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女子青年の摂食障害傾向におよぼす痩身モデルの影響に関する
社会心理学的接近
A Sociopsychological Study on influences of thin models
on Drive for Thinness in Female Adolescents.
The present study examined the relationships among drive for thinness, comparisons
with thinness models depicted in media, comparisons with same-sex peers, and thin-ideal
internalization. Various scales were administered to female adolescents (N =247). To examine
the relationships pattern among various scale scores, the structural equation model analyses
(Amos7.0 ) were executed. The good solution was found. Drive for thinness among female
adolescents was influenced by comparisons with same-sex peers more than thinness model in
media. The relationship was mediated by thin-ideal internalization.
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Ⅰ. 問題
痩身願望におよぼす「痩身モデル」の影響は，米国ではかなり前から取り組まれており，Journal

of Social a nd Clinical Psycholog y 誌などを中心に多くの研究が発表されている。Groesz
et al. (2001)は，雑誌などのメディア媒体に提示された「痩身モデル」の影響に関して取り組まれた
先行諸研究で得られた知見を対象にメタ分析を行った。
「痩身モデル」の影響は，Thompson and
Stice(2001)によれば，
「痩身モデルの内在化」によって引き起こされる。つまり，魅力に関する社会
的基準として「痩身性」の心理的取り込みが重要なのである。この「内在化」には，当事者の社会的
比較傾向が関連する(Dittmar and Howard, 2004など)。しかしながら，米国の研究者によって多く
の研究がもたらされている「痩身モデル」
の心理的影響に関する一連の研究を見ると，以下の問題に
関する研究が欠落している。①日常的に接触する「テレビ」や「女性雑誌」などのメディアや日常の友
だち関係における
「痩身モデル」の相対的影響，②「痩身モデル」の身体的影響。
以上のことを踏まえて，痩身願望におよぼす社会的比較の影響に関する質問紙調査を女子青年を
対象として実施した。
Ⅱ. 方法
調査の対象および調査の実施
同志社女子大学での社会心理学関係の講義を利用して，質問紙調査を実施した(2010年6月14日)。
回答時には匿名性を保証し，質問紙実施後に調査目的と研究上の意義を簡潔に説明した。
青年期の範囲を逸脱している者(25歳以上)を除き，後述する尺度にそれぞれ完全回答した女子学生
247名を分析対象とした。回答者の平均年齢は18.54歳(SD =.810, 18 ～ 22歳)であった。
質問紙の構成
質問紙は，回答者の基本的属性に加え，①社会的比較傾向尺度，②痩身理想像内在化尺度，
③同輩との比較尺度，④モデルとの比較尺度，⑤痩身願望尺度，から構成されている。その他，
回答者の体格に関する設問や日常の行動傾向に関する測定項目も設けたが，本報告では省略する。
Ⅲ. 結果と考察
各尺度の検討
各尺度では，リッカート法(4件法)が用いられた。
(1)社会的比較傾向尺度(Table 1)
日常 的に他 者との比 較を行っているかを測 定 するために，Gibbons & Buunk(1999)の"IowaNetherlands Comparison Orientation Measure"の和訳版(11項目)を作成した。項目分析により
2項目が除去され，残りの項目の平均値を社会的比較傾向得点とした(α=.793)。
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Table 1 社会的比較尺度の検討－主成分分析と信頼性分析の結果－

(2)痩身理想像内在化尺度(Table 2)
回答者が痩身理想像をどの程度抱いているかを調べるために，Stice et al. (1996)に基づいて10項目
から成る尺度を作成した。2項目の結果が不適切であり，残りの8項目の平均値を痩身理想像内在化
得点とした(α=.861)。
Table 2 痩身理想像内在化尺度の検討－主成分分析と信頼性分析の結果－

(3)同輩との比較尺度およびモデルとの比較尺度(Table 3・4)
Thompson et al. (1991)は，他者との外見比較を測定するために"The Psysical Comparison
Scale"を開発したが，本研究ではこれを参考に，同輩との外見比較と雑誌やテレビに登場するモデ
ルとの外見比較を別々に測定するための尺度を作成した(各5項目)。項目分析の結果，各5項目の平
均値を同輩との比較得点(α=.789)，モデルとの比較得点(α=.806)とした。
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Table 3 同輩との比較尺度の検討－主成分分析と信頼性分析の結果－

Table 4 女性モデルとの比較尺度の検討－主成分分析と信頼性分析の結果－

(4)痩身願望尺度(Table 5)
回答者が抱いている痩身願望の程度を測定するために，馬場・菅原(2000)が作成した痩身願
望尺度(11項目)を利用した。項目分析により1項目が除去され，残りの項目の平均値を痩身願望得
点とした(α=.944)。
Table 5 痩身願望尺度の検討－主成分分析と信頼性分析の結果－
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(5)尺度得点の検討(Table 6)
(1)から(4)の各尺度で得られた得点の分布と平均の検討を行った。
Table 6

各尺度得点の検討

共分散構造分析

Amos7.0を利用して「社会的比較→痩身願望」
に関する因果分析を行った。相関分析や一連の重回帰
分析の結果に基づきモデルを作成し，
観測変数の構造方程式(最尤推定法; 豊田, 1998)の分析を試みた。
修正指数を参照しながらパスの設定を変え，モデル適合度を改善し，最終モデルを得た(Fig.1)。①「社
会的比較傾向→同輩との比較→モデルとの比較」
の有意なパスや，②「同輩との比較→痩身理想像内在
化→痩身願望」
の有意なパスは，以下のことを示唆する。女子青年の痩身願望の発生にとって，テレビ
や雑誌などに登場するモデルが鍵となるよりも，日常的に接触する同輩関係における痩身モデルの存在
が重要となる。

Fig.1 痩身願望，痩身理想像内在化，および社会的比較の関連
－観測変数の構造方程式(Amos7.0，最尤推定法)による因果分析(N=247)－
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<注>
データの統計的解析にあたって，PASW Statistics 18.0 for Windows およびAmos7.0を利用した。
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