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目的　前報

食　物　33

尿中Ha. ＼:ﾉ良命中No.Oi母とろ･の関係t  味覚尽χL^ の幻
一食生名の象眼関ｲ細研 秀一

東気紫雅文 叙 身櫛孝　o 回代掛3-　尤下奥津胤

ざ尿- 参事中H八 試献釈にぶる味覚テストり塩味正浩教マ`ぼ、艦i
にぷる影曜 があ%  - ■ ̂- 認̂ めr=、今 回ば、母 子について、尿・准事中庫=量^  閃係 球び昧鸚

感演 い 関 係、耳代差り黄 釘 右行 ノだoir 報皆する。

方淑a ）対象　 そ01 i  a 対 象c= リ標作為抽 叔3'れた母 と｡子（ が 子学生）/ぷ租

平均耳齢（ 才）母 私J ±zn　 引8.5 ±0.5'　平均体重( 吋 ）母? 回お｡6　1 &2.t 土邨
平均 身長 ひ。）母1鍼ﾜ 土餅　 引 豚4?土E2 平均 尿量C* £）母 卯r 土％2 チおり土逼え

平均律表勧積（'x?）母1, 荷 土c.o^　 子 叫6 土 助?

b)  時期　匪§和 四牟７月下句　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼ト
c)  内窟Ｕ

ぴは クロラ/i ドツ-  ター　フレ ア寺 ＝ン1才ゐがざμ､によリ測軋
c 食事中塩分量　 その1  にi  る食李調査成績

(l)味鶏テスI-　 そタ･1    fc同崔り 沁放こり試 験私 仁<r >ﾉ行 った

砧果a)  全く舷立に鳶量し友尿 中 A/a ir 皿司閥に、母t 子各 々に嵩い相関が得られレ 随測

大祓 の侶頼ﾉ匪の烏いこ とが認あられた･
b）春塩濃 農計 卵奴び量 乙平均 値母 似 丈2.6?，3- 肪±2㈲ ）t 炎島光度計の陥び祁

当量（ 々 彷よz^j ， 子･7.7±2.2幻 の間に母 と子各 幻＝廂 厠が認められ乱

C)   尿中陥劃定値β-7 いT, 母子湘関が認あられた。
d)  原 中陥刺定値 ヒ陳 覚テスト塩昧正苓教乙り間には相関ぼ認あられなtr 。r=。

A 65 食品の色と嗜好iて関する研艶（ 第s 報 ）
一年齢および男廿溜の相濾にっいマー

香川県明善短大　　　川徽　節ジﾆ

目的　 食憂lの色|て関t 石嗜 好 性 にっ い-?. ／?7 年̂ か らm 始 し 尺調査 維果 と廿 ﾁﾞ大^ の官

能 検 査邱 果vヽら「 色ヒ食欣 ヒ の関 連性 、色彩 嗜好 の発進,  フ ン９ レ・ 色f  I-対t  る嗜埓 度

どの関 連 性 、麦物 嗜好 ヒ違偲 食晶 どの関遠 性Ｊ などμ報･り つ代') 家旅秀 会維 会で報 告 し穴、

色彩 に関了 ふ研曳 報告 ほ、意 匠芳 と心理嘗 の方 面 に多く 易 ら以 ふが食品 関係 ではナ 分では

な い 。今 回は|色彩lで対-^ 石嗜 好熹 、速雙 食＆ 、Se。大八Yiﾋic    diffet-e剱ia.法 （SD 法）でより 、

昇齢 間お よび 男せ闇 の相it につ いて襖討 し霖 。

77法　 嗜好皮ﾋ｡ 連亮 食 釦にっ い て13.    第2 報（ 岑32 回維tS＼    Iのテ ープ（/2～ぶ丈2,26  7創

を善 本（で, 「 赤 、オレ ンジ 、系 、債 、蒙緑 、禄 、･t 、紫 、ピ ンク」 の^ 色色忿検哭 とM 関

薦数などにより冷ヽ所 しf" 。F.B回^r パ3:嗜好喪を豪欲増進 一滅
追 の炭 兪と｡して表幻してい乙。本報 ずぽ. μ に示すSぼ(ﾏ よ

り食欣増攻(マ起 因-t 心因子についても介所 した。

郵屎　i)占,t､広によ心嗜好喪(2 、赤 パオレンジÅ 外は年齢ヽ

蓼刀喋 意 であっT' 。2)男々闇､ては㈲郷 ～o.enoKの迦関廊

得らが瓢3) 連偲食品僻 の出現序 ほ、年齢 、男々 隅の篆が必

ゐびi.な食艮ゑ には尺葺恥見｣ら刺ない。萄励弘yﾒ､に の蕎ﾐ?ﾁﾞ高

放生が連昶し六食品は、液きっ癩 、東 、レモン、リんご 、な

寸 であ｡､ 代、5)£Dまの｛ 果flヽ らほヽそれぞれ9  色の食庸増蘆

に島 原了石因子ヒその鳶 庫を馳 栗しK ．


