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要約 

本研究は、日本人の食生活の乱れが極端に増加すると言われている大学学士課程における食提供サー

ビスに焦点を当て、制度改革実験および設計という観点からある大学における事例研究と質問紙調査を

手がかりにして、食生活における学生サービスの制度改革でどの程度のインパクトが得られるかを解析

し、今後の大学における食育システムの確立と食生活の健全化を如何に図るべきかを考察したものであ

る。質問紙調査結果から、以下のようなことが明らかになった。制度改革によって、得られたインパク

トは、１）寮生を中心に朝食喫食率が上昇したこと、２）寮生の朝食の時間が整い間食率が減少したこ

と、３）寮生の朝食の品数は他の居住形態に比べて多く、栄養バランスがとれていることである。今後

は、さらなる制度改革実験を行い、経済的側面と合理的選択行為に関する分析も加味し、昼食および夕

食の欠食率の減少や食事の内容の改善を目指したい。 
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序 

 近年、食生活は飽食の時代といわれ、食事の外部化が急速に進み、食生活を取り巻く環境が急激に変

化してきた。また、朝食の欠食や食事時間の乱れに伴うさまざまな問題も指摘されている。特に、若い

世代の食生活の乱れは他の世代に比べて顕著である１。 

 平成22年国民健康•栄養調査によると、国民の朝食欠食率は、男13.7%、女10.3%であるが、大学生

に近い年齢層のそれをみると、15-19歳の男14.5%、女14.0%、20-29歳の男 29.7%、女28.6%という

平均よりも高い値を示している。この調査でいう欠食とは、食事をしなかった者以外にも、錠剤などに

よる栄養素の補給および栄養ドリンクのみの場合や、菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品を食べ

た場合も含まれている。また、前年の同調査では、習慣的に朝食を欠食している者で、朝食を食べない

習慣の始まった時期について、「小学生の頃から」「中学、高校生の頃から」「高校を卒業した頃から」を

合わせると、男 49.9％、女 39.3％となっている。このことから、朝食欠食者の男性 5 割、女性 4 割が

大人になる前に朝食欠食を習慣化していることも分かり、本研究の対象である大学生の時期までに朝食
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欠食習慣を改善することが、今後の健康推進に大きな影響を与えると考えられる。 

 日本のようにすべての子どもが学校に帰属し教育を受けている現代では、学校教育の中で食に関する

知識をつけ、正しい食生活を指導していくことは必須である。学校教育では、親の養育から離脱し自立

したときに必要な生活に関わる知識や技能、技術を教える教科として家庭科があるが、近年、授業時間

数が減少していることで、教科内容の削減が余儀なくされて、自立した成人の育成という目的を十二分

に果たせていない。義務教育段階でも、小学校では平成 10 年の学習指導要領の改訂で家庭科に当てら

れていた時間数が 17.9％減少され、中学校では、平成元年に 1・2 学年週２時間、3 学年週２-３時間の

家庭科の時間が、それぞれ週 1 時間ずつ減少した。また、高等学校においては、平成 15 年に「家庭基

礎」が導入され、多くの学校が4単位の「家庭一般」から2単位の「家庭基礎」を採用したことで時間

数は半減していった。それとは別の動向として「食育」へのニーズは高まりを続け、新たに栄養教諭制

度（平成 17 年）が設置された。しかし、この栄養教諭制度も問題がない訳ではない。例えば、都道府

県が配置する定数は、学校栄養教職員と栄養教諭を合わせた数になっている。そのため人員が足りず、

自治体により配置数に差が見られる２。このように家庭科教育においては時間数の不足という問題、栄

養教諭制度においては人員の問題により、高等学校までの食の教育が手薄になっている。 

 本研究では、このような現状のもとで社会人として経済的に自立していく前段階の大学生活において、

将来を担う若年層が健康な状態で健全に生活を営めるよう学士課程の食生活をどう改善していくかを学

生サービス経営の観点から探求していく。というのは、後で見るように食習慣の乱れは主に大学時代に

発生しているからである。研究の手順として第１節では、先行研究を整理し、学士課程における食領域

の分析は多数行われていても学生サービス制度運用や経営という観点から食制度分析をしたものがほと

んどないことを明らかにした。第２節では、実際に制度実験を行い、それらのデータを収集し、大学生

の食生活と制度分析を結合させて、これらの制度実験に取り組んできたK大学の事例を採用し、制度導

入の経緯を紹介するとともに調査内容と結果について記述した。第3節では、K大学の調査結果を食生

活の内容に絞って分析し、その傾向を究明した。そして最後に全体の分析を通して、大学生の食生活改

善の方向性について言及した。 

 

1．先行研究と本研究の位置づけ 

(1) 食•栄養•家政領域の先行研究 

 大学生の食生活に関する研究はこれまでに多く取り組まれているが、2009年1月から2012年6月ま

での直近の研究を取り出すと、日本食生活学会誌において8編、日本家政学会誌において2編みられた。

食生活の実態調査をベースに栄養面から分析したもの３、食行動と他の要因の関係を論じたもの４−６や、

食事バランスガイドの活用方法や効果を検証したもの７−10 が主であった。主食、主菜、副菜などのよう

な分類や食品群での分類、さらに詳細な栄養素を中心に分析し論じられた研究は、日本食生活学会誌に

多く掲載されていた。それらの論文の研究対象者は食物関係の学部や学科に所属する学生が多かった。
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一方、日本家政学会誌の2編は、栄養に関することよりも大学生の食行動や食生活の意識を中心に論じ

られており、対象者の学部学科については触れられていなかった。 

 これらの論文から読み取れる大学生の食生活は、朝食欠食については小中学生よりもかなり多いこ   

と 11、一人暮らしで調理をしない学生では 87.0％も朝食を欠食していること 12、副菜の摂取率が低いこ

と13、主食、主菜、副菜のバランスを考えて食事をしているものが約20％であること14などの事実が指

摘され、総じて、朝食欠食の多さや、食事に関する意識が低い傾向にあることが理解される。すでに、

大学生の食生活の改善方法のひとつとして、濱口ら 15は、大学の一般教養科目に実践型体験食教育を導

入する必要性を訴えていた。さらに、堀内ら16は大学の専門教育領域以外の分野で栄養教育導入を試み、

北野ら 17は、大学で授業外の料理教室を実施しており、それぞれ一定の教育効果が現れていた。しかし、

ほとんどの大学ではこのような時間をとり、制度化することは、カリキュラムや担当者の面からも、施

設設備の面からも難しいと思われる。 

 家政領域からの先行研究の動向をまとめると、大学生の食生活実態解明研究の蓄積は一定程度存在す

るが、その改善の方向性を企図した制度研究は食育の狭い領域内で構想され、大学全体を対象とした制

度設計は範囲外にあった。しかも個別の料理教室等の制度的対応をしており、大学において教育研究を

効率的効果的に行いつつ、かつ食生活も一定程度バランス良く健全さを保持するために大学組織全体を

包み込む制度設計を対象とする本研究の参考にはならない。それでは、制度研究の側面からみると、大

学の食サービス制度はどのように研究されてきたのであろうか。 

(2) 制度、選択行為関連の研究と大学における食サービス提供問題 

 教育制度研究の領域では、大学学士課程における食提供サービスを制度的観点、あるいは経営的観点

から研究した先行研究は皆無である。Cinii 等の代表的学術雑誌論文検索サイト等での調査をしても、

現時点で「大学」｢食｣「制度研究」等のキーワードや概念がヒットするものはほとんどない。唯一例外

的にこれらのキーワードや概念がヒットするのは、栄養教諭養成課程の研究に限られている。 

 さらに、個人の選択行為と制度設計に関する研究領域では、経済学、特に実験経済学系の研究が両方

の概念を同時に包括しつつ、ラボにおける実験結果とフィールド調査を併用し、制度設計に生かすとい

う興味深い方法論が採られ、かなり多様な守備範囲にわたる研究蓄積もある 18が、家政領域と大学領域

の融合領域でこれらの概念を駆使している研究は管見の限り見あたらない。 

 この理由を探求するにはさほど時間はかからない。何故なら、そもそも日本の人文社会科学領域では

制度研究そのものが制度実験やフィールド実験等を適応できる分野としては発展してこなかったし、逆

に通常自然科学領域で食領域を研究している科学者たちは、大学生の食生活の実態解明には興味を持っ

て調査し、その具体的食事の化学的分析は行っても、食制度領域そのものを大学生個人の選択行為と制

度設計を合理的な理論によって実験でき、検証可能な制度とは見なしてこなかった。この点では、今後

多くの人文社会科学領域の研究は新たな科学、特に自然、人文および社会科学の統合領域からのアプロ

ーチを受け入れつつ、大学における制度の実装に分け入っていかなければならないであろう。この点で
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は、本研究も例外ではない。本研究が、これらの新機軸を採用しているといっても、ほんの入り口を垣

間見た程度であり、今後の蓄積を待たなければならないことは言うまでもない。 

 

2. 新制度導入の経緯と調査結果 

(1) K大学における学生生活実態と第一次調査 

 本研究が事例対象として抽出したK大学は2009年4月より県立大学法人化したことにより、学生サ

ービスを時代に適した質の高いものにすべく再度点検し、対策を開始している。学生サービスの実態を

解析し、諸課題を検討した結果、学生が授業中にトイレに行く回数が多く、特に午前中の授業ではその

頻度が高いことや、遅刻や授業中の睡眠、また集中力の欠如等の報告などが関連委員会で多数交わされ

たが、どうやら多くの原因は多数の学生が朝食を抜いていること、それによって食生活のリズムが崩れ、

その食生活リズムの崩壊が睡眠や身体リズムの崩壊を生み、不定愁訴に至る現象が多々見られるという

意見が多数存在した。朝食のみならず、昼食および夕食の欠食率や個々の食事のバランスが崩れている

ことも多くのゼミ指導教員から指摘されていた。これらの意見を踏まえて、学生生活の実態とそれに対

応した大学の学生サービス実態の両方を正確に把握し、それに対応し、変革しようとして一連の改善活

動が開始された。 

 ここでは、まず 2010 年 11 月に行った質問紙調査（以下、第一次調査と称す。）の結果から実態を記

述しよう。 

 第一次調査は、授業を通して一斉に調査票を配布し、その後、回収ボックスを設置し回収する方法で

行った。有効回答票は 710 票であった。性別の内訳は、男子学生 580 人、女子学生 126 人、無回答 4

人である。 

 学生の食生活実態の主要点は、１）大学生活を始めてから、朝食欠食率が高くなっているということ、

２）昼食、夕食もバランスを欠いており、特にカップラーメンを含むコンビニエンスストアで購入した

食事が非常に多いという点である。また、これらに対応した大学の学生サービス実態の制度的問題点は、

１）朝食、昼食および夕食営業時間も短時間過ぎ、食堂の営業時間対応が学生生活の実際に適応してお

らず、２）朝食、昼食および夕食の栄養バランスや食事内容が学生の思考や嗜好に適しておらず、利益

のみに力点が置かれた営業になっている点、また３）これらの問題点から、学生が大学の食サービスに

親近感を抱けず、むしろ嫌悪してしまい、食バランスを崩したり、欠食およびファストフードやインス

タント食品に流れてしまうという悪循環構造を作り出していたという点が指摘できる。つまり、学生サ

ービスの中でも、食生活を司るサービスの制度化あるいは制度設計に完全に失敗しているという実態が

把握されたのである。以下、個別の事例からこれらの実態を分析してみよう。 

 第一次調査によると、「全く朝食は食べない」という学生が24.6%で、「時々食べないことがある」と

いう学生が42.8%であり、両者を併せると67.4%の学生が朝食を欠食している日があるということにな

る。 
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 また、「いつから朝食を食べなくなったか」という質問に対しては、大学に入ってからという割合が男

子学生で72.5%、女子学生で73.9%という驚く程高い数値を示している。 

 国民への教育の普及度を対象とする別の観点から見ると、大学への進学率が50%を越え、短大、高専

および各種の専門学校等を入れると79.5%の国民が高等教育機関に進学している我が国の実情19を考慮

に入れれば、国民のほとんどが朝食に関して同じような欠食生活行動の経験値を持つということになる。

日本の高等教育への進学率より高い韓国などの諸国で同様の調査を行うと事態はさらに深刻かもしれな

い。 

 次に、サービス制度上の問題について指摘すると、自由記述意見によれば、学生たちは１）営業時間

の問題（長引く実験、演習、また課外活動の時間に適していない営業時間）や、２）食事の内容やバラ

ンスの悪さ、また嗜好性が合わないということ（味が濃すぎる点や、粗末すぎる内容、また油類や揚げ

物の過多、生野菜の欠如等）から、３）欠食やファストフード、およびインスタント食品に流れてしま

うと回答していた。さらには、大学にとって非常に耳の痛い話であるが、提供されているサービスその

ものの質が低いために食事を摂る気が起きないと指摘する意見も一定量存在した。これは、大きく分け

て2つの問題に分類できる。ひとつは、関連する業務に従事する従業員の態度等（学生の要望に対して

は全く対応しない等）の問題であり、二つ目は衛生上の問題（学生が不潔だと思う点を指摘しても改善

しないということ）であった。その２つの問題が、学生が積極的に食生活を送り、健全な生活リズムを

確立することを阻害している。 

(2) 制度実験取り組みの経緯 

 これらの実態把握から、K 大学では 2010 年度より学生支援センターが設置され、これまで学生部が

行っていた学生の福利厚生を含め、教務事項以外の学生生活全般に関して、支援強化および諸領域の支

援活動レベルを一層発展させる事を目指して学生の食生活の改善と、課外活動の活性化を行い、教育研

究活動を一層高めようとしてきた。 

 その最初の一手が食生活の持続的改善政策の実現であり、大学に朝食を提供する施設を設置し、バラ

ンスの取れた朝食を提供し、生活リズムを整えさせ、大学本来の教育研究という機能を最大限に高めよ

うとするものであった。無論、大学創設後メインの食堂その他も設置され、色々な問題を認識しつつ、

大学と業者が協議しながら事態の改善をはかってきたが、大幅な改良は実行できなかった。そこで2011

年４月より、別の業者に依頼し、大学内の敷地でおよそ250名が居住する寮の学生を中心に朝食をとり、

かつ三食バランス良く摂るように指導してきた。同時に、大学が一定の補助金を出して学業を楽に持続

できない経済状態の学生をこの施設でアルバイト生として雇用（朝7時から８時半の一時間半だけの学

業に負担の無い程度で雇用）し、これらの学生には無料で朝食を提供するなど一挙両得方策を実行に移

した。また、昼食と夕食を提供している学生食堂の業者と協同し、営業時間の調整や、サービスの向上

にも一定程度努めてきた。これらの方策をまとめると、学生の食生活改善のための制度実験を実施し、

これらのインパクトを科学的に把握しつつ、さらに学生生活全体の健全化に関するデータを集めて、改



大学学士課程における学生サービス経営の改善研究 

小林久美・中村直人 

－ 46 － 

善の方策を進化させるという科学的PDCAサイクルを行うことであった。ただし、一連の方策を実行す

るに当たって以下の点は説明を要する。当該大学が設立されて当時 14 年間の歴史があり、このような

時間をかけて形成された学生生活スタイルの歴史的蓄積は如何に新政策を導入実験しても、たった一年

で全面的に刷新することは不可能である。 

 この年の方策の重要性は一定程度実験的な制度を導入して、学生生活の変化にどれだけのインパクト

を与えられるかということを実証すること、およびその内容を精査し、次の方策との改善の連鎖をどの

ように組み立てていくかと言うことの解答を、まさに一連の制度実験から得るという点にあった。この

点を考慮すると、制度実験のポイントは次の点にある。１）今回の制度実験が学生全体にインパクトを

与えられるかどうかは分からないが、まず一年生の半数を占めている寮生に対して食生活を改善する制

度実験を中心的に行い、特に三食をバランス良く摂り、生活を健全に営ませるという点、２）一年生の

大半に朝食を摂りやすい制度を導入し、どれだけのインパクトが有るかを測りつつ、これらの影響がそ

の他の学年の学生にどのように及んでいるかを把握するという点、３）制度の影響力だけでなく、食の

質的改善を制度的に導入し、これらのインパクトによって正しい食生活を定着させられるかという点、

である。 

(3) 第二次調査からみる比較考察 

 この方策を取って 13 ヶ月が経過し、定着したと判断された段階で事態が改善しているかどうかを把

握するため、再度質問紙調査（以下、第二次調査と称す。）を行い、制度実験のインパクトを検証した。

第二次調査は、2012 年 1 月に実施した。調査方法は第一次調査と同様であるが、食事内容や不定愁訴

などプライバシーに関わる内容を含んでいるため、研究使用に許可が得られた票だけを有効回答とした。

そのため許可が得られなかった票を除くと、男子学生94人、女子学生35人の129票が有効回答票とな

った。なお、第一次調査と第二次調査の対象者の居住形態は表1のとおりである。 

 

表1 居住形態 

  第一次調査 第二次調査 

  人 ％ 人 ％ 

自宅 166 23.4 24 18.6 

下宿・アパート 340 47.9 63 48.8 

寮 199 28.0 29 22.5 

無回答 5 0.7 3 2.3 

 

 両調査のデータから明らかになったことは、以下の点であった。 

 まず第一に、制度実験によって全学年学生で毎日朝食を摂る学生の割合が31.5％から38.0％に増加し

ていた。そのうち、1年生に限定するとその増加割合は31.5％から47.0％と顕著に増えていた。第二に、

一年生の半分を占める寮生へのインパクトを重視した政策がどのように影響したかをみると、寮生で毎

日朝食を摂る学生の割合は 26.1％から 51.7％に倍増しており、明らかに制度的インパクトがみられた
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（表２）。ただし、朝食を毎日摂っているからといって、三食バランス良く取っていることにはならない

し、食事の内容をどのように分析するかはさらに重要である。次節では調査の内容を詳説するとともに、

食そのものを対象としデータを精査解析してみよう。 

 

表２ 朝食の欠食頻度 

（％） 

  第一次調査 第二次調査 

  
毎日食べる

時  々

食べない 
食べない 無回答 毎日食べる

時  々

食べない
食べない 無回答 

自宅 52.4 34.3 12.0 1.2 62.5 37.5 0 0

下宿・アパート 25.0 43.2 31.2 0.6 25.4 49.2 25.4 0

寮 26.1 48.7 24.6 0.5 51.7 41.4 6.9 0

 

3．食生活に関わる調査の詳説と解析 

(1) 朝食喫食と間食の関係 

 前節で述べたとおり、朝食欠食の頻度については第二次調査において、寮生の「毎日食べる」割合が

顕著に高くなり、朝食の欠食が改善されたと言える。同様に、朝食の喫食時間についても、よい兆しが

見られた。寮生の第二次調査において、「午前8時まで」が37.2ポイントも上昇し、規則正しい生活習

慣となったことが伺える（表3）。それに続いて、寮生の間食についてみると、第二次調査では、他の居

住形態に比べて間食を「毎日する」が減少していることが分かった（表4）。間食を摂ることにより、食

生活が乱れることは周知の事実であるが、朝食を喫食することにより、間食摂取率が減少し、悪しき習

慣に歯止めがかかったといえよう。 

 

表3 朝食の時間 

（％） 

  第一次調査 第二次調査 

  

午前８時

前まで 

午前８時

～９時 

午前９時

～10時 

午前10時

以降 

午前８時

前まで 

午前８時

～９時 

午前９時

～10時 

午前10時

以降 

自宅 44.1 36.4 15.4 4.2 78.3 17.4 0 4.3

下宿・アパート 34.5 45.1 17.0 3.4 31.9 57.4 8.5 2.1

寮 28.2 61.7 8.7 1.3 65.4 34.6 0 0

 

表4 間食の有無 

（％） 

  第一次調査 第二次調査 

  
毎日する

ときどき
する 

ほとんど
しない 

しない 毎日する
ときどき 
する 

ほとんど 
しない 

しない 

自宅 19.4 64.2 11.5 4.8 25.0 45.8 12.5 16.7

下宿・アパート 18.5 55.1 16.7 9.7 20.8 61.1 11.1 6.9

寮 19.3 49.7 19.3 11.7 3.6 78.6 7.1 10.7
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(2) 第二次調査結果からみた学生の食生活および不定愁訴 

 第一次調査と第二次調査の比較からも分かるように、食サービス制度を改革したことによって、寮生

の食生活によい変化が見られた。本研究は、学生の食生活および食の質的改善を目指しているため、次

回の改革に繋げていくためにも、ここで現状の食生活や健康状態を整理しておきたい。 

1）昼食および夕食の欠食 

 朝食と間食については、前述したが、昼食と夕食についての現状がどのようになっているかをみてみ

ると、「毎日」食べている学生はそれぞれ昼食 72.9％、夕食 80.6％で、２、３割の学生が欠食している

日があることが明らかになった。 

2）外食の頻度と場所 

 外食をしている学生は多く、「毎日」と「週に数回」を合わせると、朝食 33.3％、昼食 72.1％、夕食

55.0％という結果であった。また複数回答で質問した外食の場所については、表５のように学食とコン

ビニエンスストアが多かった。特に昼食時には、学食を利用している学生が多いことが分り、学生の食

事内容は、学食のシステム改善や献立改善により、大きく影響していくことが予想される。 

 

表５ 外食の（購入）場所 

（％） 

 学食 コンビニ ファスト ファミレス スーパー その他 

朝食 18.6 18.6 0.8        0 5.4 5.4 

昼食 59.7 23.3 5.4 2.3 3.1 3.9 

夕食 15.5 20.2 5.4 15.5 15.5 6.2 

 

3）自宅で食べる朝食の内容 

 質問紙調査実施日に朝食を食べた学生43名のなかから、朝食は「外食をしない」と回答した学生17

名の詳しい朝食の中身をみると、主食と主菜もしくは副菜の組み合わせで食べているものは、４名のみ

であった。ほとんどが食品や料理を複数摂るのではなく、単品ですませていた。さらに単品のなかには、

栄養補助食品のみや野菜ジュースのみ、お菓子類のみも含まれていた。 

 寮生の朝食をみると、調査日に食べた品数は平均 2.8 品で、自宅 1.9 品、下宿・アパート 1.4 品より

多い結果となっていた。一度の食事の品数は、多ければ多いほど複数の食品を摂取することになり、栄

養バランスが整うことに繋がるため、寮生は他の居住形態に比べて栄養バランスがよいと評価できる。 

4）不定愁訴 

 今回の改革により、寮生においては、朝食の喫食率が高く、品数を多く摂っているなどのよい結果が

現れたが、ここで、彼らの健康はどうなのかを押さえておきたい。そこで、第二次調査では自己診断で

はあるが、不定愁訴の度合いを調査した（表６）。 
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表６ 不定愁訴 

（％） 

  寮 寮以外 

  よくある 時  々 ない 無回答 よくある 時  々 ない 無回答

胃腸の様子がおかしい 3.4 24.1 62.1 10.3 13.0 21.0 61.0 5.0

便秘しやすい 17.2 10.3 65.5 10.3 12.0 24.0 60.0 5.0

食事が美味しく食べられない 3.4 10.3 75.9 10.3 4.0 19.0 72.0 5.0

だるくなりやすい 20.7 31.0 37.9 10.3 22.0 35.0 38.0 5.0

元気が出ない 3.4 41.4 44.8 10.3 18.0 32.0 45.0 5.0

頭が痛くなりやすい 3.4 31.0 55.2 10.3 8.0 21.0 66.0 5.0

めまいがしやすい 3.4 17.2 69.0 10.3 6.0 26.0 63.0 5.0

風邪をひきやすい       0 17.2 72.4 10.3 5.0 22.0 68.0 5.0

よく眠れない 17.2 6.9 65.5 10.3 13.0 17.0 65.0 5.0

イライラしやすい 13.8 24.1 51.7 10.3 15.0 32.0 48.0 5.0

 

 寮生とそれ以外で、今回は大きな差異はなかった。全体の学生の不定愁訴については、「だるくなりや

すい」「便秘しやすい」「イライラしやすい」「よく眠れない」などの項目に対して、「よくある」の数値

が高かった。一方、「食事がおいしく食べられない」については「ない」との回答が多かった。 

 K大学の食生活は、制度改革により寮生の朝食喫食に関わる食生活のリズムが整い始めてきたことが

分かるが、全体を見ると昼食や夕食の欠食の問題も残っている。さらに食事の内容を栄養面から改善す

ることや、外食頻度が高く、コンビニエンスストアの利用率も高いことから、食事を選択する意思決定

能力をどのようにつけていくかも課題となるだろう。 

 

結語 

 総じて、制度実験結果は一定程度学生の食生活改善にインパクトを及ぼしており、今回の場合、影響

の範囲は限定的であるが、設計の方法をさらに理論的に改善することによって、学生が自ら新しい食生

活を確立していく可能性がでてくるであろう。具体的には、以下のようにまとめられる。 

 実験的に食提供制度を導入した結果は、明らかに学生生活にインパクトを及ぼし、一部の学生の生活

スタイルを改善した。特に、K大学の場合寮生に集中的に生活改善インパクトを与え、その結果として

学生全体に一定程度の影響力を行使したといえよう。この場合、学生生活全体の時間的構成を考え、食

の内容を学生の嗜好性に合わせつつ、食のバランスとり、かつ立地や、経済的側面で学生が利用しやす

い状況を設計したことが好結果をもたらした要因といえる。つまり、制度設計の要因分析を一定程度事

前に行い、適切に配置すれば食生活改善に貢献できることが実証できた。 

 最後に、今後の課題と方向性について以下にまとめた。 

1）今後さらに、制度設計によるインパクト研究を蓄積していき、その精度を上げるには、やはり個人
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の合理的選択や判断を構成する重要な要素である経済的側面と制度設計の関係性に重点をおいて、食制

度の選択構造を解析しなければならない。 

2）今回の研究では、経済的側面の分析が不十分であったが、事例とした K 大学はその後 2012 年 4 月

から経済面での効果を計画した方式を導入しているため、今後の研究でその制度的効果を引き続き分析

することが可能である。具体的には、二種類の制度が導入されている。ひとつは、食堂に会員によるカ

ード方式の購入システムを導入し、これらを使用した場合にはポイントがつき、現金と同様に使用でき

るというもの。もうひとつは事前に数ヶ月分食事代金をカード購入した場合にかなりの高率で割引を行

い、学生は割引率を無駄にしないために、効率よく三食食べる必要が生じるというものである。今後こ

れらの側面を研究の射程に入れることによって、経済的インパクトとその他のインパクトを比較し、個

人の合理的選択と食制度の設計の関係をさらに精緻に究明できるであろう。 

3）ただし、食の内容の精査からも分かるように、朝食を早い時間に取る習慣がつき、三食バランス良

く摂っているからといってその中身まで健全な生活が確立したとまでは言えない。栄養学的な要素の分

析もさることながら、間食を控えたり、食生活のバランスをとるという側面をどのように制度設計する

かという問題とその効果を測る方法をそれぞれ独自に検討しなければならないであろう。 
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