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1. 緒言 

 嗜好品とは、栄養摂取を目的としない飲食物を

指す。つまり、日常的に栄養を摂取するための食事

とは異なる飲食物のことである。門間ら 2)（2013）

による学生の菓子に対する意識について明らかに

した研究では、嗜好品の一つである菓子に対する

イメージや、菓子について自分が何を食べている

か意識することで菓子のみならず食事にも意識が

向くようになりその結果よりよい食生活へ変化し、

QOL を向上させることを示唆していた。嗜好品とは

個人の嗜好を満たすモノであることは明らかだが、

それとの付き合い方（摂取頻度や量、摂取する時間）

は個人の判断に委ねられ、その判断基準がどのよ

うにカタチつくられたのか（どのような概念から

成っているか）については、先行研究では明らかに

されていない。 

 そこで、本研究では嗜好品を研究対象として筆

者が 7 年間続けてきた陸上競技の中・長距離種目

に焦点をあて、個人によって異なる嗜好品の付き

合い方や欲求への対処法を調査する。本研究で個

人の嗜好品への考え方や付き合い方、対処法を明

らかにすることで、今後教育現場や地域のスポー

ツクラブで指導する際に嗜好品との付き合い方に

悩む児童生徒や選手に個人に合った嗜好品に対す

る知識や付き合い方、欲求への対処法の手がかり

とすることができると考える。 
 

2. 研究方法 

2-1 被験者  

被験者は I 大学陸上競技部に所属する中・長距

離を専門種目とする男子部員 4 名とした。 

2-2 調査期間および調査方法 

a．チェックシート調査  
2020 年 9 月 26 日～2020 年 10 月 22 日 

試合前後における嗜好品の摂取状況を明らかに

するため、次の二期に分けて行った。（試合前 3 週

間、試合後 1 週間、計 4 週間分）の嗜好品の種類、

摂取の頻度、量、時間帯を確認するチェックシート

の記入を行った。 

b．質問紙およびインタビュー調査  
2020 年 11 月 2 日 

嗜好品に対する思考を明らかにするために質問

紙を用いて回答してもらった後、インタビュー調

査を行った。 

2-3 調査項目 
a．チェックシート調査 
1）種類（嗜好品の定義はチェックシート記載、嗜

好品とそうでないモノとの区別は被験者に一任し

た。） 

2）摂取した量（個数、ｇ、mℓでそれぞれ記入し物

質量を明らかにする） 

3）摂取した時間帯（摂取した時刻を一時間単位で

記入 例 15 時、20 時～22 時） 

b．質問紙の項目 

 質問項目は以下の通り。 

①嗜好品に対してどのような考え方を持っている

か 

②嗜好品のコントロールをできていると思うか 

③試合までの嗜好品の摂り方を考えているか 

④嗜好品と食事ではどちらに気を付けているか 

⑤嗜好品の代替案を持っているか 

⑥嗜好品が QOL の向上に寄与すること、また 1 日

の摂取エネルギー摂取目安は 200Kcal 程度(Y/N) 

⑦自分の嗜好品の系統を理解しているか 

⑧日常的にどれほど嗜好品を摂取しているか 

⑨嗜好品を購入する時はどのような時が多いか 

⑩嗜好品を食べるときはどのような時が多いか、

またその理由 

2-4 分析方法 

 被験者 4 名からチェックシート調査と質問紙お

よびインタビュー調査で得られた情報をもとに、

KJ 法を用いて各被験者の嗜好品との付き合い方に

関する判断基準がどのようにカタチつくられたの

か、被験者の経験を踏まえながらその要因を探っ

た。 

 
3. 結果 

 各被験者の嗜好品との付き合い方は以下であっ

た。 

3-1 被験者 A 

 彼は、「試合前は嗜好品よりも食事に注意してい

るが嗜好品を摂取する際、自分なりの嗜好品への

対応方法がある」ことがわかった。 

彼は、普段嗜好品を摂ることに対して意識して

いないが、試合前には体に優しい（ヨーグルト）嗜

好品を選んで摂取していた。 

3-2 被験者 B 

彼は、「嗜好品の働きについて摂りすぎなければ

害をなさないことを理解している。摂る量はコン

トロールできるが、嗜好品や食事自体にほとんど

興味がない」ことがわかった。 

嗜好品に対する欲求の対応策として、試合に向

けて嗜好品の摂る量を自分でコントロールする方

法として、試合前は嗜好品の摂取量を減らし、試合

後は普段よりも多く摂取する方法をとっていた。 

3-3 被験者 C 

彼は、「過去の経験から自分の中で嗜好品の役割

を理解できているため、付き合い方を確立させ体

に良いものを食べるように意識している。しかし

欲求に負けてしまうこともある」ことがわかった。 

嗜好品に対する欲求の対応策として、自分の嗜

好を理解することで試合前の嗜好品に対する欲求

を、代替案を用いて対処する方法や原材料や調味

料に注意して摂る嗜好品を変える方法、嗜好品を

コミュニケーションのために用いる方法をとって

いた。 



3-4 被験者 D 

 彼は、「自分の中で嗜好品を摂る（頑張ったあと）

タイミングが決まっており、状況や体調に応じて

摂る量を調整している」ことがわかった。 

 嗜好品に対する欲求の対応策として、自分の嗜

好を理解することで試合前の嗜好品に対する欲求

を、代替案を用いて対処する方法や自分の中で欲

求との付き合い方を確立する方法、嗜好品を何か

頑張ったあとのご褒美として摂る方法をとってい

た。 

 

4. 考察 

 結果から以下の4つについて共通点を見出せた。 

4-1 試合前後における嗜好品との付き合い方 

 試合前における嗜好品との付き合い方で見出せ

た共通点は、各被験者が消化に良いと思っている

ものを優先的に摂るようにしていた点と、嗜好品

の摂取する量と回数を普段と比べて減らしている

点が挙げられる。インタビューから、カロリー量が

低く消化に良いものを摂ろうとする意識があるこ

とが伺えた。これは、嗜好品を普段通りに摂ること

で適正体重を超えてしまい、その結果パフォーマ

ンスが落ちることへの危惧や、スタートラインに

立つときにすべてできることをやってきたという

「自信」や「気持ち」を作るために嗜好品の摂取す

る量や回数を減らしているのではないかと考える。 

試合後における嗜好品との付き合い方で見出せ

た共通点は、全被験者が試合後のご褒美として嗜

好品を摂っていた点と摂取する量と回数が増えて

いた点が挙げられる。インタビューから、今まで抑

えてきた欲求の反動や、試合まで頑張ってきた自

分にご褒美を与えるといった考えが伺えた。これ

は、今まで感じていた嗜好品を我慢していたスト

レスや、試合まで頑張ってきた自分自身に癒しを

与えようとするため、嗜好品の摂取する量と回数

が増えるのではないかと考える。 

4-2 具体的な試合期の嗜好品との付き合い方 

 被験者 A と被験者 B、被験者 C と被験者 D でそれ

ぞれ共通点を見出せた。A と Bは本来摂りたい嗜好

品を我慢し、別の嗜好品を摂っていた。対して C と

D は本来摂りたい嗜好品ではなく、同じ嗜好を満た

せる代替の嗜好品を摂っていた。 

この C と D の付き合い方は A と B の付き合い方

よりも一段階上の付き合い方ではないかと考える。

その理由は、A と B は本来欲している嗜好品とは全

く違うカロリー量が低く消化に良い嗜好品を代替

として摂っているに対し、Cと D は自らが嗜好品に

対して求めている嗜好を理解した上で、カロリー

量が低く体に良いものかつ身体が求めている嗜好

を満たせるものを代替としてとっているからだ。

このように自身の欲求を満たせる代替の嗜好品を

把握していることで、試合前の重要な時期に嗜好

品を我慢しなければいけない、というストレスを

減らすことができるのではないかと考える。 

4-3 嗜好品との付き合い方に関する判断の要因 

 この点について、質問紙の①で嗜好品に対して

被験者全員が良いところを挙げているにもかかわ

らず、インタビュー調査において良い悪いの比率

を聞いたところ 4 人中 3 人が悪い印象が上回る結

果となった。理由として、その 3 人が太りやすい体

質と判断したことが共通点がとして見出せた。そ

の理由として過去の高校受験や大学受験の時に部

活動を引退後に 5 ㎏前後太ってしまったという経

験があったことが共通していた。この経験が「嗜好

品を摂取すると簡単に太ってしまう」といった悪

い印象を形成する要因になってしまったことが伺

える。このことから、自分自身の経験が嗜好品に対

する意識を形成する大きな要因となっているので

はないかと考える。 

4-4 嗜好品の役割 

 嗜好品に役割を全被験者が持たせているという

共通点を見出せた。被験者 A はリフレッシュのた

め、被験者 B はご褒美と夕食後に満足感を得るた

め、被験者 C はご褒美と癒し、友人とのコミュニケ

ーションのため、被験者 D はリフレッシュとご褒

美のためとインタビューの中で話していた。この

ことから、嗜好品に役割を持たせることで競技生

活のみならず、日常生活においてもメリハリを持

たせることができる役割を担っていると考えられ

る。 

 

5. まとめ 

 本研究で明らかとなった点は以下の通りである。 

1）個人で普段、試合前、試合後各時期の嗜好品と

の付き合い方を確立しており、試合前における嗜

好品への欲求を我慢、または欲求を対処できるよ

う本来摂りたい嗜好品の代替となる低カロリーで

体に良い嗜好品を摂取することで、パフォーマン

スを落とさないよう調整していることがわかった。 

2）具体的な嗜好品への欲求の対処の仕方は、個人

によって嗜好品へ求めている嗜好への理解度に差

があるため、具体策を持っている競技者と持って

いない競技者がいることがわかった。 

3）嗜好品に対する意識は嗜好品への欲求や興味の

有無ではなく、過去の経験が主な理由となって嗜

好品に対する意識を形成している可能性がある。 

4）嗜好品は自身へのご褒美やリフレッシュ、友人

とのコミュニケーションなど様々な役割を持って

おり、競技生活のみならず日常生活においても QOL

を向上させる役割を持っていることがうかがえる。 
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