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資料 3   

第 6回 日本発育発達学会 2008. 03. 15・16 於  九州共立大学スポーツ学部  

 

大会長講演 

 
挨	 拶 
	 今回,	 第 6回大会の大会長を仰せつかりました九州共立大学スポーツ学部の小宮です.	 理事長の挨拶に

もありましたように,	 九州共立大学のスポーツ学部は平成 18年の 4月に開設され,	 現在,	 2年生までが在

学しているという新しい学部です.	 	 

	 私が,	 この第 6回大会の開催を打診されましたのが,	 平成 18年 3月に釧路で開催されました第 4回大会

の時でしたので,	 私は,	 その時点ではまだ,	 この大学の教員ではありませんでした.	 私は,	 九州大学を平

成 16年 3月に定年退官しました.	 従って,	 この大学に来ますまで,	 現在のスポーツ学部の先生達とは全く

面識がありませんでした.	 	 

	 このような状況で,	 大会を引き受けられるかどうか,	 非常に悩みました.	 結局,	 学園法人及び大学当局,	 

なかんずく,	 新しい仲間であるスポーツ学部の先生達の協力が得られるということで,	 お引き受けした次

第であります.	 	 

	 それから約 2年間,	 本日まで,	 東国原知事じゃありませんが,	 「学会ば,	 どげんかせんといかん」と,	 い

ろいろ苦労もしましたが,	 大学当局からの資金援助もあり,	 また,	 今回多数の先生方の参加を頂き,	 なん

とか開催にこぎ着けることができました.	 関係各位に感謝いたします.	 	 

	 さて,	 大会会長講演ですが,	 必ずしも毎年やる必要はないとも考えましたが,	 第 5 回大会まで続けてこ

られると,	 私だけが止めるという勇気はありませんでした.	 	 
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	 そこで,	 次のシンポジウムとの関連も考えまして,	 拙い内容ではありますが,	 これまでに私が研究して

きました発育発達研究と身体組成研究を組み合わせて,	 日頃考えてきましたことを,	 「発育発達研究にお

ける身体組成の位置づけ」と題してまとめてみました.	 	 

	 

	 発育発達研究の基本的な課題は,	 抄録にも書きましたように 3 つあると思います.	 第 1 点は,	 身体の年

齢に伴う変化の正確な把握です.	 このことは,	 健康教育に携わる人々にとって最も重要な課題であり,	 発

育発達研究の出発点でもあります.	 第 2 点は,	 発育発達という生理現象の実態がいかなる要因に規定され.	 

影響されているかを検討することです.	 第 3 点は,	 身体の発育発達という生理現象が,	 我々の実生活とど

のような関わりをもっているかを知ることです.	 このことは,	 どのような働きかけが,	 子ども達に望まし

い発育発達をもたらすかを検討することにつながりますので,	 発育発達研究における最終的な課題でもあ

ります.	 	 

	 今回は,	 講演内容を「人体計測値の生物学的・生理学的意味」と「幼児の身体組成」及び「形態指数の

有効利用」という 3つで構成してみました.	 	 

	 

	 最初の話題は,	 「人体計測値の生物学的・生理学的意味」です.	 	 
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	 発育発達研究には,	 先に述べましたように 3 つの基本的な課題があるように思いますが,	 どのような命

題であれ,	 先ず測定してデータを収集しなければなりません.	 	 

	 

	 私の発育発達研究も,	 昭和 40 年,	 1965 年に助手として九大に就職し,	 諸先輩方がやっておられた九州

大学発育発達研究で縦断的なデータをとることから始まりました.	 この研究は,	 各研究年次の間に 5 年の

インターバルを挟みますが,	 延べ約 20年間にわたる定点測定でした.	 このように小学 5年生から中学3年

生まで,	 同じ生徒を追いかける 3 次にわたる縦断的研究でした.	 その研究拠点は,	 都市・農村・漁村・山

村の地域特性をもつ 5 カ所でした.	 ここで得られた個々の形態測定値や体力・運動能力測定値には,	 貴重

な生物学的・生理学的な意味が内包されている筈です.	 	 

	 

	 都市は,	 福岡市の姪浜地区,	 農村は当時の糸島郡前原地区,	 漁村は近年地震で有名になりました玄海島

と宗像郡の大島で,	 山村は五木村などを含む熊本県五家荘でした.	 	 

	 当時の発育発達研究の多くとは云いませんが,	 発育促進現象や発育発達の地域差や性差などを追求する
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ものが多かったように思い出します.	 	 

	 九大の当時の諸先輩方を悪く云う訳ではありませんが,	 測定したデータは,	 その数値の大小や変化を単

に平均値で分析して学会発表されていました.	 このような方法だけでは,	 先に述べました第 3 の課題,	 す

なわち,	 どのような働きかけが,	 子ども達に望ましい発育発達をもたらすかを検討するという発育発達研

究の最終的な課題には十分に対応できません.「これではダメだ」と思いながらも,	 教授には云えない助手

の悲哀を感じた経験もしました.	 	 

	 これらのデータには,	 当然生物学的な意味も内包されているのになぁと思いながら,	 教授の定年退官と

同時に霊長類や昆虫或いは古生物などの学問分野で行われていた「相対成長；relative growth」という

allometricな手法をとり入れてみました.	 	 

	 

	 これは,	 私が 37歳の 1978年,	 今から約 30年前に体育学研究に投稿した論文の図をコピーしたものです.	 

見にくいですが,	 初潮年齢の早い順に●・△・□・○で示した 4 つのグループの身長と体重を両対数グラ

フ上にプロットして,	 その相対発育を見ています.	 相対発育というのは,	 物理学的な時間,	 つまり暦年齢

を潜在要因として,	 生物の示す変化のテンポである生物学的な時間に基づいた発育現象の分析法です.	 初

潮年齢という暦年齢は異なっても,	 このように身長と体重の相対的な発育テンポは初潮年齢の異なる 4 つ

のグループでも同じなのです.	 つまり,	 初潮年齢は違っていても,	 身長では 143cmから 147cmの間,	 体重

では 35kg と 38kg の間で今まで以上に体重の発育テンポが身長の発育テンポを上回ります.	 つまり,	 ここ

に示しましたように回帰直線の勾配が急勾配に変わる変移点（critical point）が現れます.	 この critical point
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は初潮年齢に関係なく,	 身長の peak velocity（PHV）と体重の peak velocity（PWV）との間に現れます.	 ま

た,	 初潮は早い遅いに関係なく,	 この critical pointの後に発来し,	 どの初潮年齢群でも平均体重約 44kgで

発来します.	 従って,	 初潮年齢の遅い子は,	 体重 44kgに到達する年齢が高いということです.	 	 

	 次に,	 同じ手法で身長と体重の相対的な発育の時代差を見てみました.	 	 

	 

	 1984年（昭和 59年）を赤線で,	 2004年（平成 16年）を黄色で,	 それぞれの 6歳から 17歳までの男子

の身長と体重の全国平均値を両対数グラフ上にプロットしました.	 例えば,	 身長 140cmにおける両年代の

子どもの体重を比較しますと,	 黄色で示した 2004年の子ども達の体重の方が 1kg重いと評価されます.	 つ

まり,	 身長という body sizeは同じであっても,	 現代っ子の体重は昔の子より重いのです.	 この重い体重の

中身が気になります.	 	 

	 これは,	 身長と云う形態変数と背筋力と云う機能変数を同じように両対数グラフにプロットしました.	 	 

	 

	 新体力測定になって背筋力の全国データがありませんので,	 1975年（昭和 50年）を黄色で, 1995年（平

成 7年）を赤で,	 それぞれ 10歳から 17歳までの男子の身長と背筋力の相対的な発達を比較してみました.	 

ここでは,	 身長が 160cmである両年代の子ども達の背筋力の違いを見ています.	 赤で示した平成の子ども
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達は,	 同じ身長でありながら背筋力が何と 11kg も 20 年前の子ども達より劣ります.	 この方法による背筋

力の測定値は,	 重くなった体重が負荷にはなりませんので,	 その後,	 この差の原因を体重の中身である身

体組成の面から研究したこともありました.	 	 

	 このように,	 測定した個々のデータの中には,	 生物学的及び生理学的な意味が内包されていますので,	 

子ども達の望ましい発育・発達にとって適切な働きかけを検討する発育発達研究においては,	 幅広い視野

からの分析が必要となります.	 	 

	 

	 では次に,	 身体組成研究を幼児の発育発達研究に適用することを考えてみます.	 身体組成とは,	 人体を

構成する種々の成分を意味しています.	 現代,	 身体組成を分析する技術は,	 血を見ない“非観血的解剖”

によって,	 体内の種々の物質を定性し,	 ある物質については定量することも可能にしました.	 	 

	 そこで,	 1992年Wangらは,	 人体の構成要素を原子レベルから組織̶系のレベルに分類して有機的組織体

である whole bodyを構成するという 5段階モデルを提唱しています.	 	 

	 

	 幼児の発育発達研究でも,	 分子レベルにおける人体の構成成分の定性や定量が重要であるとは思います

が,	 これらの分析法には技術的にもコストの面でも極めて困難な問題があり,	 この種の研究は非常に少な
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いのが現状です.	 結局,	 どのレベルであれ,	 体重という重さの変量は,	 人体を構成するあらゆる要素の総

計と云うことです.	 そこで,	 発育発達学における研究の多くは,	 体重の構成要素を 2-成分に分割して研究

しています.	 	 

	 

	 つまり,	 体重を脂肪体重と必須脂質,	 水分,	 蛋白質,	 ミネラル,	 残余物の合計である除脂肪体重の合成

変量であると考える訳です.	 	 

	 身体組成研究には 3つの研究領域が考えられます.	 	 

	 

	 第 1 の領域は,	 生きたヒトの人体構成要素をレベル分けして,	 それらの関連性を明らかにする領域です.	 

第 2の領域は,	 種々の構成要素に関する測定法の開発と改善です.	 そして,	 領域 3は,	 発育・発達・加齢・

運動・疾病などの生物学的要因との関連を研究する領域で,	 これが身体組成研究では最も重要な領域であ

ると考えます.	 	 

	 実は,	 身体組成という学問領域は,	 近年,	 体力科学・臨床栄養学・臨床医科学などの分野で,	 特に,	 欧

米を中心に活発に行われています.	 	 

	 前に述べました現代っ子の特徴ですが,	 身長は同じなのに体重が重くなっています.	 この点に関して,	 
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体重を構成しているどの物質が増えて体重が重くなっているのかという解剖学的構造を研究することも重

要ですが,現代っ子では背筋力も 10kg 程劣っているのです.	 このように,	 現代っ子は,	 身長は同じでも,	 

体重を構成する或要素が増えて体重が増し,	 背筋力が低下しているのです.	 このような生理学的機能と身

体組成との関係を検討することも重要です.	 	 

	 

	 発育発達学では,	 身体組成研究について先に述べました領域-3 の枠組みの中で人体の構造と機能は同時

に研究すべきです.	 こういう意味で,	 身体組成研究は従来の解剖学を一歩前進させて,	 生理機能との関連

をも合わせて見ていくという点で,	 今後は,	 dynamic anthropometry;	 機能的人体解剖学として益々重要視

される領域であると思います.	 	 

	 しかし,	 体重を構成する身体組成を 2-成分として間接的にその量を推定する原理を幼児に適用する場合

には,	 多くの問題点に遭遇します.	 	 

	 

	 体重を構成する未知の身体組成成分Cは,	 測定可能な物質の定常状態,	 例えば,	 除脂肪組織の densityは

1.1g/ml, hydration が 73.2%で一定であるといった原理を利用して間接的に推定しています.	 しかし,	 この

定数は白人男性の死体解剖の結果によるもので,	 そのまま日本人幼児には適用できるものではありませ

ん.	 	 

	 これまでにも多くの間接推定法が開発されていますが,	 それらの方法の基本は,	 densitometry と
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hydrometryの 2つの方法です.	 	 

	 これは,	 Lukaskyという研究者が 1987年に種々の間接推定法を成人に適用した時のコスト・技術上の難

易度・精度などを点数化したものを私がこのような尺度で total 20点満点に書き直したものです.	 	 

	 

	 Hydrometryを応用した Impedance法が最も高い 17 点を獲得しています.	 Lukasky 本人が BIA を熱心に研

究している人ですから仕方ないかも知れません.	 しかし,	 日本で開発・販売されているインピーダンスを

用いた測定機器は体水分量を直接測定しておりませんので,	 精度が低く,	 これ程高い得点にはならないと

考えます.	 	 

	 次に高い得点は,	 水中体重や狭いカプセルに閉じ込めて測定した体密度（density）を利用した

densitometryです.	 この方法も除脂肪組織の密度 1.1g/mlと脂肪組織の密度 0.9g/mlという定常状態を前提に

します.	 この前提は,	 成人でさえ問題視されており,	 人種やトレーニングによってこれらには変異がある

ともされています.	 まして,	 一定方向へ発育し続け,	 個体変異の大きな幼児で,	 はこれらの密度が一定で

あるとは考えられません.	 また,	 水中で体重を測定する方法など幼児にとって容易な方法ではありません

から,	 空気置換法を用いるのでしょうが,	 これとて外国人サンプルで開発された推定式が日本人幼児に適

用できる保証はありません.	 幼児の体水分量は,	 重水希釈法で測定可能ですし,	 私も数多く測定してきま

した.	 	 
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	 この方法の測定原理である水和の定常状態は,	 成人で 73.2%とされています.	 しかし,	 幼児の体水分量

が測定できたとしても,	 発育を遂げつつある幼児における除脂肪組織の水和が成人と同じである筈もなく,	 

一定である筈もありません.	 	 

	 上の表は, Fomonらが 1982年に重水希釈法を用いて報告した 0歳から 10歳までの小児の除脂肪組織の

水和定数を示しています.	 このように小児における除脂肪組織の水和は,	 成人のようにコンスタントでは

なく,	 0歳の 80%から年齢の進行に伴って漸次低下しますが,	 10歳でも 75% - 77%の水和を示しています.	 

日本人幼児では,	 このような水和は同定されていません.	 	 

	 幼児の身体組成研究に密度法や体水分法を用いることは,	 種々の点から極めて困難です.	 	 

	 

	 あれやこれや考えますと,	 幼児に対して現在の身体組成推定法を適用する妥当性は極めて低いと云わざ

るを得ません.	 	 

	 そこで,	 日本には 8 歳以下の幼児の体脂肪率を皮下脂肪厚から推定する式も impedance から推定する式

もありませんので,	 良くない妥協ではありますが,	 外国人幼児で開発された推定式を日本人幼児に適用し

てみました.	 	 

	 

	 皮下脂肪厚の対数値を用いた Lohmannの式とインピーダンス値を用いた Houtkooperらの式を使って,	 2

歳から 4歳までの日本人の男児 45人と女児 60人の%Fatを計算して平均値を比較してみました.	 皮下脂肪
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厚とインピーダンスの測定は,	 私が一人で行いました.	 けなげにも,	 私の苦労を考えてくれてか 2 つの方

法の平均値は,	 このように男児 16.33 と 16.06,	 女児 16.00 と 16.43 と男女とも非常に近似した値を示して

くれました.	 	 

	 このような場合,	 測定値の誤差が大きく影響を及ぼしますので,	 私自身がとりました測定値のバラツキ

を見てみました.	 Impedance の測定値には殆どバラツキがありませんので,	 皮下脂肪厚だけの測定誤差を

表に示しました.	 

	 	 

	 4部位をそれぞれ同一 caliperで 3回測定し CVを求めましたら,	 2.1 – 4.2%と結構小さな値でした.	 でも,	 

「これくらいなら良いだろう」とは行かないように思います.	 	 

	 また別の問題として,	 人生の中で BMIが底をつく 4-5歳の頃の幼児を体脂肪率	 %Fatで評価する必要が

あるのかという問題もあります.	 「あなたは%Fatが高いから,	 運動をして痩せなさい！」などと幼児達に

云えるでしょうか？現在研究しております保育園で観察していますと,	 結構太った%Fat の高い子が活動

的で,	 運動能力にも優れていたりします.	 まして,	 話は飛躍しますが,	 日本人の 8 割以上が持っていると

云われている“携帯電話”で体脂肪率が測れるようにする,	 等と聞きますと,	 長年身体組成を研究してき

た者として,	 「一体,	 体脂肪率とは何か？」と思い悩みます.	 	 
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	 身体組成,	 これは確かに発育発達学にとって必要な tool ですが,	 幼児の身体組成が正確に推定できるよ

うになるまで,	 今暫く,	 それらの適用は慎重であるべきだと考えます.	 	 

	 幼児の身体組成が正確に推定できないとなると,	 子ども達の発育発達を身体組成の面から研究するには,	 

どのような toolを用いたら良いのか？当然,	 研究目的によってその toolは,	 選択されるべきですが,	 単一

の測定値,	 身長と体重などを 2つ組み合わせて体格指数として分析に用いることも考えられます.	 	 

	 体格指数は,	 決して身体組成を直接示すものではありませんが,	 間接的には身体組成を表現している形

態指数もあると考えます.	 体格指数といえば,	 古くから幾つかの指数が報告され,	 それぞれの欠点も指摘

されています.	 	 

	 

	 ここには,	 身長と体重の比を用いた代表的な 6 つの指数をあげています.	 比体重・ケトレー指数・ポン

デラル指数・ローレル指数・シェルドン指数・アブデル-マーレック指数などは良く使われています.	 	 

	 しかし,現在,	 成人の体格指数として世界的に広く用いられているのは Body Mass Index (BMI)です.	 こ

の指数は,	 Kaup指数,	 英国では Quetlet指数とも呼ばれていたものを Keysが 1972年の論文で BMIと命名

したものです.	 	 

	 

	 ご存知のようにBMIは,	 体重を身長の二乗で除した指数ですし, Kaup指数も単位は違いますが体重を身
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長の二乗で除します.	 	 

	 そこで,	 Kaup 指数の単位を BMI の単位である kg と m に直して,	 上にように書き直しますと,	 体重

13.38kgで身長 91.8cmの幼児の BMIも Kaup指数も共に 15.88kg/m2となります.	 ところが,	 身長の変動が

小さく,	 体重だけが変動する成人とは違って,	 幼児のからだは身長・体重共に時期によってそれぞれ特徴

のある変動を示し,	 伸長期と充実期を繰り返して思春期に達します.	 	 

	 従って,	 幼児の BMIは,	 4 – 5歳頃に人生で最も小さな BMI値になり,	 その後 reboundして増大に転じ

ます.	 	 

	 

	 このことを,	 1980年代の後半に Rolland-Cacheraらは,	 BMI-reboundとか adiposity-reboundと呼んで,	 こ

の出現が早い子は将来過体重になる傾向が強いことなどを報告しています.	 このような見方も,	 幼児の身

体発育を検討する有効な手段であると考えます.	 しかし,	 成人とは異なって,	 幼児のBMIには解釈上注意

しなければならない問題点があります.	 	 

	 

	 BMI がローレル指数などより優れている点は,	 身長の高低による影響を受けることなくほぼ一定の値が

得られることにあるとされています.	 つまり,	 成人では,	 身長の影響がコントロールされている指数だと

云うことと,	 体重との相関が高く,	 皮下脂肪厚などとも比較的高い相関を示します.	 従って,	 成人ではあ
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る程度肥満の尺度として BMIが使えそうです.	 	 

	 しかし,	 先ほどのように,	 幼児の BMI は,	 年齢の進行によって V 字形を示しますので,	 このように 5

歳位まではBMIと身長の相関は男児 0.179,	 女児 0.166とかなり低いのですが,	 5歳以降にこの相関は 0.447,	 

0.430とやや高くなります.	 	 

	 

	 つまり,	 5歳以降 8歳位までの幼児では,	 身長に引っ張られて身長が高いほど BMIが大きく,	 身長が低

いと BMI が小さいという不都合な点が生じます.	 従って,	 総じて 5 歳までの幼児であれば BMI は身長の

高低に影響されずに,	 ある程度身体組成を反映した体重を考察することができそうです.	 勿論,	 この段階

で,	 その体重が体脂肪量何 kg と除脂肪量何 kg で構成されているかなどはわかりません.	 	 

	 次に,	 1990 年頃,	 成人を対象に BMI の体重成分を除脂肪量成分(FFM)と脂肪量成分（FM）の和である

として,	 FFMと FMをそれぞれ身長の二乗で除して除脂肪量指数（Fat-Free Mass Index, FFMI）と脂肪量指

数（Fat Mass Index, FMI）として栄養管理に伴う身体組成の変化などを追求する方法が臨床医科学や栄養学

に導入されています.	 	 

	 

	 一方,	 幼児のFMI,つまり,	 体脂肪÷身長 2とBMI,つまり,	 体重÷身長 2の回帰式を求めますと,	 男児で

は r=0.754,	 女児では r=0.815という高い相関係数が得られます.	 	 
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	 そこで,	 上に書いた回帰式の両辺を身長 2（H2）で割りますと,	 下に書いたような体脂肪量の推定式を作

ることができます.	 この体脂肪量（FM）は,	 impedance法で求められていますので,	 impedance法の推定原

理を幼児に適用する不確実さを考えますと,	 この式の妥当性はにわかには信じられません.	 しかし,	 日本

人幼児の確実な身体組成推定式が開発されるまでの tool として,	 このような式の検討を行っても良いのか

なとは思っています.	 	 

	 

終わりに	 

	 長い間聞いていただきありがとうございました.	 大会長講演に相応しかったかどうか？自信はありませ

ん.	 単に,	 自分の発育発達研究 40 年の一部を語ったに過ぎません.	 これから益々重要になってきますわ

が国の発育発達研究を背負っていかれます皆さんに,	 何一つ有意義な内容も提供できず申し訳ありません.	 

お詫びいたします.	 若い皆さんの今後の健闘を期待します.	 ご静聴ありがとうございました.	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


