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目的：体重管理の誘惑場面ごとのセルフエフィカシー（SE）と対策の関連を調べること．
方法：₂₀₀₈年 ₇ 月，A 社の健康保険組合員₉₉₄名（解析対象者：₆₂₂名，平均年齢：₄₂.₂歳，男性：₄₁₉名，
₆₇.₄％）を対象に体重管理の誘惑場面（入手可能性，社会的圧力，リラックス，報酬，否定的感情，
空腹）における SE および対策（行動置換，食べ方，刺激統制，ソーシャルサポート，認知的対処）
，
属性について自己記入式質問紙調査による横断的研究を行った．解析では，誘惑場面ごとの SE と対
策について，Pearson の相関係数を求めた．さらに，誘惑場面ごとの SE を従属変数，属性と対策を
独立変数とした重回帰分析で，SE と属性および対策との関連を調べた．
結果：単相関の結果，入手可能性および空腹の SE は， ₅ つの対策のうち，食べ方，ソーシャルサポート，
認知的対処の ₃ つの対策と正の関連がみられた．重回帰分析の結果，入手可能性，リラックス，報
酬，否定的感情，空腹の SE は， ₅ つの対策のうち，認知的対処と正の関連があった．社会的圧力の
SE には，年齢，性別，ソーシャルサポートが関連しており，性別は，他にも入手可能性，リラック
ス，否定的感情，空腹の SE と関連を示した．
結論：単相関では，誘惑場面によって SE と関連している対策の種類が異なっていた．属性や対策間の影響
を考慮すると，認知的対処は多くの誘惑場面と正の関連がみられた．さらに，本研究は，誘惑場面の
SE には属性も関連していることを示唆した．
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Ⅰ

緒

言

生活習慣病の有病者，予備群の減少という観点
から内臓脂肪型症候群（メタボリックシンドロー

年度から特定健康診査・特定保健指導を導入し，
適正体重の維持，または適正体重を目指した減
量，すなわち体重管理に重点をおいた指導が行わ
れている₁）．

ム）が注目されている．そこで，メタボリックシ

体重を管理するためには“食べてはいけないと

ンドロームを改善するために，我が国では平成₂₀

分かっていてもつい食べてしまう場面”で食行動
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をコントロールすることが重要である．つい食べ
てしまう場面のように，ある望ましい行動を継続す
ることが困難だと感じる場面のことを誘惑（temptation）という₂）．これまでの研究から，つい食べ
てしまいそうになる誘惑場面について具体的な場
面が明らかにされている．日本人を対象に作成さ
れた「日本版過食状況効力感尺度（The Japanese
₃）
Situational Appetite Efﬁcacy）
（KC-SAM）」
では，
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何かに成功した時などの「報酬」，イライラしてい

このように，禁煙行動では対策について研究が

る時などの「否定的感情」，お腹が空いている時な

進んでいるが，体重管理の誘惑場面における対策

どの「空腹」，家でごろごろしている時などの「リ

について具体的な検討はまだ少ない．そこで，本

ラックス」の ₄ つの場面を提示している．この他

研究は，体重管理のそれぞれの誘惑場面における

に，「Weight Ef ficacy Life-style Questionnaire

SE がどのような対策と関連しているかを調べるこ

（WEL）」 では，KC-SAM と類似する「否定的感情

とを目的とした．誘惑場面ごとの SE と関連する

（negative emotion）」，「楽観的活動（リラックス）

対策を明らかにすることで，誘惑を乗り越えるた

（positive activities）
」の他，他の人から勧められた時

めの対策について提案ができる．

₄）

などの「社会的圧力（social pressure）」，食べ物が

Ⅱ

手近にある時などの「入手可能性（availability）」，
疲れきっている時などの「身体的苦痛（physical

方

法

1 ．対象者と手続き

discomfort）」の ₃ つの場面を示している．このよ

本研究は，体重管理の誘惑場面における対策に

うな誘惑場面では，自分をどれだけコントロール

関する研究₁₁）の一環として，質問紙による横断的

できるかという確信，すなわちセルフエフィカ

研究を行った．調査手順は以下の通りである．

シー（以下，SE とする）を高めることが重要であ

₂₀₀₈年 ₇ 月，オンラインによる回答が可能な A 社

る ．そして，SE を高めるためには，対策（cop-

の健康保険組合員₂,₀₀₀名に調査の目的，個人情報

ing strategy）を行うことが有効であると考えられ

の保護，調査協力が任意であることを記載した文

ている ．たとえば，減量後の体重維持に関する

面を送付し，調査を依頼した．なお，A 社は社員

レビューの結果において，対策を実施することが

数が約₁₆,₀₀₀人で，情報システムに関わる製品や

体重維持に関連すると報告されている

．体重維

サービスを提供している IT 関係の会社である．そ

持に成功している者は，食べる代わりに対策を行

のうち，同意が得られた₉₉₄名を対象に，イントラ

うことで，食欲をコントロールしている ．

メールを用いた無記名自記式の質問紙を送付し，

₅）

₂）

₆,₇）

₇）

体重管理の誘惑場面で有効な対策として，玉浦
ら

の研究では「行動置換」
（温かいお茶やコー

₈,₁₁）

回答してもらった．ただし，希望者には住所・氏
名の記入を求め，個別の結果シートを郵送で返却

ヒーを飲むなど），
「食べ方」
（何回かに分けて食べ

した．最終的に調査には，₇₉₃名（回答率₇₉.₇％）

る な ど），「刺 激 統 制」（食 卓 に 長 い 間 い な い な

が最後まで回答した．

ど），「ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト」（誰 か と 食 べ る な

対象者には，調査の目的と結果の学術的使用に

ど），
「認知的対処」
（食べても良い時刻か考え直す

ついて調査冒頭で十分な説明を行い，回答をもっ

など）の ₅ 種類の対策が報告されている．体重管

てその旨に同意したとみなした．なお，本研究の

理と同様に，禁煙行動では，吸いたくなる誘惑に抵

倫理的配慮については，お茶の水女子大学生物医

抗するための対策について研究が行われている．

学的研究の倫理特別委員会の審査で承認されてい

たとえば，米国の保健社会福祉省（Department of

る．

Health and Human Services）のガイドライン で

2 ．調査項目

は，誘惑に抵抗する方法として，行動的対策と認

₁ ）誘惑場面における SE

₉）

知的対策を推奨している．さらに，O＇Connell ら

₁₀）

誘惑場面において食べないでいられる（コント

は，禁煙治療において対策を行わなかった者およ

ロールできる）自信の程度をたずねるため，KC-

び行動的対策のみを行った者と比べて，行動的対

SAM₃）および WEL ₄）の一部を修正したものの ₂ つ

策と認知的対策を組み合わせて行った者の方が，

の既存尺度を利用した．KC-SAM からは，これを

誘惑を乗り越えることができると示唆している．

構成する「報酬（reward）
」
，
「否定的な感情（nega-
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tive feeling）」，「空 腹（hunger）」，「リ ラ ッ ク ス

上減らしたい」～「 ₅ kg 以上増やしたい」の₁₁段階

（relaxation）」の ₄ つの下位尺度（各々 ₆ 項目の計

（「現状維持」を含む）から，最も近いものを選択

₂₄項目）をそのまま用い，WEL からは， ₅ つの下

してもらった．

位尺度のうち，KC-SAM には含まれていない「入

さらに，無関心期にいる SE が高い者を除外し

手 可 能 性（availability）」，「社 会 的 圧 力（social

た．彼らは対策の実施とは違う理由で SE が高い

pressure）」の ₂ つの下位尺度（各々 ₄ 項目の計 ₈

と考えられており₁₁,₁₂），対策を行っていないにも

項目）を用いた．なお，KC-SAM および WEL は，

かかわらず，SE が高い．つまり，本研究の対策を

先行研究で妥当性および信頼性が確認されてい

実施すると SE が高まるという考え方とは異なる．

る

そこで，本研究では，SE の高い無関心期を除くた

．本研究では，これら₃₂項目について「全く

₃,₄）

自信がない（ ₁ 点）
」～「とても自信がある（ ₆ 点）
」

めに，体重管理における「誘惑場面で対策を講じ

の ₆ 段階のリッカートスケールで回答を求めた．

ること」に対する準備性をたずねた．回答はトラ

₂ ）誘惑場面における対策

ンスセオレティカルモデルの無関心期，関心期，

誘惑場面における対策は「以下の項目は，食べ

準備期，実行期，維持期の ₅ つの変容ステージの

てしまいそうな場面でとる対策としてあげられた

うち，現在の状況に最もあてはまる段階を ₁ つ選

項目です．あなたは，食べてしまいそうな場面を

択してもらった．なお，無関心期と回答した者の

管理（コントロール）するために，これらの対策

うち，無関心期の SE の合計得点の中央値よりも

（食べ方の工夫や気を紛らわせるための工夫）をと
りますか」という教示で，先行研究₁₁）の結果，明

高い者を「SE の高い無関心期」とした₁₂）．
3 ．解析方法

らかとなった ₅ つのカテゴリー概念（「行動置

解析を行う前に，本研究の目的と一致しない者

換」，「食べ方」，「刺激統制」，「ソーシャルサポー

（体重を増やしたいと回答した₄₁名，SE の高い無

ト」，「認知的対処」）に相当する計₄₄項目（各々

関心期₁₃₀名）を除外した結果，解析対象者は₆₂₂

₁₁，₁₂， ₅ ， ₄ ，₁₂項目）について，
「全くしない

名（適格率：₇₈.₄％）であった．

（ ₁ 点）」～「いつもする（ ₆ 点）」の ₆ 段階のリッ

次に，SE の項目の信頼性を確認するため，クロ

カートスケールでたずねた．この尺度も妥当性お

ンバック α 係数を求めた．各クロンバック α 係数

よび信頼性が確認されている ．

は，入手可能性の ₄ 項目は₀.₇₀，社会的圧力の ₄

₃ ）属性と体格

項目は₀.₆₈，リラックスの ₆ 項目は₀.₈₆，報酬の

₁₁）

対象者の人口統計学的特性を把握するために，

₆ 項目は₀.₉₃，否定的感情の ₆ 項目は₀.₉₀，空腹

性別，年齢，婚姻状況，居住形態（ ₁ 人暮らしか）

の ₆ 項目は₀.₈₉であった．以上のとおり，いずれ

の ₄ 項目をたずねた．また，身長，体重について

のクロンバック α 係数も₀.₆以上と許容できる値₁₃）

もたずね，body mass index（BMI, kg/m₂）を算出

であったため，下位尺度（入手可能性，社会的圧

した．

力，リラックス，報酬，否定的感情，空腹）であ

₄ ）対象者選定に用いた項目

る誘惑場面ごとの SE の合計得点（以下 SE 得点）

本研究では，体重管理における誘惑場面で食べ

を算出した．また，対策の項目についても同様

ないでいるために行う対策についてたずねてい

に，クロンバック α 係数を求めた．対策の下位尺

る．このことから，現体重の認識で現体重よりも

度ごとのクロンバック α 係数は，行動置換の₁₁項

増やしたいと考えている者を対象者から除くため

目は₀.₈₄，食べ方の₁₂項目は₀.₈₂，刺激統制の ₅

に，調査時の自分の現体重を基準とした時，理想

項 目 は ₀.₇₅，ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の ₄ 項 目 は

体重はどの程度か（減らしたいか，維持したい

₀.₆₆，認知的対処の₁₂項目は₀.₈₅であり，同様に

か，増やしたいか）をたずねた．回答は「 ₅ kg 以

信頼性があることが確認されたため，下位尺度ご
173
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との対策の合計得点（以下，対策得点）を算出し

Ⅲ

た．なお，SE および対策の各項目における欠損値
の割合はすべて ₁ ％以下であっため，欠損のある
回答は中央値に置き換えた．これらの得点のヒス
トグラムから正規性を確認した．

結

果

1 ．対象者の特徴と各項目の得点の基礎統計量
対象者の平均年齢（標準偏差）は₄₂.₂（₉.₅）歳
だった．性別は，男性₄₁₉名（₆₇.₄％），女性₁₇₉名

解析では最初に，対象者の属性および各得点の

（₂₈.₈％），欠損₂₄名（₃.₉％）だった．また，婚

基礎統計量を求めた．ここで ₅ つの対策間の関係

姻 状 況 は 既 婚 者 ₄₃₁ 名（₆₉.₃％），未 婚 者 ₁₈₄ 名

を調べるために，対策得点間の Pearson の相関係

（₂₉.₆％），欠損 ₇ 名（₁.₁％）で，居住形態は ₁

数を求めた．次に，誘惑場面ごとの SE 得点と，

人暮らしの者が₃₆₄名（₅₈.₅％）， ₁ 人暮らしでな

対策得点との Pearson の相関係数を求めた．さら

い 者（同 居 者）が ₁₂₂ 名（₁₉.₆％），欠 損 ₁₃₆ 名

に，属性や対策間の影響を考慮して検討するため

（₂₁.₉％）だった．平均 BMI（標準偏差）は₂₃.₂

に，強制投入法を用いて，重回帰分析を行った．

（₃.₂）kg/m₂ だった．

この分析では，誘惑場面ごとの SE 得点を従属変

誘惑場面ごとの平均 SE 得点（標準偏差）は，

数として， ₃ つのモデルで検討した．モデル ₁ で

入手可能性₁₁.₈（₄.₁）点，社会的圧力₁₂.₆（₃.₈）

は，属性の項目（年齢，BMI，婚姻状況，居住形

点，リラックス₂₃.₉（₆.₄）点，報酬₂₆.₅（₆.₇）

態）を独立変数に投入した．その際，数量の項目

点，否定的感情₂₆.₀（₆.₈）点，空腹₁₂.₈（₆.₀）

（年齢，BMI）は数値のまま，カテゴリー項目（性

点だった．対策得点の平均値（標準偏差）は，行

別，婚姻状況，居住形態）はダミー変数（表 ₄ 参

動置換₃₅.₄（₉.₃）点，食べ方₃₉.₉（₉.₁）点，刺

照）を用いた．次に，モデル ₂ では，対策得点を

激統制₁₅.₀（₄.₈）点，ソーシャルサポート₁₂.₁

独立変数として投入した．最後に，モデル ₃ で

（₃.₇）点，認知的対処₃₉.₅（₉.₇）点だった．対策

は，属性の項目，対策得点を全て投入した．その

得点間の相関係数は表 ₁ に示した．

際，モデル ₁ からモデル ₂ ，モデル ₁ からモデル

2 ．誘惑場面ごとの SE と対策の関連

₃ の決定係数（R ）の変化量を算出した．なお，

₅ つの対策得点と ₆ つの誘惑場面における SE

多重共線性を確認するために，分散インフレ係数

得点との相関係数について表 ₂ に示した．誘惑場

を算出したところ，いずれの独立変数においても

面ごとにみると，入手可能性および空腹の SE 得

₁₀以下で，多重共線性は認められなかった ．

点は，食べ方，ソーシャルサポート，認知的対処

₂

₁₄）

統計ソフトは SPSS Ver. ₁₉.₀ for Windows（IBM

の ₃ つの対策得点と正の相関がみられた．対策に

社）を使用し，有意水準は ₅ ％（両側検定）とし

ついてみると，認知的対処は全ての誘惑場面にお

た．

ける SE 得点と正の相関であった．
次に，誘惑場面ごとの SE 得点と属性（年齢，
表1

対策得点間の相関係数

行動置換
食べ方

₀.₅₈₁ ***
₀.₅₄₈ ***

刺激統制
ソーシャルサポート
認知的対処
Pearson の相関係数
*** p＜₀.₀₀₁
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₀.₄₅₉ ***
₀.₅₈₇ ***

食べ方

₀.₅₄₀ ***
₀.₆₁₁ ***
₀.₆₅₁ ***

刺激統制

₀.₃₈₄ ***
₀.₅₄₅ ***

ソーシャル
サポート

₀.₅₂₉ ***

体重管理のセルフエフィカシーと対策の関連
表2

誘惑場面ごとの SE 得点と対策得点の相関係数
誘

入手可能性
行動置換

₀.₀₄₅

対 食べ方
刺激統制
策 ソーシャルサポート
認知的対処

社会的圧力
₀.₀₁₁

惑

リラックス
－₀.₀₁₆

₀.₁₃₁ **

₀.₀₆₉

₀.₁₀₇ *

₀.₀₂₈

₀.₀₃₆

₀.₁₄₄ ***
₀.₂₂₈ ***

₀.₁₂₄ **
₀.₀₉₈ *

場

面
報

酬

－₀.₁₁₀ **

否定的感情
－₀.₀₈₄

空

腹

₀.₀₅₂

₀.₀₂₄

₀.₀₀₁

₀.₀₂₀

－₀.₀₂₃

－₀.₀₇₈

₀.₀₄₃

₀.₀₇₀

₀.₀₀₇

－₀.₀₀₃

₀.₁₉₉ ***

₀.₁₁₅ **

₀.₁₂₇ **
₀.₂₁₂ ***

₀.₁₁₅ **

₀.₁₅₂ ***

Pearson の相関係数
* p＜₀.₀₅，** p＜₀.₀₁，*** p＜₀.₀₀₁

BMI，性別，婚姻状況，居住形態），対策得点につ

で，モデル ₁ からモデル ₃ およびモデル ₂ からモ

いて，重回帰分析を行った（表 ₃ ）．モデル ₁ の結

デル ₃ の R₂ の変化量は，モデル ₂ からモデル ₃ の

果を誘惑場面ごとにみると，入手可能性の SE 得

報酬を除き，全て有意だった．

点は，BMI および性別と負の関連がみられた．す
なわち，BMI が低く，男性で，入手可能性の SE
得点が高かった．次に，社会的圧力の SE 得点は，

Ⅳ

考

察

本研究は，体重管理の誘惑場面における SE と

年齢と正の関連，性別と負の関連がみられた．ま

対策の関連を調べた．その結果，単相関では，誘

た，否定的感情の SE 得点は，BMI，性別， ₁ 人

惑場面ごとに関連する対策の種類が異なった．さ

暮らしと負の関連がみられた．その他の SE 得点

らに，属性や対策間の影響を考慮して，重回帰分

も，表 ₃ のとおり，属性と関連がみられた．誘惑

析を行ったところ，認知的対処のみ ₅ つの誘惑場

場面ごとの調整済み R は，₀.₀₁₄～₀.₀₈₁の範囲

面と正の関連がみられた．また，誘惑場面の SE

だった．

には，属性が関連していることが示された．

₂

対策間の影響を考慮したモデル ₂ の結果， ₆ つ

単相関の結果，誘惑場面の中でも，入手可能性

の誘惑場面のうち，入手可能性，リラックス，報

と空腹は，多くの対策と関連していることが示さ

酬，否定的感情，空腹の ₅ つの SE 得点と認知的

れた．一方で，否定的感情の誘惑場面では，関連

対処の得点は正の関連がみられた．すなわち，認

している対策が少なかった．対策についてみる

知的対処の対策得点が高い者は，これらの誘惑場

と，認知的対処はいずれの誘惑場面とも関連がみ

面における SE 得点が高かった．一方， ₆ つの全

られた．このように，認知的対処についてはいず

ての誘惑場面における SE 得点と行動置換の得点

れの誘惑場面においても相関があるという共通点

に負の関連がみられた．調整済み R は₀.₀₁₅～

がみられたものの，誘惑場面によって関連する対

₀.₀₆₈の範囲だった．

策は異なっていることが示された．

₂

最後に，全ての項目を投入したモデル ₃ では，

しかし，対策間には相互の関連があることか

モデル ₁ ，モデル ₂ と同様の結果が得られた．入

ら，対策間および属性を考慮した重回帰分析を

手可能性，リラックス，報酬，否定的感情，空腹

行った．全ての項目を投入したモデル ₃ の結果，

の場面の SE 得点は，認知的対処の得点と正の関

認知的対処のみ ₅ つの誘惑場面との間に正の関連

連がみられ，社会的圧力の SE 得点はソーシャル

がみられた．行動変容ステージと対策について検

サポートの得点と正の関連がみられた．全ての誘

討した先行研究では，認知的対処はどの変容段階

惑場面の SE 得点と行動置換の得点に負の関連が

の者にも用いられる対策であり，望ましい状態を

みられた．調整済み R は，₀.₀₅₄～₀.₁₁₈の範囲

維持するために必要であることが示唆されてい

₂
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表3

誘惑場面ごとの SE 得点と属性，対策得点との重回帰分析の結果
誘
入手可能性

社会的圧力

モデル ₁

惑

リラックス

場

面
報

酬

否定的感情

空

腹

－₀.₀₁₁

標準偏回帰係数 β

年齢
BMI
属
性別 a）
性 婚姻の有無 b）

₀.₀₃₁
－₀.₁₆₄ **
－₀.₁₇₅ **

₁ 人暮らし c）

₀.₁₉₀ ***

－₀.₀₂₈

₀.₀₂₃

－₀.₀₆₀

－₀.₀₈₄

－₀.₀₉₃

－₀.₁₁₇ *

－₀.₁₆₃ **

－₀.₀₅₇

₀.₀₄₆
－₀.₁₅₉ **
－₀.₂₅₄ ***

₀.₀₉₁
－₀.₁₅₆ **

₀.₀₂₈
－₀.₁₈₃ **

₀.₀₂₇

₀.₀₈₄

－₀.₀₃₂

－₀.₀₀₈

－₀.₀₈₂

－₀.₀₅₄

₀.₀₂₅
－₀.₁₅₂ **
₀.₁₃₀
－₀.₀₁₇

調整済み R₂
₀.₀₁₉

₀.₀₃₈

₀.₀₁₈

－₀.₁₃₂ *

－₀.₁₂₁ *

－₀.₁₈₈ **

₀.₀₂₂
－₀.₁₂₈ *

－₀.₀₃₅

₀.₀₅₉

₀.₀₂₉

－₀.₀₄₂

₀.₀₂₈

₀.₀₂₂

－₀.₀₆₆

－₀.₀₄₁

－₀.₀₉₈

－₀.₀₈₀

₀.₁₃₂ *

－₀.₀₃₅

－₀.₀₀₆

モデル ₂

₀.₀₁₁

₀.₀₈₁

₀.₀₁₄

標準偏回帰係数 β

行動置換
対 食べ方
刺激統制
策 ソーシャルサポート

－₀.₀₂₀

認知的対処

₀.₃₃₉ ***

₀.₁₀₀

₀.₃₂₄ ***

－₀.₂₆₉ ***

₀.₂₄₆ ***

－₀.₂₁₁ ***

－₀.₁₃₉ *

₀.₀₂₂
₀.₂₉₆ ***

₀.₀₄₈
₀.₂₉₆ ***

₀.₀₅₃

₀.₀₅₉

調整済み R₂
₀.₀₆₈

₀.₀₁₅

モデル ₃

₀.₀₆₄

₀.₀₅₂

標準偏回帰係数 β

年齢
BMI
属
性別
性 婚姻の有無

₀.₀₀₈
－₀.₁₅₇ **
－₀.₁₈₂ **

₁ 人暮らし
行動置換

₀.₀₁₄

－₀.₀₇₅

－₀.₀₈₂

－₀.₁₅₀ **

－₀.₁₇₇ **

－₀.₀₄₂

－₀.₁₅₁ **
－₀.₂₄₄ ***

₀.₀₃₅

－₀.₀₀₁
－₀.₀₀₂
－₀.₁₇₈ **
₀.₁₃₄ *

₀.₀₈₁

－₀.₀₃₁

₀.₀₀₅

－₀.₀₅₉

－₀.₀₄₈

₀.₀₇₃
－₀.₁₂₅ *

₀.₀₁₆
－₀.₁₅₇ **

－₀.₁₁₉ *

－₀.₁₈₅ **

－₀.₂₄₄ ***

－₀.₁₈₉ **

－₀.₁₅₁ *

₀.₀₀₃

₀.₀₅₃

₀.₀₃₂
－₀.₁₀₅
₀.₀₃₂

認知的対処

－₀.₀₄₆

－₀.₀₅₄

₀.₀₂₉
－₀.₁₃₂ *

対 食べ方
刺激統制
策 ソーシャルサポート

₀.₁₇₈ **

₀.₃₂₄ ***

－₀.₀₂₀
₀.₀₇₅
₀.₁₂₆ *
₀.₀₇₄

₀.₀₉₀

₀.₀₄₄

－₀.₀₀₂

－₀.₀₃₃

－₀.₀₄₄

－₀.₀₄₇

－₀.₀₅₅

－₀.₀₃₅

－₀.₀₂₈

＜₀.₀₀₁

₀.₀₇₇

₀.₂₉₉ ***

₀.₂₄₁ ***

₀.₂₅₈ ***

₀.₂₇₅ ***

₀.₁₁₈

₀.₀₈₀
₀.₀₇₆ ***
₀.₀₃₁ **

調整済み R₂
R 変化量（モデル ₁ → ₃ ）
R₂ 変化量（モデル ₂ → ₃ ）
₂

₀.₀₈₇

₀.₀₅₄

₀.₀₈₂

₀.₀₅₆

₀.₀₇₇ ***
₀.₀₂₈ *

₀.₀₂₆ *
₀.₀₅₀ ***

₀.₀₇₄ ***
₀.₀₂₈ *

₀.₀₅₄ ***

₀.₀₄₆ ***

₀.₀₁₄

₀.₀₇₄ ***

* p＜₀.₀₅，** p＜₀.₀₁，*** p＜₀.₀₀₁
年齢，BMI，対策得点は数値を投入，カテゴリー項目については次の通りダミー変数を用いた．性別（男性：
₀ ，女性： ₁ ），婚姻（既婚： ₀ ，未婚： ₁ ）， ₁ 人暮らし（いいえ： ₀ ，はい： ₁ ）
ａ）SE と性別との間に負の関連があるということは，女性の方が男性よりも，SE が低いことを示している．
ｂ）SE と婚姻の有無との間に負の関連があるということは，未婚者の方が既婚者よりも，SE が低いことを示し
ている．
ｃ）SE と ₁ 人暮らしとの間に負の関連があるということは， ₁ 人暮らしの者の方が同居者よりも，SE が低いこ
とを示している．

る₁₁）．また，認知的な対策は禁煙行動においても

いたくなる欲求を乗り越えるために役立つと報告

重要な対策といわれている

．たとえば，たば

されている₁₅）．本研究により，体重管理において

こを嫌いだと思いこむなどの認知的な対策は，吸

も認知的対処は重要な対策であることが示唆され

₉,₁₀,₁₅）
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た．

的研究であったこともあげられる．いずれにして

一方で，対策間および属性を考慮すると，行動

も，誘惑場面には対策だけでなく，属性や体格も

置換の対策は，多くの誘惑場面と負の関連がみら

関連していることが本研究の結果で示された．誘

れた．つまり，行動置換を行うと，SE が低くなる

惑場面の対策について指導を行う際には，年齢や

可能性が示唆された．しかしながら，本研究は横

性別等の属性を考慮する必要がある．たとえば，

断的研究であり，その逆も考えられる．上述した

女性は男性に比べ，SE の低い誘惑場面が多かった

先行研究において，行動置換は行動変容ステージ

ことから，集団指導では男女別に指導をするなど

の準備期でも用いられていたことから ，対策を

の対応が求められる．

₁₁）

取り組み始めたまだ SE の低い者が，行動置換を

各誘惑場面の SE の説明率は，属性，対策のみ

行っていたと考えられる．そのために，SE と行動

よりも，全ての変数を投入した方が高くなった

置換との間に負の関連がみられた可能性もある．

が，属性と対策を合わせても₅.₄～₁₁.₈％の範囲で

今後は，対策と SE の関連について縦断的に調査

あった．この結果より，誘惑場面における SE に

し，対策を行うことで SE が高まるかを検討する

は，属性や対策以外の要因も関連しているといえ

必要がある．

る．本研究では，経済状況や職種などについて調

誘惑場面についてみると，社会的圧力は認知的

査していないため，このような環境要因が SE と

対処と関連がみられなかったが，年齢，性別，

関連している可能性が考えられる．SE と関連する

ソーシャルサポートと関連していた．社会的圧力

その他の要因について，さらなる検討が必要であ

とは人から勧められて断りにくい時などの誘惑場

る．

面である．そのため，男性や年齢が高い者，周囲

本研究は，横断的調査によるものであったた

からの支援を得ている者の方が，社会的圧力の場

め，SE と対策との因果関係について言及できない

面における SE が高いという結果は，妥当な結果

ことが限界点としてあげられる．先行研究による

であると考える．

と，対策を行うことで SE が高まると示唆されて

年齢の他に，性別や BMI も誘惑場面と関連がみ

いる₂）．今後は対策と SE の関連について縦断的に

られた．性別は， ₅ つの誘惑場面で関連がみら

調査し，誘惑場面ごとの SE に最も影響を与える

れ，男性であるほど誘惑場面に強いことが示唆さ

対策を検討する必要がある．

れた．体重管理の SE に関する研究でも，男性は

このような限界点はあるものの，誘惑場面ごと

女性よりも SE が高いことが示されている ．よっ

の SE と対策の関連を調べ，体重管理の誘惑場面

て，この結果は先行研究と一致する．次に，BMI

において認知的対処が重要な対策であることを示

と関連がみられた入手可能性および否定的感情の

したことは新しい知見である．また，本研究は，

誘惑場面では，BMI が低いほど，SE は高いこと

属性によって，誘惑場面の SE が異なることを示

が示された．しかし，その他の誘惑場面では BMI

した．誘惑場面の対策について指導する際には，

と関連がみられなかった．このように，BMI と誘

対象者の属性を考慮する必要がある．

₁₆）

惑場面の関連は一貫していなかった．先行研究に
おいても食べ過ぎに関する SE と BMI が必ずしも

Ⅴ

結

論

関連しないことが報告されている₁₇）．その理由と

本研究では，誘惑場面ごとの SE と対策の関連

して，先行研究では，BMI には食べ過ぎ以外の要

について検討した．その結果，属性や対策間の影

因（遺伝，身体活動）が影響していることが述べ

響を考慮すると， ₅ つの対策の中でも認知的対処

られている ．また，BMI と誘惑場面の関連が一

は，多くの誘惑場面と正の関連がみられた．ま

貫してなかった理由として，本研究の場合，横断

た，誘惑場面の SE には，属性が関連していた．

₁₇）
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体重管理のセルフエフィカシーと対策の関連

The relation between self-efﬁcacy to resist situational temptations
in weight control and coping strategies
Misa SHIMPO*₁, Rie AKAMATSU*₁, Yuki TAMAURA*₂,*₃,
Yukari TAKEMI*₄
Abstract
Objective: To examine the relation between self-efﬁcacy to resist situational temptations in weight control and
coping strategies.
Methods: A self-reported, cross-sectional questionnaire was administered to ₉₉₄ Japanese employees in July
₂₀₀₈. Of ₉₉₄ respondents, data from ₆₂₂ employees (mean age: ₄₂.₂ years; ₄₁₉ [₆₇.₄％] men) were analyzed. The questionnaire included items on self-efficacy to resist situational temptations in weight control
(availability, social pressure, relaxation, reward, negative emotion, and hunger), coping strategies (counterconditioning, eating style, stimulus control, social support, and cognitive coping), and demographic characteristics. Pearson correlation coefﬁcients were calculated to determine the relationship between self-efﬁcacy
and coping strategies. Multiple regression analyses were then used to further investigate the associations
between self-efﬁcacy (treated as the dependent variable), and demographic characteristics and coping strategies (treated as the independent variables).
Results: Results of single correlation analyses indicated that self-efﬁcacy to resist situational temptations posed
in the form of availability and hunger was positively correlated with three of the ﬁve coping strategies (eating
style, stimulus control, and cognitive coping). In multiple regression analyses, signiﬁcant positive correlations
were found between self-efficacy in five of the six measured domains (regarding availability, relaxation,
reward, negative emotion, and hunger) and one of the ﬁve coping strategies (cognitive coping). Self-efﬁcacy
to resist social pressure was correlated with age, gender, and social support. Additionally, gender was correlated with self-efﬁcacy in terms of availability, relaxation, negative emotion, and hunger.
Conclusion: Results of single correlation analyses indicated that the extent to which coping strategies relate to
situational self-efficacy may vary according to the situations and temptations with which an individual is
confronted. Accounting for the influence of demographic characteristics and the mutual effects of coping
strategies, cognitive coping was positively correlated with self-efﬁcacy to resist many temptations. Moreover,
this study suggests that demographic characteristics may also play a role in situational self-efﬁcacy.
〔JJHEP, ₂₀₁₂；₂₀（₃）：171-179〕
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