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短報 

小学校から高等学校の女子におけるアピアランス懸念と 

ダイエット行動および心身のネガティブな健康状態との関連 1 
―社会調査データの二次分析による検討― 

 
鈴木公啓 東京未来大学 

 
Concerns about appearance in girls from elementary to high school:  

Relationship with dieting and negative impact on physical and mental health 
 

Tomohiro SUZUKI (Tokyo Future University)  
 

This study examined the concerns regarding appearance for female students from elementary 
through high school through a secondary data analysis. It was found that female students’ 
concerns about their appearance increases as they mature and leads to dieting along with negative 
effects on physical and mental health. 
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 子どもであっても外見を気にしている者は

多い(e.g., 株式会社ジェイ・エム・アール生活総

合研究所，2013；株式会社ベネッセコーポレー

ション，2001)。また，小学生女子のもっとも多

い悩みは，顔やスタイルであるとの報告もある

(馬場・山本・小泉，1998)。このようなこともあ

り，化粧への関心や衣服へのこだわりを有した

り，実際におしゃれをしたりする子どもも少な

くはない(e.g., 鈴木，2018)。さらに，外見の中

でも特に体型や体重が重要であり(株式会社ベ

ネッセコーポレーション，2001)，低年齢層でも

ダイエット行動をおこなっている者が少なく

ないことも確認されている(Suzuki，in press)。な

お，このような外見を意識する傾向などは女子

において顕著であることが知られている(e.g., 
株式会社ベネッセコーポレーション，2001)。 
 外見を気にすること(以降，アピアランス懸

念)は子どもにおいてネガティブな心理的影響

をもたらす可能性がある。実際，自分の身体で

気になるところが多い小学生ほど自分が人か

らどう思われているか気にしており，また，ス

トレス度合いが大きいことも示されている(ベ
株式会社ネッセコーポレーション，2001)。アピ

アランス懸念が化粧や着装といった装いに向

かい，装いの結果として最終的に自信が向上し

たり自己充足感が生じたりといったポジティ

ブな状態に至る(e.g., 鈴木，2020)可能性もある

が，アピアランス懸念は醜形恐怖症や摂食障害

との結びつき(Littleton, Axsom, & Pury, 2005)も
指摘されており，ネガティブな影響も及ぼしう

るものといえる。 
 本研究では，小学校から高等学校の女子にお

けるアピアランス懸念について，以下の点につ

いて検討する。まず，発達による変化を確認す

るために，学年による違いを確認する 2)。その

後，ダイエット行動との関連およびネガティブ

な心身の健康状態との関連について検討する。

なお，アピアランス懸念やそれに基づく行動は

女子の方が顕著であることから，今回は女子の

みを対象とする。 

方 法 

データ 

 東京大学社会科学研究所付属社会調査・デー

タアーカイブ研究センターの SSJDA にアーカ

イブされているベネッセ総合教育研究所によ
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る「第 2 回 子ども生活実態基本調査，2009」
のデータを承諾を得て使用した。調査対象者は

小学 4 年生から高校 2 年生までの女子児童・生

徒 7132名(小学生は 1814名，中学生は 2012名，

高校生は 3306 名)である。欠損値処理はペアワ

イズ法を用いた。 
分析項目 

 以下の項目を使用した。アピアランス懸念と

して，「自分の外見(顔やスタイル)が気になる」

について「1．とてもそう」から「4．ぜんぜん

そうでない」の 4 件法で回答を求めた。また，

「ダイエットのために食べる量を減らす(以降，

ダイエット行動)」について「1．よくある」か

ら「4．ぜんぜんない」の 4 件法，心身の健康状

態について「カッとなりやすい(怒り傾向)」「つ

かれやすい(疲労傾向)」「つまらないことですぐ

に落ち込む(抑うつ傾向)」について「1．とても

そう」から「4．ぜんぜんそうでない」の 4 件法

で回答を求めた。なお，本研究ではそれぞれ無

い方が得点が低くなるように変換し分析した。 

結 果 

アピアランス懸念と学年 

各学年におけるアピアランス懸念の回答割

合を Figure 1 に示す 3)。学年が上がるほどその

割合が大きくなっていることが示された。「と

てもそう」と「まあそう」を合わせると小学 5
年生で半数を超え，高校 1 年生時には 85%に至

った。学年が上がるにしたがい比較的直線的に

増加する傾向が確認されたため，以降の分析は

学年を学校種別(小学生，中学生，高校生)へとま

とめた形で分析をおこなうことにした。 

Figure 1 各学年におけるアピアランス懸念 

 

Table 1 アピアランス懸念と心身の健康状態

との相関分析結果 

 
注) 値はスピアマンの順序相関係数。 

 
アピアランス懸念とダイエット行動 

ダイエット行動は，全体的には学年が上がるほ

どその経験割合が大きくなり，「よくある」と

「ときどきある」を合わせると小学生から中学

1 年生までは 1割程度，中学 2年生で 2割程度，

そして高校 2 年生において 3 割に達した(回答

割合は Appendix 参照)。ここで，学校種別毎に

アピアランス懸念とダイエット行動の関連に

ついて検討した。スピアマンの順序相関係数は

小学校で rho=.24，中学生で rho=.26，高校生で

rho=.27 といずれの学校種別においても弱い正

の関連が確認された。 
アピアランス懸念と心身の健康状態 

 学校種別毎にアピアランス懸念と心身の健

康状態との関連を検討した。相関分析の結果を

Table 1 に示す。高校生における怒り傾向との関

連を除き，各学校種別において怒り傾向，疲労

傾向，抑鬱傾向ともにアピアランス懸念と弱い

正の相関が認められた(rs=.20~.28)4)。 

考 察 

本研究は小学生から高校生の女子児童・生徒

におけるアピアランス懸念について検討した。 
全体的には，年齢が上がるに従ってアピアラ

ンス懸念を有する者の割合が高くなることが

確認された。これは，第二次性徴による身体の

変化と，それにともなう他者の視線への意識な

どによって生じてくる変化と考えられる。高校

2 年生においてはやや低下していたが，これは

他のこと(部活や受験等)に関心が移った可能性

も考えられる。この点はさらに検討が必要であ

る。 
アピアランス懸念とダイエット行動との関

連を検討したところ，両者に関連があり，また

学年区分によって異ならないことが示された。

外見を意識したときに多種の身体側面のどこ

に意識が向けられるかによって現れる行動は

異なってくると考えられるが，体型や体重を意

怒り傾向 疲労傾向 抑鬱傾向

小学生 .24 .25 .24

中学生 .22 .21 .28

高校生 .16 .20 .25

アピアランス
懸念
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識しダイエット行動に至る者が，年齢に関係な

く一定割合存在することが示されたといえる。

なお，低年齢層におけるダイエット行動の要因

として，アピアランス懸念があることが確認さ

れたともいえよう。 
ネガティブな心身の健康状態との関連を検

討したところ，怒り傾向，疲労傾向，抑鬱傾向

ともにどの学年区分であっても全体的に弱い

正の関連が確認された。なお，何かしらの出来

事によってネガティブな心身の状態になった

場合に外見に意識が向けられやすいことを意

味している可能性もある。外見へのとらわれは

心理的リソースを消費することによってネガ

ティブな結果をもたらす可能性が示唆される。

関連する交絡要因も含め，その心理的機序は検

討すべき課題であるといえる。 
以上，二次データ分析により，アピアランス

懸念についての基礎的な知見を得ることがで

きた。外見を意識することは必ずしも悪いこと

では無い。自分というものを意識しそして作り

上げていく際に外見は重要な自己の一側面で

ある。しかし前述のように，外見を気にするこ

とは，ポジティブな影響だけで無くネガティブ

な影響も有する。小学生に対するポジティブボ

ディイメージ獲得のための心理教育的介入の

有効性が示されているが(生田目・八島・沢宮，

印刷中)，今後，子どものアピアランス懸念への

介入の検討が多各面からおこなわれることが

期待される。 

注 

2  今回使用するデータに基づくベネッセ教育

総合研究所(2009)の報告書の資料において

は，学年による違いは男女込みで集計がなさ

れており，女子におけるそれは不明である。

そこで本研究では改めて女子を対象に学年

差を検討することとした。 
3  なお，市区町村の人口密度と人口規模を考

慮した 3 つの地域区分(大都市，中都市，郡

部)による差異が認められるか否か確認した

ところ両者には関連が認められなかった(ク
ラメールの V は.048~.091)。現在はインター

ネットなどの利用により，外見に関する意識

を喚起させるような情報への接触の程度に

地域差が生じていないためと考えられる。 
4  高校生における疲労傾向との関連は.199 で

あり.2 以上ではないが，弱い正の相関が認め

られたとみなした。 
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APPENDIX 各学年におけるダイエット行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究は二次データ分析により，小学生から高校生の女子のアピアランス懸念について検討した。
アピアランス懸念を有する者は基本的には年齢が上がるほど増えることが明らかとなった。また，
アピアランス懸念はダイエット行動と関連していること，そして，ネガティブな心身の健康状態と
関連していることが明らかとなった。 
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