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健康運動指導士養成講習会 

講義資料 No. 1（九州大学名誉教授：小宮 秀一著） 

運動と体重・身体組成調節 

はじめに	 

	 	 本資料は,	 違ったタイプの運動トレーニングによって起こる体重や身体組成の変化の特徴について記述する.

しかし,このことは,運動トレーニングに対する適応が,トレーニングのレベル,性,体脂肪のレベルと分布,年齢,

及び遺伝的体質など相互に関係する多くの要因に依存するので難しい課題である.	 

	 	 運動によって誘発された身体組成の変化を評価するための決定的な測定法がないため,このことは尚一層困難

である.	 

	 	 従って,身体組成に及ぼす運動トレーニングの影響を調査する研究の多くは比較的短期間（即ち,8 週から 20

週）について行われている.	 	 

	 	 それに対して,身体組成の変化に及ぼす運動トレーニングの影響は長期間の実施で現れてくる.	 	 	  

	 	 	 	 	 短期の運動トレーニング研究は,	 その変化が指数関数的であり,	 結局はプラトーになると思われので

非常に難しい問題である.	 	 

	 	 	 	 	 	 習慣的な運動実施者と不活動的な個体間の縦断的な比較は,	 どれくらい長期の運動トレーニングが身体組成

に影響を及ぼすかに関してはある程度のデータを提供するが,これらの比較は結果にバラツキがあるので明確で

はない.	 	 

	 	 	 	 	 	 運動トレーニングによる身体組成の変化は外的要因(例えば,	 性,年齢,遺伝的体質)に依存しているので,運動

トレーニング・プログラム後の身体組成の変化は個体間で異なる.	 

	 	 	 	 	 	 このように,運動トレーニングによる身体組成の変化の特徴を表すことは簡単な問題ではない.	 	 

	 	 	 	 	 	 研究対象者間の身体組成にはかなりのバラツキがあるので,運動トレーニングで誘発される変化も大いに異な

るであろう.	 	 

	 	 	 	 	 	 実際,運動トレーニングに対する適応に関しては矛盾する結果が多く存在している.	 	 
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1. 健康と身体組成  

<資料  - 1> 

                  

   

     身体を構成する物質の最小単位は原子であり, 次にこれらの小さな原子から分子が組み立てられ, 分子は 

   細胞を構成し, 細胞は組織, 器官, 系を構成して全身となる. 

        これらの構成要素からなる身体は, 発育と加齢の中で変化していくが, その身体はライフスタイル(特に, 不 

      活発でストレスに富んだ) の中に存在し, 特に食行動や身体活動などの健康行動に影響されて体内の構成物は 

      変化する. 

        健康と身体組成の関連は, 原子, 分子, 細胞などのレベルの変化より除脂肪量 (LBM: 必須脂質＋水＋蛋白 

      質 +ミネラル＋残余物で構成される)と必須脂質である貯蔵脂肪(FM) の 2成分で考察される.  

       1) 身体組成の基準値  

     健康な状態と云うのは長期間のエネルギー・バランスがゼロの状態にあり, 健康障害が発生する危険率は最 

      低であるが, 体重の増加や減少は, これらのバランスの変化によって肥満や栄養失調と云った危険率を高める. 
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<資料  - 2> 

	 	 	 	 	 	 	 	 	     

＜資料  – 3＞  

                                                         

	 	  アメリカでは, 広い範囲に及ぶ数千人の被験者に関する人体計測学的研究や栄養学的研究の詳細なデータから 
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   平均的なボディ・サイズに基づいた身体組成の理論的なモデルとして, 20歳から 24歳までの男性基準体(Reference 

   man)と女性基準体(Reference woman)が作成されている.  

     このような基準体の概念は, この身体組成を達成するまで努力すべきことを意味するものではないし, このよ

うな基準体が望ましい身体組成の状態を意味するものでもない.  

     しかし, 日本には現在でもこのような基準体モデルは存在しない.  

     わが国で最初に報告された身体組成は(1964年), 18歳から 27歳までの 96名の男性と 18歳から 23歳までの 112

名の女性の身体組成であった.  

     その報告によると, 男性の身長が 167.2cm, 体重 58.9kg, 体脂肪量 7.7kg, 体脂肪率 13.1%, 除脂肪量 38.0kgであ

り, 女性では, 身長が 155.3cm, 体脂肪量 10.9kg, 体脂肪率 22.2%, 除脂肪量 38.0kgである.  

     しかし, これらの値が日本人の基準体になり得るはずはないし, 近年の日本人の食生活やライフスタイルの変

化を考慮すると, 身体組成も大きく変化している筈である.  

＜資料  - 4＞  

         

 日本肥満学会は,	 疾病罹患率が最も低い BMIを 22であるとして,	 標準体重は 22×身長 2(m2)としてい	 

る.	 そこで,	 成人男女について,	 BMI = 22±1の範囲にある者を日本人の基準体として身体組成を分析し	 

てみた.	 

	 	 この結果は,	 重水希釈法によるものであるため,	 少し高めの値になっているが,	 男性の標準値は女性	 

の標準値より身長が 11.0cm高く,	 大きな LBM (45kg対 36kg)と若干小さな体脂肪量	 (15kg対 16kg)を	 

示した.特に,	 男性の体内深部脂肪量が女性より 1kg多く,	 皮下脂肪量は逆に男性が 2kg少ないと云う特	 

徴を示した.	 
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	 	 	 	 2)	 身体組成に与える加齢の影響	 	 

	 	 	 	 身体は,	 発育と加齢のなかで変化していくが,	 その身体はライフスタイルのなかに存在し,	 特	 

	 	 	 	 	 	 に食行動と身体活動などに影響されて身体組成は変化する.	 	 

＜資料  - 5＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

        例えば, 生体に対する刺激が栄養学的なもの(栄養的過剰,或いは栄養的不足)であれば,体重の変化 

      として LBMも FMも同一方向に変化する.  

        ヒトのからだは,発育, 成熟, 加齢に伴って変化する種々の組織からなる複合有機体である. 身体 

      組成の年齢変化には, 遺伝的要因や環境的条件が関与するため, 個体差は大きいが, 体脂肪量の増加 

      と除脂肪量の減少と云う加齢に伴う一定の法則性を見いだすことができる.  

    (1) 体脂肪量(FM)の年齢変化 

 

＜資料  - 6＞  
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	 	 	 	 	 	 脂肪細胞のサイズや数は,	 からだのエネルギー貯蔵の必要に応じて増減する.	 

	 	 	 	 	 	 	 脂肪細胞の	 平均直径は,	 誕生時約 30 – 40µmであるが,	 誕生直後の 1年間で 2 – 3倍に増大し,	 10 

     歳代後半の 80 – 90µまで増大する.	 

	 	 	 	 	 	 	 脂肪細胞の平均サイズは,	 思春期の開始まで殆ど増大せず,	 性差もないが,	 思春期では僅かな増	 

	 	 	 	 	 大が見られ,	 この増大は女子の方が男子より顕著である.	 また,	 脂肪細胞の平均サイズのバラツキ	 

	 	 	 	 	 は,	 小児期ではかなり安定しているが,	 思春期では年齢の増加と共に増大する.	 	 

＜資料	 - 7＞	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 脂肪細胞の数は,	 誕生時で約 5億個であるが,	 初めのうちは顕著な増大を示さない.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1 - 2歳頃から幼児期の中期にかけて,	 脂肪細胞数は次第に増加し,	 2 – 3倍になる.	 その後,	 思春期	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 の開始と共に脂肪細胞数はさらに 2倍になり, 10歳代後半の約 300 – 500億個まで増大して停滞す	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 る.小児期の脂肪細胞数は男女でほぼ同程度であるが,	 思春期では女性の方が男性より脂肪細胞の	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 重量も総数も大きい.	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜資料	 -8＞	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ヒトの新生児は,	 平均して 10 – 15%の体脂肪率(%Fat)で生まれ,	 他の哺乳動物より相対的に多量	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 の体脂肪量(FM)をもっている.	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 誕生後,	 FMの蓄積は急速に始まり, 誕生後の 1年間が最も著しく, 1歳児の%Fatは 20 – 25%と推	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 定されている.その後,%Fatは減少傾向を示し,	 6 - 7歳で最も低くなるが,	 思春期に向かって再び増	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 加傾向を示す.	 特に,	 女性では,	 13歳頃 FMが急激に増加する.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 成人後の FMは,加齢によって増加するが,	 男性は女性に比べて明らかに少ない.	 体脂肪量を皮下	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 脂肪量(subcutaneous fat: SFM)と体内深部脂肪量(internal fat mass: IFM)とに 2分すると,女性の	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 SFMの絶対値は男性の 2倍近い大きな値を示す.	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 しかし,	 IFMの絶対値と体重に占める相対値には明らかな性差がない.FMと SFMは男女とも年齢	 

	 	 	 	 	 	 	 	 と有意な正の相関を示すが,	 IFMは男女とも年齢とは有意な相関を示さない.しかし,	 FMに占める 

        IFMの割合は男女とも年齢と共に上昇する.	 

	 	 	 	 	 	 (2) 除脂肪量 (LBM)の年齢変化 

<資料	 - 9 >	 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      
          LBMは, 約 73%が水であり, 約 20%が蛋白質, 約 7%がミネラル, 1%以下が炭水化物である.  

         LBM組成の性差は, 乳幼児では大きくないが, 3歳頃から男性の方は水が少なくなり, 蛋白質やミネ 

         ラルが女性より多くなる.  

           LBMは, 筋量と密接な関係にあり, 骨格筋がLBMの 48 – 54% を占めている. しかし, 同性, 同年 

         齢の個人間では, FMの方が LBMより大きな変異性を示し, FMが莫大に増大できるのに対して,  

         LBMの増大には限界がある.  
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       LBMの発育パターンは, 身長や体重の発育パターンと同じである.  

       胎生後期から LBMの急激な増加は 1.5歳頃まで続き, その後の発育速度は低下するが, LBMは着実に 

     増加し続ける.  

       ○LBMは, 誕生から 10歳頃まで小さな性差ではあるが, 男性が女性より高い値で推移する.  

       ○LBMの明確な性差は, 思春期の発育スパート時に現れてくる.  

       ○女性は 15 – 16歳で, 男性は 19 – 20歳で成人の LBM値に達する.  

       ○従って, 20歳の LBMの男女比(1.45 : 1)は, 体重の男女比(1.25:1)や身長の男女比(1.08:1)に比べて非 

         常に高く, 10歳代後半の女性の平均 LBMは男性平均の約 70%でしかない.  

       ○身長当りの LBMは, 15歳まで殆ど性差がなく, 15歳以降では同じ身長でも男性の方が女性より大 

         きい(0.36kg対 0.26kg).  

＜資料 -10＞ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	      

       身体組成の年齢変化は, このように集約できる.  

＜資料  -11＞  
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       成人以降の加齢に伴う LBMの変化は, 一般に減少傾向を示す. 特に, 実質組織の減少もさることなが 

    ら,細胞内水分量の減少が顕著である. 実質細胞の水分含有量は, 加齢によって変化しないため, 細胞内 

水分量の減少は, 主として実質細胞数の減少によるものである.  

       即ち, LBMの加齢による減少は,  実質細胞数の減少を意味しており, 重要な組織・器官の重量を減少 

    させる.  

2. 身体組成に及ぼす運動の影響  

     1) 全身運動の影響 

       (1) 運動トレーニングと体重 

          体重の増加は総エネルギー摂取量が総エネルギー消費量を越える時に起こる. 逆に, 総エネルギ 

        ー消費量が総エネルギー摂取量を超えるとき, 体重は減少する.  

          このように, エネルギー・バランス式(即ち, 体重の変化 = エネルギー摂取量 – エネルギー消費 

        量が体重の変化を決定する.  

          運動トレーニング, 特に有酸素性タイプのトレーニングは可能性としてエネルギー摂取量を変え 

        ないでもエネルギー消費量を増加させることができるので, 体重低下を促進するために行われてい 

        る. 例えば, 1日当たり 100kcal 程度までの運動によるエネルギー消費量の増大(摂取量の変化なし 

        で) は, 1ヶ月当たりでおおよそ 0.4kg或いは 1年当たりで 4.8kgの体重低下になるであろうと計算 

        することはできるが, このようなことは理論であるに過ぎない.  

          体重は通常あるレベルで安定しているので, 運動トレーニングに伴う体重の減少は, もし体重が 

        既にその個体の最小レベルにあるならば起こらないであろう.  

＜資料-12＞  
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        # 1週間の運動によるエネルギー消費量(上図)と初期の体重(下図)が有酸素性(走／歩行及び自転車)の 

        運動トレーニングで体重減少にどの程度影響を及ぼすか＜資料-12＞ . 

   1週間のエネルギー消費量と体重の変化(量) との関係をみると, 1週間のエネルギー消費量が増加 

        するにつれて体重低下も大きくなる (r = -0.58).  

          男性と女性の初期の体重と体重変化の関係を見ると, 運動に伴う体重低下と初期の体重に関する 

        回帰直線は男女で類似している. また, 男女とも, 初期の体重が大きければ大きいほど, 運動に伴う 

        体重低下も大きい.  

        #運動の頻度及び持続時間と体重の変化は, 男性では運動による体重の変化が 1週間当たりの運動の 

        回数( r = -0.32) または 1回当たりの時間(分)（r = -0.37）よりも 1週間の運動による総エネルギ 

        ー消費量とより強く相関する(r= - 0.61). 女性では, その相関が低く( 1週間の運動によるエネルギ 

        ー消費量, r = 0.03; 1週間当たりの回数, r = -0.19; 1回当たりの分, r - -0.16), , その関係は統計的に有 

        意ではない (p >0.05).  

          このことは, 男性と女性が運動トレーニングに対して異なった応答を示すことを示唆している. 

	 	 	   # 運動強度と体重 

        運動強度が体重の低下率に影響を及ぼすとは考えられない(消費カロリーが同じなら).  

          中程度の%Fat (平均~19%)をもつ若い男子 (20歳から 30歳) が, 18週間, 1週間当たり 3日, 最 

        大酸素摂取量の 85%から 90%で 1回当たりおよそ 300kcalを消費した高強度と低強度の自転車エ 

        ルゴメータ運動では, 高強度のグループが体重を 0.6kg増やしたのに対して, 低強度グループは 

        0.3kg低下させた.  

        #レジスタンス・トレーニングと体重 

           ウエイト・トレーニング研究では, 男性の平均体重の増加が 11週間で 1.2kgであったことを報告 

         しているが, この傾向が長期にわたるトレーニングで続くかどうかはわからない.  

           以上のことを要約すると以下のようになる.  

          ★有酸素性の運動トレーニングに対する体重の応答にはかなりのバラツキがある.  

          ★男性は女性より運動トレーニング・プログラムの初期の応答でより体重を低下させる.  

          ★体重の低下は脂肪過多の人ほど期待できる. 

          ★運動トレーニング・プログラムに対する応答での体重低下は, 運動の頻度, 時間, 及び強度 

            よりも総エネルギー消費量に依存してるように思われる.  

       (2) 運動トレーニングと体脂肪量  

          有酸素性の運動トレーニングでの体重低下の大部分は脂肪である. 更に, 体重の運動による変化 

       の被験者間における違いの大部分も脂肪の低下の違いと関係がある. これは, 脂肪細胞の数, タイ 

       プ, 及び分布に関する個体間の違いによるのかも知れない (Rebuffe-Scrive, 1988).  

         例えば, 女性は男性よりも特に大腿領域に皮下脂肪を多く貯蔵する. これらの脂肪細胞は, アド 

       レナリン性の刺激時に脂肪からエネルギーを放出することがない. それに対して, 男性は腹部領域 
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       に脂肪を多く貯蔵する. この脂肪は, エネルギーに変換されやすい.  

         このように, 運動トレーニングに対する体脂肪の応答は, 脂肪細胞の形態と機能に依存している.  

         運動トレーニングは“脂肪細胞が小さくなれる限界”レベルまで脂肪細胞量の減少を引き起こす 

       ことができる (Bjorntorpら , 1972).  

         運動トレーニング・プログラムは, 脂肪細胞量がプログラムの開始時で“最低”レベルの近くに 

       ある個体の全身脂肪には小さな影響しか及ぼさない.  

         運動トレーニングでの体脂肪の低下は, 脂肪細胞量が閾値レベルに減じられるまで, 運動のエネ 

       ルギー消費量の増加に比例する.  

         連続した運動トレーニングによる脂肪量の減少は, 長期間にわたって起こるように思われる.  

         ★ 例えば, 1年間の有酸素性の運動トレーニング・プログラムの影響で, 脂肪量はトレーニング 

          の最初の 7ヶ月で 3.0kgほど減少し, トレーニングの次の 5ヶ月では 1.0kg程度の減少であっ 

          た.  

            肥大した脂肪細胞をもつ肥満者(肥大性肥満) が正常なサイズで脂肪細胞数の増加をもつ肥満 

          者 (過形成性肥満)よりも, 運動トレーニングに対する応答でより体脂肪を減らすであろう.  

            例えば, 大きな脂肪細胞重量と小さな脂肪細胞重量をもつサブ・グループに被験者を分割す 

          ると, 小さな初期脂肪細胞重量をもつ男子の 0.7kgと云う平均低下に対して, 大きな初期脂肪 

          細胞重量をもつ男性は運動トレーニングに対する応答で約 6倍の平均 4.2kgと云う体脂肪を 

          減らした.  

         ★ また, 9週間, ランニングや歩行で 1週間当たり 3,000kcalを消費した痩せと肥満の男子グルー 

          プの脂肪量の変化では, 8人の肥満男子(平均体重 = 122kg) は彼らの脂肪量 5.9kgほど減らし 

          たのに, 15人の痩せた男子(平均体重 = 66.6kg)は彼らの脂肪量を 2.1kg程度だけしか減らさな 

          かった. それに対して, 女性は運動トレーニングに対する応答で脂肪量や脂肪細胞重量を明ら 

          かには減らさず, 大きな初期の脂肪細胞重量をもつ女性と小さな初期の脂肪細胞重量をもつ 

          女性のサブ・グループ間での体重低下に統計的な有意差はなかった. このように, 同じ総エネ 

          ルギー消費量が必ずしも同じ脂肪量の減少を引き起こすとは限らない.  

            男性と女性のグループの短期間の有酸素性運動トレーニング後の脂肪量の変化. ＜資料- 13＞  

           1週間のエネルギー消費量と脂肪量の変化の関係は, 1週間のエネルギー消費量が大きければ大き 

          いほど, 脂肪量の減少も大きい (男性, r = -0.69; 女性, r = -0.53).  

     女性では, 1週間の平均エネルギー消費量が低く, 同様に脂肪の平均減少量も低い (男性 =  

   -1.7kg: 女性 = -1.0kg).  

           女性の体脂肪量の小さな変化は, 小さな体重, 低いトレーニング・レベル, 及び運動トレーニング 

          に対する生理学的な応答の違いによる低い運動エネルギー消費量との関係があるのかも知れない.  

 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



 12 

＜資料- 13＞  

                             

         初期の%Fatと運動トレーニングによる脂肪量の変化の関係を示すと, 男性 (r = -0.58)と女性( r =  

       -0.56)の両方で, 脂肪の初期レベルと有酸素性の運動トレーニングによる脂肪量の減少の大きさとの 

        間には相関がある.  

   このことは, 肥満の程度が運動トレーニングによる体重低下と直接関係があると云うことを示して 

 いる.  

      ウエイト・トレーニング運動も少なくともトレーニング後の短期間では, 有酸素性のトレーニング 

    で認められたのと類似して, 男性では脂肪量の減少を引き起こすらしい. 

   有酸素性の運動とウエイト・トレーニングの全期間と週当たりの平均脂肪量の変化. ＜資料– 14＞  

          ウエイト・トレーニングと有酸素性の運動トレーニングの両方が脂肪量の減少を引き起こしてい 

        る. トレーニングによる脂肪量の全体変化量はトレーニングの週数とは密接な関係がない. 

          このことは , 脂肪量はあるレベルまでウエイト・トレーニングで減少し, その後は安定したままで 

        あることを示している.   

         ウエイト・トレーニングも脂肪量を減らすが, 時間の経過と伴に脂肪量低下は少なくなる. 週当たり 

        の脂肪量の変化は有酸素性運動 (平均の変化 = -0.12kg)とウエイト・トレーニング( 平均の変化 =  

        -0.11kg) では類似している.  

          このことは, 同じ週数の有酸素性運動とウエイト・トレーニング運動のいずれであっても, 脂肪量 

        の変化は一致することを示している.   
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        ★  運動強度と体脂肪量＜資料  - 15＞  

 

                               

 

  低強度の運動トレーニングがより多くの脂肪を酸化するので, 脂肪量の低下を促進するのに 

       良いと云うことになる.  

         しかし, 低強度の運動が脂肪量の低下を促進するのに活発な運動よりも優れていると云う理 

       論は必ずしも支持できない. 例えば, 高強度と低強度の運動トレーニングが脂肪としての体重低 

       下の割合に同様の影響を及ぼした. 同様の結果が別の研究者によっても報告されている(Duncan ら, 
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1991; Gaesser & Rich, 1984).  

        ★ 運動の持続時間や頻度と体脂肪量 

           有酸素性の運動トレーニングによる脂肪量の減少は男子 (r = 0.69) と女子(r = 0.53)の両方とも, 1 

	 	 	 	  週間のエネルギー消費量と相関する. 1週間のエネルギー消費量は, 運動トレーニングの持続時間と 

          頻度の関数なので, これらの変数が運動トレーニングでの脂肪量の低下と関係がある.  

            ●例えば, 148人の中年男子の 6つの皮下脂肪厚の合計値に及ぼす 20週間, 1週間当たり 2日,  

              3日或いは 4日, 1回当たり 30分から 45分のランニングの影響は, 週当たり 2日, 3日, 或い 

              は 4日トレーニングした男子で, それぞれ 7%, 14%, 20%の減少であった.  

            ●また, 2年間, 習慣的に運動している若者と中年者の脂肪量と有酸素性の運動トレーニン 

              グの週当たりの時間数との関係は, トレーニングの週当たりの時間数と低下した脂肪量の 

              総量間にかなり強い相関( r = -0.82)が認められた.  

      要約 

       a. 有酸素性の運動トレーニングは, 総脂肪量の減少を引き起こし, その減少の大きさは運動による 1 

        週間の総エネルギー消費量と関係がある.  

       b. 大きな脂肪細胞をもつ個体の体脂肪レベルは運動トレーニング後により大きく低下するようであ 

        る.   

      (3) 運動トレーニングと除脂肪量 

            除脂肪量( LBM) は, 水, 骨, 筋, 結合組織, 及び生命の維持に必要不可欠な器官から成ってい 

          る. 運動トレーニングは骨密度と結合組織の強度を高めることができる.  

            有酸素性の運動トレーニングは, 男性と女性では同様の応答で骨格筋線維の適度な肥大を引き 

          起こす (Costill, 1986).  

            長期間にわたって起こる有酸素性の運動トレーニングでの脂肪量の変化は, 長期間に及んで 

          起こるのに対して, 骨格筋の適応はより速い.  

            ウエイト・トレーニングは男子と女子の筋線維の肥大を引き起こすことができ (MacDougall,  

         Sale, Elder & Sutton, 1982; Staronら , 1989), 男子と女子はウエイト・トレーニングに対して同様に 

          応答することを示している (Oureton, Collins, Hill & McElhannon, 1988).  

            一般的に, 多量の LBMを発達させるには数年間のトレーニングが必要である.  

            LBMの増加を引き起こすための長期間のレジスタンス・トレーニングの必要性は, 筋線維の増 

         殖と関係があるのかも知れない. LBMの増加を限定するものとして, 筋線維の肥大に上限があるこ 

         とが関係している.  

           有酸素性の運動トレーニングにしてもレジスタンス・トレーニングにしても骨格筋の適応に関し 

         て性差が存在するとは思われない. さらに, 有酸素性運動やレジスタンス・トレーニング運動に適 

         応するための骨格筋の能力に年齢差があるとも思われない.  

           運動トレーニングに対する適応の年齢差は, 局所レベルでは存在しないように思われるが, LBM 
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         に及ぼす全体的な影響は若い成人よりも高齢者で小さいようである.  

           筋線維数は 20歳から 80歳まででおおよそ 40%程度減少し, その低下率は 50歳前後から指数関 

         数的に増加する. 従って, 筋量に及ぼすトレーニングの影響は筋線維数のこの減少のために高齢者 

         では小さいのかも知れない.  

＜資料  - 16＞  

※  除脂肪量に及ぼす運動トレーニングの短期間の影響 

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

          ★ LBMの変化に及ぼすトレーニングの週数と 1週間のエネルギー消費量の影響 

             有酸素性の運動かまたはウエイト・トレーニングかを行っている男性のトレーニング週数と 

            LBMの変化との関係は, 有酸素性トレーニングが, トレーニング週数と LBMの変化との間に 

            弱い負の相関を示す (r = -0.37).  

             ウエイト・トレーニングでは, トレーニング期間に関係はなく LBMの一貫した増加(平均 = 

            2.2kg)がある.  

          ★ 男性と女性の有酸素性運動によって消費した週当たりの kcalと LBMの変化との関係. 

             週当たりの kcalと LBMの変化の相関は, 男女で類似したものであったが, 男性 (r = 0.25,  

           p<0.05)よりも女性で高い (r = 0.56).  

            1週間の有酸素性のエネルギー消費量の高いレベルが LBMの大きな増加に転換されるとは 

            思えない.    
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要約 

 1. 有酸素性の運動トレーニングは LBMの適度な増加になる.  

 2.  LBMのより大きな増加は, ウエイト・トレーニングで起こるが, これらの変化の時間経過は十分 

  に研究されていない.  

 3.  年齢も性も運動による LBMの変化に特異的な影響を及ぼすとは思われないが, トレーニングに 

  よる LBMの増加の程度は, 筋線維数の減少のために加齢によって減じられるかも知れない.  

2) 局所運動の影響  

＜資料-17＞  

   ★ Katch, F.I.ら  (1984) は , 27日間のシットアップ運動による身体組成や脂肪細胞のサイズ  

    の変化を研究した .   

	 	 	 	 	  

       被験者は 19名の男性で, 平均年齢は 19.4歳であった. シットアップの負荷量は漸増させ, 27 

    日間で総計 5004回に達した.  

      このような局所運動トレーニングでは, 身体組成, 腹部の皮下脂肪厚, 腹囲などには殆ど変 

    化が見られない. 腹部皮下脂肪における脂肪細胞の直径は 6.4%低下したが, このことは全身の 

    脂肪量の減量には殆ど影響しない.  

      つまり, 局所運動のために, その活動筋周辺の皮下脂肪からエネルギーが優先的に供給される 

    と云うことは考えにくい.  

      運動に伴う体脂肪量の減少は総体脂肪の予備からのものであって, 運動した特定領域から選 

    択的に減少したものではない.  

      つまり, エネルギーとしての脂肪酸が直接活動筋周辺の脂肪から多く放出されると云う証拠 

    はなく, 運動による部分減量の可能性はないことが示唆される.   

＜資料  – 18＞  

         ★  エネルギー制限 と 1週間に 3日, 1回に 45分間の運動プログラムによる 14週間の体重減少が 

           異なる 3つのグループにおける身体組成, 皮下脂肪厚, 周径囲の変化の比較.  
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              4.5kgの体重減少を示した群は, 2.3kgの減少群より身体組成全体で約 2倍の変化量を示した.  

              体重減少が 4.5kgから 9.1kgまで倍に減少すると, 身体組成の変化量は約 3倍になる.  

              このことは, 皮下脂肪厚の減少と周径囲の減少からうなづけるが, 特に, 腹部と大腿部の皮下 

            脂肪厚と体幹部位における大きな変化が注目される.  

              このように, 運動による身体特定部位の選択的な脂肪減少は期待できないが, 体幹領域は運 

            動に対して優先的に反応する部位である.  

＜資料  – 19＞  

          ★内臓脂肪が多いタイプの肥満者と皮下脂肪が多いタイプの肥満者の運動療法による体脂肪分 

       	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	  布の変化が検討されている.	 	 	 	 	 	 	 	  
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           内臓脂肪を多くもっている肥満者の内臓脂肪は, 他の部位の脂肪より大きく減量する.  

            このように, 男性も女性も, 脂肪組織の最も大きな減少は体幹領域に起こり, この部位からの脂 

          肪の優先的な低下が認められている.  

      3) 加齢と運動の影響 

         加齢は体重の増加と関連があり, 加齢に伴う体重増加の大部分は脂肪である.  

         高齢者は恐らく脂肪過多であるため, 有酸素性の運動トレーニング・プログラムに対する応答で 

       体重をより低下させるであろう.   

＜資料– 20＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
   ★  男子と女子の若い人(18歳から 31歳) と年配の人 (52歳から 72歳) , 不活発な人と有酸素性の 

    運動トレーニング実施者の体脂肪を比較すると, 運動トレーニングを実施した若い男子は不活発 

    な若い男子よりも約 7.0kg少ない体脂肪量であるが, 運動トレーニングを実施した若い女子より 

    約 2.5kg少ない体脂肪量である. それに対して, 運動トレーニングを実施した高齢の男子と女子は 

    不活発な高齢の男子と女子より, それぞれ 16kgと 10kg少ない体脂肪量である.  

      これらのデータは, 以下の結論と一致する： 

   ● 運動トレーニング・プログラム参加による体重の低下は, その人の過体重の程度と関係があ 

    る.  

   ● 高齢女子は , 若い女子より運動トレーニング・プログラムに対する応答で体重をより低下さ 

    せる. 

   ● 規則正しい身体活動を生涯実施すると体重増加を最小にすることができ,	 逆に言えば,	 過体	 
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	 	 	 	 重である高齢成人は運動トレーニングに対する応答で体重を低下させるようである.	  

       要約 

         1. 若い男子は, 若い女子よりも運動トレーニングで脂肪量を低下させるようである.  

         2. 高齢の女子は若い女子よりも運動トレーニングで脂肪量を低下させるであろう.  

         3. 成人期での体脂肪の年齢による増加は, 運動トレーニング量の減少と強い関係があるように思 

           われる.  

         4. 高齢者は多くの体脂肪量をもつ傾向にあるため, 運動トレーニング・プログラムの開始と同時に 

           体脂肪量を低下させるようである.  

3. 食事制限と運動 

     栄養で最も重要な意義の 1つは,	 エネルギー消費量に見合う十分な食物を摂取することである.	 

	 	 	 	 	 エネルギー摂取量とエネルギー消費量の差をエネルギー・バランスと云う.	 従って,	 プラスのエネル	 

	 	 	 ギー・バランスは摂取エネルギー＞消費エネルギーであり,	 マイナスのエネルギー・バランスは摂取エ	 

	 	 	 ネルギー＜消費エネルギーである.	 	 

＜資料  – 21＞  

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

     食事制限によって, エネルギー・バランスはマイナスに傾き, 生命を維持するために蓄えられている 

   脂肪, 糖質, 筋を構成する蛋白質が燃焼されてエネルギーに変えられるため, 体重は減少する.  

     21週間で離乳させ, その後, 食事制限したラットと制限しなかったラットの脂肪細胞を比較する. 食制 

   限したラットは, 明らかに脂肪細胞のサイズも数も低いレベルにある. 特に, 食事制限したラは, 15 週間で

脂肪細胞数がプラトーに達する. しかし, 食事制限しなかったラットの脂肪細胞数は増加し続ける. 

	 	 	 	 	 一方,脂肪細胞のサイズは,	 食事制限したラットでも増加し続けるが,	 そのサイズは食事制限しなかっ

たたラットに比べて明らかに小さい.	 
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＜資料  – 22＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

＜資料  – 23＞  

  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

      

       自由に摂食できるが水泳運動を強制される「自由摂食運動群」, 運動群と同じ体重を維持するように 

     食事制限された「不活動カロリー制限群」, 自由に摂食できて運動もしない「不活動自由摂食群」の体 

     重と総脂肪量を比較する＜資料  – 23＞ .  

      「自由摂食運動群」の体重は, 「不活動自由摂食群」と比べると明らかに低い体重である. このこと 

     は,前述したように, 運動で増大したエネルギー消費量のせいと考えられる. 「不活動自由摂食群」は, 実 

     験終了時に自由摂食の運動群より約 4倍高い脂肪量を示した. 運動群と体重を一致させるように食事制 

     限された「不活動カロリー制限群」は, 体重が運動群と同じであったが, 総脂肪量も除脂肪量も共に減 

     らした.  
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＜スライド  – 24＞  

       40人の成人肥満女性を対象に, 運動をしないで「食事制限」のみの「食事制限群」, 1週間の 3日の割  

     合で筋力トレーニングをする「運動群」, 両方を実施する「食事制限＋運動群」の 3群に分けた減量実験.  

                    	  

   体重の減少は, 「食事制限群」が最も大きく- 4.5kg, 次に「食事制限＋運動群」が – 3.9kg, 「運動群」  

 は＋0.5kgの増加であった.  

   除脂肪量の変化は, 「運動群」と「食事制限＋運動群」では, 増加していたが, 「食事制限群」では 

 減少した.  

   このように, 食事制限によるマイナスのエネルギー・バランスでは, 体脂肪量も除脂肪量も共に減少す 

 るため, 健康にとって極めて高いリスクになる.  

   減食による生存限界は, 成人で体蛋白質の 50%喪失であり, BMIは 13とされている.  

4. 減量プログラムを取り巻く問題点 

     ウエイト・サイクリング (weight-cycling) 

        肥満は, 種々の疾病を合併し, 肥満者の死亡率は, 正常体重者より高い. 

        肥満の治療は(減量)は, 実行が困難であり, 初期減量に成功しても, その体重を長期間維持すること 

      が困難である. 従って, 何度も減量を繰り返す例が多く見られる.  

        このような繰り返し現象を一般にウエイト・サイクリング, 或いは体重変動を玩具のヨーヨーの動 

      きに例えてヨーヨー現象とも呼ばれている.  

        一方, 体重減少を繰り返していると, 減量効果, 代謝, 脂肪分布, 罹病率や死亡率などに対して悪影 

      響を及ぼすと云う報告がある. しかし, そのような悪影響は認められないと云う報告もある.  

       ●ウエイト・サイクリングの影響 

         ○減量が より困難とばり, 体重が増加しやすくなる 

         ○基礎代謝率の低下 

         ○食事摂取効率の向上  
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        ○LBMの減少, 体脂肪の増加 

         ○脂肪分布の変化 (上半身肥満) 

         ○死亡率, 罹病率の上昇 

       ここでは, ウエイト・サイクリングの問題について現在までの報告をもとに概説する.  

      1) ウエイト・サイクリングによる減量効果, 身体組成, エネルギー代謝への影響 

         ＜動物の実験＞  

● サイクリングさせたラットは, 食物の摂取効率が向上し, 1回目のサイクルに比べて 2回目のサ 

        イクルでは同量の体重減少を達成するのに 2倍の日数を要した. (Brownwell et. al., 1986) 

         このことは, 減量がより困難になり, 逆に体重増加がしやすくなることを意味する.  

       ● それぞれのサイクルで LBMが減少し, 体脂肪が増加する. (大野	 誠, 1996) 

       ● 齧歯類の実験では, ウエイト・サイクリングは体脂肪や%Fatを増加させないと報告している.  

          (Reed and Hill, 1993) 

          ＜ヒトの実験＞ 

＜資料– 25＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

        ● 超低カロリー食療法を繰り返しているヒトの 1回目のサイクルと 2回目のサイクルにおける体 

        重減少の程度を比較すると, 2回目の体重減少は 0.15±0.03kg/dayで 1回目 (0.19±0.03kg/day)の 

        減少より有意に低かった (Blackburn et al., 1989). 

       ● レスリング選手でサイクリングのある者は, サイクリングがない選手に比べて基礎代謝(RMR) 

       が低いと云う報告がある (Steen et al., 1988).  

         これらのことから, 減量によって LBMが減少し, RMRが低下することで, エネルギー消費が低 

        下し, 体重が増加しやすい状態になることがサイクリングが起こる誘因であると考えられる. 
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＜資料– 26＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
       ● サイクリング回数の多い肥満者(平均 7.1回)と少ない肥満者 (平均 8回) に同じ食事療法をさせる 

        と, 回数の多い肥満者の方が良い減量効果を示した. (Wadden et al., 1992). 

      2) ウエイト・サイクリングによる脂肪分布への影響 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 肥満合併症は脂肪分布と密接な関連性があり,	 腹腔内の内臓脂肪蓄積は皮下脂肪蓄積より種々	 

	 	 	 	 	 	 	 	 の疾患を伴いやすい high risk肥満である.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 従って,	 ウエイト・サイクリングの内臓脂肪蓄積への影響は重大な問題である.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 ● 内臓脂肪蓄積の簡易指標であるWHRは, サイクリング回数の多い女性が少ない個性より高いと報 

        告された (Rodin et al., 1990).   

        ● しかし, サイクリングのあるヒトとないヒトではWHRに差を認めていない (Lissner et al.,  

        1990).  

       ● MRIを用いてウエイト・サイクリングによる脂肪分布を測定した研究は, 内臓脂肪がサイクリ 

         ング後の体重変化によって増加しないことを認めている (Kooy et al., 1993).  

          要するに, ウエイト・サイクリング者の脂肪分布を観察した大多数の研究は, WHRの上昇や内 

         臓脂肪の増加など脂肪分布への悪影響を報告していない.  

      3) ウエイト・サイクリングによる罹病率や死亡率への影響 

	          ウエイト・サイクリングの罹病率や死亡率への影響では, riskが高まると云う報告と高まらない 

         と云う報告がある.  

           ウエイト・サイクリングと血圧, 血糖, インスリン, 血清脂質, 脂肪分解能, リポプロテイン・ 

         リパーゼ (LPL)活性などとの関連性は明らかではない. また, ウエイト・サイクリングが死亡率に 

         どういうメカニズムで影響するのか明確な説明もない.  

           ウエイト・サイクリングの健康への悪影響が注目されてはいるが, 悪影響は見られないと云う 

         論文も多く, 現在ではウエイト・サイクリングの原因やその結果に関する結論の一致はないと云 
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         える.  

           アメリカの国立衛生研究所 (NIH) の肥満予防対策委員会は, 現状ではウエイト・サイクリング 

         が身体組成, エネルギー消費, 心血管性疾患の危険因子, 将来の減量効果, 脂肪分布などに対して 

         悪影響を及ぼすと云う証拠はなく, 体重の変動によって罹病率や死亡率が上昇するとは断言でき 

         ないとしている(1994).  

           いずれにしても, 急激な減量は体脂肪だけでなく, 運動は LBMを保持してエネルギー代謝を増 

        大させる可能性があるため, ウエイト・サイクリングを避ける意味でも月 1 – 2kg程度を目標に食 

        事療法を併用して減量するのが理想であると考えられる.  

5. 減量指針 

     体重は, 重要な生理機能をもつ各種の器官や組織によって構成されている. 人体を構成する身体組成は

骨, 筋と云った除脂肪組織と脂肪組織である.  

     体脂肪は 2つに分類され, 1つは生理活動に不可欠な必須脂肪であり, もう 1つは皮下などの脂肪組織や 

   内臓器官を保護する脂肪組織である. 男性と女性における貯蔵脂肪の相対的な分布は殆ど同じであるが,女 

   性の必須脂肪は性固有の脂肪を含むため男性より約 3倍高い. この女性特有の脂肪は, 出産やホルモン機能 

   にとって生物学的に非常に重要である. 体重を構成するこれらの組織の生理機能を考えた場合, 体重には

健康を維持する上で, これ以上低下させてはいけない下限値 (最低体重) がある. 

     男性の最低体重は, 約 3 ~ 4%の必須脂肪であり, これ以下の脂肪量では正常な生理機能や運動機能は 

   損なわれるであろう.  

     女性の最低体重には, 約 9 ~ 12%の必須脂肪が含まれるので, 特殊な例を除いて, 最も痩せた女性でも体

脂肪率が 9 ~ 12%を下回ることはないであろう. 特に, 青年期の女性では, 性ホルモン代謝に最低必要な体

脂肪量 (至適体脂肪量)も考えられる. 例えば, 月経が起こるには体重の 17%に相当する体脂肪量が必要で

あり, 正常な月経周期を維持するには体重の 22%に相当する体脂肪量が必要であるとされている.  

     つまり, 男性であれ, 女性であれ, これらの最低体重を下回るような減量は, 健康を維持する上で好まし

くないと云える.  

     身体的に活発な若年成人のデータに基づいて, 男性の体脂肪率 15% (確実に 20%以下) と女性の体脂肪率

25% (確実に 30%以下) が望ましい体脂肪として共通認識がとれている. 従って, 望ましい体重は, 次の式

から求めることができる：  

望ましい体重 = 除脂肪量÷ (1.00 – 望ましい体脂肪率) 

     例えば, 体重 91kgで, 体脂肪率が 20%の男性が, 望ましい体重にするには脂肪を何 kg減量したらよいか

を計算する.  

★体脂肪量 = 91kg×0.20 = 18.2kg 

★除脂肪量 = 91kg – 18.2kg = 72.8kg 

★望ましい体重= 72.8kg÷  (1.00-0.15) = 72.8kg÷  0.85 ≒  85.6kg 

★体脂肪の減量 = 現在の体重 – 望ましい体重 
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                     = 91kg -85.6kg 

                   = 5.4kg 

     この男性が 5.4kgの体脂肪量を減らせば（体脂肪量 = 12.8kgになる）. 例えば, この体重 91kgの人 

    が, 体脂肪 5.4kgを運動だけで減量しようとする時, 何週間かかるかを計算する.  

      運動は, 水泳で, 運動強度は 5 METSで, 1日当たりで 100分間, 1週間に 3回実施するものとする. 但 

    し, 体脂肪 1kgの熱量は 7,000kcalとする. (1METS = 1kcal/kg/hである)  

★体脂肪量 5.4kgを減量するには：7,000kcal×5.4kg = 37,800kcalを消費すれば良い. 

★1回の運動で消費される熱量は：5 METS×91kg×100/60 = 758.3kcal消費される.   

★1週間 3回で消費される熱量は：758.3kcal×3 = 2,274.9kcal 

★何週間で 37,800kcalを消費するか：37,800÷2274kcal = 16.6週間 (約 4.2ヶ月)となる.  

          

            	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

 

           


