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1. 緒言 

今日わが国ではどんなものでも簡単に手に入れ

ることが出来る世の中となった。そのため、もの

を購入する際には正しい認識と判断による選択が

必要であり、その選択一つで自己の健康や安全、

環境を確保することも出来るといえる。 
近年、食品に対する健康意識は高まってきてい

るが、私たちが毎日のように使用している日用品

に対しては、少しずつ注目されつつあるものの食

品ほど重要視されていない。 
環境問題への関心も年々高まっており、食品購

入時における意志決定は、環境への配慮という新

しい判断材料が加わってきていることから、健康

を考えるときに環境については切り離せない問題

といえる。 
また、生活していくために健康維持は重要なこ

とであり、健康を保持増進させるためにも各々が

健康づくりを心がけなければならない。 
しかし健康や安全、環境を考慮して商品を選択

し、より良いものを購入することは、経済力の劣

る大学生には多少困難なことである。 
そこで本研究では大学生の日用品、食品に対す

る健康、環境を観点とした購買行動の実態につい

て調査し、その行動と日常の健康行動との関連を

明らかにすることを目的とする。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象 

茨城大学教育学部学校教育教員養成課程保健体

育選修、人間環境教育課程スポーツコース、健康

コースの回答が不備な者 14 名を除く、1 年次から
4年次の学生 146名とした。 
 

2-2 調査方法 

無記名自己記入式のアンケート用紙を用いた。

調査は茨城大学教育学部Ａ棟の体育科演習室にて

学年ごとに依頼し、その場で調査用紙の配布、回

収を行った。 
 
2-3 調査期間 
平成 18年 12月 1日から同年 12月 8日の間を実
施期間とした。 

 
2-4 調査内容 

日常の健康行動に関する質問７項目。日用品の

購買行動を調査する質問としてシャンプー・リン

スに関する質問 15項目、歯磨き粉に関する質問 11
項目。食品の購買行動を調査する質問として生鮮

食品に関する質問 13項目、ハム・ウィンナーに関
する質問 13項目からなるものである。 
各商品に対して健康・環境・効能・経済性・商

品の外見の５観点から質問を作成した。 
 

2-5 分析方法 

回収したアンケートは、「そうである」を 4 点、
「ややそうである」を 3点、「ややそうでない」を
2 点、「そうでない」を 1 点として単純集計を行い
合計点と平均点を求めた後、Pearsonの相関係数を
算出し、各商品の観点別、全体の観点別、日用品

と食品の観点別に単純集計を行い、その傾向や実

態を考察し、合計 34項目からなる項目を観点ごと
に分け日常の健康行動との比較を行った。また、

男女の差と、学年による差を検定する際独立した

サンプルの t検定を採用した。なお、有意水準は 5％
とした。 

 日常の健康行動を調査する 7 項目の内的整合性
を示す Cronbachのα係数は 0.5863であった。各質
問項目の各観点におけるα係数をみると（表 1）お
およそ調査に用いることが出来ると考えられる。 
 
表 1 各商品の 5観点別質問項目のα係数 

 シャン 歯磨き 生鮮食 ハム・ウ

外見・イ 0.5656 0.7205 0.5781 0.6406 
経済性 0.6854 0.8696 0.7795 0.7721 
環境 0.7941  0.5548 0.6464 
効能 0.6537 0.7120 0.0263 0.3786 
健康 0.7467 0.8205 0.6746 0.6940 
 

3. 結果と考察 
3-1 アンケートの単純集計の結果と考察 
 

表 2 商品全体の 5観点別単純集計 
 質問        平均

外見・イメージ 3    313.34
経済 3    454.68
環境 3    320.34
効能  3     437.4
健康 3        340.01
 

商品を観点別に比較してみてみると（表 2）、経
済性の観点が一番高い得点となっている。この結

果は上岡1) の結果と一致しており、大学生は経済

性を一番意識して購買行動を起こしているという

ことがわかる。 

次いで効能、健康の順に高い。このことから大

学生は価格や安さのみではなく、健康の意識も多

少は持って購買行動を起こしていると言える。し

かし環境への意識が低いことが分かった。環境と

健康が関連していることを考慮すると、環境を配

慮した購買行動について考えていく必要があるだ

ろう。商品の外見・イメージの観点において、全

体的には意識が低かったが質問項目別にみてみる

と、日用品では宣伝効果に対する得点が高いため，

その要因が大学生の購買行動のポイントとなって
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いることが分かった。それに対し、食品における

商品の外見・イメージの観点では「みためで選ぶ」

の得点が非常に高いことから、食品が体内に直接

取り入れる消費形態であることが、購買行動の際

にみためを重視していると考えられる。 

 

3-2 日常の健康行動と購買行動の比較と考察 
商品全体の 5 観点別の合計平均と日常の健康行
動を比較し、相関がみられた項目は、環境（r＝0.374 
p<0.001）、効能（r＝0.387 p<0.001）、健康（r＝0.382 
p<0.001）の 3項目であった。 
この結果から、日常の健康行動への意識が高い者

は、健康や効能、環境についての意識が高いこと

が分かる。食品であれば日常の健康行動を意識す

る者は体の調子を考え、かつ環境にも優しい商品

の選択をし、日用品であれば商品が自己の体に良

い効果を与えるものを選択して購買行動を起こし

ていると考えられる。食品や、日用品の良い選択

をすることが日常の健康維持に繋がることを理解

しているといえるだろう。 

 

3-3 日常の健康行動と購買行動の男女差と考察 
 日常の健康行動における質問の７項目中「喫煙

をしない」、「過度の飲酒をしない」、「朝食を毎日

取る」の３項目に有意差が認められた。３項目と

も、男子よりも女子の平均値が上回り、女子の方

が比較的日常の健康行動に対する意識が高いとい

える。また、体育を専攻している学生が対象であ

り、運動を日常的に行っている学生が多いため、

体育を専攻していない一般の学生より健康に対す

る意識が高いことが予想される。今後対象者を運

動群と非運動群に分けてその差を比較してみたい。 

 商品別に比較した結果、シャンプー・リンスで

は経済性と効能の観点における有意差が認められ

た。経済性の観点は男子の平均値が女子を上回り、

効能は女子の平均値が男子を上回った。このこと

から男子は“質より量”という安さ重視に対し、

女子は量よりも“におい”や、“髪の毛がサラサラ

になる”などの質を意識しているといえる。生鮮

食品とハム・ウィンナーでは健康の観点において

有意差が認められ、両商品とも女子の平均値が男

子を大きく上回り、女子の健康意識の高さが感じ

られる。男子は健康よりもいかに安く、量を多く

買うかが購買行動においてのキーポイントとなっ

ていることが分かる。 
 
表３ 各観点における男女の平均と有意差 

＊＜0.05  ＊＊＜0.01 
 商品全体の観点別平均を比較した結果（表 3）経
済性と効能に有意差が認められた。観点別でみて

も経済性は男子の平均値が女子を上回り。効能は

女子の平均値が男子を上回っている。他の観点を

みても、経済性以外は女子の平均値が男子を上回

っていることから、日用品、食品の購買行動を起

こす際女子の方が様々な観点を意識しているとい

える。 
有意差は認められなかったが、各商品を観点別

に男女で比較してみると経済性の観点は４商品と

も全て男子よりも女子の平均値が高く、逆に効能

の観点は４商品全て女子の方が高い平均値を示し

た。また、商品の外見・イメージの観点と環境の

観点は女子の方が重視する傾向にあった。上岡１）に

よると女子学生は品質内容を重視する傾向がある

としているが、上岡１）の品質内容の定義に値する

本研究においての健康の観点では、男女に有意な

差はみられなかったが、食品を商品ごとに分けて

比較したところ生鮮食品、ハム・ウィンナーそれ

ぞれにおける健康の観点では、両商品とも有意差

が認められ、女子の平均が男子の平均を上回って

おり、上岡１）の結果と一致している。日用品の健

康の観点については男女の平均値に大きな差はみ

られなかった。 
 
4. まとめ 
本研究では、茨城大学教育学部学校教育教員養

成課程保健体育選修、人間環境教育課程スポーツ

コース・健康コースの学生１６０名を対象に、日

用品と食品の健康・環境を意識した購買行動を調

査し、日常の健康行動と比較しその関連をみた。 
１）学生は経済性と効能の観点を高く意識して購

買行動を起こしているが、健康の観点も多少購

買の際の観点に含まれている。しかし環境の観

点から購買行動を起こしていないといえる。 

２）日常の健康行動の意識が高い学生と、環境・

効能・健康の観点を意識した購買行動には関連

があった。以上のことから健康を意識している

学生は食品や日用品の選択が健康の維持確保に

繋がることを理解しているといえる。 

３）購買行動における経済性と効能の観点では男

女に有意差が認められた。男子と女子とでは、

女子の方が様々な観点を意識して購買行動を起

こしている。男子は経済性が購買行動における

重要な観点であった。以上のことから男子学生

は安さのみではなく健康や環境を意識して購買

行動を起こす必要があるといえる。 
 平均値 P 

外見・イ 男子        2.3682 
女子        2.4440 

0.452 

経済性 男子        6.4519 
女子        3.1492 

0.011* 

環境 男子       2.1772 
女子        2.2111 

0.726 

効能 男子       2.9808 
女子       3.2286 

0.009**

健康 男子       2.6092 
女子       2.7862 

0.132 
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