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成人の朝食欠食の規定要因に関する分析

一「食育の現状と意識に関する調査」の個票データを用いて一

金子治平(神戸大学)

曽束安里紗(神戸大学・学部学生)

Why Do Some Japanese Adults Miss Breakfast: Analyzing Micro Data from “Present 
Situation and Consciousness about Food Education" Survey 

Jihei Kaneko (Kobe University) 

Arisa Sotsuka (Faculty Student， Kobe University) 

We analyzed the factors involved in some Japanese 

adults missing breakfast. We focused on the differ-

ences in the response rates by age and used weights. 

We also drew a path diagram and analyzed the factors 

using an ordered logistic regression. 

1. はじめに

食習慣の変化により，食行動の乱れが指摘されて

いる.食行動の乱れの中で大きな問題となっている

ことの一つは，食事をきちんと取っていない欠食で

ある.欠食するとエネルギー不足になるのはもちろ

んだが，文部科学省 (2009) によると，朝食欠食は

肥満や高脂血症等の生活習慣病発症を助長すると言

われている.厚生労働省『国民健康・栄養調査j](2011) 

によると，朝食欠食率は，平成7年で8.0%，平成 16

年で 10.5%，平成 23年で 12.6%と年々増加傾向に

ある 年齢階級別に見てみると， 15 ~ 19歳よりも

20代や 30代，近年では 40代でも朝食欠食率が高

くなっている.朝食欠食の研究には，子供(小・中・

高・大学生)を対象にしたものが多いが，成人の方

が深刻であるとも言える.成人の朝食欠食に関する

研究を行った有宗他 (2012) は，内閣府『食育の現

状と意識に関する調査， 201Oj]の個票データを用い

て順序ロジット・モデ、ル分析を行い，男女ともに朝

食欠食率が高いのは，若年者，未婚者，勤務時聞が

不規則な者であり，男性は配偶者との死別・離別経

験，職場の食意識が，女性は家庭内および居住地域

の食意識が成人の朝食欠食率に影響を及ぼすことを

明らかにしている. しかし，有宗他 (2012) には改

善の余地がある.まず，有宗らの研究では，朝食欠

( 9 ) 

Our results indicate that four factors play a role 

in adults missing breakfast: (1) the evening meal 

hour， (2) lack of time for having breakfast， (3) lack of 

interest in the role of nutrition in maintaining good 

health， and (4) living alone. 

食と説明変数，および説明変数聞の関係が必ずしも

明らかになっていなかったが，本研究では，パス図

を用いて変数聞の因果関係に関する仮説を立て，朝

食欠食の直接要因について分析を行った.また， w食

育の現状と意識に関する調査， 201Oj]では，回収率

が若年者ほど低く，高齢者ほど高くなっており，有

宗らの研究では，相対的に高齢者のデータに重みが

付いた結果となっている.そこで，本稿では，同調

査の年齢階級別の回収率の違いに注意し，重み付け

(ウェイト)を用いた分析を行った.

2. ウェイ卜を付けた分析の必要性

回帰分析やロジット分析などのモデル分析を行う

場合に，食料・農業経済分野では伝統的にウェイト

を付けずにパラメータの推定を行ってきた.その理

由のひとつは，食料・農業経済分野のモデル分析の

多くが時系列のマクロ・データを扱う計量経済学を

ベースにしていたことだと推測される.一般に，計

量経済学などのモデ、ル分析では，真のモデルに誤差

項という確率変数を導入して推定を行うが，個々の

個体は，仮定した無限母集団から生じたものと解釈

されている. このような考え方にもとづく推定はモ

デル・ベースの推定と呼ばれ，一般にはウェイトを

つけない.他方，近年では統計法の改正による匿名
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データの利用やインターネット調査など調査個体単

位のマイクロ・データの利用が盛んになりつつある.

このようなマイクロ・データの分析は，標本調査に

基づくものであるから，標本調査論にもとづいて平

均や比率などの有限母集団のパラメータを推定する

ことを目的とすることが多い.標本調査論では，母

集団から標本を抽出する過程で確率変数が導入され，

有限母集団のパラメータを推定することを目的とし

ている. このような考え方にもとづく推定は，デザ

イン・ベースの推定と呼ばれ，一般に標本抽出は単

純無作為抽出ではないために，標本抽出過程のウェ

イトを付けて推定される.モデ、ル・ベースの推定と

デザイン・ベースの推定は，相容れない考え方のよ

うに見えるが，個体が従う確率変数と抽出過程で生

じる確率変数の同時分布を想定して有限個数から構

成される超母集団を仮定すると，両者を統一的に把

握することができる. Binder and Roberts (2003)は，

超母集団を想定した大標本理論によって，仮定した

モデ、ルが正しい場合にはモデ、ル・ベースの推定量と

デザイン・ベースの推定量はいずれも超母集団上の

パラメータに漸近的に一致すること，および仮定し

たモデ、ルが正しくない場合にはモデル・ベースの推

定量は超母集団パラメータに対してバイアスを持つ

が，デザイン・ベースの推定量は超母集団の特徴

をよく表すものになっていることを示した.しかし，

Binder and Roberts (2003) が示したのは，超母集団

の大きさや標本の大きさが有限ではあるが，無限に

まで拡大しうるという大標本理論のもとでしかない

そこで本稿では，説明変数の値の大小に応じて抽

出確率が異なる抽出を行った場合に，抽出確率の逆

数のウェイトを付して推定を行った推定結果と，

ウェイトを付さないで、推定を行った推定結果を，正

しいモデ、ルを仮定した場合について簡単なモンテカ

ルロ・シミュレーションで示す.さらに，誤ったモ

デ、ルを仮定した場合の結果を，ウェイトを付した場

合と付さない場合について示す.なお，本稿の後段

では順序ロジット分析を行うので，モデルとしては，

それを単純化した二項ロジット・モデルを仮定する.

具体的には，以下のような手順でモンテカルロ・シ

ミュレーションを行った.

1. P(Y=l)=1/(l+exp(ー(-5+0.2x)))

(ただし，xは [0，50Jの一様乱数)

という確率モデルに従う疑似乱数を 100万個生成し

て有限母集団とし， ロジット回帰係数を推定する

これを 1万四繰り返して， ロジット回帰係数の平均

値を求めて超母集団のパラメータの推定値とした.

2. これらの有限母集団から xの値 [0，25Jから

350個， [25， 50Jから 650個の，大きさ 1，000個の標

本を無作為抽出し，P(Y=1)=1/0+exp(-(α十戸)))と

いう正しいモデルを仮定して，ウェイトを付したロ

ジット・モデルの推定とウェイトを付さないロジッ

ト・モデ、ルの推定を 1万回繰り返す. この抽出確率

の相違は，たとえば年齢によって回収率が異なるこ

となどの状況を反映している.

3.無作為抽出は2と同様に行うが，P(Y= 1)= 1/(1 + 
exp(-(α+sx2

)))という誤ったモデルを仮定して，ウェ

イトを付したロジット・モデルの推定とウェイトを

付さないロジット・モデ、ルの推定を1万回繰り返す 1)

上記の 2に対応した結果が表 1，3に対応する結

果が表 2である.表 lに明らかなように，正しいモ

デルを仮定した場合には， ウェイトを付しでも付さ

なくても，標本によるロジット・モデ、ノレの標本推定

値の平均と超母集団推定値との比は 1であり 2) 標

本による推定値の平均は母集団全体を用いて推定し

たロジット・モデ、ルの推定結果と一致している. と

ころで，誤ったモデ、ルを仮定した場合には，当然，

母集団全体を用いてロジット・モデルを推定した結

果においても，疑似乱数のもとになった真の母集団

構造を反映したものではない. しかし表2に示した

ように， ウェイトを付した場合には，標本推定値の

平均と超母集団推定値との比はほぼ lであり，母集

団構造を反映したものになっている 他方，ウェイ

トを付さない場合には，標本推定値の平均は母集団

から推定した結果に対して 4%程度のバイアスが生

じている.紙幅の都合から詳細には述べないが，当

表 1. 正しいモデル仮定のシミュレーション結果

ウェイトあり ウェイトなし

定数項

標本推定値の平均 -5.035 -5.035 

超母集団推定値との比 1.007 1.007 

標本推定値の標準偏差 0.1277 0.1235 

係数項

標本推定値の平均 0.2013 0.2013 

超母集団推定値との比 1.007 1.007 

標本推定値の標準偏差 0.0001609 0.0001556 

注:疑似乱数の設定通り，超母集団の推定値は，定数項

-5.000，係数項 0.2000.

)
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表 2.誤ったモテ、ル仮定のシミュレーション結果

ウェイトあり ウェイトなし

定数項

推定値の平均 2.894 -2.761 

母集団による推定値との比 1.006 0.96 

推定値の標準偏差 0.1956 0.1918 

係項数

推定値の平均 0.004135 0.003959 

母集団による推定値との比 1.006 0.963 

推定値の標準偏差 0.0002717 0.0002665 

注:超母集団の推定値は，定数項-2.8764，係数項 0.004112.

然，各層の抽出率の相違の程度によって，バイアス

の程度も異なる結果が得られる 3)

以上の結果が示すように，抽出率の逆数で求めら

れるウェイトを付けて推定した結果は母集団の構造

を反映したものとなっているが， ウェイトを付けな

いで、推定を行った場合の推定結果は，バイアスを持

つことになり，母集団の構造を反映したものとして

ふさわしくない.つまり，標本データによってモデ

ル分析を行う場合には，抽出率を考慮して分析を行

うべきである.そこで，以下ではウェイトを付して

分析を行うこととした.なお，現実の調査において

は，標本設計において想定した拍出率だけではなく，

回収率を加味して，ウェイトを付す必要がある

3. 先行研究の整理と仮説の設定

先行研究と参考資料をもとに，成人の朝食欠食を規

定する要因についてのパス図を図 1にまとめ，朝食欠

食の直接規定する要因として次の4つを仮定した

(1 )夕食開始時間

内閣府『食育の現状と意識に関する調査， 2011J]で

は，過去 5年間の朝食頻度の変化とその理由を問う

ている.朝食頻度が増えた理由として，約3割の人が

「朝お腹が空くようになったから」と回答し，逆に

朝食頻度が減った理由として，約 2割の人が「朝お

腹が空かなくなったから」と回答しており，朝食欠食

と朝の空腹には明確な因果関係がある 朝空腹にな

る理由には，前日の夕食時聞が遅いことや夜遅い時

間に夜食をとることが考えられる.夜遅い時間に食

事をすると，翌朝になっても食事が消化されず，食

欲が湧かない.女子学生とその母親を対象として

調査を行った東川他 (2003) によっても，夕食時刻

が遅く夕食の規則性が低いグループは，睡眠時聞が

短く朝食摂取頻度が低いという報告がされている.

したがって，夕食開始時聞を，成人の朝食欠食を規定

する要因の一つであると考えた.

(2)朝食を食べるための時間的余裕の無さ

朝食を欠食する理由に関する調査は多数行われて

いるが，その中で多い回答が， ['朝時聞がない」と

いう回答である(乾他， 2010;山本他， 2008). 起床

医画調
匿霊童司

夕食開始時間コ1 îM1z~1t 11 

健康的な食生活への意識の低さ ~ ~ 副長を-食ス語長両.白余裕ぷ無さ ; 

|主食・主菜・高Jj莱を食べる頻劇|副菜を食べる頻度I I 
|1食の適量とバランスの理解度|険に関する情報を探している|

|食に関する情報が正しいか判断できる|

図1.成人の朝食欠食にかんするパス図

注:実線の四角は，内閣府『食育の現状と意識に関する調査，2010~ での設聞を，点線の四角は本稿で想定した因子を表す.

就業形態，職種と未既婚には関係があると指摘されているが，煩雑になるためここでは省略した.
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してから仕事や用事で外出するまでの間に，朝食を

食べる時闘がなく，朝食欠食につながるのだと考え

られる.

(3)健康的な食生活への意識の低さ

児童生徒を対象とした研究ではあるが， 日本ス

ポーッ振興センター (2007)は，偏食・菓子類に対す

る食意識の低い人ほど朝食欠食率が高いことを明ら

かにしている.また，東川他 (2003) では，食生活

に気を付けていない人や，健康的な食生活をしてい

ない人ほど朝食欠食率が高いと報告している.成人

を対象とした研究で、も，有宗他 (2012) によると，

男性においては l食の適量と栄養ノ〈ランスの理解度

の低い人ほど朝食欠食率が高いことが示されてい

る. これらは，全て‘食事を通した健康に対する意

識の低さ'に起因した行動であると考え，健康的な

食生、活への意識の低さが，成人の朝食欠食の要因の

一つであると考えた.

(4)単身世帯

内閣府『食育の現状と意識に関する調査， 2011J] 

では，過去 5年間で朝食を食べる頻度が減った理由

として約 2割の人が，朝食が用意されなくなったこ

とを挙げている.朝食が用意されなくなった理由と

して主に考えられるのは，配偶者との離死別や実家

からの独り立ちにより，これまで朝食を用意してく

れていた人と同居しなくなり，単身世帯となった場

合であろう.また，これまで家族の分の朝食を用意

していた人で、も，単身生活になると調理が面倒にな

り，朝食を作らなくなる場合も考えられる.山本他

(2008) が，単身生活をしている人は朝食欠食率が

高くなることを明らかにしていることからも，単身世

帯であることは，朝食欠食の要因の一つであると考

えた.

以上の「夕食開始時間JI朝食を食べるための時

間的余裕の無さJI食事を通した健康に対する意識

の低さJI単身世帯」の 4つを，成人の朝食欠食を規

定する要因であると仮定した.

なお，多数の参考文献では，朝食欠食と性別，年

齢の関係が指摘されていた.女性の方が男性より朝

食欠食率が低いこと，高齢になるほど朝食欠食率は

低いことが，厚生労働省『国民健康・栄養調査j](2011) 

で確認できる. しかし，性別や年齢といった要因は，

直接朝食欠食に影響を与えるものではなく，労働時

間や婚姻状況など他の様々な要因に影響を与え，間

( 12 ) 

接的に朝食欠食に影響を与えているものと考え，成

人の朝食欠食を規定する直接の要因とはしなかった.

4. モデルの設定

(1 )使用するデータ

内閣府『食育の現状と意識に関する調査， 201Qj]の

個票データを用いる.調査対象者は，層化 2段無作

為抽出法によって選ばれた満 20歳以上の 5，000人

である.有効回収率は 58.7%で，有効回収数は 2，936

人である.本稿では，仮説検証に用いる項目につい

て，有効な回答が得られた 2，844人分のデータを用

いることとする.

(2)分析方法

本稿で用いる内閣府『食育の現状と意識に関する

調査， 201Qj]では，朝食の摂取頻度に関しては， Iほ

とんど毎日食べるJI週に 4~5 日食べるJ I週に 2~

3日食べるJIほとんど食べない」という 4つの選択

肢から択一する回答方式が採用されていた. このよ

うに，順序付け可能な選択肢からの択一回答方式が

採用されていることから，摂食頻度順に 4・3・2・

1を従属変数の値とする順序ロジット・モデルを用

いて分析を行った.前節で仮定した成人の朝食欠食を

規定する 4つの要因を説明変数として利用する そ

れぞれの要因に対応する変数とその作成方法につい

て順に説明していく.

まず，夕食開始時聞は，同調査で使われていたカ

テゴリカル変数を利用した (19時前 =1，19 ~ 20時

台 =2，21 時~22 時台 =3， 23時以降 =4にコード化

した)• 

次に，朝食を食べるための時間的余裕の無さにつ

いては，調査対象者が 20歳以上であることから， 1 

週間の労働時間と片道の通勤時間の合計時聞を代理

変数とした.労働時間，通勤時間共に各階級区間の

階級値 4)をとり， 1週間分の労働時間と通勤時間の

合計時聞を計算 5)し，変数とした.無職(主婦・主

夫，学生を含む)の人は労働時間と通勤時間共に 0

時間とした

3つ目の要因である健康的な食生活への意識の低

さは，図 1に示したように，それが規定すると考え

られる 5変数を使用して因子分析を行い，変数を作成

した.具体的には，第 l因子の寄与率が0.84と高く，

5つの変数との符号条件も適合的であったので，第

1因子を健康的な食生活への意識の低さを表す因子
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表 3.年齢階級別の回収率

年齢階級 標本数 回収数
回収率 人口推計

ウェイト
(%) (千人)

20 ~ 29歳 604 232 38.4 13，900 1.71 

30 ~ 39歳 839 415 49.5 17，904 1.23 

40 ~49 歳 859 480 55.9 16，166 0.96 

50 ~ 59歳 918 595 64.8 16，573 0.79 

60 ~ 69歳 999 693 69.4 17，795 0.73 

70歳以上 781 521 66.7 20，634 1.13 

計 5，000 2，936 58.7 102，972 

注:内閣府『食育の意識と現状に関する調査， 2010~ (調

査日は，平成 21 年 11 月 26 日~ 12月13日)，総務省

統計局『人口推計』平成 21年12月(確定値)より作成

であると仮定し，第 1因子の因子負荷量から健康的

な食生活への意識の低さを表す変数を作成した.

最後に，単身世帯については，調査項目の同居人

数より，調査対象者を単身世帯と二人以上世帯に分

け，単身世帯ダミーを作成した(単身世帯 =1，一

人以上世帯 =0).

(3) ウェイ卜

第2節で，標本データによってモデル分析を行う

際には，回収率を考慮すべきであることを述べた

同調査は，表 3に示すように， 20歳代の回収率が

38.4 %， 30歳代の回収率が 49.5%と， 60歳代の

69.4%や 70歳以上の 66.7%と比較しでかなり低く

なっている.そこで，分析を母集団の構造を反映し

たものとするために，回収数の年齢構成比が同時期

の人口推計の年齢階級比と等しくなるようにウェイ

トを付けた分析を行った.

5. 分析結果

ウェイトを付けた場合のロジット分析の分析結果

を表4に示した.係数，限界効果ともに全ての変数

において 1%水準で有意であった.限界効果の符号

について見てみると，全ての変数で， Iほとんど毎日

食べる」がマイナスで， I週に 4~5 日食べる J I週

に2~3 日食べる JIほとんど食べなし、」がプラスだっ

た.つまり，夕食を食べる時聞が遅くなるほど，朝

食を食べる時間的余裕がなくなるほど，健康的な食

生活への意識が低くなるほど，朝食欠食の確率が高

くなることがわかった. また，単身世帯の方が二人

以上世帯よりも朝食欠食の確率が高かった.以上の

ことから，第 3節で立てた仮説が支持された.

ウェイトを付けた結果の相違は，回収標本と母集

団の構成の相違の程度に影響される.本稿で分析し

たデータにおいては，表4で示したように検定結果

に影響をあたえるほどの相違は見られなかった. し

かしたとえば単身世帯のほとんど食べないの限界

効果は，ウェイトなしの場合は 0.0539だが，ウェ

イトありの場合は 0.0565に上昇しており，限界効果

が大きくなっている.これは，単身世帯化が 2010

年時点での日本人の成人の朝食欠食に与える影響を，

ウェイトを付けない推定では過小評価していること

を表している.本稿のように， 日本人全体での朝食

表 4. I1頃序ロジッ卜・モデルによる計算結果
N=2，844 

限界効果

従属変数・朝食頻度 係数 ZII直 ほとんど毎日 週に 4~5 日 週に 2~3 日 ほとんど

食べる 食べる 食べる 食べない

夕食関始時間
ウェイトあり 0.4176' 4.95 -0.0434' 0.0121' 0.0121' 0.0188' 

ウェイトなし 0.4041' 4.94 -0.0369' 0.0100' 0.0108' 0.0160' 

朝食を食べる ウェイトあり 0.0144' 5.37 -0.0015' 0.0042' 0.0004' 0.0007' 

時間的余裕の無さ ウェイトなし 0.1583' 6.06 -0.0014' 0.0004' 0.0004' 0.0006' 

健康的な食生活 ウェイトあり 0.7822' 13.7 -0.0815' 0.0227' 0.0235' 0.0353' 

への意識の低さ ウェイトなし 0.7715' 14.2 -0.0704' 0.0191' 0.0207' 0.0306' 

単身世帯
ウェイトあり 0.8789' 4.66 -1.2065' 0.0302' 0.0340' 0.0565' 

ウェイトなし 0.9274' 5.11 -0.1155' 0.0284' 0.0332' 0.0539' 

関値
ウェイトあり 3.201 (81)，3.608 (112)，4.191 (03) 

ウェイトなし 3.337 (81)， 3.716 (112)，4.298 (03) 

注は 1%水準で有意であることを示す.分析には， Stata12 を使用した.81 は「ほとんど食べる」と「週 4~5 日食べる J ，

112 は「週 4~5 日食べる」と「週 2~3 日食べる J ， 03 は「週 2~3 日食べる」と「ほとんど食べない」の闘値を表す.

( 13 ) 
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欠食の規定要因を求める場合には， ウェイトを付け

たものがより望ましい結果と言える.

6. おわりに

以上，本研究では，まずウェイトを付けて分析し

なければならないことをシミュレーションによって

示し，有宗らと同じデータを用いて同様の成人の朝

食欠食の要因分析を行った.要因分析では，パス図

を使って朝食欠食の発生プロセスの仮説を立て，朝

食欠食と，その直接的要因と考えられる変数の因果

関係を明らかにした点，およびウェイトを付けた分

析を行った点に本研究の新規性がある.分析の結果，

設定した直接的要因の 4つ全てが，成人の朝食欠食

を規定する要因であることが明らかになり，さらに，

ウェイトを付けない場合には限界効果を過小評価し

ている可能性が示された.

なお，本研究で、はパス図全体の分析や，調査項目

がなかったために分析できなかった睡眠時間や家族

構成と朝食欠食との関係を明らかにすることは今後

の課題としたい.

謝辞本研究を行うにあたり東京大学社会科学研

究所附属社会調査・データアーカイブ研究センタ-

SS]DAデータアーカイブから『食育の現状と意識に

関する調査， 2010 (内閣府政策統括官(共生社会政

策担当))j]の個票データの提供を受けました.

注 1) モンテカノレロ・シミュレーションは， Stata 12によっ

て行った.

2) 最尤推定量は，漸近的には不偏であるが，バイア

スを持つため，超母集団推定値と標本推定値の平

均との比は，ほんの僅か lからずれるー

3) 標本の推定値の分散は，ウェイトを付した場合よ

りもウェイトを付さない場合の方が，若干小さい.

これは， ウェイトを付した場合には少数の個体に

( 14 ) 

よってより多くの個体を代表する結果である.

4) 労働時聞が60時間以上の場合は， 70時間とみなし，

通勤時聞が2時間以上の場合は， 2時間半とみな

した. (階級区分については，向調査を参照)

5) 1週間分の労働時間と片道の通勤時間の合計は， 1 

週間の労働時間+(片道の通勤時間x2) x 5日で

計算した.雇用形態が，パート・アルパイトの人は，

1週間の労働時間+片道の労働時間x5で計算した.
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