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ABSTRACT

The number of different data may increase accompanying the increase of survey and reach a
saturation point in due time. This would be figured as a saturation curve. In practical survey,
however,

it

is

difficu一t

to

obtain

the

whole

data

or

the

saturated

value

of

the

data.

A

theoretical

method was known to obtain the saturation point from the accumulating data in the microcosmic field
of enzymatic reaction. This paper is its application to the social or ecological phenomena. In obtain‑
ing the saturation point, it must be necessary to select the range of the saturation curve, i. e., initial,
middle
range.
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meals, a reasonable saturation value was obtained. The saturation value was smaller, when it was
estimated from the number of food items on the less number of mea】s. In other words, this indicates

that the more the survey, the better it reflects the phenomena. Ryukyu Med. J., 14(3)183‑185, 1994
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賭

言

データの蓄積は調査回数の増加とともに増加してい
き、ついにはその最大値あるいは飽和値に達するであ
ろう。この増加曲線は飽和曲線として示される。しか
し、一般的な調査ではその飽和値に達するまで調査が
遂行されることはない。いわば、飽和値がどれほどに

なるか、増加の様相のみからでは明らかにされないし、
その値を決定する必要性もある"0
ところで、飽和値に達するような増加曲線が与えら
れた場合、化学反応というミクロの世界では、その飽
和値を決める方法が昔から知られている2)。われわれ
はこのことをすでに食事回数の増加に伴う摂取食品品
目数の増加という社会的あるいは生態学的調査に応用
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し、飽和値を決定した1)。しかし、その報告では、あ
る制限すべき条件が必要であったが、飽和値の結果の
みの記述におわり、その詳細について述べることは後
に残した。本文はその詳細を記載したものである。
飽和曲線から飽和値を求める方法
基盤となるデータは既にわれわれが既に報告したも
のを用いた。それは実際に女子大生30人を対象に、連
続5日間の食事、一日3食として述べ450食において
摂取された食品品目について述べたものである1)。そ
こでは食事回数の増加に対して、摂取されていく食品
品目数は漸次増加していたが飽和値に達してなかっ
た。
飽和値、すなわち最大摂取食品品目数を算出するに
は、食事回数およびそれに対応する摂取食品品目数の
それぞれの逆数を対応させ、前者を横軸、後者を縦軸
とし、実際の値を打点していく必要があるト2)。その結
果がFig.1である。しかし、飽和曲線から飽和値を得
るためには、実際上その曲線の初期の区分を考慮する
か、中間かあるいは終局の区分を考慮するかで飽和値
が異なる。そのため、われわれは本文において、飽和
曲線から飽和値を求める際、その曲線のどの部位に着
目するかを主眼として検討することにした。
図から明らかなように、横軸の右から左にみて、縦
軸の打点は直線的に減少していくようにみえるが、横
軸の数値が小さくなると、縦軸の打点は急激に低下し
ている。この図の打点をみると、ある範囲によっては
直線が得られるようにみえる。
Fig. 1において、横軸が0.1 (調査回数10)から1.0 (調
査回数1)までの5打点をもとに直線を引くと、直線
Iとなる。縦軸との切片の逆数から、最大摂取食品品
目数は133となった。また、横軸の0.167 (調査回数6)
から0.017 (調査回数60)までの打点で直線を引いた
のが直線IIである。この値からの最大値は252であった。
これらIおよび工Iで得られた値は実際に摂取した食品
数503品目より少ない。直線IIIは、調査回数50から450
までの摂取食品品目数からみた直線である。その時の
最大値は626であった。この値がわれわれが文献1で
採用したものである。
適正な飽和値を得る方法
Fig.1のように、直線の得られる範囲を、調査回数
の高い方、換言すれば、曲線の終局部位に合わせてい
くと、そこから得られる最大摂取食品品l目数の値も大
きくなっている。この意義は大きいといえる。その理
由は、調査回数の少ない範囲、換言すれば、曲線の初
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Fig. 1 Method to obtain the maximum of the consumed food
items accompanying number of meals: The data used
here are based on reference 1). By corresponding the
reciprocal values of the number of meals to those of the
consumed food items, the dotted values were obtained as
in the figure. The slope of the line varies according to
the section under consideration, the initial (I) , middle
(II) and final(III). The reciprocal values of the inteト
cepts at the ordinate give the maximum of the consumed
food items for each line. The values of the intercepts
are 0.75× lO"2(133) , 3.93× lol′(252) and 1.60× 10‑;
(626), for the line I, II and III, respectively, where the
values in the parenthesis are the reciprocal values of
the intercepts, i. e., the maximum values. The values
obtained from the line III corresponded more to the
observed values. For detail see the text.

期の部位から算出された最大摂取食品品目数は実測値
で得た摂取品目数より小さい値しか出ず、調査回数の
少ないデータから調査回数の大きいデータを見積もる
ことができないからである。
このことから、飽和曲線からその飽和値を得るには、
その曲線の終局部位で範囲を設定すべきであると結論
づけられよう。このことはさらに理論的にも調査回数
は多いほどよいということも示しているゆえ、自然の
理に適っていると言えよう。しかし、ミクロの化学反
応では、この種の適応は反応物の濃度が低いところで
なされる。濃度がかなり高いところでは逆に反応速度
は低下するためであるJ)。その点、マクロの世界とミ
クロの世界の違いがある。
このような事実は、調査回数とそこで得られるデー
タの飽和状況から、逆に調査の種類によってはどれだ
け調査回数をすれば満足いく調査が行われているかと
いう指標を与えてくれるであろう。この点この種のよ
うなデータ蓄積と解析がより多く持たれてもよいであ
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1)調査回数の増加とともにデータは蓄積されていく
が、ある時点で飽和に達する。いわば飽和曲線を形成
する。その好例が、食事回数の増加に伴う摂取食品数
の増加である。
2)調査では、飽和曲線から飽和値がどれほどになる
か実際的には得られない。しかし、飽和曲線から飽和
値を得る理論的方法がミクロの酵素反応で知られてい
る。それを摂取食品品目数の調査に適用した。
3)理論的に飽和曲線から飽和値を決める際、その曲
線の初期区分中間区部、終局区分かを考慮することに
よって、飽和値が異なる。摂取された食品数について
検討したところ、初期区分からの飽和値は低く、終局
区分からの値が実際の値をよりよく反映していた。
4)以上のことは、調査回数の少ないデータから調査

ほか
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回数の多いときを想定したデータを見積もる際、その
飽和値を低く見積もりがちになる。換言すれば、理論
的にも調査回数は多いほどよいことを示している。
文
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