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Inthetraditionalnutritionalsurveys，dietitiansusuallyconcentrateinaskingnumericalquestionsabout

thesubjectsToodconsumption・Ｔｈｅｙａｒｅｎｏｔｙｅｔｒｅａｄｙｔｏｇｉｖｅａｐｐｒｏｐriatefeedbackstothesubjects・Such

one-sidedcommunicationcausesthedietitianstomissopportunitiestoestablishrapportwiththesubjects,and

thesubjectslosetheirinterestsandfailtorevealtheirpersonalconcernsaboutfoodInthepresentstudy,the

authorsintendedtomotivateface-to-facecommunicationbetweendietitiansandSubjectsbyofferingvisual

feedbacks,anddevelopedaconceptualframeworktomapoutsubjects,foodimages

Westartedwithsortingｏｆｌａｂｅｌｓｗｉｔｈｆｏｏｄｎａｍｅｓａｌｏｎｇａｈｏｒizontalaxisandfinallyfixed

two-dimensionalarrangementsofmappingafterrepeatedtrialsOnthecase-basedobservation，revealingof

food-relatedconcernsbytwo-dimensionalmapstriggereｄｔｈｅｆａce-to-facecommunicationbetweendietitians

andsubjects、

Toinvestigatehowthetwo-dimensionalmapswererecognizedbysubjects，weorganizedaworking

sessionfOr70studentstoscanandrecognizethemeaningofsamplemapswhichwereobtainedfroml2healthy

womenattendingamaternityclass．Immediatelyaftertheworkingsession，thestudentswereaskedtowrite

downtheirconcernsthatwereraisedinthecourseofinteractingwiththemapsandstrategiestheyfeltthey

mightbeconsideringorfollowingout・

Accordingtothestudent，writtenconcerns，theirvisualattentionwaseitherdirectedtothelocationofa

specificlabel(caseｌ)ortothebalancedlocationsofseverallabels(case２)ortheentiredistributionofalllabels

(case３)．

Revelationoffood-relatedconcerｎｓｂｙａｍａｐａｃｔｉｖａｔｅｓｔｈｅｆｏｏｄｉｍａｇｅｓofthesubjects,whichfurther

stimulatesface-to-facecommunicationinnutritionaleducation

JpnLNutr.,５４（１）４７－５７（1996）

緒目

食と栄養に関する調査は，栄養教育活動の必須条件であり，２４時間思い出し法，秤量法，陰膳法，摂取頻度

法，食習慣調査法など多くの方法が工夫されている'-4)。いずれの方法でも，対象者から得られたデータはい

ったん調査者によって解析され，その後の栄養教育に利用される。それゆえ，栄養調査は栄養教育の一貫では

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：foodimages，conceptmapping，face-to-facecommunication，nutritionalrecognition，nutri￣

tionaleducation

食のイメージ，コンセプト・マッピング，ｶﾅ話，栄養の認識，栄養教育

（４７）
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あっても，手順としての両者は連続したものとなりにくい。連続'性が乏しいと，調査と教育とはいずれも保健

医療従事者（本研究の中では栄養士，医師，保健婦などを指す）からの一方的なものになりやすい。では，保

健医療従事者と対象老とが始めて出会った時に，互いに相手を理解しながら，その理解をその場で直接的に栄

養教育に反映させることは可能だろうか。

本研究ではまず第１に，調査者と対象者の間に，食に関連して良好な対話が成立することを目標に，食に関

する意識・イメージを表現する手法の開発を目指した。従来の調査では，対象者は固定された様式の質問項目

に一方的に答えを求められる場合が多いが，これではよいコミュニケーションは生まれがたい。そこで，質問

と回答の関連を，より自由度が高く，理解しやすいものにすることを試みた。

自由度の高い表現手法の採用により，調査の押しつけがましさが減少する一方で，結果は多様なものになる

と期待される。しかし，多様さの意味を理解できなければ，教育的効果は期待できない。そこで，第２の目標

として，多様な表現を読み解く手順の解明を目指した。

Ａ，食のイメージを自由に表現する手法（２次元イメージ展開法）の開発

１．研究方針

開発の目標としたのは，イメージの全体像を表現できる，楽しく気楽に使用できる，調査者と対象者が情報

を共有できる，等の特徴をもった食イメージの表現方法である。要素としての素材情報を，構造的なグラフあ

るいはマップとして表現し，それを通して複雑な概念を視覚的に把握する概念マッピング（コンセプト・マッ

ピング，あるいはイメージ・マッピング）の考え方5)に沿って仕事を進めた。

２．対象と方法

最も簡単な`情報のグラフ的表現は，直線上での配列である。そこで，“主な食品をラベルにした上で，それ

を台紙上に直線的に配列する'，という手法から出発し，健康教室の場面で対象者の反応を観察しながら，自己

表現を容易にできることを目安に，手法の段階的な改良を進めた。試行開発の場となったのは，長崎県Ｎ町が

企画した1989年度と1990年度の健康教室である。健康教室に参加した18人の対象者（1989年度１２人，1990年

度６人）は，全員が中年の女性であった。スタッフ５人からなるタスク・フォース（保健婦３人，栄養士

１人，エアロビクス指導者１人）が健康教室の運営・進行を担当した。筆者らが提案した方法は，タスク・

フォースとの討論及び健康教室での試行を通して，その適切さが検討され，改善すべき点が指摘された。両年

度にそれぞれ２か月ずつ企画された健康教室の期

間中に，試行と改善を繰り返した結果，最終的に

手法としてまとまった。

３．結果（開発過程の事例観察と手法改良）

（１）横軸上でのラベル配列

最初に，主要な食品をラベルにすることを試み

た。タスク・フォースで検討した結果，ラベルの

枚数は“８－１２枚程度，，，内容については“和食

的な要素を主体にして，それに洋食的な要素を加

える，，という方針を採用した。ラベルを並べる横

軸は食品の摂取頻度に対応させたが，目盛りを細
図１軸とラベルの実際

(４８）
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かく設定すると，自分のイ

メージで気軽に配列作業を進

めるのが困難になる。そこで

軸は目盛りなしとし，軸の両

端の意味だけを表示した（左

端：ほとんど食べない，右端

：よく食べる)。軸とラベル

の実際を図１に示す。1989年

度の健康教室において，この

軸上に自由にラベルを配列す

る方法により，参加者に自己

の食生活を表現してもらった

(表ｌの手)|頂Ａ)。参加者はい

ずれも数分以内にラベルの配

列を終えた。ラベルは，結果

として，比較的均等に並べら

れた場合も，直線上のいずれ

かの部分に重なり合って置か

れた場合もあった。

（２）横軸上でのラベル配列

手順の規格化

横軸上のいずれかの位置に

ラベルが集積し，判別が困難

になる現象について，それを

回避する方法をタスク・フ

ォースで検討した。その結果，

表１マッピング手順の改良

目Ｂ・１９８９通

ラベルを直線上に並べる作業（表１の手lllHAのstep２）を，“右端に相当するラベル１枚を置く，，，‘`左端に相

当するラベル１枚を置く，，，“左右端の中間に残りのラベルを置く”という３つの作業に分解した（表１の手順

Ｂのstep２，３，４)。結果として，ラベル配列に極端な偏りがなくなり，見やすさが向上した。

（３）縦軸方向へのラベル展開

1989年の健康教室終了後に行ったタスク・フォースとの検討会で，〈ラベルを１つの軸に沿って並べるだけ

でなく，それと直交する新たな軸を設定し，平面上に拡散して展開できれば，ラベルの混み合いが減ってマッ

プが見やすくなる〉との提案がなされた。そこで，1990年の健康教室では縦軸を新たに加え，横軸上にラベル

を配列した後に，縦軸方向へのラベル移動を試みた。縦軸の意味づけは，“その食品の（自分の体にとっての）

大切さ”とした。移動の手順は，表ｌの手１１頂ｃとして示す。縦軸方向の移動が加わることにより，作業時間は

多少延長したが，それでも全員が10分以内に作業を終えた。

配列に時間がかかる人の場合は，文字をゆっくり読む傾向があり，ラベルが直線上から平面へと展開するに

（４９）

手１１眉Ａ・１９８９年 手１１頃Ｂ・１９８９年 手１１項Ｃ・１９９０年

Ｓ蛇pＩ
バラバラのラベルと並,くる横

軸をよく眺めてください。

ロロ□
ロロロ

S`”２
よく食べるものは右側に、 食

べ方の少ないものは左側に来
るように、ラベルを横軸上に
並べてください。

凸由

Ｓ ”
庵
轆
□
□

Ｔ

Ｊ

ラのラベルと並べる横

よく眺めてください。Ⅲ
叩

SZUp2

□

横軸右端に｢よく食べる｣とあ
ります。最も｢よく食べる｣ラ
ベル－つを選び、横軸右端に
置いてください。

SZ囮ｐ３

■

横軸左端に｢食べない｣とあり
ます。最も｢食べない｣ラベル
－つを選び、横軸左端に匿い
てください。

□

□

SIFZ)‘

□

□■、

残りのラベルは左右端のラベ
ルの中間に並べます。より
｢よく食べる｣は右側に､より
｢食べない｣は左側です。

■■■■■■

Ｓｔｅｐｌから

Ｓｔｅｐ４までは、

手順Ｂと

同じ

SZCp5

○

今度は縦軸に注目します。上
端は｢(自分の体に)とても大
切｣､下端は｢大切でない｣です ･

横軸上のラベル中に｢とても大
切｣なものがあれば図の上端ま
で押し上げてください。

S叩６

ｎｎｎｎ

■

↑ □

他のラベルも大切さの程度に
応じて上方に押し上げます。
｢大切でない｣と思うラベル
は、動かしません。

■

■
、

■
■

■
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つれて，マップ全体を見渡すのに多くの時

間を要することも示唆された。そこで，ラ

ベル表示に絵を用い，短時間で全体像を把

握できるように最後の改良を加え，２次元

イメージ展開法を完成させた（図２)。

（４）マップが誘導した対話の事例

ラベルを段階的に配列・展開することに

と
て
も
大
切

大
切
で
な
い

自
分
の
体
に
と
っ
て 熊團製慧

より，食のイメージがマップとして形を現ほとんど食ぺないよく食べる

してくる。食に関する何らかのイメージが，
図２絵ラベルによる２次元イメージ展開法で描

当事者の頭の中にすでに存在することはい かれた食のイメージ・マップ(例）

うまでもないが，イメージが具体的な形を

とっているとは限らない。イメージ・マップはこのような主観的な情報に，具体的な形を与えるものである。

イメージがいったん形をとれば，その`情報はフィードバックされて，自分や他者のその後の思考や対話に影響

を与える6)。観察された対話の事例を表２上段に示す。Ｎ町の健康教室でのマップ作成時には，マップを仲立

ちとしたこのような対話が，栄養士と対象者，保健婦と対象者，対象者同士の間で生じた。対話から，イメー

ジ・マップに言及している５つのセンテンスを抜き出し，それぞれの意味とマップヘの着眼点を表２下段にま

とめた。３分足らずの対話の流れの中に，マップに関連した説明が２回，気付きが１回，疑問が２回現れてい

た。マップへの着眼点と関連して，１ないし数枚のラベルのマップ上の位置（特に右上，左下など）への言及

が繰り返し認められた。

Ｂ、でき上がったイメージ・マップの読み方．読まれ方の検討（妊婦が作成したイメージ・マ

ップに始めて接した学生が，そこから読みとったことの分析）

１．研究方針

文章を読む場合，横書きなら左から右へ，縦書きなら上から下へと，目は順番に文字を追う。調査票や報告

書を読んで理解する場合には，文字の順番を追うだけでなく，項目の１１頂番に従うことも大切になる。しかし，

イメージ・マップはどのように“読む．読まれる”べきなのだろうか。

マップ作成時には，“横軸から縦軸へ，，というラベル展開の順序があった。一方，でき上がったマップには，

"どこからそれを読むか'，という手がかりが明示されていない。初めてイメージ・マップを見た人は，最初そ

の多様性に当惑する。しかし，横軸や縦軸の意味やラベルの内容は，専門知識がなくても理解できる単純なも

のである。更に本研究の開発・試行過程における事例観察からすれば，対象者はしばらくマップを眺めた後に，

対話の中で自分のマップの特徴を表現し始め，他者のマップにも言及を始める場合が多い。表２の事例では，

マップの対角線方向（右上あるいは左下）への注意集中から話が始まる場合が多かった。このような対話事例

の集積を続ければ，“マップの読み方．読まれ方”はおのずと浮かび上がってくるであろう。しかし，実際の

自由な対話では話題が次々に移動してしまい，“マップの読み方．読まれ方”を抽出し，法則化することは容

易ではない。そこで本研究では，＜個別の被験者が，一定の枚数のマップをじっくり眺めた時に現れる思考を，

被験者自身が書き留める＞という方法により，“マップの読み方．読まれ方，，を言語化して取り出した上で，

読み方に共通するルールを探った。

（５０）
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表２食のイメージ・マップの対話事例と解析事例

栄jr士；食事について、あなたのイメージを教

えて下さい。その前に私自身のイメージを

マップＡに示します。私の場合は米飯やパ

ンが主食で、それに魚、肉、野菜等をよく

食べています。味nii汁や漬物は食ぺる方で

すが、体に大切なものとは考えていません。

対象者；私もイメージをマップＢにしてみまし

た。以前から牛乳は好きでしたが、こうし

てマップにしてみると改めて自分でもびっ

くりするくらい、牛乳を摂取していますね。

栄養士；なぜマップＢに示されたほど大且に牛

乳を摂取するのですか？また味１１甘汁、漬

物が左下に来るのはなぜですか？

対象書；牛乳は体によいと聞いて以来、努めて

飲んでいます。最近ではいくらでも飲める

ようになりました。以前、高血圧だから塩

分に注意するように言われ、それ以来、漬

物と味噌汁は避けています。

マップＡ（栄養士）

観

注；～には具体的なラペルの名称が入る。

2．対象と方法

長崎市内のＫ短期大学食物専攻科学生が，マップを読む演習に参加した。演習前年（1993年）長崎市内のＫ短期大学食物専攻科学生が，マップを読む演習に参加した。演習前年（1993年）には，教材と

して用いるマップの枚数やマップの属性に関連して予備的検討を行った。マップの枚数は，４５分の演習時間中

に無理なく学生が注意を集中でき，また一定した判断が得られることを目安に，１２枚を設定した。マップ自体

は，Ｏ産婦人科（すでにマップを活用して，長崎県内で妊婦の栄養教育を進めている）を1993年前半に受診し

た健康な妊婦が，栄養士の指導の下に作成したものを基礎に，１２枚を無作為に選んだ。

1994年７月の演習には，７０人の学生が参加した。演習課題としてすでに準備した12枚のマップを配布した。

学生は第１段階としてこれらのマップをすべて眺め，対象妊婦の食生活を頭の中に描くように指示された（イ

メージ化作業)。また，イメージ化の過程で“この妊婦は，‘よい食べ方/問題のある食べ方，をしている，，など，

食べ方に関する何らかの判断が頭に浮かんだ場合には，その判断に合わせて適宜マップを整理分類するように

指示された（判断・分類作業)。更にその直後に，自由記述のための白紙が配布され，作業の間にマップのど

の部分に着目して，どのように物を考えたかをできるだけ詳細に思い出して，内容を紙に書き留めるように指

（５１）

対話を構成する文の実例
文の

機能 マップへの着目点

1.私の場合は～が主食で､それに～をよく食べています。 説明 ﾏｯﾌﾟＡ右上､４枚のﾗﾍﾞﾙ

2.(私は)～は食べる方ですが、…とは考えていません。 脱明 ﾏｯﾌﾟＡ中央下､２枚のﾗﾍﾞﾙ

3.以前から～は好きでしたが、…

自分でもびっくりするくらい､～を摂取していますね。
気付き ﾏｯﾌﾟＢ右上、１枚のﾗﾍﾞﾙ

4.なぜ…大且に～を摂I奴するのですか？ 疑りE『 ﾏｯﾌﾟＢ右上、１枚のﾗﾍﾞﾙ

5.～が左下に来るのはなぜですか？ 疑問 ﾏｯﾌﾟＢ左下、２枚のﾗﾍﾞﾙ
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示された（思考の外化・書
表３７０人の学生の自由記述から見出された認識の視点（妊婦の食イメー

き留め作業)。ジに関連して）

３．結果

学生の自由記述には，２０視点視点の文章化

}瀞鞭:Gii篝議①1期
脳ｗＩＭ驚繍Ｄ③
鵜三蕊⑬ご重iiii蕊i、③…’に考えた，という程度の簡

単なものから，自分自身の

思考・判断過程を詳細に見

つめる一方で，妊婦の食の

あり方についても明確な方

針を示したものまで，多様

性があった。

注；これら３視点が同一の学生の自由記述内容に同時に観察される場合が多いため、
割合の合計は１００％を越える。

これら学生が記述した内容をカー

ド化し，筆者らが分類作業を繰り返

した結果，表３に示したような認識

の視点が見出された。学生は，視覚

的なマップを手がかりとして妊婦の

食事内容を考察したため，いずれの

視点〔表３(1)～(3)〕でもラベルの種

類と位置への具体的な言及が認めら

3.2３．１ 3.3

×

｡週刀
類と位置への具体的な言及力認めら３．４３．５

れたが，その学生の考察の焦点が， 図３特定の食品ラベルの位置に着目した視点の例

○：“好ましい食生活”と学生が判断したマップ上の領域。
マップの細部，部分的なバランス， ×：“問題ある食生活”と学生が判断したマップ上の領域。

または全体の分布型かなどで差が現

れた。

個別の学生の記述内容をみると，７０人中54人は２つ以上の認識の視点が複合して認められ，１つの視点から

しかものをみていない学生は16人（23.5％）にとどまった。

（１）特定ラベルの位置に着目した視点

この視点では，学生はいずれか１つの食品に着目し（〃＝48,68.6％)，そのマップ上の位置からマップ全

体について，方向性をもった判断をしていた。“牛乳，野菜サラダ，米飯'，の場合は右上方に（図３上段)，ま

た“漬物，味噌汁”の場合は左下方に（図３下段）それぞれラベルが位置すればその妊婦の食生活はより好ま

しいと考えられる，という判断がその典型である。

（２）複数ラベルのバランスに着目した視点

（５２）
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バランスへの注目がこの視点の特徴であり

(〃＝55,78.6％)，バランスの捉え方で更に３

つに分類された。

①漠然としたバランス感の表明（〃＝39）

：記述例としてく(妊婦が）よく摂取するもの

に偏りがないか，バランスよく食べているか＞，

＜食品をある程度まんべんなく摂っているか＞，

＜各食品をバランスよく食べているか＞，＜全

体をみて，バランスがとれているか＞などがあ

る。いずれの記述でも，バランスという言葉を

漠然と使用していた。

②理想像としてのバランス明示（〃＝11）

：この視点では，学生が頭に描いている“(妊

婦の）バランスのよい理想的な食べ方”の全体

像が，具体的に記述されていた。例としてく米

飯，味噌汁，牛乳が３点ともよく食べられてい

る＞，＜主食は米飯，パン，めん類と３種類あ

るが，特に米飯が大切とされている＞，＜米飯，

理想的なﾊﾞﾗﾝｽ

不適切なﾊﾞﾗﾝｽ１

（炭水化物の摂取

が複合し、エネル

ギーが過剰になっ

ている可能性）

|）
不適切なﾊﾞﾗﾝｽ２

星壗1Ｗ二輪菫皐蓋嘉蹴蝋薄｜
均等に食べられている＞，＜米飯，味噌汁，お

図４図４バランスの視覚的表現例
かず，野菜とバンラスのよい感じで上位を占め

ている＞などがある。これらの記述から，学生の頭に浮かんだ妊婦の食に関する理想像を，マップとして構成

すると図４上段のようになろう。

③具体的複数食品のバランス把握（〃＝29）：この視点の特徴は，特定食品（複数）のバランスへの具体

的な言及にある。例として，＜（妊婦が）穀類よりも肉，魚を多く食べ，野菜を食べていなければ，問題のあ

る食生活と考えられる＞などがある（図４中・下段)。

（３）全ラベルの分布型に着目した認識視点

この視点では，学生は具体的な食品名よりも，ラベル全体の分布型を問題としていた（〃＝33,47.1％)。

①対角線方向での分布（〃＝29）：記述例として，＜（妊婦のマップを解読する際に）私は“よく食べ

る．あまり食べない，，という基準をまずチェックし，その中で一般的に体によいといわれる食品を比較的摂っ

ている人をよい食べ方とした＞，＜その人が自分の体にとって大切と思う食品を，きちんと摂取するのがよい

食べ方だと思う＞，＜妊婦自身が体にとって大切だと思うものをたくさん食べているのか，大切でないと思っ

てもたくさん食べているか，に着目した＞などが挙げられる。これらの例では，いずれの学生も，マップの対

角線方向（図２左下から右上に向かう）の領域に注目し，この領域にラベルが集中していれば，“無理のない

食べ方．よい食べ方”との判断を示していた（図５良好なパターン１）。一方，マップの左上（図２ほとん

ど食べないのにとても大切と思っている)，右下（よく食べるのに大切でないと思っている）にラベルが集積

する場合には，食べ方と健康への意識がアンバランスであり，“何らかの問題がある”との判断が示された

（５３）
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(図５問題ありのパターン１）。

②上下，水平方向での分布（〃＝8）：

ラベルがマップの上半分に偏る場合，食べ

方にはばらつきが認められるが，“どの食

べ物も健康にとって大切だ”との妊婦の前

向きな思考も読みとれる。このことを指摘

した学生は，同パターンを“良好，，と判断

した（図５良好なパターン２)。一方，ラ

ベルがマップの下半分に偏る場合には，そ

の妊婦の食に対する考え方に歪みがある可

能性が指摘された（図５問題ありのパ

ターン２)。水平方向でラベルが偏る場合，

特に左への偏りからは“全体的に小食，，，

右への偏りからは“全体的に食べ過ぎ，，，

"栄養価が高く，エネルギーが過剰'，など

が，学生により指摘された（図５問題あ

りのパターン３，４)。

●－→

ロ
良好なパターン１

(大切と考える物をよく食ぺている）
問題ありのパターン１

良好なパターン２

(どの食ぺ物も体に大切と考えて

凶

問題ありのパターン３ 問囚ありのパターン４

図５全ラベルの分布型に着目した視点

考察

効果的な栄養教育のためには，当事者の積極的な参加と良好なコミュニケーションの重要性が指摘され？)，

実際の教育場面では，理解を促進させる媒体の使用が活発化しているa，)。しかし，媒体の使用と対話の促進

との関連を，具体的に解明した研究は少ない。本研究では，食のイメージを可視化する方法の開発及び可視化

されたイメージが生み出す認識の解明を通して，食と栄養に関連した対話と，それを支えるイメージとの関連

を検討した。しかし，対話は，その自由度の高さゆえに，研究対象とするには何らかの工夫が必要とされる。

本研究では，被験者自身の内的な対話を，認知心理学で用いられるThinkingaloud法で言語化することを試み

た。本来，Thinkingaloud法では少数の被験者が思考や問題解決の途中で，“その時に何をどう考え，どうし

ようとしているか，，を発言し，その言語記録が分析される'０Ｊ')。しかし，講義室の環境でThinkingaloud法を

直接に用いることは困難である。そこで，学生自身が自分の思考内容を発言する代わりに，“書き留める，，方

法を採用した。書くことと発言することとは等価ではない。プレテストで学生たちの様子を観察した結果，通

常の記述は“おしゃべり，，に比較して，より多くの知的エネルギーを必要とすることが推察された。そこで本

研究では，“書き留め法,,の実施に先立ち，筆者が担当する健康管理学の講義の都度，健康と栄養に関連した

様々なテーマについて，考えたことを即座に書き留める，という予備演習を２か月にわたって反復し，書くこ

とへのためらいを減少させた。

本研究の後半で得られた食に関する認識の３視点（表３）は，健康な妊婦が作成したマップを学生が読み取

った結果として，現れてきたものである。これらの視点を合成したものを図６の左に示す。この図は，イメー

ジ・マップによって引き起こされる視覚的な思考のモデル化と考えられる。マップの多様性を考えると，この

３視点以外にもマップを読む視点を設定できるかもしれない。このモデルを出発点として，更に今後の検討が

（５４）
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必､要とされよう。

３視点はいずれも“マップを

見る，，という行為から直接的に

導かれたものであるが，その中

に健康を考える際の普遍的な立

場が読みとれる。例えば，図６

の＃１は，“～を多く食べるこ

とは，健康によい/悪い，，など，

健康に対する食品の個別のリス

クに注目する立場といえる。

"漬物の摂取が多いから，減ら

すように助言する,'，“牛乳の摂

取が少ないから，増やすように

イメージマップによる視覚的な思考 これまで親しんできた概念・思考

篭く篭）
／ｉＨｉｏ
Ｄ謹剪<鷺

、蕊＜iｉＩｌ１
思
考
の
統
合
と
発
展

取が少ないから，増やすように

図６イメージ・マップによる新たな思考と，既存の思考との出会い
助言する”などもこの立場に含 と統合

まれよう。＃２は，“複数の食

品のバランスのよさ，，を健康の前提と考える立場であり，“よいバランス”のイメージが詳細な場合は，それ

をその人の食生活理想像と受け取ることができる。＃３は，“摂取頻度のイメージと，健康への必要性のイ

メージとの整合'，を健康の前提と考える立場である。食生活が率直であるか，あるいは矛盾とストレスが多い

か，などが問題となろう。

学生の自由記述内容の主要な部分が，マップからの視覚的な情報で構成されていることは上述したとおりで

あるが，視覚的な情報がすべてではない。７０人中43人（61.4％）の学生は，自由記述の中でたんぱく質，カル

シウム，鉄，塩分など栄養素に関連した単語を併用していた。また，２２人（31.4％）の学生は洋食，和食，あ

るいは主食，副食，主菜，副菜など食品のパターンに関連した単語を用いていた。このことより，学生たちが

妊婦の作成したマップを視覚的に認識する過程で，栄養に関連してもっている他の種類の知識が，視覚からの

情報と連結される形で動員されていることが推測される（図６右)。個人が新たな知識の体系に触れる時に，

それまでもっていた知識の体系が再編成されることが認知科学の分野で指摘されている'2)。本研究の結果は，

栄養に関連した知識のあり方に同様のことが起こり得ることを示している。栄養素の考え方や，主食・主菜の

組み合わせなど，食品のパターンに関する考え方が，人間の栄養と健康を理解する上で必須の強力な概念であ

ることはいうまでもない'3)。しかし，これらの概念を独立に身につけても，それだけでは実際に栄養教育・指

導を行うのは難しい。多様な食の傾向をもつ人々を対象に，効果的な栄養教育・指導を行うためには，栄養素，

食品パターンなど複数の概念を柔軟に組み合わせる必要がある。本研究における,情報の視覚化は，知識を有効

に組み立てる方法として期待できよう。

本研究を開始する動機は，栄養教育における保健医療従事者と住民の相互理解であり，その手段としてイ

メージ・マッピングを位置づけた。この際，問題提起の場としても，手法開発の場としても，またデータを取

る場としても，対話（特に対話の流れの中での思考）が極めて大きな役割を占めていた。本研究の中で出会っ

た対話とイメージ・マッピングに関する３つの局面をまとめて表４に示す。これらの局面の中で，書き留め法

によってマップのイメージと思考との関連を検討できたのは，局面２のみであった。しかし，実際には局面１

（５５）
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表４認識と理解の局面と，それに対応した思考と対話コミュニケーション

対膿ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの種類認職と理解の局面イメージと思考

自分でマップを

作成する

自分の手でﾗﾍﾞﾙを動かし、

その位置を確認しながら、

現れてくる図の意味を

考える。

自分自身をよりよく

理解する。

自分自身との対話と言える。

１

目の前にあるマップの

ﾗﾍﾞﾙの位置から、マップ

作成者の思考を読みとる。

他者をよりよく理解する。

対酷ではあっても、他者の

情報がマップだけなので、
断片的・－方向的な

対騒である。

２．他者が作成した

マップを駐む゜

自分のマップを確認し、

その意味を他者に脱明

する一方で、他者のマップ

について意味を質問する。

自分自身と他者の双方を

よりよく理解する。

本来の意味での対酪

（双方向的）と言える。

他者と自分とが

マップを仲立ち

として語り合う。

３．

と３においても，各々の対話コミュニケーションに対応して，そこに独自の思考・認識が展開していることが

明らかであり，今後の検討が必要とされる。

要約

栄養調査は栄養教育の一貫ではあっても，手順としての両者は独立したものとみなされる場合が多い。しか

し，相手を理解する行為であるはずの“調査，，とそれに続く“教育，，とが互いに別のものであると，そこでの

教育は保健医療従事者からの一方的なものになりやすい。本研究では，保健医療従事者と対象者とが対話の流

れの中で互いに相手を理解しながら，その理解を直接的に栄養教育へと反映させることを目標に，①個人の

食に関する意識・イメージを可視化・表現するイメージ・マッピング手法の開発，及び②得られたマップの

読まれ方の解明を試みた。

筆者らが発案したマッピングの手法は，長崎県Ｎ町における健康教室での試行を通して具体化され，以下の

４点にまとめられた。①主要な食品名のラベル化②横軸上でのラベル配列，③縦軸方向へのラベル展開，

④ラベルの固定。

＜被験者がマップを眺めた時に現れる思考を，被験者自身が書き留める＞という方法で“マップの読まれ

方'，を言語化し，読まれ方の共通点を探った。長崎市内のＫ短期大学食物専攻科学生７０人がマップを読む作

業に参加した。学生がマップを見て自由記述した内容は，①特定の食品ラベルの位置への着目，②複数の食

品ラベルのバランスへの着目，③全ラベルの分布型への着目，の３パターンに類型化された。

食生活をマップにより視覚化すると，視覚的な認識・思考が発動され，食に関する対話が誘導される。対象

者が栄養に関連してもつ他の種類の概念・思考（栄養素，食パターン等）も活性化きれる。食について深く理

解し，学ぶ場として対話を位置づけることが，今後の栄養教育の基本として重要であろう。

＊

２次元イメージ展開法の開発過程で|ま，長崎県長与町保健衛生課の方々，特|こ山口ユキ子，飯塚律子の両氏

より多大なご援助をいただきました。ＮＥＣ佐藤隆博，長崎大学赤崎眞弓，玉木女子短期大学片寄真木子，

大阪国際大学山本勇次，女子栄養大学足立己幸の各氏からは研究方法に関して，また長崎大学安日泰子，

宮原春美，おび産婦人科医院小尾重厚の各氏からは，現場での応用に関して，貴重なご助言をいただきまし

（５６）
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た。記して御礼申し上げます。最後に，この研究の進行を温かく見守って下さった長崎大学衛生学教室斎藤

寛先生に深謝申し上げます。
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