに彼 らの食における自律性 が現 れて いた。そ

れ は10か 月齢 以降の母親 による供給 の減少 を説明

す るものである。

本研究 とは別の7か 月齢児を対象に,故 意 に供

給の円滑な流れを乱 すという実験事態 を導入 して

みた ところ,そ れによって も彼 らに自律的摂食 は

発現せず,彼 らの食 における積極性 は自律的 な摂

食 の前段階に とどまっていることが明 らかになっ

た(大 辻1996)。

これ ら研究1・2の 結果か ら,生 後1年 あま り

という離乳期は,乳 という単mか ら劇 的にその

摂取 レパー トリーが拡大 し,食 行動の自律性が促

進 す る時期 で はあ るが(Negayama,1993),食

嗜好の分化 とい う点 からはまだあ まり大 きな変化

のない時期 といえよう。

研究3幼 児の食嗜好に関する質問紙調査

目的:研 究1・2で は,嗜 好の発達を生後1年
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あま りに限定 して追跡調 査 した。Birch(1980)

は,食 嗜好形成 における家族 とくに親の役割 を検

討 しているが,本 研究 でも,乳 児 よりもっ と年長

の子 どもたちにおける嗜好 の実態 を調べ,親 の嗜

好 との関係を探 ってみた。 その際,研 究1で は食

品群単位で調査 したが,今 回は具体的な食品目に

基づ き行った。

方法:兵 庫県下の私 立Y幼 稚園 に通園す る園児

181人 を対象に,彼 らの食嗜好 と両親 の食嗜好 と

を,109品 目につい て,子 ども と母親 につ いては

母親 に,父 親 については父親 に,そ れ ぞれ5件 法

で尋ね,相 関係数 によってその一致度 を調べた。

結果お よび考察:こ の時期 には,好 き嫌 いはか

な りはっきりして くる。無作為 に選 ばれた親 と他

人 の子 との相関 と比べ ると,幼 児 と親 の嗜好の相

関係数 は有意 に高 く,好 き嫌 いが親子 の間で一致

していることが うかが えた。その相関 は,母 親 ・

父親 ともに正 の値 をとり,嗜 好 の傾向が親子間で

一致 してい る ことが わか る(図3) 。 また,父 親

と母親 では母親の方が子 との一致度 はよ り高か っ

た。

図3幼 児と両親間の食嗜好に関する相関

乳児において嗜好が相対的に低 かった野菜類や

肉 ・魚介類で,幼 児の食嗜好 と同性 の親 の食嗜好

との より強 い一致が見 られた。 この ことは,こ れ

らが性差 という生物学的要因をよ り強 く反映す る

食品群 であることを示唆する もの として興味深 い

(Logue&Smith,1986参 照)。

なお,こ こで も授乳様式 による有意 な差違 は見

られてお らず,ま た離乳食の形態(手 作 り・市販

のベ ビー フー ド)に よって も差はなかった。

C研 究1～3の 総括

本研究 は,乳 幼児 にお ける食嗜好 の形成 を探 ろ

うとす る試みであ り,乳 児期 ・幼 児期 には食嗜好

という点で,そ れぞれ異質 な特性 が認 め られるこ

とがわか った。 とくに,積 極的な食 嗜好 は乳 児の

際 だった特徴であ り,そ れがあ るか らこそ離乳 が

推進 され るといえた。 ただ繊維質の ものはやや摂

取傾 向が低 く,ま た行動 としての 自律性 は乳児期

の後半 にならない と発現 しなか った。嗜好形 成に

は親 とくに母親の存在 が大 きいことが示唆された。

それ とともに,幼 児期 になると性の効果が顕在化

したが,乳 児期における食生活の特徴が幼児期の

食嗜好 を強 く規定する という可能性 については,

否定 的な結果 を得た。

研 究4:乳 幼 児とその養育者間の食 嗜好の類似

性(今 田による)

A研 究のね らい

乳幼児 の食環境 は,養 育者(親)に よって整備

される。乳幼児の摂取する食物 は,通 常,養 育者

の準備 した食物あ るいは養育者が認 めた範囲の も

のに限定され る。養育者が食物 とはみ なさない も

の,あ るいは養育者 自身が嫌悪 し摂取拒否す る食

物は,乳 幼児が摂取す る機会 はな く,あ って もご

くわずかであろう。 自ず とから摂取対象 とな る食

物の範囲は類似 した もの となる。 さらに,乳 幼児

期は,緊 密 な母子関係の維持 され るこ とが通例で

ある。子 は,し ばしば養育者 の行動 を模倣す る。

このよ うな閉 ざされた環境 の中で,子 の食物の嗜

好が養育者 と類似 した もの となってい くことは十

分に予想 され る。

しか しなが ら欧米の研究 は,養 育者 一子問の食



食嗜好の獲得に関する行動発達学的研究 61

物嗜好 の類 似性が低い ことを示 して いる。Birch

(1980)は,果 物な ど具体 的な8つ の食物の好みに

ついて,養 育者 一子(3～5歳 児)間 の食物嗜好 を

調 べた とこ ろ,父 子,母 子 間で それぞれ0.07,

0.14の 相 関 にす ぎなか った。Pliner&Pelchat

(1986)で は,父 子,母 子,き ょうだ い間で,そ

れぞれ0.20,0.20,0.50の 相関で あった(2～7歳

児)。 また大 学生 とその養育者間 の類 似性 を調 べ

たPliner(1993)に よると,同 性 の親 子の方が 異

性の親子の場合 よりも類似性が高か った。 さらに,

大学生 とその養育者 間の類似性 を調べたRoinet

al.(1984)で は,父 子,母 子間 でそれぞれ0.04,

0.19の 相関 しか得 られていない。 これ らの数値 は,

被調査者の生活地域 における第3者 と子の類似性

と大 きく変わ るものではな く,養 育者一子間の食

物嗜好の類似性 は きわめて低 いと言わ ざる を得 な

い。Rozin(1991)は,こ の よ うな現象 を 「家庭

の逆説(thefamilyparadox)」 と表現 している。

本研究は,こ のような現象が 日本の家庭におい

て も同様 に見 られる ものか どうかについて検討 す

る。 また,研 究1,3で は,子 の嗜好を養育者 自

身が判 定する という方法 を用いた。 ここでは,保

育園に通園する幼児 を対象 に,保 育園の保母 とい

う第3者 による判定 によって子の食物嗜好を測定

する。

B方 法

(1)調 査対 象者 東京都内の保育園に子を預 け

ている62名 の養育者 を対象 とした。その平均年齢

は33.1(24-47)歳 で,回 答者が母 の ケー スが56

名 であった。複数の子 を預 けている場 合があるた

め に,対 象 とした 子 は69名(男 児38名,女 児31

名)で あ り,そ の平均 年齢 は3.8歳 であ った(10

か月齢 から6歳6か 月齢 まで)。

(2)質 問用紙 養育者に は以 下の21項 目の食物

(群)に ついて,大 嫌い(1),嫌 い(2),ど ち らで も

ない(3),好 き(4),大 好 き(5)の5段 階で判定 するこ

とを求 めた。なお回答は,等 間隔で並んだ これ ら

の数字 か ら該 当するものを選ぶ とい う方法 を用い

た。食 物(群)は 「55.卵お よびそれ を主 に用 い

た料理(卵 焼 き,オ ム レツな ど)」「56.ジュース,

炭酸飲 料な ど甘味飲料」「57.漬け物な ど塩か らい

もの」 「58.チーズや ヨーグル トなど」「59.味噌を

用 いた料理(味 噌 汁,味 噌 でんが くな ど)」「60.

めん類 」「61.豆腐や煮豆な どの大豆製品お よびそ

れ らを用いた料理」「62.肉およびそれ を主 とする

料理」 「63.魚や魚介類およびそれ らを主 とする料

理」「64.果物」 「65.洋菓子(ケ ーキ,チ ョコレー

トなど)」 「66.食パ ン」「67.揚げ物 な ど油脂性 の

おかず」「68,ポテ トチ ップス,ポ ップコー ンな ど

塩味のついた菓子」「69.牛乳」「70.野菜お よびそ

れ を主 に用いた料理」「71.海藻 などの海産物およ

びそれ らを用いた料理」「72.主食 としての ご飯」

「73.ビール」「74..和菓子(饅 頭,羊 葵な ど)」

「75.日本酒」で あった(各 項 目の先頭番号 は実

際の質 問紙 で用 いた質問番号 を示す)。

子の食物嗜好 については第3者(保 母)に より

判定を行 った。判定用紙の書式 は養育者の もの と

同様 であったが一部の項目に違 いが あった。養育

者用 「56.ジュー ス」は,「2.ジ ュース な ど」「3.

炭酸飲 料」 に分 けられ,「65.洋 菓子(ケ ーキ,チ

ョ コ レー トな ど)」は 「11.洋菓 子(ケ ー キ な

ど)」,ま た 「57.漬け物 な ど塩 か らい もの」は

「21。塩 からいもの」に変え られた。 これ らは,

判定対 象の子 の年齢幅が広い ことと,昼 間の食環

境 を考 慮 したた め で あ る。また 子 の場 合 の み

「20.酢の きいた酸っ ぱいもの」「22.ぴ りりとし

た刺激性 の つよい もの」とい う項 目が加わ り,

「73.ビール」「75.日本酒」がはず された。

(3)手 続 き 養育者には調査への協力 を依頼 し,

質問用紙へ の回答 を求めた。子 の食物嗜好 にっい

ては,「 判断のつか ない ものは空 白に しておいて

下 さい」 との指示 を与え,保 母 に可能な範囲での
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判定を依頼 した(例 えば,昼 間,0歳 児が 「ポテ

トチ ップス」 を摂取す ることはな く,嗜 好の判定

は不可能 であ る)。

C結 果

表2に,比 較可能な20の 食物(群)に ついて,

養育者一子間の食物嗜好の相関値(ピ アソンの積

率相関係数)を 示 した。「15(69).牛乳」「19(74).

和菓 子(饅 頭,羊 葵 な ど)」 に弱 い相 関(.10>

p>.05)が 見 られ るだ けで,他 の 食物(群)の

相関はきわめて低い。全体の平均は0.04で あ り,

養育者一子間の食物嗜好 に類似性 は見 られない。

表3は,個 々 の食物(群)の 組み合 わせ につい

て,相 関(p〈.05)あ るいは弱い相関(.10>p>

.05)の あるケースのみを とりだしたものであ る。

親 の 「67.揚げ物 な ど油脂 性 の お かず」 と子 の

「8.肉お よびそ れ を主 とす る料 理」間や,親 の

「57.漬け物 な ど塩か らいもの」 と子の 「18.主食

としてのご飯」間な ど解釈 しやすいもの もあ るが,

親 の 「61.豆腐や煮豆な どの大 豆製品お よびそれ

らを用いた料理」 と子の 「18.主食 としてのご飯」

間(逆 相関)や,親 の 「57.漬け物 な ど塩 か らい

もの」 と子 の 「12.食パ ン」間,親 の 「74.和菓子

(饅頭,羊 葵 など)」 と子 の 「13.揚げ物 など油脂

性のおかず」間な ど解釈の困難 なケースも存在す

る。

本調査は,研 究3の 調査 と比較検討 してい くこ

とがで きる。 同研究 とも,就 学前の幼児 とその養

育者間の食物嗜好 を調査 した ものであ りなが ら,

相関係数の値 は相当 に異 なる。両者の方 法論上の

相違点 は,1)研 究3で は,子 の食物嗜 好 を養育

者 自身が判定 したの に対 して,本 研究では第3者

が判定 しているこ と,2)研 究3で は109品 目 とい

表2養 育者と子の食物嗜好の類似性(1)
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表3養 育者と子の食物嗜好の類似性②

う多数の食物について判定 を求 めたのに対 して,

本研究 では20数 品にす ぎなかった こと,3)研 究

3で は181名 の幼 児 を対象 としたの に対 して,本

研 究で は69名 と少な く,に もかか わ らず0歳 児

～6歳 児 までの広 い年齢 の範 囲の乳幼児を対象 と

した こと,4)研 究3と 本研究 では対 象 とした 乳

幼児 の居住地 が異 な ること,5)研 究3の 養育者

は就労 していない ものが 多 く,本 研究での養育者

は就労 している ものが多数 を占めること,な どで

ある。今後 は,こ れ らの相違点のいずれが結果 に

差異 をもた らせたかを検討す る必要がある。

研究5:乳 幼児期における食の 「しつけ」が青

年期以降の食 行動 に及ぼす効果につい

て(今 田によ る)

A研 究のね らい

Casey&Rozin(1989)は,子 の好 き嫌 いをた

だす為の さまざまな方法 につ いて,そ の有効性 に

ついて,養 育者 自身が,ど の ような考 え(信 念)

を もち,ま た どの程 度実 際に用 いてい るか(実

践)を 調べた。 その結果,(1)正 の社会感 情的文脈

を用 いることが好 まれてお り,強 制 は効 果がない

と考 えているこ と,(2)標 的食物 の摂取に報酬を与

えることは,標 的食物その ものを報酬 とす ること

と同程度に,標 的食物の嗜好 を高 めると考 えてい

ること,(3)標 的食物 を,強 く好 まれ る他の食物 と

混ぜ合わせて摂取 させ ることが,標 的食物の嗜好

を高め ることに効果 をもつ と考えているにかかわ

らず,そ の方法 をあまり実践 していない こと,を

見 いだ した。 また食行動上 に問題 のある子の養育

者が,特 に特徴の ある実践,態 度 をとってい るわ

けで はない,と いうことも判明 した。

本研 究で は,(1)Casey&Rozin(1989)で 報

告 された結果が,現 代 日本の養育者 にお いて も同

様 に見 られるか どうか を比較 し,(2)食 の しつけ方

の違いが,成 人後の子の食行動にどの程度の影響
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を与えているか,(3摂 食態度に親子間 に類似性が

あ るか どうか,を 検討す る。食行動 については,

外発的摂食,情 動的摂食,抑 制的摂食 および社会

的摂食 から,摂 食態度 については栄養 的価値,安

全性,簡 便 性 か ら検 討 して い く(今 田,1989;

Imada,1995)o

B方 法

(1)調 査対象者 広島市郊外に位置 する4年 生

大学の大学生59名(男 子32名,女 子27名)お よび

その養育 者54名(男 子7名,女 子47名)を 対 象 と

した。大学生の平均年齢 は20.9歳(男 子女子 とも,

20.9歳)で,養 育者 の平 均年 齢 は48.3歳(男 子

48.9歳,女 子48.2歳)で あった。 なお,大 学生数

と養育者 の数が異 なるのは,一 部 の養育者が回答

用紙(研 究参加 の同意書 も含む)を 返送 しなか っ

たためである(回 収率91.5%)。

② 質 問用紙 「子 どもの好 き嫌い をただす方

法 につ い て の 調 査 用紙 」は,Casey&Rozin

(1989)で 用い られた質問用紙 に基づ き,「嫌 いな

食物を好 きにさせ る11の 方法」 と 「好 きな食物 を

嫌いにさせ る6つ 方法」の2部 構成 とした。前者

は,標 的食物の摂取 に対 して報酬 を随伴 させ る方

法,標 的食物 を報酬 として提示する方 法,正 の社

会一感情的文脈 のも とで標的食物 を提示す る方法,

標的食物が身体 の健康 に対 して正 の価値 をもつ こ

とを教示 する方法,強 い嗜好性 を もつ他 の食材 に

混ぜる方法,単 に室内 においてお くだけの方法,

標 的食物 を摂取 しなければ不快 な出来事が生起す

ると教示 する方法,標 的食物を摂取す れば親(家

族)が 幸せ になると教示する方法,き ょうだいや

遊 び友達が好ん で食べている と教示す る方法,標

的食物だ けを与 え,そ れを摂取 しなければ他 には

何 もあた えないと教示する方法,標 的食物の調理

や盛 りつけを手伝わせ る方法の11の 方法か らなり,

それぞれ の方法 について,「 きっと好 きにさせる,

と思 う」「好 きに させるだろう,と 思 う」「好 きに

させ るのに効 果 はない,と 思 う」「嫌 い にさせ る

だろ う,と 思 う」「きっと嫌いに させる,と 思 う」

の5段 階で養育者の考え(信 念)を 回答 させ,ま

た 「決 して使 って こなか った」「ほ とん ど使 って

こなかった」「ときどき使って きた」 「しば しば使

ってきた」の4段 階で養育者 の実践 を回答 させた。

「好 きな食物 を嫌いにさせ る6つ 方法」 は,標

的食物が身体の健康に対 して負の価値 をもつ こと

を教示す る方法,標 的食物 がより小 さな子や乳児

が食 べるものだ と教示する方法,標 的食物の摂取

を罰 する方法,標 的食物 を過剰 に摂取 させ る方法,

嫌われ ている他の食材 に混ぜ る方法,標 的食物 を

摂取 すれ ば家族が不幸 になると教示す る方法であ

り,「嫌いな食物 を好 きに させ る11の 方 法」 と同

様 に,考 え(信 念)に ついては5段 階で,実 践 に

ついては4段 階で回答 させ た。

「嫌 いな食物 を好 きにさせ る11の 方法」につい

て実際の質問紙 上 で用いた文章 を以下 に示 す。

「こ こで は,4歳 の子 ど もに,あ る食 物(以 下,

ソレ と呼 びます)を 好 きにさせ る11の 方法 を示 し

ます。 それぞれ について,そ の方法が どれ くらい

効果的だ と思 うか,ま た,あ なたが育児の ときに

実際,ど れ くらいの頻度 でその方法を用いて きた

かを答 えて くだ さい。繰 り返 しますが,こ こで問

題 としてい るこ とは,子 どもにその食 物 を 「好

き」 にさせ ることであって,単 に食べさせ ること

ではあ りません。」が全体の教示文 であ り,「1.ソ

レを食べた ら,子 どもにごほうび をあげ る。例 え

ば,『 ○○ちゃん,も しあなたがソレを食べた ら,

そのあとでキ ャンデ ィーをあげましょう(ま たは,

テ レビゲーム を して もいいで す よ)』 と言 う。」

「2.ソレをごほ うび に使 う。例 えば,『 ○○ ちゃ

ん,も しおもちゃを片付 けた ら,ソ レをあげま

しょう』 と言 う。」「3.大人(親)が ソレを,お い

しそうに食べて見せる。」「4.ソレは身体 にいい も

のよ と言 う。例 えば,『 ○○ちゃん,ソ レはあな
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たのため にな るものなの よ。 お医者様が毎 日食 べ

るようにと言 っていたわ。今 日の分 はここにある

か らね』 と言 う。」 「5好 きな食物 とい っしょに与

える。例 えば,『00ち ゃん,ソ レをアイス ク リ

ームに混ぜて おきました よ。 おいしいか ら食べ て

ご らんな さい』 と言 う。」「6.ソレだ けを入れ もの

に入れて,家 の中に置いてお く。」「7.もし ソ レ

を食べ なけれ ば,良 くない事 が起 きるとお どす。

例 えば,『 もし ソレを食べなかった ら,今 日はテ

レ ビを見 させ ません よ』 と言 う。」「8.もし子 ども

が ソレを食 べた ら,自 分た ち(親 や家族)が 幸

せになるんだ とい うことを子 どもに言 う。」「9.き

ょうだいや遊 び友達が,ソ レを食べてい ると言 う。

例 えば,『 お友達 の00ち ゃん は,ソ レが大好 き

で,い つ もお母 さん にち ょうだい といっている ら

しいわ』 と言 う。」「10.食事 の際 にまず,ソ レだ

けを与 える。 そして ソレをきれいに食べ なければ,

他には何 も食べ させ ない よと言 う。」「11.子ども

に ソレの調理 と,盛 り付 けを手伝 わせ る。」が

個々の項 目文 であった。

「好 きな食物 を嫌いに させ る6つ 方法」 につい

て も同様 で あ り,「 ここで は,4歳 の子 どもに,

あ る食物(以 下,ソ レと呼び ます)を 嫌 いにさせ

る6つ の方法 を示 します。それぞれについて,そ

の方法 が どれ くらい効果的だ と思 うか,ま た,あ

なたが育児 の とき実際,ど れ くらいの頻度でその

方法を用 いてきたか を答 えて ください。繰 り返 し

ますが,こ こで問題 としてい ることは,子 どもに

その食物 を 「嫌 い」 にさせる ことであって,単 に

食べさせ ないことで はあ りません」 が全体の教示

で あり,「1.ソ レは身体 のために よ くない と子 ど

もに言 う」「2.子ど もに,ソ レはもっ と小 さい子

や赤ちゃんだけが食べ る(ま たは,よ く食べ る)

ものだ言 う」「2.子どもがソ レを食べ た ときに罰

す る(例 えば,し たが ることをさせない)」 「4.子

どもが欲 しがる以上の量 を与 える。食 べ過 ぎにさ

せ る」「5.おい しくない もの(苦 い ものな ど)と

混ぜ て与 える」 「6.ソレを食べ る と,親 が悲 しく

なる とい うことを子 どもに言 う」が個々の項 目文

であった。

摂食態度質問用紙 は,「食事 をとる とき,私 は」

とい う標題 に対 して,「栄 養のバ ランス を考 えて

い ます」(栄 養),「 手 間がかか らず,簡 単 に食べ

れる ものを食 べてい ます」(簡 単),「 品質 や鮮度

のよいものを食 べるようにしてい ます」(鮮 度),

「食べたい ものだけを食べ るように しています」

(放縦),「 食 品の安全性 に気 をつ けて います」

(安全性),「 健康 の ことを考 えて食べるようにし

てい ます」(健 康),「 カロ リーや塩分の とりす ぎ

に注意 してい ます」(カ ロ リー),「 好 きな ものを

食 べ るように して います」(好 きなもの),「 朝食

を食 べ るようにしてい ます」(朝 食),「 安 上が り

にすむ ものを食べる ようにしています」(安 上が

り)の10項 目が与 えられ,そ れ ぞれに っい て,

「まった くそ うではない」 から 「まった くそうで

ある」までの5段 階で回答 することを求 める とい

うものであった。

日本語版DEBQ質 問用紙 は,外 発 的摂食,情

動的摂食,抑 制的摂食 の3尺 度か らな り,個 々の

項 目に対 して5段 階で回答することを求めた(今

田,1989)。 本研究 では,島 井 ・田中(1994)を 参

考に,社 会的摂食の傾 向を反映す ると思われる7

項 目を付加 して行 なった。 それ らは,「 外で何か

を買 って きて食べ るのが好 きですか2」 「一人で

食べ るときは,家 族や友達 と一緒 の時 と比べて,

食べ る量が減 りますか2」 「自分 一人 で食べ る食

事 は,家 族や友達 と一緒の時 と比 べて,お い しく

な いと感 じますかP」 「おなかがすいて いな くて

も,人 と一 緒 な ら食事 をす る こ とが あ り ます

かP」 「友達 と一緒 に食事 をす ることが よ くあ り

ます かP」 「他の人 たち と一緒 に食事 をするのが

好 きですかP」 「人がおいしそうに食 べていると,
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つ いつられて食 べ過 ぎて しまう ことが あ ります

かP」 という ものであ り,日 本語版DEBQ質 問

用紙 と同様 に5段 階で回答す ることを求めた。

(3)手 続 き 大学 生 には摂食 態度質問用紙(今

田,1993)と 日本語版DEBQ質 問用紙へ の回答 を

求め,彼 ら(彼 女 ら)の 同意の元 に,養 育者 に対

し,「摂食態度 質問用紙」 と 「子 どもの好 き嫌 い

をただす方法 についての調査用紙 」を郵送 し,回

答用紙(調 査協力へ の同意書 を含む)を 返送 する

ことを求 めた(回 収率91.5%)。

C研 究成果の概要

(1)食 の しつけに関す る日米比較

「食 の しつ け」 に関 して,そ れ ぞれ の方法 が

「好 きにさせ る」(あ るいは 「嫌い にさせる」)こ

とに効 果を もつ と,肯 定的な回答 を した人の割合

お よび実際に使用 した と回答 した人 の割合 を求め,

その結果を,Casey&Rozin(1989)の 結果 と共 に

示 した ものが表4で あ る。Casey&Rozinは,

社会感情 的文脈(表 中ではSAと 表示)を 用 いる

方法が,上 位 を占めてい ることに注 目したが,ほ

ぼ同様 な結果が本調査において も得 られた。 また

お どした り,そ れだ けを食べさせ る とい う方法は,

アメ リカ,日 本 ともにもっ とも効果のない方法 と

みなされてお り,実 際の使 用の程度 も低い。

日米間 にお けるもっとも顕著 な差異 は,標 的食

物を摂取すれ ば親(家 族)が 幸せ になると教示す

る方法が,ア メリカでは上位 に位置す るに対 して,

日本 では下位 に位置 し,特 に実践 においては,ア

表4さ まざまな 「食の しつけ」法の有効性 に対する親 の意見 と実践
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メ リカでは74.7%も の養育者が,こ の方法 を使用

しているに対 して日本では5.6%と 低い。 これは,

嫌い にさせ る方法の 中の 「親 が悲 し くな る と言

う」方法が,日 本 においては低 い実践率(7.4%)

であるに もかかわらず,ア メ リカでは高 い(44.7

%)こ とと同一の傾向であ る。「親の情 に訴 える」

という方法 を,ア メリカ人は頻繁 に使用 し,ま た

その効果 も高 い とみなしているのに対 して,日 本

人 は,そ の効果 を認めなが らも実際 に使用す るこ

とは少 ない,と いうことである。

Casey&Rozinら の結果 は,「 ご褒 美 をあ げ

る」 という方法に対す る肯定 的意見お よび実践 の

程度 が,「 ご褒 美に使 う」 とい う方法 よ りも,高

い という ものであった。BirchetaL(1982)ら の

実験 に よれ ば,「 ご褒 美をあ げる」 こ とに より,

標 的食 物への好 みは下 降す る。す なわ ち,「 ご褒

美をあげる」 という方法は,好 みの形成 に効果 を

もたな い ど ころか 逆効 果 を もつ もの で あ る。

Casey&Rozinら は,こ の こ とか ら,こ こ に

「素人の誤 り」の存在 していることを指摘 してい

る。 しか し,本 調 査では,「 ご褒美 をあ げる」 と

いう方法の もつ有効性 に肯定的な意見を持 つ人 は

少 な く,実 践の程度 も低 い(日 本24.1%,ア メ リ

カ55.3%)。 日本 の親 の方が より冷静 に事 実関係

を認識 してい るといえるで あろう。

② 食の しつ け方 と子 の食行動

子 の食行 動の特徴 を,DEBQの 下位尺度 であ

る抑制的摂食,情 動的摂食,外 発 的摂食,お よび

社会 的摂食(全 項 目の総点)に 要約 し,「 食の し

つけ」法の有効性 に対す る親の意 見,実 践 との相

関 関係 をみた(表5)。 親 の実践傾 向 と関連 の強

い子 の食行動 は,外 発的摂食 と社 会的摂食 であっ

た。外発的摂食 と,「 きょうだいや友達 が好 きだ

と言 う」 「ご褒美 に使 う」 とい う方法 との間 で,

有意 な正の相関がみ られ た。 また 「親が悲 しくな

る と言 う」 とい う方法 との間で は,有 意 な負の相

表5さ まざまな 「食のしつけ」法の有効性 に対する親の意見 ・実践 と子の食行動 との関連(1)
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表6さ まざまな 「食の しつけ」法の有効性 に対する親 の意見 ・実践 と子の食行動 との関連(2)

関 がみられた。 さらに,社 会 的摂食 は 「きょうだ

いや友達 が好きだ と言 う」「罰 を与 え る」 とい う

方法 との問で有意な正の相関が見 られ た。

これ らの結果 の解釈 は容易 で はない。「き ょう

だいや友 達が好 きだ と言 う」「ご褒美 に使 う」 と

いう社会感情的文脈 を用いる方法 は,外 発的摂食,

社会 的摂食 の傾 向 と相関 してい るが,「 親が悲 し

くなると言 う」 とい う方法は,逆 に外発的摂食 の

傾 向と逆相関 してい る。 また 「大人が食べてみせ

る」「手伝わせ る」 とい う方法 と,外 発的摂食,

社会的摂食 とは,と もに無相関 である。

食の しつ け法 と,子 の抑制 的摂食,情 動的摂食,

外発的摂食,お よび社会的摂食 との間 には明瞭な

関係 はみ られない といえよ う。 しか しなが ら 「罰

を与 える」 とい う方法を,負 の社会感情的文脈 を

用 いた方法であ ると解釈すれば,全 体的 な傾向 と

して,社 会感情 的文脈に重みをお く食 のしつけ方

は,外 発的摂食,社 会的摂食 を強 める方向 に作 用

する と解釈で きる。

次 に,子 の食行動 を,食 物 ・食行動に対 する態

度 の側面か らみてい く。表6は,表5と 同様 に,

「食 のしつ け」法の有効性 に対す る親の意見,実

践 と食態度質問用紙各項 目との相関 を示 した もの

である。「放縦」(「食べたい ものだけを食べ る」)

は,「好 きな食物 と混ぜる」「食べ過 ぎにさせる」

という方法(実 践)と の間で,有 意な正 の相関が

み られた。「好み」(「好 きな もの を食 べる ように

している」)は,「 おどす」 という方法(実 践)と

の問 で,有 意 な負 の相 関 が み られ た。「朝 食」

(「朝食 を必ず食べ るよ うにしている」)は,「 ご

褒美 をあげる」「親 が悲 し くなる と言 う」 とい う

方法(実 践)と の間で,有 意な負の相関 がみられ

た。

これ らの結果の解釈 は,表5の 場 合同様 に容易

ではない。食態度質問用紙 については,同 時期 に

収 集 した他 の大学生 の デー タ ー とあわ せ(n=
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137),尺 度化 を試みた。 その結果,3尺 度化(累

積寄与率68.6)が 可能 と判断 され,個 々の尺度得

点を求め,そ れ らと各方法(意 見 ・実践)と の相

関 も求めたが,明 瞭 な関連性 を示す結果は得 られ

なかった。

(3>摂 食 態度における親子間の類似性

摂食 態度 質問用紙の結果 を3尺 度化 し(上 述),

親子間の相 関をみたが,有 意 な結果は得 られなか

った。表7は,各 質問項 目ごとの親子間の相関 を

新生児は,誕 生直後か ら,乳 を吸 うことに必要

な反射(sucklingreflexes)と 甘味,酸 味,苦 味 に

対す る,顔 面 を主 とした特徴的 な反応を示す。 こ

れ らの反応 は,大 人の判 断によれば,快 一不快 の

表情 と同定 され,ま た甘味に対 しては摂取が,酸

味,苦 味に対 しては摂取拒否(吐 き出 し)が 見ら

れ ることか ら,甘 味,酸 味,苦 味 に対する生得的

嗜好(嫌 悪)を もつ証拠 とみな され てい る(e.g.,

Cowart,1981)。 塩味 にた いす る生 得的 嗜 好 の

表7食 態度質問用紙各項目間の親と子の関連

みたものであ る。「好 きな もの」「安上が り」 とい

った,食 事 を簡便にす ませ よう とす る傾向の強 い

親 の子 どもは,逆 に 「簡単」 「放縦」の傾 向が 弱

くなってい る。 また,弱 い相 関で はあ るが,「 朝

食」 をきちん と食べる親 の子 は,「鮮度」「栄養 」

「安全性」 と相関する傾 向がある。 これ らの結果

を全体 として解釈するな らば,食 事 を簡便的にす

ませ ようとす る態度 は,親 子 間で一致せず,む し

ろそのような親の子は逆 の態度を もつ傾向にある

といえよう。

総括:食 嗜好の行動 発達 について

以 下で は,Birch(1990),根 ヶ山(1996),今 田

(1996)な どに基づ き,食 嗜好 ・食行動の発達に

ついて論 じ,論 中必要に応 じ,本 研究結果 につい

て言及してい く。

A:食 の発達

誕生 から離乳 まで

存在 については議論がつづいてお り(e.g.,Beau-

champ&Cowart,1990;Bernstein,1990),

Harris,Thomas,&Booth(1990)な どは,塩 味

嗜好 の獲得には,乳 児期初期の経験 が重要 な役割

を果 たす と述べている。

乳児期初期の食行動 は,そ の後の行動発達 に重

要 な影 響 を与 える。Chiva(1982)は,味 覚 に対

する顔面反応は,そ の後 の情動表出全体 のレパー

トリーを決める原型 となるものである と指摘 して

い る。 またBlass(1990)は,授 乳期 の 授乳 一摂

乳行動が,食 行動のみな らず行動全般 の発達 に重

要な役割 を果たす と述 べている。 またフロイ トに

始 まる精神分析学は,乳 幼児期の,特 定の身体部

位(口 唇,肛 門)に 対 する種々の経験 が,そ の後

の人格形成 に作用するこ とを強調 してい る。例 え

ば,生 後1,2年 の頃の,口 唇への過度の快感 は,

甘える という依存的性格 を生 み出す といった こと

である。
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生後5～6か 月頃,体 重が 出生児 の ほぼ2倍

(約7Kgが 目安 といわれる)に まで成 長す ると,

離乳が始 まる。離乳は,文 化 や個人の価値観 によ

りその時期が変動す る。離乳 は,母 親側 の一方的

な決定 によって開始 されるのではな く,摂 乳頻度

や夜間覚醒の増加,母 親の摂取 する固形物への関

心,物 理的 に可能な ものは何 で も口に入れ ようと

する環境事物への積極的な口唇性 など,子 の側の

行動変化が重要 な引 き金 となっているの ではない

か と指摘 されて いる(詳 しくは,根 ヶ山,1996参

照)。 すなわち,受 動的 にしか食物 の与 え られな

いことを子が拒否 し,積 極 的,自 律的,能 動的に

食物 を摂取 しようとする ことが離乳 とい う現象 を

生み出す とい う考 えである。

離乳 によって,乳 か ら,文 化的 に規定 された雑

食食餌(omnivorousdiet)へ と栄 養源 は変 化す

る。成長期にお けるこの推移 は,適 応的 に見て き

わ めて危険な ものである。 しかし,人 類 の歴史を

みて も,離 乳の失敗による幼児死亡率の増加 とい

う報告 はない ようである。急激 な栄養源 の変化に

もかかわ らず,大 多数の子 は,そ の成長 を維持 し

てい くのであ る。

一方で,小 さな子を もつ親 に とって,子 の食事

は,大 きな悩みの種であ り,ス トレス源 となって

いる。親 と子の双方が満足できる食事 を用意す る

ことの困難な場 合が多い。例 えば,研 究4で の調

査 において は,さ まざ まな 「悩 み」 を養育者 自身

に記述 して もらっている。忙 し くて,子 と一緒に

食事がで きない とい う悩 み,冷 凍食品や レ トル ト.

食品な どが,子 の健 康を害 するので はな いか とい

う不安,子 の,味 に対する好 き嫌 いが大 きかった

り,変 動 した りす るために生 じる不安,子 の摂取

量の変動が大 きい ことによる,子 の健康 に対する

不安,子 の菓子類への嗜好 を押 さえきれない こと

に対するい らだちや不安,子 が はしを上手 に使え

ない ことや食事 中の姿勢が悪 いとい った ことか ら

くる不安,な どであ る。

このよ うな不安,い らだちは,「 食卓 を暗 く」

する要因で ある。食事 は,狭 義 には食物 を摂取す

る ことにす ぎないが,食 行 動 を,「食卓 」 とい う

文脈(context)か らき りはなす こ とはで きない。

離乳期 における負の食環境(負 の文脈)が,成 人

後 の 食行 動 に影響 を及 ぼす とい う指 摘 もあ る

(Birchetal.,1987:Costanzo&Woody,1985)o

小 さな子 をもつ親の 「悩 み」 を解決す るための指

針 を得 るた めには,よ り以上 の,離 乳期の食行動

に関 する基礎デー ターが必要 とされ るが,そ の こ

ととは別に,「 悩 むこ と」が子 の食行 動 に悪影響

を及 ぼす可能性 について も注意 をはらう必要があ

る。

離乳期の子が まなぶ こと

離乳期 に,ヒ トは,そ の食性 を単食性か ら雑食

性へ と変化 させ る。そ して,何 を,い つ,ど れだ

け食べ るか とい う問題 を生涯 にわた り解 きつづけ

てい く存在 とな る。離乳期以降,味 覚嗅覚刺激 を

主 とする複合的な感覚刺激 は,そ の発生源である

食物 に対す る快 一不快 の感情 を喚起す るようにな

る。何 を,い つ食べ るべきか,な ぜある ものは食

物 であ り別の ものは食物 でないか,ど の ような食

物 がどのような食物(あ るいは風味)と 組み合 わ

されて摂取 され るべ きか,と いうことに関する知

識 をもつ ようにな る。 また,汚 い とい う汚染の感

覚 をもつ ように もなる。健康 によい といった摂取

後 の予期 もで きるようになる。要約すれば,食 物

(と食行動の生起 する環境すなわち食環境)が 喚

起す る感情 と,食 物 に関す る認知(知 識,予 期,

観念)が,食 行動を統制す るようになる。離乳期

とは,こ の ような心的統制の骨格 となる部分 を獲

得 し始め る時期である。

それで は,ど のよ うな仕組みに よって このよう

な心的統制,そ してそれ らの結果 として生 じる食

物嗜好 は獲得 されてい くのだ ろうか。 この仕組み
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につ いては,連 合過程 による もの と非連合過程 に

よるもの とに大別 して考える と整理 しやすい。 パ

ブロフの犬が メ トロノームの音 に対 して唾液を分

泌 しはじめ るように,条 件 づけ(連 合)に よって、

食物嗜好は獲得 される。 また嘔吐 とい う生理反 応

と連合 すれ ば食物嫌悪が条 件づ けられ(今 田 ・山

下,1989),満 腹(空 腹 を満 たす こと)と 連合 す

れ ば嗜 好が条件 づ け られ る(Birch&Deysher,

1985;BirchetaL,1990)。 食環境(文 脈)と 食

物 との 連 合 に よ っ て も食 物 嗜 好 は変 化 す る

(Birch,1987)。 これ らは連合過 程 に よる食 物 嗜

好の獲得 とい える。

非連合過程 としては,新 奇性恐怖(neophobia),

モデ リング,単 純暴露(mereexposure)が あげ

られ る。「嫌 いだ,こ れ まで食 べた ことが ないん

だか ら(Idon'tlikeit,Inevertriedit)」(Birch

&Marlin,1982)と い う反応 は,新 奇 な食 物 を

摂取拒否す る幼児 の典型 的な反応であ る。 これは

生得的な新奇性恐怖 に基 づ くものと考 えられてお

り,毒 性のあ る物質 の摂取 を回避で きるという適

応的意義がある。 しか しなが ら健康的成長に必 要

な栄養の とりこみを妨害す るこ とも多 く,食 べ る

べ きか食べざるべきか という,雑 食性動物が共通

して もつ葛藤 である。小 さな子 をもつ親の悩 みの

種である ところの,子 の食物の好 き嫌い,偏 食 の

みな もとで もある。新奇性恐怖の強度は生得的 に

決定 されてい る と考 えられ てい るが(Terasaki

&Imada,1988),気 分,状 態 によって も変動 し,

また経験 によっても変化す る。 さらに調理(特 に

風味づけ)は 新奇性恐怖 を低減 させ る役割 を もつ,

子の食物 の好 き嫌 い,偏 食 は,雑 食性動物 として

の ヒ トが有 する生物的一面であ り,こ れを一方 的

に否定 した り罪悪視す ることは 「食の しつけ」方

としては適切で はない。何が 「適切な」食物で あ

り,ま た何が 「安全な」食物であ るか とい うこ と

を学 ぶ機会 を増や し,さ らに食物嗜好獲得 の仕組

みを応用的に利 用 していくことによって,特 定食

物(健 康的に生存 するため に必 要な食物)に 対す

る新奇性恐怖 を軽減化 させ る努力が必要 とされ る。

人工化の進んだ食環境 にあ っては,食 行動の変容

も人工的に行わざるえないであろ う。

食の しつけ

ヒ トは社会的存在で ある。乳幼 児に とっての食

環境(文 脈)と は,親,き ょうだいなどによって

構成 され る家庭 と,ま た,遊 び友 達,近 所の人々

などによって構成 され る地域社会 が主たるもので

ある。単食性 か ら雑食性への推移は このような社

会的文脈の もとで進行す る。

家庭のなかにあって,親,き ょうだいなどはモ

デ リング(模 倣)の 対象で あると同時に,乳 幼児

の行動 を統制 する権力者で もある。「しつけ」 と

は,社 会集団(特 に家庭)の 権力者(親)が その

構成員(乳 幼児)の 行動 を変容 させ,統 制 しよう

と試み る営為のすべてをさす。

「食の しつけ」は,小 さな子 をもつ親 に とり,

もっとも頭 を悩 ます 「しつ け」の一つであ り,研

究3で 示 したよ うに,養 育者 は,実 にさ まざまな

方法 を使用 す る。本調査で は,「好 きにさせ る」

「嫌 いにさせる」 という子 自身の嗜好変化を促す

方法 に限定 したが,こ れが単 に 「食べさせるため

には」「食 べ させないた めには」 とい う食行動 の

直接的 な(外 的)統 制 の方法 を尋ねた ものであれ

ば,回 答の内容は異 なっていた ことと思われる。

「ご褒美 をあげる」「脅す」「それだけを食べさせ

る」「罰 を与える」 といった方法 の使 用頻度が よ

り高 くな ったはずである。

「食物Xを 摂取 すれ ば,ご 褒美 をあげる」 とい

う方法が,食 物Xへ の好 みを減少 させる こと,ま

た それ は食物Xの 摂取が 「ご褒美」を得るため と

いう認知に よって生 じることは研究5で 述 べた。

また 「何かを行 ったご褒美 として,食 物Xを 摂取

させ る」 とい う方法 は,逆 に食物Xへ の好みを増
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加 させ る(Birchetal.,1980)。 これ らは,「食の

しつけ」の効果 を考 える上で示唆に富 む。

親が,子 の食行動 を適切に統制 する ことにより,

子 は,摂 食の 開始 と終 了 に利 用す べ き手 がか り

(空腹感,満 腹感 といった身体 内部 の感 覚,ま た

時刻,食 事 の開始 からの時間経過,食 卓 上での食

物量の変化 といった環境手がか り,さ らに 「親の

せ きば らい」 といった社会的手がか りな ど)を 学

んでい く。 しか し,食 行動のい きす ぎた(外 的)

統制は,子 の食行動 に悪影響を及ぼす場 合がある。

CostanzoandWoody(1985)に よれば,過 度 の

統制は,子 が青 年に達 した頃に,頻 繁に ダイエッ

トをくり返 した り,体 重の変動 を大 きくした り,

食 物 の こ とで 頭 が 一 杯 に な る(preoccupation

withfood)と い った症状 をひ きお こ しやす い

(alsoseeBirchetal.,1987)。 一般的 に,親 によ

る子の行動の統 制が強力 であ りす ぎると(い わゆ

る 「過保護」 も,表 面一ヒはまった く反対の ことを

行 っているよ うに見 えるが,同 様 で ある),子 自

身 による行動の(内 的)統 制力が育たな くな り,

後年,行 動障害 をもちやす くなるといわれている

が,食 のしつけについて も同様 なことが いえるよ

うである。

親 による子の食行動の統制 は,親 自身が食べ る

こと,食 物 に対 して どのよ うな考 え方をもってい

るかということと強いつなが りをもつ。Pugliese

etal.(1987)に よれ ば,中 流階級 の家庭 の子 ど

も達 に成長阻害のケースの見 られる ことがあ り,

それらの家庭の親の多 くは,子 どもが肥満 してい

くのではないか,低 級な食べ物(junkfood)ば か

り食べ るようになるのではないか と心配 しす ぎ,

その一 方で,栄 養学的に 「正 しい」食物 の知識 を

もた ない とい う特 徴 が あっ た,と い う。 また

GerberFood社 の調査 によれば,2000人 の母親

のうち,子 どもが肥満す るのではないか という心

配 をしているものが57%,大 人 用の低脂肪食品 は

幼児に とって も栄養的に適切 である と考 えるもの

が75%に もあが るという ことで あ る(citedin

Birch,1990)。 これ らは,親 の 「誤 った知識(mis-

conception)」 が,食 の しつ け とい う ことを通 し

て,子 の食行動 に影響 を与え,ひ いては子の健康

を害す るようになる例である。

食行動 の内的統制 と外的統制

乳幼児か ら青年期 にむけて,食 行動 は,養 育者

による外的統制 から,本 人 自身による内的統制へ

と推移 してい く。 そして,子 は,や がて自らの子

の食行動 を外的に統制す る養育者へ となってい く。

食の しつ けとは,単 なる子の食行動の(外 的)統

制 を目的 とす るものではな く,子 が自 らの食行動

を,将 来的に,自 律的 に統制 してい くことができ

るようにな るための手助 けをす るとい う目的 も含

まれて いる。

食行動の内的統制は,感 情 と認知に より機能 す

る。認知発達が十分ではない幼児に対 しては,感

情 の機能への働 きかけが効果的であ る。それ故に,

親 による食 の しつ けは,単 に食べ させ る/食 べさ

せ ない とい うことではな く,い かに して,好 き/

嫌 いにさせ るか とい う側面 に注意が はらわれ る。

研究5で は,食 の しつけを,「 好きにさせ る方法」

「嫌 いにさせ る方法」 という観点か ら調査 したが,

これはそのような ことに配慮 したが故であ った。

また,研 究5の 結果の項 で も述べた ように,特 定

の食物 を好 きにさせ る/嫌 いに させ る(す なわち

内的統制 による食嗜好の獲得)方 法 として重視 さ

れる ものは,社 会感情 的文脈 を用い る方法であっ

た。

研究5は,食 の しつけ方が,子 の成人後の食行

動に どのような影響を与 えるかを検討 した もので

ある。結果 は必ず しも両者 の明確な関係性 を示す

ものではなかったが,今 後 の研究の可能性 につい

てさ まざまな示唆 を与えて くれ る。例 えば,1)養

育 者側 の調査項 目を,好 き/嫌 いに させ る方法 と



食嗜好の獲得に関する行動発達学的研究 r3

いった内的統制に限定せず,む しろ外 的統制の程

度を回答 させ る もの とす る。 また2)子 の側の食

行動 の特徴 を,感 情過程が主 となる統制 と認知過

程が主 となる統制 といった より単純化 された側面

か ら測定 し(今 田,1992),あ るい は食 障害ス ク

リー ニ ング を 目的 と して 作 成 さ れ た 質 問 紙

(EAT)な どによ り食行動 をよ り病理的側 面か ら

測定 するこ とも考 えられ る。

本研究 は,食 嗜好の獲得を心理学 の観点か ら分

析 しよう とする ものであ った。 それ故 に,単 に,

具体 的な食 品個 々の嗜好の獲得 を調べ る という方

向ではな く,嗜 好の背後にある心的過程,ま た食

物嗜好 というよ りv/的 な行動傾 向が,い か に獲

得 されるか という観点か らの研究が意図 されて い

た。 ここで報告 した研究は,そ のような考 えの も

とになされ,そ れ故 に,方 法論 も含 めて,今 後の

研究 の方向を模索す る,萌 芽的,探 索的,試 行錯

誤的 な性質 の ものであった。食 のしつけ方のあ る

べき姿 といった,よ り実際的 な成果 を得 るにはは

るかに及 ばない段階にあるが,本 研究 で試みた よ

うな基礎研究 を積み重ねるこ とによ り,食 嗜好獲

得 の仕組み も明 らかに されてい くで あろうし,ま

た食 にかかわ る実践(栄 養指導,食 の しつ け方,

食教育)の ガイ ドライ ンも見 いだされ てい くであ

ろう。食環境が急激に変化 し,よ り人工的な食物,

食環境が整備 されつつあるだ けに,食 行動 に関す

る基礎研究 はより推進されていか なけれ ばな らな

いo
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Similarilyoffoodpreferencesbetweenchildrenranginginagefromzero}'eartosix

year,whichwereestimatedbyparents(studylandstudy3)ornurserygovernesofa

creche(study4),andtheirparentswasexamined.Althoughstudylandstudy3shoe

highercorrelationsoffoodpreferencesbetweenmothersandchildrenthanbetweenfathers

andchildren,study4showverylowcorrelationsbetweenparents,whoaremostly

mothers,andchildren.Inordertoseehowthebeliefsandpracticesofparentswithrespect

tothecreationoflikesordislikesforfoodbytheirchildrenaffecttheacqusitionoftheir

eatinghabits,59collegestudentsandtheirparentswereaskedtocompletedsurveys

(study5).Favoredmethodsforcreationoflikesmostcommonlyinvokedapositive

social-affectivecontextandtheyseemtoberelatedwithchildren'ssocialandexternal

eatinghabits.Inadiscussionsection,arationaleforthesignificanceofthestudyofearly

feedingandmajorquestionsandissuesthatrequirefurtherinvestigationweredelineated.


