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1.研究の背景 

社会のスマート化が急速に進展しつつある。スマート化とは，マネジメントを強化して社

会のあらゆる側面の効率性を改善したり，新しい価値を生み出したりすることだと考えら

れる。そして情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)の技術進歩は，あらゆる側面のマネジメント

の質と量を飛躍的に増大させている。 

食に関するスマート化の議論は，(1)農業と農産物のサプライチェーンのスマート化，バ

イオ資源の利活用，(2)買い物弱者対策，(3)食品ロスの削減，(4)健康の増進の 4つの側面か

ら進んでいる。(1)は内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第 2期における「ス

マートバイオ産業・農業基盤技術」のもとで，「日本の農業の特徴である多様性を維持しな

がら、食料安全保障の観点からも一定以上の食料自給率を確保していくこと」を目指して実

施されている3。(2)は中小の地元小売業者の廃業なども相まって，高齢者を中心に必要な買

い物機会が十分に提供されない人口が増加しつつあり，特に食料品アクセス問題は解決の

急がれる問題となっている。それに対して経済産業省，農林水産省がそれぞれ，マニュアル

4やポータルサイト5を作成している。(3)は令和元年 10月に「食品ロスの削減の推進に関す

る法律」(略称 食品ロス削減推進法)が施行されたが，消費者庁は特設サイトを設けてそれ

に伴う産業や消費者の取り組みを啓発している6。(4)はバランスの取れた健康な食生活を厚

生労働省が支援しており，「スマートミール認証制度」を設けて外食・中食・事業所給食に

おける健康な食環境整備に取り組んでいる7。 

このような取り組みを通じて，人々の食生活のスマートなマネジメントが社会的に進む

ことにより，消費者一人一人がそうしようと意識しなくても，すべての人々が便利で環境に

やさしく健康にも配慮した食生活を送れるようになるとともに，農業を含めた食のサプラ

イチェーンの最適化が実現すると考えられる。その際，ICT や AI の技術進歩はその実現の

 
1 早稲田大学社会科学総合学術院 
2 日本福祉大学経済学部 
3 https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/sip/sip2/about/sfs.html 
4 https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/kaimonojakusyashien.html 
5 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/syoku_akusesu.html 
6 https://www.no-foodloss.caa.go.jp/index.html 
7 https://smartmeal.jp/index.html 
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可能性を飛躍的に高めていくだろう。 

本研究では，食生活のスマート化とは，「それを必要とする人が適切にスマート技術でサ

ポートされた食品を用いるなどして，各自の食事のためにかける労力の水準は以前と同じ

であっても，より豊かな食生活を楽しめるようになること」と考えている。本研究では

Nakano and Washizu(2020)が開発した食卓の家庭内生産関数の理論モデルを利用して，社会

的な食のスマート化が，個人の食卓の豊かさをもたらすメカニズムを定式化する。そして日

本の 10,000 世帯に対して実施したアンケート調査結果に基づいて，スマート化が日本人の

食生活にどのように貢献しているのかを検証したので，その結果を報告する。さらにその結

果に基づいて，日本における食のスマート化のより良い実現に何が必要かについて政策的

インプリケーションを導出するとともに，今後への課題について述べる。 

 

2. 分析モデル 

Nakano and Washizu (2020) では食卓の家庭内生産関数を次のように定式化した。ある食卓

(M) は調理担当者の調理労力 (E)によって生産される。 

𝑀 = 𝑓(𝐸) (1), 

ここで限界生産力逓減(𝑓𝐸 =
𝜕𝑓

𝜕𝐸
> 0  and 𝑓𝐸𝐸 =

𝜕2𝑓

𝜕𝐸2
< 0 )を仮定する。M は調理担当者の労力

が生み出す食卓の豊かさを，E は調理担当者の調理や食材調達に係る肉体的，精神的労力を

示す。ただし調理労力は，通常の労働とは異なり，必ずしも負の負担感を伴う労働とは限ら

ないという特徴を持つ。調理担当者が楽しんで調理を行う場合もあり，調理担当者ごとに調

理労力に対する価値観が異なることが指摘されている(Casini et al., 2019)。 

今，F をこの調理労力の単位価値とする。多くの家庭内生産関数(例えば Gronau, 1980)で

は，この家庭内労力の単位価値として一律の市場賃金が用いられている。しかし調理労力に

ついては，調理担当者ごとに価値観が異なるという特徴があるため，一律の市場賃金を用い

ることが適当ではない。そこで，Nakano and Washizu (2020)は，各調理担当者の調理労力の

単位価値として，各自の加工食品(レトルト食品や調理済み総菜など)の利用強度指標を用い

ることにした。調理担当者の調理労力の単位価値は，その人が料理好きであれば(調理時間

にたくさんの時間を費やすことをいとわないのであれば)小さく，料理が好きではないまた

は料理をするための十分な体力がないなどの場合には (調理時間にたくさんの時間を費や

すことが非常に大きな負担である場合には) 大きい値であると予想される。同時に調理担当

者が料理好きであれば加工食品の利用強度が低く，料理が好きではないまたは料理をする

ための十分な体力がない場合には加工食品の利用強度が高いと予想できる。つまり調理担

当者の調理労力に対する価値観は，もしその負担を加工食品に置きかえた場合の食品の加

工度の大きさに適切に反映されると考えた。 

すると，調理担当者が費やした調理労力の総価値は，𝐹 ∙ 𝐸とあらわせる。Nakano and 

Washizu (2020)は，調理担当者の調理行動モデルを次のように定式化した。すなわち，調理
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担当者は，食卓の生産量 M から調理労力の総価値𝐹 ∙ 𝐸を引いた大きさで定義される，食卓

による効用𝑢(𝐸)を最大化するように行動する。 

  

max
𝐸

𝑢(𝐸) = 𝑓(𝐸) − 𝐹 ∙ 𝐸 (2). 

 

(2)式の最大化の必要条件は，(3)式である。 

 

𝑓′(𝐸) = 𝐹 (3) 

 

𝑓′(𝐸) は調理労力の限界生産力であり，最大化条件の下では調理労力の単位価値 F に等

しくなる。言い換えれば調理労力の限界生産力の大きさは，加工食品の利用強度として定義

された調理労力の単位価値 F によって観察可能である。 

Gronau(1980)に従い，Nakano and Washizu (2020)では，(3)式の 𝑓′(𝐸) に次のような線形関

数を仮定した。 

𝑓′(𝐸) = 𝛼0 − 𝛼1𝐸 + 𝛂𝟐𝐲 (4) 

 

ここで y は調理労力の限界生産力に影響を与える変数を示すベクトルである。(4)式に(3)

式を代入すると(5)式が得られる。 

 

𝐸 = (𝛼0 − 𝑓′(𝐸) + 𝛂𝟐𝐲) 𝛼1⁄ , 

𝐸 = 𝑎0 − 𝑎1𝐹 + 𝐚𝟐𝐲 (5). 

 

(5)式は，最適な調理労力 E が加工食品の利用強度 F と各調理担当者の属性 yによって特

徴づけられることを示す。 加工食品の利用強度 F に係る係数 −𝑎1 は加工食品の利用強度

が高まれば調理労力が軽減されることを仮定している。 

ここで，食生活のスマート化が上述の理論図式にもたらす影響について考察する。図 1の

線分𝑙𝐴𝑙𝐴は，個人 A にとっての(3)式を図示している。ここに，個人 A の加工食品の利用強

度𝐹𝐴 (すなわち個人 A の調理労力の単位価値)が与えられると，その個人の調理労力𝐸𝐴 の

最適な水準が決まる。別の加工食品の利用強度𝐹𝐵を持つ個人Bの最適な調理労力の水準は，

𝐹𝐵と 𝑙𝐵𝑙𝐵との交点の𝐸𝐵である。このとき線分 OAと線分 OB の傾き(𝐸 𝐹⁄ )は，それぞれの個

人の加工食品の利用強度に対する調理労力の比率を示し，この傾きが大きいほど，加工食品

をできるだけ利用せずに多くの調理労力をかけようとする調理担当者の性向が強いと判断

できる。 

食生活のスマート化という技術変化は，食生活の家庭内生産関数をシフトさせ，図 1の線

分𝑙𝐴𝑙𝐴を線分𝑙′𝐴𝑙′𝐴’にシフトさせると考えられる。一方，食生活のスマート化は，個人 A の

調理労力の単位価値(その人の加工食品の利用強度)を高める効果も持つと考えられる(𝐹𝐴か
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ら𝐹′𝐴への変化)。この時個人 A は，スマート化以前と同じ調理労力の投入水準𝐸𝐴でより高い

限界生産力を獲得できる。図 1は，食生活のスマート化(線分𝑙𝐴𝑙𝐴から線分𝑙′𝐴𝑙′𝐴へのシフトで

示される変化)が，個人 Aが自らの調理労力に対して認識している価値の大きさの変化を伴

うとき(𝐹𝐴から𝐹′𝐴への変化が伴うとき)，はじめてその効果を発揮することを示している。本

研究の問題意識は，線分𝑙𝐴𝑙𝐴から線分𝑙′𝐴𝑙′𝐴’へのシフトが，各個人の調理労力に対する認識の

変化を伴わないケースがあるのではないかということである。つまり食生活のスマート化

の効果が，全ての調理担当者に受容されていない可能性が危惧される。 

そこで以下の実証分析では，(5)式を推定することにより，調理労力の単位価値 F の変化

が，最適な調理労力の投入水準 E にもたらす効果を，調理労力の限界生産力に影響を与え

る諸変数の影響とともに確認する。それにより，食生活のスマート化の効果がどの様な状況

で実現されているか(または実現されないか)を確認し，スマート化の効果を一層発揮させる

ための政策，または，効果が実現されない場合の対応策等についてインプリケーションを導

出する。 

 

 

 

図 1 食生活のスマート化によるシフト効果 
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3. 分析方法 

3.1 データ 

分析に必要なデータは，アンケート調査の実施により得たものである。 

調査は 2019年 5月 31 日～6月 5日に，日経リサーチに委託してインターネット調査によ

って行った。調査対象は，全国の日経リサーチ提携モニターで，20～79 歳の男女，各世帯

の家事を主に担当している方とした。調査対象は総務省「2015 年国勢調査」に基づいて，

表 1の構成比で，年齢及び世帯類型別に割り付けられた。有効回収数 10,881人である。 

 

表 1：2015年国勢調査に基づくサンプルの構成比 
 

単独世帯
(男) 

単独世帯
(女) 

夫婦のみ 
夫婦と 

子ども 
ひとり親と
子供 

3 世代世帯 

～39 歳 7.7% 4.9% 2.4% 6.9% 1.1% 0.2% 

40～64 歳 7.8% 4.5% 6.8% 16.6% 4.6% 1.7% 

65 歳～ 4.2% 8.6% 12.9% 5.9% 2.6% 0.6% 

Total 19.7% 18.1% 22.0% 29.3% 8.3% 2.5% 

 

調査では，回答者の最近の自宅でのふだんの夕食(特別でないときの夕食)について，その

メニュー数と用いた食材の数および種類を質問した。質問文を Appendix1に示す。 

またこれらの回答に影響を及ぼすと考えられる要因として，回答者のデモグラフィック

な属性，最寄りの買い物スポットまでの移動時間，パソコンやスマートフォンの使用状況，

食に対する意識について調査した。詳細な調査項目を Appendix2に示す。 

 

3.2. 指標の作成 

(1) 調理労力指標 

(5)式における調理の労力を示す変数 E は，メニュー数と食材の数の両方で測定できると

想定する。これらは調理時間と食材の調達時間に関係するからである。Nakano and Washizu 

(2020)に基づき，アンケートの回答結果を用いて j 番目の個人の調理労力指標𝐸𝑗をメニュー

数と食材数の積として次のように定義する。 

 

𝐸𝑗 = 𝐷𝑖𝑠ℎ𝑗 ∙ ∑ 𝐹𝑛𝑢𝑚𝑖𝑗
42
𝑖  (7) 

 

𝐷𝑖𝑠ℎ𝑗 は j 番目の個人の夕食のメニュー数，𝐹𝑛𝑢𝑚𝑖𝑗 は j 番目の個人の夕食の食材数のうち

産業連関表の第 i部門に含まれる物の数である。（42は，産業連関表における食品関連の部

門数である。） 

 

(2) 加工食品の利用強度指標 

j 番目の個人について，(5)式における加工食品の利用強度指標の定義式は Nakano and 

Washizu (2020)に基づき次のとおりである。 
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𝐹𝑗 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖 ∙
42
𝑖 𝑆ℎ𝑖𝑗 (8) 

 

ここで，𝑃𝑟𝑜𝑥𝑖 は産業連関表の第 i部門に含まれる食材の「近接度点数」であり，𝑆ℎ𝑖𝑗は

j番目の個人の夕食の食材のうち産業連関表の第 i部門に含まれる物のシェアである。 

ここで、「近接度点数」とは，食材の加工の程度を示す指標である。すぐに食べられる加

工食品には高い近接度点数が割り当てられ、調理しなければ食べられないような未加工食

品（生肉など）には低い近接度点数が割り当てられている。(アルコール飲料は，それ独自

で食卓は成立しないため，低い点数を割り当てた。) すべての食材は総務省の産業連関表部

門に分類され，各産業連関表部門分類には表 2のような近接度点数を割り当てた。産業連関

表の部門分類は製造工程に基づくため，近接度点数の整理に有益である。 

 

表 2 食材の近接度点数 

近接度点数 対応する産業連関表部門 

1 111704 動植物油脂，111705 調味料，111701 砂糖，111703 ぶどう糖・
水あめ・異性化糖，202903 塩， 

208909 その他の化学最終製品 

2 111101 食肉 

3 011202 豆類，011302 野菜（施設），011301 野菜（露地），011401 果実，
011509 その他の食用耕種作物， 

015301 特用林産物（狩猟業を含む。） 

4 017101 海面漁業，017102 海面養殖業，017201 内水面漁業，017202 内
水面養殖業， 

111309 その他の水産食品，111301 冷凍魚介類，111302 塩・干・くん製
品，012104 鶏卵 

5 111401 精穀 

6 111501 めん類 

7 112101 清酒，112109 その他の酒類，112102 ビール類，112902 清涼飲
料，112903 製氷，112901 茶・コーヒー 

8 111503 菓子類 

9 111201 肉加工品，111203 酪農品，111202 畜産びん・かん詰，111304 ね
り製品，111303 水産びん・かん詰，111602 農産保存食料品（びん・かん
詰を除く。），111601 農産びん・かん詰，111909 その他の食料品 

10 111502 パン類 

11 111901 冷凍調理食品，111902 レトルト食品 

12 111903 そう菜・すし・弁当 

*6 桁の数字は産業連関表の部門分類番号を示す。 

 

(3) 調理労力の限界生産力に影響する要因 

表 3に 調理労力の限界生産力に影響する要因として調査された項目を示す。これらの変

数は(5)式のベクトル y の構成要素である。 
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表 3. 調理労力の限界生産力に影響すると考えられる要因 

個人属性 

世帯年収(11階層)，世帯人数，世帯員ダミー(小学生の有無など 6種類)，
働いている/いない，大都市/非大都市，年齢(6階層)，食材購入店舗まで
の所要時間 

食に対する
意識 

  

食事の支度をするとき、忙しくて時間がないと感じることが多い。 

食事の支度をすることはおっくうだ。 

外食は食生活を豊かにする。 

面倒なときは外食で済ませる。 

食材の買い物は大変だと感じる。 

特売の食品をよく利用する。 

健康に良い食事を心がけている。 

食品は高くても質のよい食品を買いたい。 

あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。 

その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにしている。 

調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 

市販の惣菜はおいしいと思う。 

献立は食材数を多くするようにしている。 

献立は少量でもメニュー数を重視している。 

テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 

市販の惣菜など便利な食材の利用には、うしろめたさを感じる。 

食事の支度の手間を省くために、市販の惣菜など便利な食材を積極的に
利用してもよい。 

フードロス（売れ残りや食べ残しなどによる食品の廃棄）の削減など社
会的課題が解決と両立するために、市販の惣菜など便利な食材を積極的
に利用してもよい。 

自分の好みやニーズにマッチした、市販の惣菜など便利な食材があれ
ば、積極的に利用してもよい。 

高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進のための対策を行うことは、
超高齢化社会にあって必要なことと思う。 

 

3.3 分析式 

最適な調理労力 E と加工食品の利用強度 F との関係を示す (5)式の推定式は次のとおり

である。 

 

𝐸𝑗 = 𝛼𝐹𝑗 + ∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝑦𝑖𝑗𝑖 + 𝛾 + 𝑢𝑗 (9) 

 

ここで，𝑦𝑖𝑗 は j番目の個人についての表 3の i番目の変数，𝛾 は定数項，𝑢𝑗 は誤差項であ

る。(9) 式の被説明変数である Eは非負の実数値をとり，下限値がゼロの打ち切りデータで

ある。本研究ではトービットモデルを想定して推定を行った。ただし，トービットモデルに

よる最尤推定量が一致性を保持するには説明変数と誤差項が相関していないことが求めら

れるが，(9)式の𝐹𝑗 と𝑢𝑗 では相関があることを否定できない。その場合には，𝐹𝑗の操作変数

を用意して 1段階目で𝐹𝑗の予測値を求め，その予測値を 2段階目の説明変数として使用する

操作変数トービットモデルによる推定を実行する。その際に用いた操作変数は，食に関する

情報の閲覧および，ネットショッピングや買い物情報の収集のために PCやスマートフォン

を閲覧した時間数である。なお，回帰係数の推定量は説明変数が被説明変数𝐸𝑗の潜在変数に
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与える影響の方向性を示し，そのままでは被説明変数𝐸𝑗に対する影響として解釈することは

できない。そこで，回帰係数の推定量を基に説明変数の被説明変数に対する限界効果を求め

ている。 

 

4. 分析結果 

4.1 指標の集計結果 

表 4は，調理労力指標 E，加工食品の利用強度指標 F，調理担当者が費やした調理労力の

総価値𝐹 ∙ 𝐸，および，調理担当者の加工食品の利用強度に対する調理労力の比率𝐸
𝐹⁄  (図 1

の線分 OA または OB の傾き)を，回答者の属性別に集計した結果である。また表 5 では，

同じ指標を，回答者の食に対する意識別に集計している。 

メニュー数と食材数の積で定義される調理労力指標 E は，調理担当者の年齢が高い時，

調理担当者が夫婦のみ世帯，3 世代世帯であるとき，また専業主婦(夫)であるとき，全体の

値に比べて特に大きな値となる。家族に就学前や小学生の子供のいるときも全体の値に比

べて大きな値となるが，65 歳以上の方がいる場合の方がより大きな値となっている。世帯

年収は多い方が大きな値であり，大都市に居住している場合の方がそうでない場合よりも

やや値が高くなる。調理労力指標 E は，調理担当者もしくは家族の年齢が高い場合に大き

な値になると言えそうである。 

調理に用いた食材の平均近接度点数で定義される加工食品の利用強度指標 F はどちらか

といえば調理担当者が若い時，単身世帯であるとき，世帯年収が低い時，神殿や高齢者の方

が家族にいないとき，調理担当者が仕事を持っているときに全体の値に比べて大きな値と

なり，これは比較的予知し得た結果である。しかし，調理担当者が 50代だったり，無職だ

ったりするとき，世帯年収が 1800-2000万円と 2番目に高い階層であるときなどにもこの指

標が高くなる。加工食品の利用強度指標 Fは，調理担当者が，若い，忙しいなどの特性を持

つときに高くなり，それは調理労力指標 E が高くなる要因と概ね相反している。例外とし

て，調理担当者が大都市に住んでいるケース，世帯年収が高め(1800-2000万円，共働きのケ

ースも考えられる)のケースで，調理労力指標 Eと同時に加工食品の利用強度指標 Fも高め

の値である。 

調理担当者が費やした調理労力の総価値𝐹 ∙ 𝐸の大きさの傾向は調理労力指標 E の傾向と

ほぼ一致する。調理労力指標 E が低い一方，加工食品の利用強度指標 F が高いことでこの

指標が大きくなるケースは見られなかった，ということになる。 

加工食品を利用せずに多くの調理労力をかけようとする調理担当者の性向を示す 𝐸 𝐹⁄  

の大きさの傾向も調理労力指標 E の傾向とほぼ一致し，分子が大きく分母が小さい(加工食

品を利用せずに多くの調理労力をかけようとする)ことで，𝐸 𝐹⁄ が大きくなるという，調理担

当者の性向が観察された。例外として，調理担当者が大都市に住んでいるケースでは，分子

と同時に分母も大きめの値を示すため，結果として，調理労力のかけ方についての調理担当

者の性向は相対的に小さな値となった。大都市では，調理担当者の加工食品の利用強度の上
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昇により，効果的に調理労力が節約されている状況が推測される。 

回答者の食に対する意識別に各指標を集計した表 5 の結果によると，特定の意識の有無

によって，どの指標の数値も変化している。よってこれらの食に対する意識は，調理担当者

の調理行動に影響を与えていると推測される。 

 

表 4 指標の集計値(回答者の属性別) 
 E F E・F E/F 

全体 56.161 3.891 200.925 1.247 

20 代 30.730 3.972 104.882 1.021 

30 代 41.944 3.968 151.428 1.092 

40 代 48.866 3.874 172.504 1.170 

50 代 53.097 4.035 192.372 1.183 

60 代 69.133 3.824 246.923 1.387 

70 代 73.084 3.776 263.947 1.439 

単身世帯（男性）  26.962 4.901 118.416 0.844 

単身世帯（女性）  46.395 4.097 168.669 1.090 

夫婦のみ世帯  73.696 3.574 255.851 1.480 

夫婦と子ども世帯  65.901 3.455 227.316 1.390 

ひとり親と子ども世帯（単身赴任中を含む）  53.434 3.746 189.456 1.260 

3 世代世帯  70.965 3.592 251.225 1.417 

大都市居住 56.686 3.957 205.945 1.245 

大都市以外居住 55.595 3.821 195.510 1.250 

200 万円未満 45.065 4.251 173.896 1.058 

200-400 万円未満  54.276 3.964 192.957 1.221 

400-600 万円未満  59.191 3.809 212.229 1.268 

600-800 万円未満 59.812 3.771 207.923 1.309 

800-1000 万円未満 61.323 3.677 213.476 1.349 

1000-1200 万円未満 60.441 3.515 206.904 1.437 

1200-1400 万円未満 66.713 3.623 242.659 1.430 

1400-1600 万円未満 66.113 3.608 231.359 1.391 

1600-1800 万円未満 72.283 3.289 250.943 1.503 

1800-2000 万円未満 64.020 4.228 211.860 1.417 

2000 万円以上 64.800 3.629 235.817 1.404 

就学前の方がいる 65.114 3.394 229.982 1.349 

就学前の方がいない 55.268 3.941 198.026 1.237 

小学生の方がいる 65.909 3.475 237.040 1.342 

小学生の方がいない 55.251 3.930 197.552 1.238 

中学・高校生の方がいる 57.496 3.535 201.126 1.302 

中学・高校生の方がいない 56.035 3.925 200.906 1.242 

それ以外の学生の方がいる 57.634 3.718 199.665 1.242 

それ以外の学生の方がいない 56.032 3.907 201.036 1.247 

65 歳以上の方がいる 70.686 3.746 250.868 1.419 

66 歳以上の方がいない 46.328 3.990 167.115 1.131 

お身体に障害をお持ちの方がいる 67.176 3.997 242.013 1.303 

お身体に障害をお持ちの方がいない 55.497 3.885 198.446 1.244 

フルタイム勤務の勤め人(週 5 日間以上、1 日 7 時間以上勤務)  35.376 4.201 131.628 1.018 

短時間勤務の勤め人(週 5 日未満または、1 日 7 時間未満勤務)  59.285 3.637 203.725 1.308 

自営業、その他  55.875 4.109 204.993 1.161 

専業主婦(夫)  75.977 3.499 263.003 1.491 

学生  31.012 4.268 114.878 0.906 

無職  56.659 4.222 217.511 1.215 
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表 5 指標の集計値(回答者の食に対する意識の違い別) 

    E F E・F E/F 

食事の支度をする時忙しくて時間がないと感じることが多い。 
Yes 51.456 3.860 185.859 1.213 

No 60.996 3.924 216.407 1.282 

食事の支度をすることはおっくうだ。 
Yes 50.794 3.986 183.509 1.188 

No 65.215 3.733 230.302 1.347 

外食は食生活を豊かにする。 
Yes 54.600 3.892 195.741 1.227 

No 57.881 3.891 206.636 1.269 

面倒なときは外食で済ませる。 
Yes 46.636 4.120 174.026 1.134 

No 62.954 3.728 220.108 1.327 

食材の買い物は大変だと感じる。 
Yes 51.630 3.962 183.862 1.199 

No 61.471 3.809 220.916 1.303 

特売の食品をよく利用する。 
Yes 53.248 3.855 189.669 1.219 

No 57.794 3.912 207.232 1.263 

健康に良い食事を心がけている。  
Yes 70.754 3.596 248.067 1.435 

No 49.703 4.022 180.063 1.164 

食品は高くても質のよい食品を買いたい。 
Yes 64.643 3.739 230.051 1.354 

No 44.953 4.092 162.432 1.106 

あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。  
Yes 58.558 3.826 208.818 1.276 

No 50.835 4.037 183.380 1.184 

その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにして
いる。  

Yes 55.312 3.739 200.620 1.262 

No 56.528 3.957 201.057 1.241 

調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 
Yes 52.068 3.977 188.804 1.200 

No 66.769 3.669 232.338 1.370 

市販の惣菜はおいしいと思う。  
Yes 45.467 4.094 167.100 1.134 

No 67.037 3.686 235.325 1.362 

献立は食材数を多くするようにしている。 
Yes 71.666 3.621 250.964 1.446 

No 38.009 4.208 142.341 1.014 

献立は少量でもメニュー数を重視している。 
Yes 68.629 3.691 244.797 1.432 

No 47.277 4.034 169.660 1.116 

テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 
Yes 63.823 3.658 224.674 1.347 

No 46.259 4.194 170.229 1.118 

市販の惣菜など便利な食材を利用しても、うしろめたさを感じ
ることはない。 

Yes 50.658 4.050 186.751 1.176 

No 65.029 3.637 223.766 1.362 

食事の支度の手間を省くために、市販の惣菜など便利な食材を
積極的に利用してもよい  

Yes 47.795 4.107 176.222 1.147 

No 67.039 3.611 233.046 1.377 

フードロスの削減など社会的課題解決のために、市販の惣菜な
ど便利な食材を積極的に利用してもよい。  

Yes 50.914 4.012 187.630 1.185 

No 64.866 3.691 222.981 1.349 

自分の好みやニーズにマッチした、市販の惣菜など便利な食材
があれば、積極的に利用してもよい。  

Yes 54.845 3.935 198.094 1.232 

No 60.365 3.753 209.965 1.295 

高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進のための対策を行
うことは、超高齢化社会にあって必要なことと思う。  

Yes 60.484 3.927 217.334 1.274 

No 53.938 3.873 192.484 1.233 

 

その意識の有無が，特に大きく指標の大きさに影響する項目は，(1)面倒なときは外食で

済ませる，(2)食事の支度をすることはおっくうだ，(3)調理済みの食品を利用することは便

利だ，(4)市販の惣菜はおいしい，(5)食事の支度の手間を省くために市販の惣菜など便利な

食材を積極的に利用してもよい，(6)健康に良い食事を心がけている，(7)高くても質のよい

食品を買いたい，(8)献立は食材数を多くするようにしている，(9)献立はメニュー数を重視

している，(10)テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている，の項目で

ある。(1)～(5)の項目はその意識がない時に各指標の値が大きくなり，(6)～(10)の項目はそ
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の意識があるときに各指標の値が大きくなる。ここで興味深いのは，ある項目の有無がす

べての指標に同じ方向のシフト効果を持つということである。例えば，食事の支度をする

ことはおっくうだという意識を持つ人は，そうでない人より，調理労力指標 Eも加工食品

の利用強度指標 Fも指標の集計値が低い。さらに，食事の支度をすることはおっくうな場

合には，調理担当者が費やした調理労力の総価値𝐹 ∙ 𝐸 も，調理担当者が加工食品に頼ら

ず調理労力をかけようとする性向の指標𝐸
𝐹⁄  の集計値も低くなる。これらの指標は，個人

の食に対する意識に応じて決まる指標で，相互に相関を持つ指標である可能性がある。 

 

4.2 最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係性の分析 

この節では，最適な調理労力 E と加工食品の利用強度 F との関係性を，表 3に示すシ

フト要因とともに分析するための(9)式の推定結果について説明する。3.3節でも述べた通

り，本研究では(9)式の推定にトービットモデルを想定したが，4.1節の観測事実から，加

工食品の利用強度 F と誤差項 uの相関が否定できない。そこで，食に関する情報の閲覧お

よび，ネットショッピングや買い物情報の収集のために PC やスマートフォンを閲覧した

時間数を操作変数として 1段階目で利用強度 F の予測値を求め，その予測値を 2段階目の

説明変数として使用する操作変数トービットモデルによる推定もおこなった。 

推定はサンプル全体と，調理担当者の居住地，世帯属性，年齢によって区分したいくつ

かのサブサンプルに対して実施した。すべての推定結果を付表 1に，また付表 1に基づい

て最適な調理労力 E に対する各説明変数の限界効果を計算した結果を付表 2に示す。その

結果によると，サンプル全体と調理担当者の居住地が大都市以外のサブサンプルでは，操

作変数トービットモデルにおいて加工食品の利用強度 F の外生性が棄却された。また，調

理担当者の居住地が大都市のサブサンプルでは，利用強度 F の外生性が棄却されず，通常

のトービットが支持された。その他のサブサンプルでは利用強度 Fの外生性が棄却されな

いか，操作変数トービットモデルによる推定が収束しないかのどちらかであった。以下は

調理担当者の居住地が大都市でないとき利用強度 F の外生性が棄却され，大都市であると

き外生性が棄却されたという対比関係に特に着目し，考察を進める。 

表 6に，調理担当者の居住地が大都市以外と大都市である場合のサブサンプルに対する

(9)式の計測結果と，調理労力 E に対する各説明変数の限界効果の計算結果を示す。大都

市以外のサブサンプルの結果は操作変数トービットモデルにより推定された結果で，大都

市のサブサンプルの結果は通常のトービットモデルにより推定された結果である。表 6の

内容は付表 1または付表 2と同じであるが，そのうちの統計的に有意に得られた結果のみ

を表示している。 
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表 6 最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係 (有意な結果のみを抽出) 

 
回帰係数 限界効果 

大都市以外 大都市 大都市以外 大都市 
 第 1 段階    

F -36.22  -1.30  -0.89 

食に対す
る意識ダ
ミー 

食事支度時間がないと感じる。      

食事の支度はおっくうだ。 -4.89     

外食は食生活を豊かにする。  -0.09    

面倒なときは外食で済ませる。  0.23 -5.32  -3.66 

食材の買い物は大変だと感じる。      

特売の食品をよく利用する。  -0.10    

健康に良い食事を心がけている。    6.04  4.14 

高くても質のよい食品を買う。   6.81  4.68 

何を買うか決めて買い物に行く。       

週の献立を考えて作り置きする。  -13.27 -0.13  -6.87  

調理済みの食品は便利だと思う。 -8.19   -4.63  

市販の惣菜はおいしいと思う。   0.23 -14.18  -9.74 

献立は食材数を多くする。 14.61 -0.26 16.35 17.87 11.22 

献立はメニュー数を重視。      

食に関する情報収集をしている。  -0.28 7.83  5.38 

便利な食材を利用しても、うしろ
めたさを感じることはない。 

   -3.81  

食事の支度の手間を省くために、
便利な食材を積極的に利用。 

 0.20    

フードロスのために、便利な食材
を積極的に利用してもよい。  

-6.70   -4.19  

自分の好みにマッチした、便利な
食材があれば、積極的に利用。  

     

高齢者向けの便利な食材の開発
や利用促進は必要なことと思う。 

9.70  4.87 7.36  

買い物のための移動時間      

世帯年収
( 基 準 ：
200 万円
未満) 

200-400 万円未満   -0.17  4.60  

400-600 万円未満   -0.28 11.67 7.48 8.01 

600-800 万円未満  -0.23  11.78  

800-1000 万円未満  -0.38 7.31  5.02 

1000-1200 万円未満  -0.43    

1200-1400 万円未満  -0.31 9.82   

1400-1600 万円未満   11.65  8.00 

1600-1800 万円未満  -1.09 21.76  14.93 

1800-2000 万円未満 34.65   16.59  

2000 万円以上      

世帯人数  -0.13 3.12  2.14 

世帯構成
ダミー 

就学前の方がいる  -0.30    

小学生の方がいる      

中学・高校生の方がいる      

それ以外の学生の方がいる      

65 歳以上の方がいる      

身体に障害をお持ちの方がいる  0.33    

就労ダミー(働いている)  0.12 -13.16  -9.03 

年齢ダミ
ー（基準：
20 代） 

30 代     5.84 

40 代 10.29  7.98 5.93 5.47 

50 代 14.10  16.74 9.63 11.49 

60 代 15.24  21.15 14.75 14.52 

70 代   21.55 16.06 14.79 

PC/ｽﾏﾎ閲
覧時間 

食に関する情報の閲覧  -0.13  3.43  

ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞや買い物情報の収集      

定数項  189.30 4.70 24.78   

注) 大都市以外は操作変数トービットモデル，大都市はトービットモデルによる推定結果を示す。 
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表 6によれば，大都市以外の操作変数トービットモデルおよび，大都市の通常のトービッ

トモデル結果を見ると，調理労力 E に対する加工食品の利用強度 F の影響を示す回帰係数

は，有意な負値であり，加工食品の利用が調理労力の軽減につながりそうである。ただし，

限界効果の計算結果を見ると，大都市以外では加工食品の利用強度 F の調理労力 E に対す

る有意な効果は確認されなかった。 

大都市以外の操作変数トービットモデルの第 1 段階の回帰係数により，加工食品の利用

強度 F に影響する要因を見ると，調理担当者が「その週の献立を考えて休みの日に作り置

きをするようにしている(計画性がある)」場合，「食に関する情報収集をしている」「PC・ス

マホによる食に関する情報の閲覧時間が長い」など情報収集に熱心であったりする場合に，

利用強度が低くなるという結果であった。一方，「市販の食材はおいしいと思う」あるいは

「食事の支度の手間を省くために便利な食材を積極的に利用する」というように便利食品

に肯定的である場合には利用強度が高まる。限界効果の計算結果を確認すると，大都市以外

の調理担当者の最適調理労力に，正の影響を強くもたらす要因は「献立は食材数を多くする

ようにしている」「高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進は必要なことと思う」という

食に対する意識，世帯年収，年齢である。また「PC・スマホによる食に関する情報の閲覧時

間」も正の影響を持っている。食へのこだわりが，最適調理労力の水準を引き上げているこ

とが読み取れた。一方それに負の影響を強くもたらす要因は，「その週の献立を考えて休み

の日に作り置きをするようにしている」「調理済みの食品を利用することは便利だと思う」

「フードロスのために、便利な食材を積極的に利用してもよい」という食に対する意識であ

る。計画性が最適な調理労力の軽減に役立つことは興味深い。個人が計画性を意識しなくて

も知らず知らずのうちに計画性を生み出すような仕組みがあると望ましいといえるだろう。

また，フードロス削減が加工食品利用のきっかけとなり，それが最適調理労力の軽減につな

がる可能性についても同様に興味深い。 

大都市における通常のトービットモデルによる限界効果については，加工食品の利用強

度 F の外生性が認められ，負の有意な限界効果の計算結果を得たことが大きな特徴といえ

る。社会背景のもとで独立に決定される，各調理担当者の加工食品の利用強度 F (2 節の家

庭内生産関数モデルによれば，各調理担当者の自らの調理労力を評価するための単位価値)

が，その調理担当者の最適な調理労力の水準と負の関係を持つことが確認された。したがっ

て，各調理担当者の加工食品の利用強度 F (すなわち各調理担当者の自らの調理労力を評価

するための単位価値)を引き上げることが，最適調理労力の軽減につながるという結果が確

認された。これは，図 1 において𝐹𝐴から𝐹′𝐴への変化により，最適調理労力が軽減されるこ

とを意味する。大都市における，最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係のシフト要

因としては以下が観察された。すなわち，「健康に良い食事を心がけている」「高くても質の

よい食品を買いたい」「献立は食材数を多くするようにしている」など食に対するこだわり

が大きい場合，調理担当者の年齢が高い場合に，最適調理労力に対する限界効果が正の大き

な値であり，「面倒なときは外食で済ませる」「市販の惣菜はおいしいと思う」など外食や加
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工食品に肯定的な場合や「働いている」場合に限界効果が負の値である。 

以上をまとめると，大都市では，社会背景のもとで各調理担当者は，各自の加工食品の利

用強度 F (各調理担当者の自らの調理労力を評価するための単位価値)を判断し，それぞれの

最適な調理労力の水準を決定していることが確認された。そして各自の加工食品の利用強

度 F が高まれば，食事から得られる効用を最大化するための最適な調理労力の水準を下げ

ることができることがわかった。それに対し，大都市以外では，各調理担当者の加工食品の

利用強度 F は，彼ら自身の食に対する意識と世帯年収等の条件，食に関する情報収集の程

度に左右されていることが分かった。 

 

5. 結語 

本研究では，Nakano and Washizu (2020) で定式化した食卓の家庭内生産関数に基づいて，

食事から得られる効用を最大化するための調理担当者の最適な調理労力 E が，その調理担

当者の加工食品の利用強度 F  (各調理担当者の自らの調理労力を評価するための単位価値)

の減少関数であるという関係を定式化した。そして日本の家庭における約 10,000 人の調理

担当者に対して行ったアンケート調査結果に基づいて，関係式のパラメタ推定を行った。ま

たその関係式がどの様な要因で有意にシフトするかを明らかにした。 

推定に先立ち，Nakano and Washizu (2020) における定式化に，スマート化がどのように影

響するかを検討した。食生活のスマート化によって，家庭内生産関数のフロンティアがシフ

トすると考えられる。しかしそのシフトがもたらす効果は，調理担当者が自らの調理労力に

対して認識している価値の大きさの変化が伴ってはじめて，実現すると考えられた。本研究

の問題意識は，食生活のスマート化によるフロンティアのシフトが，各個人の調理労力に対

する認識の変化を伴わないケースがあるのではないかということである。つまり食生活の

スマート化の効果が，全ての調理担当者に受容されていない可能性が危惧される。 

Nakano and Washizu (2020)に基づき，調理労力の投入水準 E と加工食品の利用強度 F の

指標を，それぞれ，「メニュー数と食材の積」「食材の平均近接度点数」と定義して，その集

計値を，回答者の属性ごとに集計して示した。ここでは，食の意識についての回答のうち，

ある項目の有無がすべての指標に同じ方向のシフト効果を持つということが確認された。

このことから調理労力指標 E と加工食品の利用強度指標 F には相関関係が生じている可能

性が伺われた。 

加工食品の利用強度(＝調理労力の単位価値) Fの変化が，最適な調理労力の投入水準 Eに

もたらす効果について，回帰分析を行った。説明変数と誤差項との相関が否定できないので，

操作変数トービットモデルと通常のトービットモデルの両方を用いた推定を行った。 

その結果，加工食品の利用強度指標 F の外生性について，大都市以外の地域では否定で

きず，大都市では否定されることがわかった。このことは以下のような考察を可能にする。

すなわち，大都市では，調理担当者の加工食品の利用強度の上昇により，調理労力が節約さ

れるという因果関係が明らかになった。したがってもし，スマート化の社会的背景の下で，
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調理担当者の加工食品の利用強度(＝調理労力の単位価値) F が上昇すれば，大都市では彼ま

たは彼女の調理労力が効果的に軽減する状況が実現しそうである。ただし，スマート化が，

調理担当者が自らの加工食品の利用強度(＝調理労力の単位価値) F の上昇につながってい

るかどうかについての検証は今後の研究課題である。それに対し，大都市以外の地域では，

調理労力 E と加工食品の利用強度 F との因果関係が確認されなかった。さらに，PCやスマ

ホによる食の情報収集が，加工食品の利用強度 F を低下させることを通じて調理労力を増

やしている状況が確認できた。調理労力は単なる“負担”とは言えない(Casini et al., 2019)点

には注意が必要であるが，地方における高齢者の食料品アクセス問題が懸念されている背

景の下で，スマート化や情報化が大都市以外における食卓の家庭内生産関数にもたらす効

果についてのより精密な分析が必要と考えられた。たとえば，大都市以外の地域では，計画

性が最適な調理労力の軽減に役立っていることが確認されたが，スマート化により個人が

計画性を意識しなくても知らず知らずのうちに計画性を生み出すような仕組みがあると望

ましいといえるだろう。また，フードロス削減が加工食品利用のきっかけとなり，それが最

適調理労力の軽減につながる可能性についても伺われた。 

社会のスマート化により食卓の家庭内生産関数の生産可能性フロンティアが拡大する。

同時に加工食品の提供のされ方の高度化は，調理担当者の加工食品利用の可能性も拡大す

ると考えられる。ただしその際，調理担当者がその状況を正しく察知して自らの加工食品利

用強度 F を高めていく場合にのみ，最適な調理労力の水準を下げられる可能性につながる

ことを本研究では明らかにした。 

日本では超高齢化社会に向かっており，高齢者の豊かな食生活を維持したり，食材の買い

物労力を軽減したりする取り組みが必要とされている。また女性の社会進出を後押しする

ためにも，スマート化により食卓の家庭内生産関数におけるフロンティアの拡大効果を社

会に浸透させることが望ましい。そのためには，調理担当者が利用可能な加工食品の利用強

度の社会的状況を理解し，自らの調理労力の単位価値を正しく評価できるようになること

が必要である。そこで今後の研究では，調理担当者のスマート・フードシステムに対する受

容可能性について考察し，調理担当者にとって真に望ましいスマート・フードシステムの設

計を目指す必要がある。また，そのようなスマート・フードシステムは，フードロスやプラ

スティックごみの削減等，食生活による環境負荷軽減にも貢献する必要がある。板・津田・

鷲津(2011)では，加工された食品の利用は環境負荷の削減につながる可能性を指摘したが，

同研究の評価範囲を拡大し，食生活のスマート化を環境負荷の削減との関連で評価するこ

とも今後の研究課題である。 
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Appendix1 アンケート調査内容（最近の夕食のメニューに関する質問） 

 

Q1.  一番最近、ご自宅でふだんの夕食(特別でないときの夕食)をなさったときのことをお伺

いします。その夕食のメニュー数と、その名称を教えてください。 

例： 

メニュー数 6 

メニューの名前 とんかつ、みそ汁、ごはん、漬物、ワイン、デザート 

 

Q2. Q1 でお答えいただいたメニューのそれぞれに用いた食材を、次の項目別にわけて表に

記入してください。また、最後に、項目ごとに合計食材数を記入してください。表の記

入の仕方は、次の例を参照してください。 

 

例：例えばそれぞれのメニューに次のように食材を使ったとします。 

とんかつ(豚肉、卵、小麦粉、パン粉、食塩、コショウ、サラダ油、(付け合わせ) 

キャベツ、惣菜のマカロニサラダ) 

みそ汁(だしの素、みそ、豆腐、わかめ) 

ごはん(米) 

漬物(市販のしば漬け) 

ワイン(ワイン) 

デザート(アイスクリーム、いちご) 

 

まず、「とんかつ」について、「B 食材名」の欄の食材項目番号「(2)」のところに「豚肉」、

食材項目番号「(4)」のところに「卵」、・・・というように順に記入してください。 

すべての食材名を記入し終わったら、食材項目(1)～(12)ごとに、「B 食材名」の欄に記入

した食材の数を、「C 食材数」の欄に記入してください。 

ここでもし、とんかつの付け合わせのキャベツに「塩」を振って食べたとします。もしそ

の塩が豚肉の下味用に用いたのと同じ食塩であったとしたら、「B 食材名」の欄に 2回「食

塩」と書く必要はありません。しかし、もしその塩がイタリア産の岩塩であったとしたら、

「B食材名」の欄に「岩塩」と記入し、異なる食材としてカウントしてください。 

また、作り置きの食品を利用し、それがご自身で手作りしたものである場合には、そのた

めに使用した食材をすべて記入してください。 
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例：メニューの名前（とんかつ） 

 A食材項目 B食材名 C食材数 

(1) 
砂糖、塩、香辛料、バター、食用油

など 

食塩、コショウ、サラダ油、だし

の素、みそ 
5 

(2) 精肉、冷凍の肉 豚肉 1 

(3) 
野菜、キノコ、果物、豆、切り干し

大根、こんにゃく、冷凍野菜など 
キャベツ、いちご 2 

(4) 
刺身、生魚、貝類、冷凍の魚、干し

魚、海藻類などの水産食品、卵 
卵、わかめ 2 

(5) 米、麦、小麦粉など 小麦粉、パン粉、米 3 

(6) 
麺類(生めん、乾麺、インスタント

ラーメンなど) 
  

(7) 酒、清涼飲料、茶、コーヒー ワイン 1 

(8) 菓子類 アイスクリーム 1 

(9) 

肉加工品(ハム、ソーセージなど)、

牛乳、乳製品、魚加工品（練り製品

魚の缶詰など）、農産加工品（漬物・

ジャムなど）、豆腐、納豆 など 

豆腐、しば漬け 2 

(10) パン類   

(11) 

冷凍調理食品(レンジでチンしてす

ぐ食べられるもの)、レトルト食品、

インスタント食品、チルド食品等 

 

 

(12) 
市販の惣菜、市販のすし、市販の弁

当 
惣菜のマカロニサラダ 1 

 

 

Appendix2 アンケート調査内容（個人属性，パソコンやスマートフォンの使用状況，省エネ

意識に関する質問） 

 

• 世帯年収    2018年の実数  

• 世帯人数    人数  

• 世帯構成ダミー  就学前の方がいる 

         小学生の方がいる 

         中学・高校生の方がいる 

         それ以外の学生の方がいる 

         65 歳以上の方がいる 

         お身体に障害をお持ちの方がいる 

• 就労状況  

• 都道府県  

• 年齢 

• いつも食材を購入している店舗までの自宅からの所要時間(分)（よく利用する交通手段
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での所要時間を回答） 

• パソコンやスマートフォンの閲覧時間：以下の各項目について，全く使わない～6時間

以上の 6段階を回答 

1. 食に関する情報の閲覧 

2. ネットショッピングや買い物情報の収集 

• 食に対する意識：以下の項目に 4段階のリッカート尺度を回答 

1. 食事の支度をするとき、忙しくて時間がないと感じることが多い。 

2. 食事の支度をすることはおっくうだ。 

3. 外食は食生活を豊かにする。 

4. 面倒なときは外食で済ませる。 

5. 食材の買い物は大変だと感じる。 

6. 特売の食品をよく利用する。 

7. 健康に良い食事を心がけている。 

8. 食品は高くても質のよい食品を買いたい。 

9. あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。 

10. その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにしている。 

11. 調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 

12. 市販の惣菜はおいしいと思う。 

13. 献立は食材数を多くするようにしている。 

14. 献立は少量でもメニュー数を重視している。 

15. テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 

16. 市販の惣菜など便利な食材の利用には、うしろめたさを感じる。 

17. 食事の支度の手間を省くために、市販の惣菜など便利な食材を積極的に利用し

てもよい。 

18. フードロス（売れ残りや食べ残しなどによる食品の廃棄）の削減など社会的課題

が解決と両立するために、市販の惣菜など便利な食材を積極的に利用してもよ

い。 

19. 自分の好みやニーズにマッチした、市販の惣菜など便利な食材があれば、積極的

に利用してもよい。 

20. 高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進のための対策を行うことは、超高齢

化社会にあって必要なことと思う。 

  



 

20 

 

付表 1-1 最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係についてのトービットモデルの推定結果 

 

 

サンプル全体 大都市以外 大都市 単身世帯（男性） 単身世帯（女性） 夫婦のみ世帯 夫婦と子ども世帯 ひとり親と子ども世帯 3世代世帯

第1段階 Fが被説明変数 第1段階 Fが被説明変数

操作変数トービット 操作変数トービット トービット トービット トービット トービット トービット トービット トービット

F -28.507 (11.300) ** -36.217 (16.632) ** -1.300 (0.700) * -0.915 (0.400) ** -2.872 (0.435) *** -2.830 (1.655) * 1.035 (2.042) -1.537 (0.883) * -1.498 (2.877)

食に対する意識ダミー 食事の支度をするとき、忙しくて時間がないと感じることが多い。 -2.746 (2.230) -0.058 (0.042) 0.793 (2.619) 0.037 (0.059) -1.270 (3.127) 3.594 (3.483) -0.969 (2.886) 0.017 (2.511) -4.564 (4.347) 1.874 (3.859) -9.186 (6.705)

食事の支度をすることはおっくうだ。 -1.717 (3.034) -0.032 (0.041) -4.895 (2.710) * -0.053 (0.056) 0.619 (4.672) -1.924 (2.865) -5.515 (3.189) * -5.253 (3.686) 6.018 (6.739) -1.732 (2.997) -5.483 (6.731)

外食は食生活を豊かにする。 -0.763 (2.723) -0.105 (0.040) *** -0.197 (4.084) -0.094 (0.055) * 1.467 (2.475) 0.324 (2.420) 1.387 (3.180) -2.719 (2.980) 5.219 (5.270) -0.142 (3.084) -1.960 (6.466)

面倒なときは外食で済ませる。 1.890 (3.684) 0.290 (0.043) *** 1.786 (4.675) 0.234 (0.060) *** -5.325 (2.679) ** -4.184 (2.246) * -4.169 (4.198) -8.121 (2.276) *** -3.403 (3.744) -8.423 (3.199) *** -13.367 (7.816) *

食材の買い物は大変だと感じる。 -0.644 (4.012) 0.113 (0.039) *** 0.985 (3.518) 0.074 (0.055) -5.754 (6.098) -1.686 (2.846) 2.873 (4.305) 3.161 (5.279) -16.169 (9.902) -3.628 (3.126) 1.901 (6.405)

特売の食品をよく利用する。 -3.819 (1.805) ** -0.070 (0.040) * -4.301 (2.861) -0.096 (0.056) * -2.808 (2.101) 5.851 (2.542) ** -5.046 (2.509) ** -4.360 (2.529) * -3.294 (3.146) 0.580 (2.986) -6.070 (6.959)

健康に良い食事を心がけている。 1.706 (2.333) -0.078 (0.038) ** 1.251 (3.418) -0.016 (0.053) 6.038 (2.289) *** 3.631 (3.084) 5.529 (4.204) 1.003 (3.932) -0.018 (4.008) 12.529 (3.863) *** 15.164 (8.686) *

食品は高くても質のよい食品を買いたい。 1.565 (2.642) -0.082 (0.042) * -0.066 (3.266) -0.039 (0.057) 6.811 (3.650) * 2.277 (2.099) 3.785 (2.115) * 8.001 (4.078) * 1.836 (5.885) 5.509 (2.886) * -7.700 (6.792)

あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。 -1.386 (2.116) -0.067 (0.043) -2.154 (3.435) -0.051 (0.059) 0.436 (1.839) 3.889 (2.003) * -0.470 (2.281) 5.792 (3.151) * -2.352 (4.022) -5.473 (3.727) -5.545 (7.278)

その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにしている。 -8.159 (3.838) ** -0.126 (0.040) *** -13.271 (3.363) *** -0.125 (0.057) ** -0.860 (5.188) -1.481 (3.081) 2.809 (3.240) -10.486 (3.595) *** -3.463 (9.053) -5.292 (3.182) * -14.187 (7.858) *

調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 0.960 (2.722) 0.026 (0.045) -8.190 (3.527) ** -0.062 (0.063) 6.200 (3.990) -8.893 (5.138) * -5.622 (6.958) -0.898 (4.276) 6.730 (5.867) -1.829 (5.028) 1.706 (9.361)

市販の惣菜はおいしいと思う。 -4.392 (4.365) 0.199 (0.042) *** 3.046 (4.569) 0.228 (0.059) *** -14.185 (6.030) ** 0.266 (2.746) -4.095 (5.355) -10.089 (3.198) *** -15.935 (9.875) -3.238 (3.246) -15.711 (8.257) *

献立は食材数を多くするようにしている。 12.811 (3.566) *** -0.261 (0.043) *** 14.615 (5.376) *** -0.259 (0.061) *** 16.350 (4.274) *** 12.410 (2.724) *** 13.837 (2.676) *** 21.102 (4.529) *** 19.924 (6.882) *** 23.581 (3.357) *** 15.162 (7.000) **

献立は少量でもメニュー数を重視している。 2.354 (2.656) 0.047 (0.041) 4.781 (4.321) 0.094 (0.058) 0.217 (3.507) 2.480 (2.857) 8.505 (3.112) *** 3.272 (4.591) -6.398 (5.792) 0.051 (4.217) 9.792 (7.856)

テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 -0.471 (4.393) -0.246 (0.041) *** -4.331 (6.669) -0.278 (0.058) *** 7.831 (2.510) *** 5.011 (2.063) ** 2.598 (3.086) 1.086 (4.641) 12.531 (4.870) ** 5.744 (2.976) * 18.254 (7.429) **

便利な食材を利用しても、うしろめたさを感じることはない。 -0.064 (2.173) 0.108 (0.040) *** -2.450 (2.877) 0.075 (0.056) -0.892 (2.851) -1.809 (4.268) 0.366 (2.766) -7.468 (3.308) ** -1.543 (3.296) 0.945 (4.838) 9.166 (7.850)

食事の支度の手間を省くために、便利な食材を積極的に利用。 0.769 (4.287) 0.255 (0.047) *** 2.290 (4.686) 0.198 (0.066) *** -7.676 (4.700) -18.490 (4.439) *** -2.307 (3.574) 3.054 (8.248) -8.891 (3.900) ** -9.360 (4.537) ** -0.310 (10.475)

フードロスのために、便利な食材を積極的に利用してもよい。 -2.578 (2.368) 0.000 (0.046) -6.704 (3.005) ** -0.036 (0.065) 0.267 (3.671) 3.519 (4.619) -4.495 (3.411) -10.078 (4.372) ** 2.565 (4.466) -0.440 (3.649) -5.724 (11.567)

自分の好みにマッチした、便利な食材があれば、積極的に利用。 1.547 (3.341) -0.121 (0.047) ** 2.093 (4.371) -0.015 (0.062) 6.058 (3.679) 11.187 (5.070) ** 12.457 (3.548) *** 1.973 (5.992) -0.243 (5.174) 4.400 (5.493) -6.080 (8.265)

高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進は必要なことと思う。 8.670 (2.487) *** 0.054 (0.039) 9.700 (3.933) ** 0.001 (0.054) 4.867 (2.720) * 4.634 (2.626) * -0.084 (3.258) 6.366 (2.130) *** 11.171 (6.373) * 11.155 (3.580) *** 3.163 (6.971)

買い物のための移動時間 0.006 (0.021) 0.000 (0.000) 0.025 (0.016) 0.000 (0.001) -0.044 (0.033) -0.063 (0.055) -0.052 (0.035) -0.053 (0.162) 0.018 (0.018) -0.106 (0.154) -0.245 (0.193)

世帯年収（200万円未満基準） 200-400万円未満 0.830 (3.012) -0.173 (0.063) *** 0.252 (4.478) -0.170 (0.085) ** 5.250 (3.374) 0.890 (3.262) 5.195 (2.563) ** 11.730 (4.581) ** -8.211 (7.070) 4.180 (3.543) 4.449 (13.633)

400-600万円未満 3.690 (4.999) -0.254 (0.068) *** 0.181 (5.978) -0.283 (0.093) *** 11.674 (5.751) ** 2.784 (3.336) 11.837 (8.684) 12.431 (5.577) ** 5.246 (9.255) 3.824 (3.902) 10.394 (15.407)

600-800万円未満 2.667 (4.231) -0.237 (0.077) *** 7.558 (7.344) -0.232 (0.106) ** 3.810 (3.342) 5.167 (3.793) 0.462 (4.708) 14.199 (4.240) *** 0.379 (9.356) 16.484 (6.858) ** 4.458 (13.381)

800-1000万円未満 0.202 (4.797) -0.312 (0.090) *** -2.581 (8.217) -0.383 (0.118) *** 7.307 (3.996) * 7.332 (8.082) -9.318 (6.014) 15.617 (6.329) ** 0.755 (7.299) -2.434 (7.020) 1.530 (13.029)

1000-1200万円未満 -6.117 (5.987) -0.416 (0.107) *** -8.409 (9.465) -0.426 (0.148) *** 3.507 (4.188) -0.180 (5.342) -6.783 (8.609) 7.053 (5.852) -2.312 (7.782) 5.750 (12.640) 18.332 (15.282)

1200-1400万円未満 2.044 (5.972) -0.231 (0.134) * -4.112 (9.977) -0.315 (0.183) * 9.818 (5.844) * 7.568 (12.068) 4.177 (9.448) 20.913 (9.346) ** -8.110 (8.788) 33.119 (14.977) ** 33.285 (22.159)

1400-1600万円未満 -0.862 (6.769) -0.303 (0.149) ** -10.383 (11.326) -0.249 (0.263) 11.648 (6.509) * 3.864 (9.020) -2.256 (34.253) 15.956 (11.331) -8.366 (8.608) 32.018 (20.727) 32.595 (34.416)

1600-1800万円未満 -0.507 (14.093) -0.758 (0.237) *** -29.437 (33.763) -1.094 (0.408) *** 21.756 (9.636) ** 9.553 (10.243) -19.691 (11.632) * 25.630 (11.010) ** 12.496 (16.656) 5.498 (6.581) 37.085 (30.288)

1800-2000万円未満 20.588 (9.969) ** 0.180 (0.339) 34.651 (17.428) ** 0.378 (0.468) 7.960 (10.269) -18.256 (8.604) ** -23.454 (5.989) *** 57.751 (19.635) *** -0.954 (10.609) -8.579 (14.997) 10.874 (15.234)

2000万円以上 0.054 (8.704) -0.359 (0.169) ** -0.221 (16.397) -0.334 (0.280) 10.685 (6.741) -10.559 (7.877) -20.745 (12.003) * 12.192 (8.258) 4.005 (10.307) 6.356 (12.555) 87.360 (51.139) *

世帯人数 -1.233 (2.069) -0.158 (0.039) *** -1.837 (2.755) -0.134 (0.050) *** 3.123 (1.088) *** 5.410 (4.022) 3.338 (2.345) 1.802 (1.709) 1.031 (2.289) 1.721 (0.925) * 1.678 (3.425)

世帯構成ダミー 就学前の方がいる 5.562 (6.996) -0.222 (0.081) *** -3.480 (6.308) -0.299 (0.106) *** 17.369 (12.150) 14.743 (7.730) * 26.990 (25.388) 2.664 (21.645) 8.093 (6.782) 2.864 (5.398) -12.651 (9.689)

小学生の方がいる 7.577 (8.262) -0.037 (0.073) 0.937 (4.276) 0.054 (0.098) 19.550 (16.395) 35.768 (24.004) -20.355 (27.309) -1.806 (24.486) 9.412 (11.222) -0.765 (4.580) -6.222 (8.350)

中学・高校生の方がいる -3.535 (3.128) -0.095 (0.076) -7.811 (5.058) -0.161 (0.101) 0.440 (3.711) 0.000 (omitted) *** -27.605 (10.692) ** 21.540 (42.609) -2.222 (3.488) 4.719 (4.400) -15.980 (6.354) **

それ以外の学生の方がいる 2.430 (4.326) -0.013 (0.072) 2.995 (4.509) 0.059 (0.101) 4.936 (7.495) -2.812 (3.208) 2.840 (4.283) 103.121 (79.713) 0.371 (3.464) -4.542 (3.931) -12.266 (7.481)

65歳以上の方がいる -0.104 (2.897) -0.109 (0.065) * 1.233 (3.884) -0.012 (0.086) 3.746 (3.550) -1.137 (8.344) 3.386 (4.846) 9.549 (4.225) ** -7.354 (4.543) 3.719 (3.815) 21.786 (12.911) *

お身体に障害をお持ちの方がいる 9.597 (6.738) 0.213 (0.082) ** 20.515 (12.454) 0.333 (0.115) *** -1.033 (3.569) -9.450 (4.923) * -4.965 (4.629) -3.867 (4.879) 20.694 (20.192) 4.986 (4.557) -0.565 (9.628)

就労ダミー 働いている -5.501 (3.755) 0.129 (0.040) *** 0.014 (4.589) 0.120 (0.056) ** -13.162 (4.150) *** -7.461 (3.786) ** -3.695 (4.634) -7.186 (2.896) ** -9.120 (6.882) 2.123 (4.446) -12.287 (7.690)

大都市ダミー 4.347 (2.308) * 0.125 (0.037) *** -0.475 (2.111) -0.156 (2.429) -1.563 (3.643) 5.551 (5.586) 2.715 (2.768) 13.653 (6.553) **

年齢ダミー（基準20代） 30代 8.329 (4.150) ** 0.153 (0.105) -0.110 (5.516) -0.021 (0.145) 8.513 (5.526) 1.212 (2.024) 3.979 (2.574) -2.124 (5.863) 7.034 (9.642) 13.263 (8.103) 44.466 (25.562) *

40代 13.390 (4.356) *** 0.186 (0.104) * 10.289 (5.904) * 0.074 (0.145) 7.975 (3.625) ** 1.966 (2.369) 8.997 (2.878) *** 4.088 (6.395) 3.278 (5.213) 10.845 (7.267) 51.591 (20.274) **

50代 21.459 (4.553) *** 0.247 (0.109) ** 14.099 (6.087) ** 0.043 (0.153) 16.740 (3.177) *** 8.622 (2.870) *** 14.329 (3.640) *** 11.522 (6.217) * 10.779 (6.616) 10.986 (7.309) 43.563 (19.748) **

60代 25.398 (4.803) *** 0.185 (0.115) 15.243 (6.356) ** -0.120 (0.158) 21.148 (4.075) *** 22.213 (7.487) *** 23.292 (4.601) *** 8.847 (6.486) 19.114 (7.897) ** 13.299 (7.810) * 49.080 (21.317) **

70代 25.955 (5.866) *** 0.182 (0.118) 16.054 (10.054) -0.147 (0.168) 21.548 (4.422) *** 19.356 (6.737) *** 29.542 (6.087) *** 5.403 (7.765) 22.286 (16.743) 18.082 (9.428) * 40.174 (22.765) *

操作変数 PCやスマホの閲覧時間 食に関する情報の閲覧 -0.150 (0.041) *** -0.132 (0.057) **

ネットショッピングや買い物情報の収集 0.000 (0.029) -0.017 (0.031)

定数項 145.263 (48.845) *** 4.544 (0.158) *** 189.299 (73.401) ** 4.704 (0.227) *** 24.775 (4.825) *** 21.802 (5.149) *** 24.919 (8.018) *** 49.345 (11.206) *** 45.126 (15.494) *** 23.499 (11.372) ** 8.575 (33.997)

pseudolikelihood -86886 -40180 -34453 -10601 -10509 -14872 -20260 -4813 -1376

Wald Chi 1096.350 402.130

Pseudo R2 0.005 0.012 0.013 0.008 0.002 0.025 0.031

Number of observations 10,793 5192 5601 1997 1895 2549 3166 928 258

Wald test of exogeneity 5.77 ** 4.19 **

操作変数トービットモデルの推定結果 外生性を棄却 外生性を棄却 外生性が棄却されず 収束せず 外生性が棄却されず 外生性が棄却されず 収束せず 外生性が棄却されず 収束せず
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付表 1-2 最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係についてのトービットモデルの推定結果(2)  

 

20代 30代 40代 50代 60代 70代

トービット トービット トービット トービット トービット トービット

F -1.641 (0.335) *** -0.072 (1.333) -1.537 (0.384) *** -2.393 (0.388) *** -3.140 (1.243) ** -0.894 (1.067)

食に対する意識ダミー 食事の支度をするとき、忙しくて時間がないと感じることが多い。 -0.417 (2.361) -9.460 (7.190) 3.039 (1.811) * 0.010 (2.868) -0.801 (3.785) -1.833 (5.784)

食事の支度をすることはおっくうだ。 -4.648 (2.766) * 10.252 (13.790) 0.432 (1.839) 4.354 (3.234) -7.349 (3.787) * -5.288 (4.208)

外食は食生活を豊かにする。 1.613 (2.862) 6.060 (5.771) 2.034 (2.314) -2.086 (2.838) -1.756 (2.766) 11.297 (8.473)

面倒なときは外食で済ませる。 -4.596 (3.159) 5.425 (9.159) -10.073 (2.182) *** -5.683 (3.016) * -4.678 (2.442) * -8.494 (5.905)

食材の買い物は大変だと感じる。 0.721 (2.576) -22.145 (20.187) -2.860 (1.979) -4.896 (2.996) 5.030 (4.896) -5.783 (6.309)

特売の食品をよく利用する。 2.571 (2.891) -4.240 (6.676) -2.068 (1.842) 2.139 (2.944) -1.338 (2.531) -11.820 (6.888) *

健康に良い食事を心がけている。 0.374 (3.873) 4.723 (3.854) 6.454 (2.554) ** 3.815 (3.161) 1.863 (3.851) 3.167 (6.468)

食品は高くても質のよい食品を買いたい。 1.832 (2.929) 10.202 (9.550) -1.451 (1.951) 2.200 (2.333) 11.343 (3.478) *** -4.138 (8.758)

あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。 -6.524 (2.592) ** 3.998 (4.734) -0.686 (2.161) -0.161 (2.753) 2.006 (3.013) -7.365 (8.973)

その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにしている。 -7.401 (2.685) *** 10.791 (17.405) -6.866 (2.298) *** -6.452 (2.732) ** -8.126 (3.736) ** -3.407 (5.299)

調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 7.112 (3.209) ** 9.934 (7.905) 2.524 (3.135) -0.700 (3.784) 0.411 (4.945) -7.868 (8.445)

市販の惣菜はおいしいと思う。 -1.673 (3.010) -23.323 (18.820) -5.831 (2.560) ** -4.663 (3.054) -7.892 (2.842) *** -12.438 (7.038) *

献立は食材数を多くするようにしている。 14.488 (2.823) *** 5.151 (12.826) 20.696 (2.286) *** 16.056 (2.909) *** 24.165 (4.372) *** 28.536 (9.584) ***

献立は少量でもメニュー数を重視している。 2.752 (3.676) -13.183 (10.921) -0.232 (2.672) 4.521 (3.027) 7.175 (4.067) * -0.941 (8.746)

テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 8.253 (2.193) *** 10.909 (5.219) ** 4.623 (2.024) ** 5.945 (2.495) ** 1.178 (4.109) 15.767 (6.091) **

便利な食材を利用しても、うしろめたさを感じることはない。 -9.481 (2.981) *** -1.454 (5.737) -4.901 (2.308) ** 2.945 (3.920) -4.101 (3.858) -1.466 (5.034)

食事の支度の手間を省くために、便利な食材を積極的に利用。 -2.640 (3.526) 1.110 (5.917) -11.722 (2.882) *** -15.377 (5.625) *** -2.192 (8.245) -5.962 (6.211)

フードロスのために、便利な食材を積極的に利用してもよい。 -2.482 (3.443) 8.762 (11.616) -0.512 (3.384) 1.760 (5.009) -8.988 (4.535) ** -0.589 (5.292)

自分の好みにマッチした、便利な食材があれば、積極的に利用。 9.993 (3.486) *** 8.454 (4.560) * 11.752 (3.206) *** 5.327 (5.056) -1.484 (7.006) -1.661 (6.873)

高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進は必要なことと思う。 7.160 (3.069) ** 0.173 (6.952) 5.254 (1.904) *** 9.481 (2.550) *** 9.097 (2.672) *** 13.460 (12.108)

買い物のための移動時間 -0.348 (0.110) *** -0.143 (0.130) -0.006 (0.213) 0.030 (0.004) *** -0.038 (0.015) *** -0.087 (0.207)

世帯年収（200万円未満基準） 200-400万円未満 1.316 (3.042) 5.186 (3.701) 2.079 (3.141) 2.890 (3.954) 6.387 (4.082) 10.066 (4.182) **

400-600万円未満 6.351 (3.123) ** 14.264 (10.121) 7.875 (3.326) ** 6.950 (5.071) 9.294 (6.030) 8.311 (7.848)

600-800万円未満 16.735 (4.639) *** -0.195 (6.706) 4.340 (3.437) 10.757 (4.265) ** 4.724 (4.536) 32.127 (20.458)

800-1000万円未満 6.293 (6.991) 2.126 (7.857) 15.575 (5.676) *** 6.788 (4.281) -0.638 (5.530) 12.159 (12.624)

1000-1200万円未満 10.438 (9.695) -1.725 (6.840) 13.915 (4.993) *** 3.254 (5.694) -6.194 (7.139) 0.214 (10.019)

1200-1400万円未満 25.662 (18.550) 1.347 (17.454) 8.886 (8.577) 11.696 (6.753) * 3.915 (11.207) -0.102 (10.611)

1400-1600万円未満 -8.482 (15.894) 24.212 (10.486) ** 1.775 (7.412) 9.461 (6.691) 9.810 (10.520) -3.160 (22.820)

1600-1800万円未満 14.796 (15.305) 36.274 (28.084) 31.616 (18.787) * 12.205 (12.771) 20.656 (11.924) * -24.710 (28.310)

1800-2000万円未満 17.195 (8.318) ** 4.305 (15.430) -1.314 (7.569) 14.456 (10.366) 33.708 (16.032) ** 30.843 (59.208)

2000万円以上 -5.069 (8.681) 25.766 (15.326) * 31.719 (20.459) 12.576 (8.255) -0.442 (10.011) -2.806 (11.647)

世帯人数 0.578 (1.634) 2.320 (4.050) 5.703 (1.371) *** 3.387 (1.467) ** 0.079 (1.039) 5.196 (5.046)

世帯構成ダミー 就学前の方がいる 23.428 (5.272) *** 20.057 (18.306) -2.271 (3.350) -2.191 (8.705) 49.591 (36.148) -50.308 (15.962) ***

小学生の方がいる 3.285 (9.745) 36.011 (36.054) -2.236 (2.984) -6.185 (7.788) 13.460 (14.262) -24.627 (27.152)

中学・高校生の方がいる -17.918 (14.636) -9.833 (10.064) -2.427 (2.927) -3.159 (4.136) -40.555 (9.489) *** 19.896 (28.153)

それ以外の学生の方がいる 0.168 (3.354) -10.457 (7.332) -0.915 (3.042) 2.441 (5.409) 32.558 (34.252) -30.535 (13.664) **

65歳以上の方がいる 2.947 (10.832) 4.685 (9.418) 0.171 (4.087) 5.345 (3.971) 1.173 (4.569) 7.091 (4.616)

お身体に障害をお持ちの方がいる -11.188 (6.373) * -6.750 (13.517) -7.032 (5.093) 8.555 (5.194) -1.640 (4.036) 21.793 (25.014)

就労ダミー 働いている -0.494 (3.469) -25.503 (18.454) -8.698 (2.232) *** -11.340 (2.737) *** -10.322 (2.776) *** 16.196 (14.158)

大都市ダミー -4.916 (2.143) ** 9.147 (11.526) -0.323 (1.941) -0.378 (2.309) 2.004 (3.399) -0.511 (7.217)

年齢ダミー（基準20代） 30代

40代

50代

60代

70代

操作変数 PCやスマホの閲覧時間 食に関する情報の閲覧

ネットショッピングや買い物情報の収集

定数項 25.088 (4.776) *** 23.697 (5.182) *** 37.062 (5.893) *** 47.799 (5.848) *** 62.334 (7.379) *** 43.094 (14.495) ***

pseudolikelihood -3224 -11153 -12404 -8462 -16693 -9751

Wald Chi

Pseudo R2 0.043 0.003 0.022 0.019 0.007 0.005

Number of observations 678 1703 2380 1603 2841 1588

Wald test of exogeneity

操作変数トービットモデルの推定結果 収束せず 外生性が棄却されず 収束せず 収束せず 外生性が棄却されず 外生性が棄却されず
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付表 2-1 最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係についてのトービットモデルの限界効果(1) 

 

 

サンプル全体 大都市以外 大都市 単身世帯（男性） 単身世帯（女性） 夫婦のみ世帯 夫婦と子ども世帯 ひとり親と子ども世帯 3世代世帯

操作変数トービット 操作変数トービット トービット トービット トービット トービット トービット トービット トービット

F -1.174 (8.053) -1.648 (12.667) -0.892 (0.524) * -0.637 (0.308) ** -2.174 (0.283) *** -2.271 (1.240) * 0.696 (1.329) -1.323 (0.761) * -1.326 (2.548)

食に対する意識ダミー 食事の支度をするとき、忙しくて時間がないと感じることが多い。 -0.852 (1.376) -0.349 (1.326) -0.872 (2.096) 2.501 (2.316) -0.734 (2.159) 0.014 (2.015) -3.071 (2.722) 1.613 (3.303) -8.130 (5.848)

食事の支度をすることはおっくうだ。 -0.607 (2.015) -2.356 (1.481) 0.425 (3.181) -1.339 (1.936) -4.174 (2.262) * -4.215 (2.763) 4.049 (4.249) -1.491 (2.570) -4.853 (5.932)

外食は食生活を豊かにする。 1.470 (1.789) 2.293 (2.776) 1.007 (1.656) 0.225 (1.688) 1.050 (2.359) -2.182 (2.306) 3.511 (3.412) -0.122 (2.653) -1.735 (5.738)

面倒なときは外食で済ませる。 -4.201 (2.511) * -4.719 (3.264) -3.655 (2.027) * -2.912 (1.495) * -3.155 (3.062) -6.517 (1.784) *** -2.289 (2.651) -7.249 (2.717) *** -11.830 (6.817) *

食材の買い物は大変だと感じる。 -2.629 (2.762) -1.177 (2.274) -3.950 (3.941) -1.174 (2.033) 2.174 (3.152) 2.537 (4.097) -10.879 (5.848) * -3.122 (2.675) 1.683 (5.666)

特売の食品をよく利用する。 -1.384 (1.054) -0.775 (1.680) -1.927 (1.357) 4.072 (1.641) ** -3.819 (1.779) ** -3.499 (1.971) * -2.216 (2.008) 0.499 (2.566) -5.372 (6.106)

健康に良い食事を心がけている。 2.709 (1.507) * 1.381 (2.198) 4.145 (1.691) ** 2.527 (2.100) 4.184 (3.058) 0.805 (3.192) -0.012 (2.696) 10.782 (3.267) *** 13.421 (7.608) *

食品は高くても質のよい食品を買いたい。 2.681 (1.711) 0.970 (1.994) 4.676 (2.204) ** 1.585 (1.427) 2.865 (1.635) * 6.420 (2.979) ** 1.236 (3.898) 4.741 (2.452) * -6.815 (6.039)

あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。 0.301 (1.278) -0.320 (2.118) 0.299 (1.252) 2.706 (1.388) * -0.356 (1.732) 4.648 (2.328) ** -1.583 (2.741) -4.710 (3.144) -4.908 (6.404)

その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにしている。 -3.395 (2.600) -6.867 (2.087) *** -0.590 (3.601) -1.031 (2.183) 2.126 (2.366) -8.415 (2.526) *** -2.330 (6.259) -4.554 (2.731) * -12.557 (6.879) *

調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 0.190 (1.746) -4.627 (2.168) ** 4.256 (2.615) -6.189 (3.305) * -4.254 (5.074) -0.721 (3.436) 4.528 (3.767) -1.574 (4.348) 1.510 (8.268)

市販の惣菜はおいしいと思う。 -6.950 (3.021) ** -3.607 (3.185) -9.737 (3.494) *** 0.185 (1.915) -3.099 (4.157) -8.096 (2.436) *** -10.721 (5.864) * -2.786 (2.788) -13.906 (7.119) *

献立は食材数を多くするようにしている。 14.129 (2.412) *** 17.874 (3.954) *** 11.223 (3.607) *** 8.637 (1.906) *** 10.472 (2.252) *** 16.933 (2.987) *** 13.406 (5.365) ** 20.294 (2.721) *** 13.419 (6.186) **

献立は少量でもメニュー数を重視している。 0.776 (1.721) 1.200 (2.953) 0.149 (2.416) 1.726 (1.950) 6.436 (2.162) *** 2.625 (3.712) -4.304 (3.620) 0.044 (3.630) 8.667 (6.903)

テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 4.367 (2.949) 3.908 (4.602) 5.375 (1.511) *** 3.487 (1.378) ** 1.966 (2.337) 0.871 (3.771) 8.431 (2.791) *** 4.943 (2.538) * 16.156 (6.435) **

便利な食材を利用しても、うしろめたさを感じることはない。 -2.112 (1.343) -3.813 (1.631) ** -0.613 (1.978) -1.259 (2.916) 0.277 (2.090) -5.993 (2.463) ** -1.038 (2.267) 0.813 (4.151) 8.113 (6.891)

食事の支度の手間を省くために、便利な食材を積極的に利用。 -4.327 (2.933) -3.404 (3.052) -5.269 (3.396) -12.868 (2.588) *** -1.746 (2.761) 2.451 (6.521) -5.982 (2.927) ** -8.056 (3.847) ** -0.275 (9.274)

フードロスのために、便利な食材を積極的に利用してもよい。 -1.834 (1.439) -4.187 (1.549) *** 0.184 (2.513) 2.449 (3.118) -3.402 (2.672) -8.087 (3.279) ** 1.726 (2.925) -0.378 (3.139) -5.066 (10.162)

自分の好みにマッチした、便利な食材があれば、積極的に利用。 3.424 (2.204) 1.992 (2.879) 4.159 (2.613) 7.786 (3.226) ** 9.428 (2.422) *** 1.583 (4.891) -0.163 (3.479) 3.786 (4.777) -5.381 (7.332)

高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進は必要なことと思う。 5.155 (1.605) *** 7.359 (2.677) *** 3.341 (2.060) 3.225 (1.725) * -0.063 (2.463) 5.108 (1.732) *** 7.516 (4.518) * 9.600 (2.961) *** 2.799 (6.195)

買い物のための移動時間 0.002 (0.016) 0.012 (0.012) -0.030 (0.022) -0.044 (0.037) -0.039 (0.025) -0.042 (0.130) 0.012 (0.013) -0.091 (0.132) -0.217 (0.172)

世帯年収（200万円未満基準） 200-400万円未満 3.908 (1.809) ** 4.597 (2.673) * 3.604 (2.271) 0.619 (2.291) 3.931 (1.874) ** 9.413 (3.462) *** -5.524 (4.774) 3.598 (3.069) 3.938 (12.089)

400-600万円未満 7.488 (3.376) ** 7.476 (4.067) * 8.014 (3.480) ** 1.938 (2.377) 8.959 (6.144) 9.976 (4.148) ** 3.529 (6.052) 3.291 (3.377) 9.199 (13.659)

600-800万円未満 6.439 (2.700) ** 11.780 (5.063) ** 2.616 (2.376) 3.596 (2.756) 0.349 (3.554) 11.394 (3.359) *** 0.255 (6.296) 14.186 (5.719) ** 3.945 (11.862)

800-1000万円未満 6.110 (3.057) ** 7.986 (5.762) 5.016 (2.874) * 5.103 (5.681) -7.052 (4.608) 12.532 (5.023) ** 0.508 (4.918) -2.095 (6.040) 1.354 (11.528)

1000-1200万円未満 3.598 (3.778) 4.651 (6.365) 2.408 (2.943) -0.125 (3.716) -5.134 (6.606) 5.659 (4.613) -1.556 (5.212) 4.948 (10.891) 16.225 (13.605)

1200-1400万円未満 5.872 (3.305) * 5.034 (5.620) 6.739 (4.144) 5.267 (8.500) 3.161 (7.136) 16.782 (7.359) ** -5.457 (5.794) 28.503 (12.934) ** 29.459 (19.662)

1400-1600万円未満 5.189 (4.032) -1.447 (5.446) 7.996 (4.611) * 2.689 (6.316) -1.707 (25.915) 12.804 (9.100) -5.629 (5.677) 27.555 (17.924) 28.849 (30.379)

1600-1800万円未満 14.148 (8.517) * 5.949 (20.408) 14.934 (6.991) ** 6.648 (7.205) -14.902 (9.067) 20.567 (9.105) ** 8.408 (11.369) 4.732 (5.666) 32.823 (26.832)

1800-2000万円未満 11.226 (5.058) ** 16.586 (8.251) ** 5.464 (7.078) -12.705 (5.531) ** -17.750 (4.575) *** 46.342 (15.504) *** -0.642 (7.132) -7.383 (12.897) 9.624 (13.462)

2000万円以上 6.922 (5.175) 8.500 (9.748) 7.335 (4.595) -7.348 (5.362) -15.699 (9.211) * 9.784 (6.560) 2.694 (6.937) 5.470 (10.802) 77.319 (44.059) *

世帯人数 2.152 (1.462) 2.077 (2.121) 2.144 (0.782) *** 3.765 (2.703) 2.526 (1.827) 1.446 (1.385) 0.694 (1.534) 1.481 (0.797) * 1.485 (3.047)

世帯構成ダミー 就学前の方がいる 8.210 (4.889) * 5.121 (4.627) 11.923 (7.494) 10.261 (5.261) * 20.426 (19.284) 2.138 (17.409) 5.445 (4.252) 2.465 (4.643) -11.197 (8.600)

小学生の方がいる 6.104 (5.783) -0.676 (2.500) 13.420 (10.291) 24.893 (16.779) -15.404 (20.773) -1.449 (19.650) 6.333 (7.114) -0.658 (3.942) -5.507 (7.334)

中学・高校生の方がいる -0.708 (1.936) -1.777 (3.278) 0.302 (2.560) 0.000 (omitted) *** -20.891 (8.197) ** 17.284 (34.629) -1.495 (2.368) 4.061 (3.781) -14.143 (5.532) **

それ以外の学生の方がいる 1.980 (2.876) 0.745 (2.302) 3.388 (5.116) -1.957 (2.204) 2.149 (3.229) 82.749 (60.796) 0.249 (2.328) -3.909 (3.388) -10.856 (6.745)

65歳以上の方がいる 2.009 (1.715) 1.243 (2.144) 2.571 (2.484) -0.792 (5.771) 2.563 (3.590) 7.662 (3.210) ** -4.948 (3.023) 3.201 (3.262) 19.282 (11.264) *

お身体に障害をお持ちの方がいる 2.765 (4.563) 6.996 (9.040) -0.709 (2.448) -6.577 (3.239) ** -3.758 (3.421) -3.103 (3.820) 13.923 (13.523) 4.291 (3.934) -0.500 (8.521)

就労ダミー 働いている -6.399 (2.567) ** -3.092 (3.157) -9.035 (2.275) *** -5.193 (2.454) ** -2.796 (3.470) -5.767 (2.117) *** -6.136 (4.351) 1.827 (3.800) -10.875 (6.816)

大都市ダミー 0.706 (1.497) -0.331 (1.478) -0.118 (1.842) -1.254 (2.925) 3.735 (3.541) 2.336 (2.367) 12.084 (5.817) **

年齢ダミー（基準20代） 30代 3.012 (2.135) 0.457 (1.802) 5.844 (3.398) * 0.844 (1.403) 3.011 (1.935) -1.704 (4.697) 4.732 (6.178) 11.414 (6.996) 39.355 (22.389) *

40代 5.983 (2.342) ** 5.925 (2.231) *** 5.475 (2.801) * 1.368 (1.638) 6.809 (2.189) *** 3.280 (5.194) 2.206 (3.582) 9.333 (6.290) 45.661 (17.536) ***

50代 10.567 (2.405) *** 9.630 (2.247) *** 11.491 (1.894) *** 6.000 (2.010) *** 10.844 (2.622) *** 9.246 (5.161) * 7.252 (4.232) * 9.454 (6.328) 38.556 (17.369) **

60代 14.565 (2.555) *** 14.745 (2.887) *** 14.516 (2.855) *** 15.459 (4.537) *** 17.628 (3.782) *** 7.099 (5.232) 12.860 (4.971) ** 11.445 (6.753) * 43.439 (18.584) **

70代 15.014 (3.442) *** 16.064 (6.470) ** 14.791 (3.147) *** 13.471 (4.340) *** 22.357 (4.022) *** 4.335 (6.365) 14.994 (10.959) 15.562 (7.970) * 35.556 (19.862) *

PCやスマホの閲覧時間 食に関する情報の閲覧 2.871 (0.788) *** 3.431 (1.490) **

ネットショッピングや買い物情報の収集 -0.008 (0.557) 0.449 (0.802)
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付表 2-2 最適な調理労力と加工食品の利用強度との関係についてのトービットモデルの限界効果(2) 

 

20代 30代 40代 50代 60代 70代

トービット トービット トービット トービット トービット トービット

F -1.331 (0.283) *** -0.043 (0.797) -1.286 (0.325) *** -2.020 (0.333) *** -2.446 (0.926) *** -0.657 (0.780)

食に対する意識ダミー 食事の支度をするとき、忙しくて時間がないと感じることが多い。 -0.339 (1.913) -5.638 (3.966) 2.542 (1.513) * 0.008 (2.421) -0.624 (2.951) -1.348 (4.209)

食事の支度をすることはおっくうだ。 -3.771 (2.236) * 6.110 (7.857) 0.361 (1.538) 3.675 (2.687) -5.726 (2.738) ** -3.890 (2.986)

外食は食生活を豊かにする。 1.309 (2.337) 3.612 (3.241) 1.701 (1.927) -1.761 (2.386) -1.368 (2.109) 8.310 (5.700)

面倒なときは外食で済ませる。 -3.729 (2.611) 3.234 (5.271) -8.426 (1.791) *** -4.797 (2.598) * -3.645 (1.845) ** -6.248 (4.129)

食材の買い物は大変だと感じる。 0.585 (2.095) -13.200 (11.243) -2.393 (1.654) -4.133 (2.484) * 3.919 (3.633) -4.254 (4.550)

特売の食品をよく利用する。 2.086 (2.372) -2.527 (3.836) -1.730 (1.537) 1.805 (2.466) -1.043 (1.977) -8.694 (4.527) *

健康に良い食事を心がけている。 0.304 (3.138) 2.815 (2.413) 5.399 (2.123) ** 3.221 (2.677) 1.451 (3.058) 2.329 (4.849)

食品は高くても質のよい食品を買いたい。 1.486 (2.392) 6.081 (5.336) -1.214 (1.631) 1.857 (1.978) 8.838 (2.379) *** -3.044 (6.249)

あらかじめ何を買うか決めてから買い物に行く。 -5.292 (2.057) ** 2.383 (2.696) -0.574 (1.808) -0.136 (2.323) 1.563 (2.291) -5.417 (6.260)

その週の献立を考えて休みの日に作り置きをするようにしている。 -6.004 (2.133) *** 6.432 (9.990) -5.743 (1.913) *** -5.447 (2.281) ** -6.331 (2.767) ** -2.506 (3.884)

調理済みの食品を利用することは便利だと思う。 5.770 (2.570) ** 5.921 (4.390) 2.111 (2.620) -0.591 (3.196) 0.320 (3.850) -5.788 (6.008)

市販の惣菜はおいしいと思う。 -1.358 (2.455) -13.901 (10.389) -4.877 (2.142) ** -3.936 (2.612) -6.149 (2.096) *** -9.148 (5.264) *

献立は食材数を多くするようにしている。 11.753 (2.262) *** 3.070 (7.827) 17.311 (1.946) *** 13.554 (2.462) *** 18.827 (2.741) *** 20.990 (5.809) ***

献立は少量でもメニュー数を重視している。 2.232 (2.955) -7.857 (6.052) -0.194 (2.235) 3.817 (2.561) 5.590 (3.219) * -0.692 (6.393)

テレビ、雑誌、ネットなどで、食に関する情報収集をしている。 6.695 (1.767) *** 6.502 (2.760) ** 3.867 (1.699) ** 5.018 (2.105) ** 0.918 (3.238) 11.597 (3.901) ***

便利な食材を利用しても、うしろめたさを感じることはない。 -7.692 (2.376) *** -0.867 (3.466) -4.100 (1.922) ** 2.486 (3.283) -3.195 (2.897) -1.079 (3.675)

食事の支度の手間を省くために、便利な食材を積極的に利用。 -2.142 (2.841) 0.661 (3.493) -9.805 (2.389) *** -12.981 (4.561) *** -1.708 (6.476) -4.385 (4.648)

フードロスのために、便利な食材を積極的に利用してもよい。 -2.014 (2.775) 5.222 (6.621) -0.428 (2.831) 1.485 (4.211) -7.003 (3.426) ** -0.433 (3.884)

自分の好みにマッチした、便利な食材があれば、積極的に利用。 8.107 (2.737) *** 5.039 (2.928) * 9.830 (2.692) *** 4.497 (4.319) -1.156 (5.416) -1.222 (4.993)

高齢者向けの便利な食材の開発や利用促進は必要なことと思う。 5.808 (2.412) ** 0.103 (4.149) 4.394 (1.598) *** 8.004 (2.176) *** 7.087 (2.068) *** 9.900 (8.339)

買い物のための移動時間 -0.283 (0.087) *** -0.085 (0.073) -0.005 (0.178) 0.025 (0.004) *** -0.030 (0.011) *** -0.064 (0.149)

世帯年収（200万円未満基準） 200-400万円未満 1.067 (2.474) 3.091 (2.142) 1.739 (2.632) 2.440 (3.334) 4.976 (3.139) 7.404 (3.244) **

400-600万円未満 5.153 (2.514) ** 8.502 (5.550) 6.587 (2.794) ** 5.867 (4.222) 7.241 (4.564) 6.113 (5.884)

600-800万円未満 13.577 (3.807) *** -0.116 (3.991) 3.631 (2.882) 9.081 (3.589) ** 3.680 (3.570) 23.631 (13.501) *

800-1000万円未満 5.105 (5.701) 1.267 (4.739) 13.028 (4.690) *** 5.730 (3.605) -0.497 (4.308) 8.944 (9.584)

1000-1200万円未満 8.468 (7.873) -1.028 (4.048) 11.639 (4.187) *** 2.747 (4.801) -4.826 (5.505) 0.157 (7.376)

1200-1400万円未満 20.818 (15.096) 0.803 (10.435) 7.433 (7.178) 9.874 (5.686) * 3.050 (8.765) -0.075 (7.804)

1400-1600万円未満 -6.881 (12.846) 14.431 (6.421) ** 1.485 (6.202) 7.987 (5.633) 7.643 (8.239) -2.324 (16.724)

1600-1800万円未満 12.004 (12.407) 21.621 (16.900) 26.446 (15.700) * 10.303 (10.751) 16.094 (9.425) * -18.175 (20.121)

1800-2000万円未満 13.949 (6.761) ** 2.566 (9.105) -1.100 (6.330) 12.204 (8.693) 26.263 (12.638) ** 22.687 (44.112)

2000万円以上 -4.112 (7.033) 15.358 (9.318) * 26.532 (17.020) 10.616 (6.923) -0.344 (7.800) -2.064 (8.564)

世帯人数 0.469 (1.327) 1.383 (2.489) 4.770 (1.163) *** 2.859 (1.268) ** 0.062 (0.811) 3.822 (3.492)

世帯構成ダミー 就学前の方がいる 19.006 (4.050) *** 11.955 (10.209) -1.900 (2.802) -1.850 (7.350) 38.638 (28.228) -37.004 (11.302) ***

小学生の方がいる 2.665 (7.908) 21.464 (20.210) -1.871 (2.502) -5.221 (6.580) 10.487 (11.192) -18.114 (19.375)

中学・高校生の方がいる -14.536 (11.880) -5.861 (5.712) -2.030 (2.452) -2.667 (3.492) -31.597 (7.209) *** 14.635 (21.214)

それ以外の学生の方がいる 0.136 (2.720) -6.233 (4.133) -0.766 (2.545) 2.061 (4.538) 25.367 (25.909) -22.460 (9.050) **

65歳以上の方がいる 2.390 (8.791) 2.792 (5.485) 0.143 (3.418) 4.512 (3.327) 0.914 (3.553) 5.216 (3.499)

お身体に障害をお持ちの方がいる -9.076 (5.118) * -4.023 (7.856) -5.882 (4.249) 7.222 (4.385) -1.278 (3.121) 16.030 (17.348)

就労ダミー 働いている -0.401 (2.820) -15.201 (10.097) -7.276 (1.875) *** -9.573 (2.320) *** -8.043 (1.933) *** 11.913 (9.689)

大都市ダミー -3.988 (1.706) ** 5.452 (6.547) -0.270 (1.624) -0.319 (1.951) 1.562 (2.637) -0.376 (5.289)

年齢ダミー（基準20代） 30代

40代

50代

60代

70代

PCやスマホの閲覧時間 食に関する情報の閲覧

ネットショッピングや買い物情報の収集


