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講義の目的と内容̶意義・ねらい

● 講義の目的

進化によって獲得した身体の構造と不活動的な現代の人間環境との関係から, ヒトの身体的健康の基

本となる健康行動を理解することを目的とする.

● 講義の内容は以下の通りである.

「健康」は時を越え, 場所を変えても, 人類全ての共通の願望である.特に, 科学技術の飛躍的な発展が

もたらした利便性の高い現代社会では,「健康」が人々のあらゆる生活領域の中で最大の関心事となって

いる. しかし, ヒトの生物学的な進化の速度を追い越す速さで変化する文明的な発展は, その imbalance 

から人々の健康を脅かすまでになっている.即ち, 今日の科学技術は, 我々が今までに経験したことのな

い豊かで, 便利な生活を保障してくれてはいるが,その環境はヒトと云う生物本来の身体的状態にとって

極めて危険な状態にある. 本講義では, 身体的な健康に影響を及ぼす人間環境要因, 特に, 栄養・身体

活動と云った健康行動によって引き起こされる身体構成要素の変化から現代人の健康問題を論述する.
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Guidance

 

   1. 身体運動不足の害

人間は生まれながらにして動く生物であり, 動くことで, 自分を表現し, 生活を営み, 文化を創

造しながら生存している.ヒトが動物である以上, 動き回るのは当然である.従って, 動くことを支

える基盤として健康な身体が必要になる. しかし, 現代人は動き回ることを億劫だと思っている.

では, ヒトが長期間動くことを止め, 運動をしないで過ごしたらどうなるのか？

1) ベッド・レスト(bed rest; 安静臥床)の実験結果

この実験は, 下半身をギプスで固めて動けないようにして, ベッドの上に数週間（6~7週間）

寝かせておき, 身体に起こる変化を検査するものである.

●ベッド・レスト期間中の身体の変化

ベッド・レスト期間中, 被験者の尿中に窒素(N), 硫黄(S),カリウム(K)が多量に排泄された.

これらの物質は, 蛋白質を構成する物質であり, これらの物質が多量に排泄されたことは,

蛋白質の崩壊, 特に, 筋蛋白質の崩壊を意味しており, このことは筋量の低下を意味する.また,

同時に尿中への燐(P), カルシウム(Ca)の排泄量も増加した.これらの物質の排泄量の増加は,

骨成分の消失を意味する.（資料-1, 資料-2）

●ベッド・レスト期間中と中止後の運動による心容量(心臓の容積)の比較

心容量(心臓の大きさ)は, ベッド・レストで急激に小さくなり, 中止後に運動することによっ

て心臓の大きさは回復し, 更に運動を続けると, 心臓は更に大きく肥大した.

このように,全く身体を動かさない数週間で, 骨はボロボロ, 筋肉は小さく萎縮し, 心臓の大

きさまで小さくなることがわかる.そして, からだを動かすことによって, 健康なからだに回

復することもわかる.（資料-3）

2) 「Genie, A Psycholinguistic Study of a Modern-Day “Wild Child”」(Susan Curtiss, 1977, Academic 

         Press) より引用 

          生まれたばかりの赤ちゃんを全く運動させないで長時間放置しておいたらどうなるのか？ 

          不幸にも自分の子どもを 13年間もの間縛り付け, 運動を奪って監禁した事例がアメリカで明ら 

        かになった. 監禁状態は十分に調査されていないが, この本から生後 20ヶ月(1歳 8ヶ月から 13 

       歳半)の女の子を部屋に綴じ込めて育てた例, 現代の野生児ジーニーの実例から, 運動を長時間し 

        なかったら身体がどうなるかを引用する.  

        ●ジーニーの出生と生後 1年 8ヶ月まで 

          異常な父親のもとで, 満期に帝王切開で誕生した.  

          血液型が Rh不適合のため生後 1日目に全血交換した.  

          精神状態の遅延が疑われたが, 1歳時の体重は 7kg (日本人 1歳女子約 10kg)でやや標準より軽い.  
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          1年 8ヶ月までは, 普通に養育され, 座ることは出来たし, 少し遅れて歩くようにもなった.  

        ●1年 8ヶ月から 13歳半までの監禁状態 

          小さな寝室に, 幼児用椅子に着物をつけない裸の状態で縛りつけられたため, 動かせるのは手 

          足の指だけであった. 夜は時々, 寝袋に入れられるが, 大半は縛られてベビーベッドに入れら 

          れた.  

          父親が家族に大声を出すことを禁ずるため, 人の話す声が聞けず, 聞こえるのは便所の音, 飛 

          行機の音等であり, 声を出させなかった.  

          目に写るのは, 監禁された部屋のベビーベッド, 椅子, 窓だけであった.  

          1日 3回の主な食事はベビー食品で, 時々ゆで卵があったが, 父親は噛むことを許さず, 口の 

          奥に押し込んだ.  

          この状態が 13歳半まで続いた.  

        ●1970年 11月 13歳の時に保護された時の状態 

          体重 26.6kg, 身長 127cmで, 13歳日本人女子の平均値(平成 16年度) 48kg, 155cmと比べても 

          非常に劣り, 極度の栄養不足で直ちに入院した.  

          立つことも,腕も脚も伸ばすことができず, うまく歩けない状態であった. 噛み方を全く知ら 

          ず, 大小便, よだれ, 唾液はたれ流しの状態であった.  

          裸で暮らしていたため, 暑さ寒さに全く反応せず, 3mまでしか見えない近視であった. 

          筋肉は使わないと退縮し, 立つこと, 歩くこと, まして走ることなど出来なくなる.  

          人間が動かなかったらどうなるのか, 益々動かなくなってきた現代人の将来を予言するかの 

          ような実例である.     

   2. 身体運動の意味と意義

ヒトが動くことの意味と意義を以下の 3点から考えてみる.

1) ヒトは動く生物であり, 動くことを宿命づけられた生物であること

人間は, 動物界, 脊椎動物門, 哺乳綱, 霊長目, ヒト科, ヒト族, ヒト(homo sapiens)と云う

動物である.つまり, 動く生き物・・・動くことを運命づけられた生物, すなわち動物である.

＃ 例えば,言葉の話せない幼児は, 動き回り, 手を動かし, 物に触れて自分の周囲のことを学ん

でいく.

＃ このように, 動くことによって始めて

❶自分の存在を確立し,

      ❷他者に対して自己を表現し,

❸外部の情報を集め,

❹外部に対して働きかけて,

❺文化を創造しながら, 生活している
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これが, 我々人間なのである.

2)ヒトは何のために動くのか？ 

      人間の動きは, その目的によって 2つに分類できる.  

      ❶動物としての動き・・・これは, 個体の保存と種の保存と云う純粋生物学的な動き 

       「個体の生命維持」・・・食糧の獲得や摂取, 闘争, 逃避 

       「種の保存」・・・・・・配偶者の獲得, 生殖行為 

  ❷人間としての動き・・・ 進化の過程で獲得した文化によって創造した他の動物にはない動きで 

        あり, 日常生活のあらゆる動作や労働作業などの生産活動, 遊びやスポーツのような楽しみのた 

        めの動き, 運動不足解消やストレス解消, 疾病予防などを目的とした健康を保存するための動きな 

        どである. 

     3)ヒトが動くとはどういうことか？  

      身体運動(physical exercise, physical working)とは何なのか？ 

       選挙運動や環境保全運動などの運動とは違う.  

       運動の物理学的な定義・・・時間と共に物体の空間的位置が変わることである.  

       運動の生理学的な意味・・・安静でない状態, つまり骨格筋が活動している状態のことである. 

       ＃従って, 我々の日常生活における意志による行為は全て身体運動である. 

       ＃つまり, 人間の日常生活は身体運動によって始めて成立することになるので, 布団の上げ下ろ 

         しから, 食事・排便に至るまで全てが運動である.  

       ＃このように, 身体運動は生活の基本であり, 生活は身体運動そのものであり, 身体運動を伴わ 

         ない生活は成り立たない. 

         筋肉を収縮させて, 生活することが人間の生活なのである.  

         極端なことを云うと, 筋肉を収縮させて行う運動を全て機械に置き換えると, ヒト本来の生活 

         ではなくなる. 

         即ち, ヒトの身体は, 全部機械に置き換えて済むようには出来ていない.  

         このような基本的な考え方を理解して, 将来最も重要になってくるであろう身体運動と云う健 

         康行動によって引き起こされる生理学的な適応現象を記述する.  

 

I章 ヒトのからだの進化からみた健康問題̶サルではないヒトー

 

   1.直立二足姿勢と直立二足歩行に適応したからだ

    先ず, 恐竜が絶滅してから後, 我々ヒト(動物界脊椎動物門哺乳綱霊長目ヒト科ヒト属ヒト： 

      homo sapiens)の成立までを簡単に記述する(資料– 4). 

ヒトはサルから進化したと云われるが,サルの祖先は原始的食虫類から進化した「ツパイ」である
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とされている. このツパイから「原猿」へと進化し, その中の「狭鼻猿（真猿類）」, これは旧大陸,

アジア・アフリカに生息したサルであるが, これから「類人猿（pongidac）」へと進化したとされて

いる.

次に, 霊長類（primates）の出現から, ヒトへの進化の道筋を説明する.  

      手に 5本の指と平爪をもち, 拇指対抗性と云う共通点をもつ霊長類は約 200種いるとされているが,  

    ヒトへ進化していく類人猿には, 「テナガザル」「オランウータン」「ゴリラ」「チンパンジー」（コモン 

    チンパンジーとピグミーチンパンジー：現在はボノボと呼ぶ）などがいる. (資料- 5). 

      このチンパンジーから人間（hominidae）に分かれたのが今から約 600万年とされている. 人類最古 

    の化石であるサヘラントロプス・チャデンシス（愛称：トウーマイ）は, 今から約 700万年前に現れた 

    とされているが, チンパンジーと猿人の分岐進化は失われた鎖の輪（missing links）とされている.  

      ヒトとチンパンジーの違い. 

      遺伝情報の保存と伝達をする DNA (Deoxyribonucleic Acid:デオキシリボ核酸)の塩基配列（アデニン 

    (A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)の並び方が蛋白質の情報を担っている）で種の近さを表す 

    ことができる. （資料– 6）  

      ヒトのゲノム, genome(全遺伝子：DNA)は, 31億 6500万の塩基対から構成されており, ゲノムサイズ 

    にはチンパンジーとの間に有意な差は見られないし, 塩基配列の違いは 1.2%とされている.  

      一方, 染色体として見ると, ヒトは 22対の常染色体と 2本の性染色体の計 46本の染色体からなるの 

    に対して, チンパンジーの常染色体は 23対, 2本の性染色体の計 48本の染色体からなる.  

      このようにチンパンジーとヒトは非常に遺伝距離が近く, 分類学上は「科」のレベルで区分されてい 

    るが, 遺伝学的な違いでは「属」のレベルの違いしかない. これは, ウマとシマウマより近いとされて 

    いる. （資料– 7）  

      ヒトはチンパンジーではなく, ヒトである. つまり, 四つの足で動いては生活しないのである.  

      このように, 森林からサバンナへと生息地(habitat)を変えながら, チンパンジーから分岐進化し, ト 

    ウーマイから 2本の足で立ち, 歩くためにからだを改善進化させながら, 草原に進出し, 道具を使い,  

    火を使って, 生息地を砂漠やツンドラまで広げ,  現在に至るまで, ヒトは約 700万年の歴史を経験し 

    て来たのである. （資料-8）(資料-9)  

      生物進化の 3つのパターン  

      ＊改善進化・・・進化につれて, 複雑性・秩序性が増し, 合目的性が高まる.  

      ＊ 分岐進化・・・進化につれて, 種々の生物が枝分かれして, 新しい種の誕生.  

      ＊ 安定進化：ある段階まで進化すると, 比較的安定した変わらない時間が続く.  

     1) 直立二足歩行への進化 

        人類進化における 4つの重要なできごと.  

        ＊地上性 ＊二足歩行 ＊大脳化 ＊文化(文明) 
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        ヒトの特徴 

        ＊大脳と知能の発達 ＊言語能力の発達 ＊器用な手の発達 ＊道具の使用や製作 

直立二足歩行(最も基本的な特徴) 

          サルは 2本の足で立っては歩けない. ナックル・ウオーキングをする. (資料-10) 

         ヒトは, サルと違い上手に立って, 2本の足で歩く, そして, これが生活の基本をなす運動であ 

        る.  

          旧人 Neanderthals以来, 安定進化に到達し, 約 10万年が経過した.  

        直立二足歩行への進化は一体何の為だったのか？ 

          直立二足歩行の生物学的な利点 

        ＜歩行効率説＞劣化する食物環境を生き延びるために, エネルギー効率が良く, 広い範囲を動き 

        回るための進化であるとする説である.  

          チンパンジーの直立二足姿勢は非常にぎこちなく, 膝と腰が曲がり, 上体が前に傾き, 立って 

        いるのがやっとである. これでは, 立つ為のエネルギー消費が非常に大きくなる.  

          ところが, ヒトの立ち姿は立派で, 重心が身体のど真ん中にあり, 非常に安定した姿勢が取れ 

        るので, 立つためのエネルギー消費は少なくて済む. (資料-11) ヒトは, 立つ為の安定性と経済 

        性をしっかり勝ち取ったのである.  

          つまり, この説は, 良く歩ける狩猟者が優れた狩猟者であり, 狩猟が歩行を淘汰し, 生理学的 

        に効率的な歩行に適したからだの構造と機能を進化させたと云う考えである.  

        ＜食物運搬説＞自由になった手で食物を採取し, 安全な場所に運搬して, 分け合って食べること 

        を可能にするために, 進化させたと云う説である.  

          いずれにしても, 直立二足は生活のための進化である.  

          効率的に歩くために, からだの構造と機能を改善進化させ, 移動(locomotion)から解放された 

        手(特に, 指)の運動が器用性を高めることによって, その刺激が大脳に feedbackされて連合量が 

        発達し (大脳化; encephalization), 文化・文明ひいては今日の機械文明を創造したのである. (資料  

       -12) 

     2) 把握性を犠牲にし, 強固になった足 

          ヒトの足は, ヒト以外にもたないヒト独特のものである.  

        チンパンジーとゴリラの足の指は, 親指と隣の指の間に広い空間がある. これは, 物をつかむ機能 

        をもった足であるが, ヒトの足にはその空間がなく, 物をつかむ機能を捨てている. (資料-13) 

         つまり, ヒトの足は立つ為に改善されてきたのである. しかも, 掴めない指を残していることは,  

        走る足ではないのである. (資料-14) 

         足の骨格は, 指骨, 中足骨, 楔状骨, 立方骨, 舟状骨, 距骨, 踵骨など 26個の小さな骨が組合わさ 

        って出来ているが, 実は, 手の骨格も同じ数の骨から出来ている. (資料-15) ところが, 指の骨と 
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        骨をつなぐ関節が足と手では違う. 手の関節は器用に動くように万能関節であるが, 足の関節は 

        上からの重力に耐えられるように扁平な関節面（滑液関節）になっているため, 器用に動かすこと 

        ができない.  

          足の親指は他の 4つの指と合わせることができない. ところが, 手の親指は全て合わせることが 

        できる. これを拇指対向性と云い, この働きが機械文明をつくったのである. 足にはこの働きがな 

        い. つまり, 足は立って, 歩く為にでき上がっているのである. 

          足の裏は扁平ではなく, 三次元構造をしている. (資料-16, 17, 18) パリのエッフェル塔もそう 

        であるが, 上に大きな重量を載せる建造物の基礎の部分は物理的に強い三次元のアーチ構造をし 

        ている. (エッフェル塔：1889年のフランス革命 100年記念の万博で建てられた. 50mの風で 12cm 

        揺れ, 暑さで太陽の反対側に 18cm傾き, 寒さで 15cmも宿む. ) 

ヒトの足もそのように, 上体の重量をしっかり受け止め, 下からの衝撃を和らげるように前後 

        左右にそった三次元のアーチ構造をもっている. まさに, 立つための足なのである. 

     3) 脚筋, 骨盤, 脊柱, 胸郭の適応 

          脚の筋肉も立って, 歩くために必要な筋肉を大きく発達させている. (資料-19) 

         直立姿勢をとる時の主働筋（大腿屈筋群：大腿二頭筋, 半腱様筋, 反膜様筋や下腿屈筋群：腓腹 

        筋, ヒラメ筋）がサルと比較するとよく発達している. また, 歩行時の主働筋である大臀筋, 大腿 

        伸筋群(大腿四頭筋)もよく発達している.  

          サルの骨盤は縦長のバケツ型であるが, ヒトの骨盤は横広のタライ型で, しかも, 体重の大きな 

        ゴリラに比べても大きな骨盤をしている. (資料-20) 

         これは, 骨盤が生活の中での起立時間幅の拡大から, 上半身の重量を支える中心でもあり, 二足 

        姿勢と二足歩行のために大きく発達した筋群を付着させるための適応でもある.  

          脊柱は, 歩行時の着地による衝撃が脳を直撃しないように S字状に湾曲してバネの役割をもっ 

        ている. (資料-21) 

          胸の骨格は, 立った為の二次的な恩恵であるが, 立ってバランスをとり易くするために, 胸は扁 

        平になり, 肩甲骨が背中に回り, 腕の運動範囲を広くしている. (資料-22) これが, あらゆる文明 

        の創造に役立ったのである.  

          つまり, 手が移動の手段から外され, 手や指が器用に動かせるようになり, その刺激が大脳に伝 

        えられ, 大脳は益々大きく発達して今日の機械文明を作り出したのである.  

          ところが, 余りにも便利になりすぎて, 折角立って歩くのに都合の良いからだをもったのに, そ 

        れを使いこなしていないのが現代人である.  

          こうしてみていくと, ヒトの身体は, 立って, 歩くためにつくられているのに, 立って, 歩かな 

        くなったら, そのからだはどうなるのか, これは重大な問題である.  
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   2.  歩かないヒトの健康危機   

     現代生活では, 動物としての動きが極めて少なくなり, 労働や日常生活での人間としての動きも減少 

   して来ている. 今日の日常生活の身体運動の総量では, ヒトの身体機能を正常に維持することができな 

   くなってきている.  

     つまり, 歩かないヒトの増加と歩くヒトの減少は, 生物としてのヒトの身体的な機能を正常に保つ為 

   には, 何らかの方法で運動不足を補わなければならない状況になってきている.  

     歩かなくなった現代人の証拠を 2つ示す.  

     1) 古代人と現代人の脛骨断面の比較. (資料-23 ) 

          古代人の脛骨は, 後方に稜が発達して菱形を示しているが, 現代人ではそれがなく, 三角形であ 

        る.  

          脛骨は外側から後方にかけて筋肉がつく. つまり, 古代人では後方に稜が発達している分, 筋肉 

        の付着面積が広く大きな筋肉をもっていることがわかる.  

          ところが, 現代人では筋の付着面積が小さくなり, これでは大きな筋肉はつけられない. 如何  

        に, 現代人が足を使って歩かなくなっているか, その証拠を示している.  

     2) 福岡市板付遺跡の水田跡から見つかった縄文時代人と現代人の足跡の比較. (資料-24 )  

          古代人の足跡は, 現代人に比べて足の前方, 指のあたりの発達が大きいことがわかる. つまり,  

        古代人は前傾姿勢で活発に動いていたことが想像されるが, 現代人の足は後方, 踵のあたりが大 

        きく発達し, 反っくり返って, 緩慢な動きしかしていないことがわかる.  

        このように現代人は, 生活の基本である歩くことさえ捨てて行っているのである.  

          日本人の 1日の平均歩数（2001年）は, 男性 8,042歩, 女性は 7,319歩である. (資料-25 ) これ 

        を 1回にまとめて歩いたとしても, その距離は約 5 ~ 6km程度である. 立って歩くことさえ生活の 

        基本にしていれば, ヒトのからだは運動不足になることはない筈である.  

          1960年代, クラウスとラープと云う研究者によって, 運動不足病( hypokinetic disease)と云う概 

        念がつくられた. この研究は, 動くことが少ないヒトほど冠動脈性心疾患に罹り死亡率が高いと 

        云う結果であった.  

          また, 現在までに, 多くの疫学的研究が運動不足と生活習慣病との因果関係を明らかにしてい 

        る.  

          また, 同じ頃, アメリカの大統領 JF Kennedyは, The soft American, 軟弱なアメリカ人と云う文 

        書を公表して, 適正体力でないとリーダーにはなれない, 体力向上プログラムを実施して運動不 

        足を解消するようにと国民に訴えている.  

          この時から, アメリカではジョギング・ブームに入るのであるが, 果たしてあんな骨の折れる運 

        動をしないと健康は保てないのであろうか？ 例えば, 最大酸素摂取量の 50%のニコニコ・ペース 

        でジョギングなどと良く云われるが, これを健康のためと云って長期間継続的に実施することは 
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        不可能であろう.  

          運動は, 習慣的に実施されて健康づくりに役立つ. 三日坊主では, 何の意味もない. 習慣的に実 

        施できる運動であることは, その運動が生活内容そのものであることが一番である. つまり, 歩行 

        を積極的に生活に取り入れることが大切であろう.  

          もし, 歩行を身体運動として取り入れるならば, どれくらいの歩行を実施したら良いのであろ 

        うか？厚生労働省は, 20歳代の人で, 1週間の合計運動時間として 180分（心拍数 130拍程度）を 

        推奨している. 

          これを歩行運動に置き換えてみる.  

          分速 100m, 1分間に 130歩前進する歩行運動とする.   

           1週間の合計運動時間が 180分であるため, 3日に分けて 1日おきに実施すると 1日の歩行時 

            間は 60分である.  

          1日に歩く距離は, 分速 100mであるため 6,000mである.

歩数にすると 7,800mである.

30歩で 1kcal消費すると, この歩行で 260kcalものエネルギーが消費されることになる.

歩けないヒトは病気であるから, 問題外である. 歩くヒトが本来のヒトである. しかし, 現

実には, 車を乗り回し, 歩かないヒトが普通のありふれたヒトの状態になってしまっている.

ヒトの歴史 700万年の間に作り上げられてきた我々のからだは, 立って, 歩いて正常に働くよ

うにつくられている.

ラテン語の諺に「solvitur ambulando」と云うのがある. この意味は, 「困難な事態は歩くこ

とによって解決される」と云うことである.

カントもソクラテスも良く歩いたそうである. スポーツの競技会に選手として出場するので

なければ, 歩き続けることだけで十分に運動不足は補われる.

歩行運動は, 恥もかかず, 金もかからず, 苦しくもなく, 全く安全な身体運動である.

歩くと云う身体運動は, ヒトとしての身体機能を正常に維持し, 身体を強健にし, 精神を清

らかにし, 知的生産能力を高めるすばらしい身体運動である.

  

II章 運動不足がもたらす肥満

- 運動不足はエネルギーのアンバランスをもたらす -  

1. 栄養と身体構成要素

「この食品には栄養がある」とか「この食品は栄養になる」などと良く云うが, 「nutrition」は,

食物の中にあるものではない.食物の中にあるのは「栄養素: nutrient」である.

栄養とは, 食物を摂取し, 消化し, 吸収して, 細胞に同化して「血となし, 肉となし」, 次に
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それらを異化してエネルギーを出し, 生きる力, 働くための力にする生理現象全体を指す.

人体は, 体外から物質を摂取してこれを利用し, 生命を維持する.

人体は, 水, タンパク質, 脂質, グリコーゲン（糖質）, ミネラルなどの化合物から構成され

ており,これらは摂取した栄養素によって, 常に置き換えられている.

つまり, 人体は食物に含まれる多くの物質と同じ物を含んでおり, 栄養素摂取の過剰と不足,イン

バ ランスは人体の構成要素にも過剰と不足, インバランスを生じさせる.また, 摂取された各種

栄養素は,体内で重要な生理作用を持っているため, 人体を構成する化学的組成, インバランスは

人体の生理機能に変化をもたらし, 健康障害につながる. つまり, 至適な健康状態の維持は, 必須

栄養素とエネルギー源の適切な供給によってもたらされる人体の構成要素に依存している. 一般的

に, 生体に対する刺激が栄養学的なもの, 例えば過剰と不足のようなものであれば, 体重の変化と

して除脂肪量（LBM）も（BFM）も同一方向に変化する. (資料-26 )

栄養素は以下の 5つに大別される.

＊糖質（蛋白質と繊維）

＊蛋白質

＊脂質

＊ミネラル（水を含む）

＊ビタミン

それらの働きによって以下のような成分に分類される.

①熱源としてエネルギーを供給する成分（熱量源）・・・糖質・脂質・蛋白質

②生体組織の構成成分となる（構成素）・・・・・・・・蛋白質・ミネラル

③生体機能に関与する成分（調節素）・・・・・・・・・ビタミン・ミネラル

1) 生体のエネルギー

エネルギー（energy）は,「内蔵された仕事の能力」と云う意味をもつギリシャ語に由来する.

ヒトは, 食物がもつ化学結合エネルギーを Adenosine triphosphate : ATPのような髙エネルギー

化合物に変えて,この物質の分解エネルギーで以下のような生物学的なあらゆる仕事をする.

＊化学的な仕事：生合成, 増殖

＊輸送と濃縮の仕事：物質の吸収と輸送, 神経伝達

＊機械的な仕事：運動, 骨格筋の収縮

また,体温を一定に保つためにもエネルギーが使われる.

ヒトの生命活動に必要なエネルギーは, 食物中の糖質・脂質・蛋白質（三大熱源栄養素）から供

給される.

熱源栄養素 1g当たりの熱量は, 以下の通りである(Atwater係数)

＊糖質：4 kcal 
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      ＊脂質：9 kcal 

      ＊蛋白質：4 kcal 

●生体でのエネルギー源の貯蔵

ヒトは, 常に飢餓との闘いの中で生活してきた. 従って, ヒトの代謝機構は, 食糧がある時

は食べ, エネルギーを蓄積して飢餓に備えてきた.例えば, 糖質は肝臓や筋にグリコーゲンと

して,蛋白質は体蛋白として蓄える.しかし, これらの多くは水溶性であるため, 大きな貯蔵場

所が必要である.そこで, ヒトはエネルギーの貯蔵法として, 軽くて, 利用する時に単位重量

当たりの熱量が大きい脂肪と云う形でエネルギーを貯蔵する. (資料- 27 )

組織機能の重要な部分は,蛋白質によるエネルギーであるが, 非蛋白エネルギーの主要な源

は,グリコーゲンと脂肪である.

グリコーゲンは, 肝臓や骨格筋に分布しているが, その貯蔵量は少ない(~400g).しかし,

脂肪はあらゆる部位に貯蔵でき, その貯蔵スペースは無制限に近い.

● 生体でのエネルギーの流れ

脂肪組織は, 食物に由来する化学エネルギーを中性脂肪(Triglyceride:TG)の形に変えて貯

蔵し,中性脂肪は生体全体のエネルギー要求に応じて, 脂肪酸とグリセロールとなって脂肪組

織から放出され, 仕事のためのエネルギーとして利用される. (資料- 28 )

2)エネルギーの摂取量と消費量 

         植物は, 光のエネルギーを利用して化学エネルギーに変えることができるが, ヒトは, 食事とし 

       てエネルギー源を摂取しなければならない.  

       ● エネルギーの摂取量 

            摂取した食物がもつエネルギーがわかれば, 摂取したエネルギーがわかる. 食品（熱量減）が 

          もつエネルギーは, 高圧酸素下で食品を完全に燃焼させ, 発生した熱量は温度計で測定される.  

            多くの食品の熱量を測定し, 栄養素 1g当たりの燃焼エネルギーが測定されている（物理的燃 

          焼値；Rubner係数）. 食品のこの燃焼値に消化吸収率を掛けた値が生理的燃焼値（Atwater係 

          数）である. (資料- 29 ) 

      ●  エネルギー消費量 

            1日のエネルギー消費量は, 次式から求められる.  

            エネルギー消費量＝（生命の維持に使う基礎代謝）＋（生活活動に使う活動代謝）＋（食物 

          消化・吸収に使う食餌性産熱） 

        ＊基礎代謝（basal metabolism: BM）・・・測定前日の軽い夕食後, 絶食し翌朝の覚醒時に 

            20℃の室内で, 安静仰臥位で測定されるエネルギー代謝のことである. (資料- 30 ) 

        ＊活動代謝量・・・実際の測定が困難であるため, わが国では生活活動強度を 4段階（I: 低い 

            ~IV高い）に区分し, 基礎代謝の倍率で表示している. (資料- 31 )  
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        ＊食餌性産熱（特異動的作用:specific dynamic action; SDA, 現在国際的には diet-induced  

         thermogenesis: DITや thermic effect of food: TEFと呼ばれている）・・・食物を摂取すると 

          酸素消費が増加し, エネルギー代謝が亢進する現象である, 日本人の場合, 糖質の摂取量が 

          多いので, 摂取エネルギーの約 7 ~ 8%が SDAによって消費される.  

       ● エネルギーの摂取量と消費量のバランス 

            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.  

            ＊ 摂取エネルギー＞消費エネルギー・・・プラスのエネルギー・バランス 

            ＊ 摂取エネルギー＜消費エネルギー・・・マイナスのエネルギー・バランス 

            エネルギー・バランスが±0の状態であれば, 体重の増減はない. (資料- 32 ) 

           節食や絶食でマイナスのエネルギー・バランスでは, 生命維持のために蓄えられている脂肪,  

          糖質, 筋を構成する蛋白質がエネルギーに変えられるため, 体重は減少する.  

            過食によるプラスのエネルギー・バランスでは, 余剰のエネルギーが脂肪として蓄えられるた 

          め, 体重は増加する.  

            プラスのエネルギー・バランスは後の肥満で記述するため, ここではマイナスのエネルギー・ 

          バランスと身体の構成要素との関係を述べる.マイナスのエネルギー・バランスは, 以下の場合 

          が考えられる.  

        ＊エネルギー摂取量が減少している.  

        ＊エネルギー消費量が増加している 

        ＊その両者の場合 

        また, 体重減少には, 以下の状態の単独か同時が考えられる.  

        ＊体脂肪量(BFM)の減少 

        ＊除脂肪量(LBM)の減少 

        ＊総体水分量(total body water: TBW)の減少 

   ● 1日のエネルギー摂取量をエネルギー必要量(2,400 kcal)の 2/3である 1,600 kcal (50gの蛋白質を 

       含む)に減らした飢餓実験（Minnesota starvation study）の結果. (資料- 33 )  

        ＊体重 69.5kgが 24週間のマイナスのエネルギー・バランスで 15.9kg ( - 23%)減少 

        ＊BFMは 9.7kgから 2.7tkgまで 7.0kg ( - 72%)も減少 

        ＊代謝的に活性な組織（骨格筋, 内臓器官, 血液と骨髄の細胞：LBM）も 39.6kgから 30.0kg 

         まで 9.6kg ( - 24%)減少 

       マイナスのエネルギー・バランスは, エネルギー摂取量の不足ばかりでなく, 蛋白質摂取不足 

     の疾患 (蛋白質・エネルギー栄養障害：protein-energy malnutrition: PEM)を伴いことが多く, 細胞 
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     機能損傷, 種々の合併症を引き起こし, 50%の LBM喪失で死に至る. (資料- 34 )  

   ●20週間節食制限したラットとしなかったラットの脂肪細胞の変化. (資料- 35 )  

       ＊食餌制限したラット：明らかに脂肪細胞のサイズも数も低いレベルにある.  

            15週間で脂肪細胞数はプラトーになる.  

            脂肪細胞のサイズは増加するが, 制限しなかったラットに比べると小さい.  

        ＊食餌制限しなかったラット：脂肪細胞数もサイズも増加し続ける.  

            このように, マイナスのエネルギー・バランスでは, BFMも LBMも両方減少するため,  

          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であるとされてい 

          る.  

2. 肥満発症の原因と社会的背景 

1) 肥満発症の原因 

       ① 肥満の分類 

            肥満には原因論的に分類すると 

            ＊相対的過食による原発性肥満（単純性肥満：simple obesity） 

            ＊肥満をもたらす基礎疾患がある二次性肥満(症候性肥満: symptomatic obesity) 

              がある. (資料- 36 ) ここでは, 単純性肥満を取り扱う.  

      ② 肥満は英語で, “ obesity”と云うが, この語は”obesus”と云うラテン語からきており, eat away (腹一 

       杯食べる)を意味している.  

         英語の”adiposity (脂肪過多)”は, ラテン語の”adips”や”ギリシャ語の”aleipha”に由来しており, 固 

       まった脂肪である fatを意味している. つまり, 言葉の意味からは, 単に体重が重いこと 

       (overweight)ではなく, 肥満は体脂肪(BFM)が過剰に蓄積した状態と定義できる.  

      ③ 肥満の定義：肥満とは BFM)が正常範囲を越えて著しく増加した状態と定義される.    

     2) からだに脂肪を蓄積する意味と蓄積する能力 

         このことは, 予備のエネルギーを体内に保有することであり, 保温や臓器・組織を機械的な障害 

       から守ると云う重要な役割ももっている. つまり, 体脂肪の蓄積は, 合目的的な生理現象であると 

       もみなされる. 

         からだに脂肪を蓄積する能力を系統発生的にみると, 節足動物からその能力がみられ, 最も発達 

       するのは鳥類や哺乳類である.  

     3)ヒト肥満の可能性 

         自然状態にある野生動物に太りすぎがみられないのは, 摂取するエネルギーと消費するエネル 

       ギーのバランスがとれているからであろう. しかし, 家畜や実験動物のような, 人工的な飼育環境 

       下では食物の獲得にエネルギーを消費する必要がないため, 摂取エネルギー＞消費エネルギーと云 
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       うプラスのエネルギー・バランスが生じ, 肥満の可能性が生じる.  

        ●ヒトの場合, その進化史は飢餓との闘いであった. このような環境下では, 少ないエネルギーで 

       生存でき, 余ったエネルギーを効率よく体内に蓄積できることが個体の生存にとって有利であっ 

       た.  

        ●飢餓に備えてエネルギーを蓄える機能：人体は, 食餌によってブドウ糖（グルコース）を取り込 

       み, 肝臓や筋でそれをグリコーゲンに転換してエネルギー物質として蓄える. (資料- 37 )  しかし,  

       グリコーゲンは水溶性であり貯蔵量が限られるので, 慢性的な飢餓状態ではエネルギー源としては 

       適切ではない.  

         長期にわたって不安定な食糧状態にある環境では, 余剰のエネルギーを脂肪に変えて貯蔵する方 

       が効率的である.  

        ●このような自然淘汰の結果, ヒトは, 次の飢餓に備えて脂肪を蓄える機能が備わったと考えられ 

       る.  

        ●「エネルギー倹約遺伝子」と云う仮説検定概念：Neel, JV (1962年)は, 「食物の供給が不安定な 

       厳しい自然環境の中で生きる動物には, 余剰のエネルギーを効率よく蓄えて, 生存する可能性を最 

       大にする働きをもつ遺伝子の一群が存在する」と云う仮説をたて, 「エネルギー倹約遺伝子」と云 

       う概念を提唱した.  

         ex. 成人の 90%が肥満か過体重であるピマ・インディアン 

             ピマ・インディアンの伝統的な食生活：食品は植物性で, 肉食をせず, 脂肪の摂取カロリー 

           は総カロリーの 15 ~ 20%であった.  

             アメリカ政府の保証政策による食生活の変化：高カロリー食・高脂肪食に変化すると同時に 

           エネルギー消費の少ない生活様式に変化した. その結果, 大多数が肥満した. しかし, 伝統的 

           な食生活を続けている同じ種族のメキシコのピマ・インディアンにはこのような変化は起こっ 

           ていない. その原因：ピマ・インディアンも肥満を引き起こす遺伝的素因はもっていたのであ 

           ろうが, 遺伝的な食生活や生活様式は肥満の原因にならなかった.  

             その後, 高脂肪食と運動不足などの環境因子から, 摂取エネルギー＞消費エネルギーと云う 

           プラスのエネルギー・バランスから肥満が多発したのである.  

             このようにヒトにとって, かつての厳しい環境を生き抜くために必要であった「エネルギー 

           倹約遺伝子」が飽食の時代を迎えた現代人にとって, 肥満をもたらす要因になっている.  

             ヒトの肥満, すなわち BFMの過剰蓄積は, エネルギーの摂取と消費を維持する恒常的なメカ 

           ニズムの破綻であるプラスのエネルギー・バランス( エネルギー摂取＞エネルギー消費), つま 

           り相対的な過食状態によって起こる (2000年以上前に, Lavoisierと Laplaceによって提唱され 

           ている. (資料- 32 ) 

   4) 肥満の社会的背景 
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          肥満に関する資料では, 意外に早い時期から高度に肥満した人が現れている. (資料- 38 ) 

         ヒトの肥満は, 食物の分配供給システムと生産・製造が可能になった時点, つまり, 野生動物が 

        飼育条件下に置かれたと同様の時点から肥満の可能性が生じたものと考えられる.  

          わが国でも, 12世紀後半, 高度に肥満した貴族が描かれている. (資料- 39 )  

         現代がそうであるように, どの時代であっても, 肥満が登場する背景には共通点があり, それ  

         は必要とする食糧が常に手に入ると云う状況である.  

           WHO (世界保健機関)は, 国際的な基準として, BMI (体重, kg /身長, m2) 25以上を「過体重, over 

        weight」, 30以上を「肥満, obesity」と定めている. 日本では, BMIが 25を越えると 2型糖尿病や 

         循環器疾患のリスクが高くなり, 内臓脂肪が増えて行く傾向が見られるので, 日本肥満学会は日 

         本人の肥満を「BMI 25以上」と決めている.  

          「世界肥満実態」 (Global Burden of Disease: GBD)によると, 過体重と肥満の人の数は, 1980年 

         に 8億 8,500万人だったのが 2013年には 21億人に 2.5倍の増加を示した. 肥満者だけの数は,  

 6億 7,100万人で, アメリカ, 中国, インドに肥満者が多い事を報告している. 

           日本人の肥満者は, 厚生労働省の平成 26年「国民健康・栄養調査」によると, 20歳以上の肥 

         満者の割合は男性 28.7%, 女性 21.3%であり, ここ 10年間でみると, 男女ともに大きな変化は見 

         られていない. 肥満者の割合を性・年齢階級別にみると男性では 50歳代が多く(34.4%), 女性で 

         は 70歳代が多い(24.7%). (資料- 40)  

          肥満の発症は, 大食でエネルギー摂取量が多いからと云って, 必ず BFMが過剰蓄積するとは 

         限らない. (資料- 41) 肥満の究極の成因は, エネルギー摂取量がエネルギー消費量を上回る相 

         対的な過食状態であるが, このエネルギー・バランスには, 遺伝的, 環境的, 社会的, 人種的な要 

         因が影響する.   

  3. 体脂肪の蓄積 

       プラスのエネルギー／バランス（相対的過食状態）で生じたエネルギーは, 脂肪（中性脂肪,  

     triglyceride: TG）に変換されて脂肪細胞(fat cell)に貯蔵される. (資料- 42) 脂肪細胞の集合体が 

 脂肪組織(adipose tissue)であり, 脂肪組織の以上増加が肥満である.  

       人体は, 2つの方法で脂肪組織量を増やす.  

  1つは , 多量の TGによる脂肪細胞の肥大であり, これは脂肪細胞の肥大(fat cell hypertrophy)であ 

    る. 

      非肥満者の 1個の脂肪細胞のサイズは直径 10μm ~ 200µmの範囲にあり, 1個の細胞に平均 0.5µg 

    の TGを含むとされている. しかし, 1個の細胞が含有できる脂肪量には, 約 1.2µgと云う上限があ 

    る. (µとは 10-6=1/100万) 

      2つ目は, 脂肪細胞数(fat cell number)の増加によるもので, 脂肪細胞の過形成(fat cell hyperplasia) 

    である.  
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       脂肪細胞の総数は, 成人非肥満者で約 300億個, 中度肥満者で約 1,000億個, 高度肥満者で約 3,000 

    億個とされている. (資料- 43) 

      肥満者の総体脂肪量(BFM)と脂肪細胞の平均サイズとの間には相関がなく, BFMは脂肪細胞数 

    との間に強い正の相関がある. (資料- 44) つまり, 高度肥満者における脂肪組織の過剰量は, 脂肪 

    細胞の過形成によって生じる.  

       一般に, 成人肥満の場合, 脂肪含量の増加に伴って細胞は肥大するが, 脂肪細胞数の増加はすく 

    ない. しかし, 脂肪細胞には臨界容量(大きさの上限) があるため, 脂肪含量が平均 1.2µg / 細胞に 

    達すると細胞数の増加が起こる. 即ち, 高度肥満者では, 細胞の肥大と細胞数の増加の両方が認め 

    られる.  

    1) 脂肪細胞における脂肪の合成と分解 

         脂肪組織は、全身のいたるところに分布しており, 脂肪組織には TGが多量に貯蔵されている.  

       例え, 貯蔵されている TGの全量が一定であっても, TGは絶えず合成され, 同時に分解されてい 

       る.  

         脂肪組織には, 血管や神経(交感神経)が分布しており, この毛細血管を通して脂肪合成に使われ 

       る材料や脂肪細胞の代謝を調節するホルモンが運ばれて来る.  

            ＊脂肪合成の材料 

              中性脂肪の分解産物である脂肪酸とグリセロールやグルコース 

            ＊脂肪細胞の代謝を調節するホルモン 

              脂肪合成促進ホルモン：インスリン 

              脂肪分解促進ホルモン：カテコラミン, 副腎皮質刺激ホルモン, グルカゴン, 成長ホルモン 

      (1) 脂肪の合成(資料- 45) 

           脂肪組織内毛細血管内皮に分布するリポ蛋白リパーゼ (lipoprotein lipase: LPL)が, 血中の 

         中性脂肪を脂肪酸 (fatty acid)とグリセロール (glycerol)に分解する.  

           ここで生じた脂肪酸の大部分は脂肪細胞に取り込まれ, 脂肪酸活性化酵素(長鎖アシル合成 

         酵素)の働きでアシル CoA (acyl coenzyme A)に変えられる. 

           血中のグルコース (glucose)は, インスリン (insulin)の働きで, そのまま脂肪細胞内に取り 

         込まれ, 解糖反応によってα-グリセロリン酸 (glycerophosphate) に変えられる.  

           脂肪細胞内で生じたアシル CoAと解糖反応で生じたα-グリセロリン酸との反応で脂肪が 

         合成される. 

         ＜ごく最近の知見＞ 

            ＊十二指腸からでるホルモン GIP (gastric inhibitory polypeptide; GIP, 胃機能抑制ペプチ 

              ド) が脂肪細胞表面にある GIP受容体と結合すると, 血中の TGを取り込みやすくする 

               酵素が出ることが明らかにされた.  
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                 GIP受容体のないマウスに高脂肪食を与えると, 直後から普通のマウスより多くの脂 

               肪を消費することが認められたため, GIPの働きを抑えれば脂肪の蓄積が抑えられるで 

               あろうことが示された.  

            ＊脂肪細胞から分泌されるアディポネクチン 

                アディポネクチンをマウスに投与すると, 脂肪酸の燃焼に関わる AMP (アデノシンリ 

               ン酸：adenosine monophosphate)キナーゼと云う酵素が活性化され, 筋中や肝臓の脂肪酸 

               の燃焼が促進されることが認められた.  

      (2) 脂肪の分解 

           多量の TGを蓄えるのは白色脂肪細胞 (white fat cell)であるが, 哺乳類には形も働きも違う 

         もう一つの褐色脂肪細胞 (brown fat cell) がある. 白色脂肪細胞も褐色脂肪細胞も交感神経か 

         ら放出されるノルアドレナリン( noradrenaline: NA)が細胞膜上のβ—レセプター(β- AR)に結 

         合すると, 脂肪の分解が進む.  

            ＊白色脂肪細胞：TGは分解されて血中に遊離脂肪酸 (free fatty acid: FFA)として放出さ 

             れ(資料- 46), ATPの合成に使われエネルギーとなる.  

            ＊褐色脂肪細胞：ヒトには少なく, 新生児で約 100g程度, 成人では約 40gとされているが 

             同定することができない. 褐色脂肪細胞には, 小さな脂肪滴が多数存在する. 褐色脂肪細 

             胞では, 脂肪酸(FA)に分解されたものが褐色脂肪細胞にだけある脱共役蛋白質 

             (uncoupling protein: UCP)と云う特殊な分子によって, 細胞内で熱となり放出される.  

             (資料- 47) 

        ＜  最近の知見＞  

           ＊エネルギー消費に関係する遺伝子：(!3 –アドレナリン受容体遺伝子)が発見された.  

                !3 –アドレナリン受容体は脂肪細胞に存在し, 脂肪分解やエネルギー産生などの抑制 

              作用をもつ.  

                この !3 –アドレナリン受容体遺伝子に変異 (190番目の塩基配列が正常な「アデニ 

              ン：チミン」から「アデニン：シトシン」に, つまり, 64番目のアミノ酸が「トリプト 

              ファン」から「アルギニン」になった遺伝子変異があると, エネルギー消費量が少なく 

              なる.  

                アリゾナのピマ・インディアンには !3 –アドレナリン受容体遺伝子変移が高率に認め 

              られており, 日本人にも 30数%がこの変異をもつと云われている.  

    2) 肥満の基準 

         肥満は, 肥満度として表現されるが, これは体格として「太っている状況」の判定である. 体重 

       が大きくなると体脂肪量(BFM: Body Fat Mass)も除脂肪量(LBM: Lean Body Mass)も大きくなる 

       が, LBM/BFM比は低下する.  (資料- 48) 
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        BFMの広がりは LBMの分布の広さより大きい. (資料- 49) つまり, 体重の増加には BFMが大 

       きく関与している.  

         肥満とは, 身体に脂肪が過剰に蓄積した状態と定義される. 従って, BFMを測定することが肥満 

       の基準を設定する為には最も適切である. しかし, どこまでが正常な BFMであり, どこからが異 

       常な BFMであるかを決定することは困難である. 従って, 正常な BFMレベルと肥満の間の境界 

       線(肥満の基準)は, 恣意的である.  

      (1) BMIによる肥満の基準 

         体重 (kg) を身長の二乗 (m2)で割ったボディマス・インデックス (Body Mass Index; BMI) 

       は, 肥満の基準 (BMI 25.0~29.9: 過体重, BMI≧30: 肥満, WHO 1998年)として国際的にも広 

       く用いられているが, この BMIは BFMを測定したものではない. この基準は, 「過体重は肥 

       満である」と云う概念によるものである.  

         日本では, 30~59歳の各種疾病異常の合併率が最も低い BMIは, 男性で 22.2kg/m2, 女性で 

       21.9kg/m2であるとされている為, 日本肥満学会は, 標準体重を 

標準体重(kg) = 22×身長 2 (m2) 

       から求め, この標準体重からの%偏差の基準としている.  

         標準偏差からの%偏差と BMIの関係から(資料- 50), 標準体重の+20%は BMI=26.4に該当 

       することから, 日本肥満学会では, 肥満の基準を男女共通して BMI=26.4以上としている.  

         そこで, この基準で「やや肥満；24.0≦BMI<26.4」に該当する者の%BFは, 男性で 28.0%,  

       女性で 34.5%と分析された. (資料- 51) 

        WHOが提起している BMI=25.0は, 日本人の場合, 標準体重からの%偏差が＋13.6%に該当 

       するため, 日本人にとってはやや低い基準値となる.  

         BMIの年齢変化は, 平均 5歳を最下点年齢(BMI age-min)として, その後リバウンドする 

           (BMI-rebound, adiposity-rebound). (資料- 52) この BMI age-minが 5歳以前に出現する幼児 

         は, 思春期或いは成人期において高い BMIを示すことが明らかにされている. つまり,  

         BMI-reboundの早い幼児は, 将来過体重或いは肥満になる可能性が高いことになる.  

      (2)体脂肪量 (率) による肥満の基準 

          特定個人の BFMや体重の至適水準を正確に示す事は不可能である. この至適条件には 

        個人差があり, 遺伝要因によっても大きく影響されるであろう. 身体的に健康な若年成人男 

        女における BFMの正常範囲は, 少なくとも母集団平均値の±1 SD (68%の変動範囲)に含まれ 

        るであろう. 従って, 若い成人男性の%BFは 15%, 女性では 25%が至適或は理想であろう.  

          しかし, %BFの平均値は, 年齢と共に増大し, 14歳から 50歳までの男女の変動は約 5%であ 

        る.  

          そこで, この統計範囲を考慮して若い成人男性の肥満基準は%BF = 20%以上. 若い女性 
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        は%BF = 30%以上とされ, ある程度の共通認識が得られている. この基準のもう一つの根拠 

        として, この基準値以上になると脂肪細胞数の増加(脂肪細胞の増殖)が起こり, 一方で, 生理 

        的, 心理的, その他の種々の不都合が生じると云うのがある. しかし, この基準値は, あくま 

        でも若年成人を対象としたものであり, 小児や高齢者など全年齢に適応できるものではない.  

          前述の統計的な方法を用いると, 高齢男性の肥満基準は%BF = 30, 高齢女性では%BF = 37 

        と云うことになる. 更に, これらの基準は, 身体密度計測法や皮下脂肪厚法による%BFに基 

        づいたものである. しかし,種々の推定法による%BFは有意な相関を示すが, 各%BF値は同 

        一個体であっても必ずしも一致しない. (資料- 53) 

          従って, 肥満の基準を画一の%BFで表現することは困難である. また, 年齢, 性別, 人種や 

        民族, 生活様式, 地域や時代によっても, 肥満の基準は変化し, 不変ではない.  

          このように, 肥満の定義にある「体脂肪の過剰蓄積」と云う表現が肥満の基準を曖昧にして 

        いる.  

          肥満は確かに脂肪組織量の異常な増加状態であるが, それは皮下脂肪厚 (SFM)の増加だけ 

        ではなく, SFMは少なくても, 体内深部脂肪量 (IFM)が多く, 結果として%BFが高い肥満も 

        存在する.  

          BFM全体に占める SFMの割合は年齢と共に低下するが, IFMの占める割合は逆に増大する 

        傾向にある. 従って高齢者の肥満基準は, IFMを評価しうる身体組成推定法が望ましい. (資料  

        - 54) このように, 肥満の基準は脂肪組織の量的な問題と蓄積脂肪の局在性の問題の両面が重 

        視されるべきである.  

      (3)体脂肪分布による肥満の基準 

          BFMが過剰に蓄積した状態と定義される肥満が, 糖尿病, 高脂血症, 高尿酸血症などの代 

        謝異常や高血圧, 虚血性心疾患, 心機能障害などの循環器系疾患をはじめ多くの疾病を伴い 

        やすいことは良く知られている. しかし, 肥満の程度と合併症発生率は, 必ずしも相関しな 

        い.  

          肥満の合併症には, 蓄積している BFMの絶対量のみが影響するものでもない. 体重増加の 

        原因である脂肪蓄積は, 全身一様ではなく, 極めて限定された部位に起こる. 特に, 体脂肪分 

        布と糖尿病や虚血性心疾患などの発症との強い関係が明らかにされている.  

            ＊体脂肪分布による肥満のタイプ(資料- 55) 

               脂肪細胞はどこに存在するかによって著しい多様性を示すため, ある細胞は血流から 

              過剰なエネルギーを取り込む高い効率をもち, 一方の細胞は組織によって使われる貯蔵エ 

              ネルギーを速やかに放出する機能をもっている.  

                ヒトの脂肪分布パターンは, ある程度まで遺伝の影響を受け, 脂肪細胞に吸収される中 

              性脂肪 (TG) に対するリポ蛋白リパーゼ(LPL)の局所的活性によって決定される. 
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                腸管膜脂肪や大網脂肪など門脈系に存在する内臓脂肪 (visceral fat: V)は, 皮下脂肪 

              (subcutaneous fat: S)に比べて代謝的に活発で, 脂肪合性能, 脂肪分解能が共に高い. 

             ＃腹部型肥満 (abdominal obesity )：腹部領域に BFMが過剰蓄積するタイプであり, 男性型 

                 肥満 (android-type obesity)や中枢型肥満 (central-type obesity)とも呼ばれる. 他の部位 

               の脂肪より代謝的に活性であるため, 糖尿病, 高脂血症, 高血圧, 冠動脈性心疾患などに 

               よる死のリスクが高い.  

             ＃臀部大腿部型肥満 (gluteo-femoral obesity)：臀部と大腿部に過剰蓄積するタイプであり,  

                 女性型肥満 (gynoid-type obesity )や末梢型肥満 (peripheral-type obesity )とも呼ばれる.  

               代謝的に活性でないため, 直接死のリスクを高めることはない.  

             ＃内臓脂肪型肥満 (visceral fat obesity) ：この肥満では, 高血圧, 高脂血症などの合併症発 

               生頻度が高い. (資料- 56)  

            ＊体脂肪分布の評価 

                体脂肪分布は, コンピュータ・トモグラフィー (computerized tomography: CT )法 

              (資料- 57) や磁気共鳴画像(magnetic resonance imaging: MRI)法などによって最も正確に 

               評価できるが, これらは髙価な医療用機器が必要であり, 実用的ではない.  

                 ここでは, CT法による腹部の内臓脂肪面積 (V) / 皮下脂肪面積 (S) 比より腹腔内脂肪 

               の絶対量と相関するウエスト / ピップ比(waist to hip ration : WHR )について記述する.  

                 WHRは, 腹囲と臀囲の比であるが, 測定部位によって臨床的な重要性が異なるため,  

               一般に, 血清脂質や耐糖能との相関が高い「臍を通る横断面 (資料-58の①) / 最大部位で 

               の臀囲(資料 58の右図)」をWHRとする.  

                 欧米では, 内臓脂肪型肥満の基準は, 男性でWHR > 0.9, 女性でWHR > 0.8とされてい 

               るが, 日本では, 男性WHR>1.0, 女性WHR>0.9が基準とされている.  

    3) WHR と BMIの組み合わせによる肥満の基準 

        身長や体重からの指数 (BMIなど)や体脂肪量の測定値だけを肥満の基準とするならば, 肥満者 

      とは単に「太った人」に過ぎない. 従って, 医学的に対応が必要な肥満, 治療を必要とする病的な 

      状態としての肥満, つまり, 「肥満症」と云う観点から治療を必要とする状態にあるかどうかを評 

      価する肥満の基準も必要である.  

        つまり, 肥満の基準では, 合併症を有するか, 将来合併症を有する可能性が高いかを評価する 

      簡便性と実践性が重要である. BMIは, 体脂肪の分布パターンを示すものではないが, BFMとはか 

      なり高い相関を示す. (資料- 59:上図) 一方, WHRは, BFMを表す指標ではないが, 内臓脂 

      肪組織 (visceral adipose tissue: VAT)を反映した指標である. しかも, BMIとWHRは, 高い相関 

      (r=0.526)を示し, 共に各種代謝指標とも有意な相関を示す. (資料- 60) 

       従って, BMIとWHRを組み合わせて「肥満症」の診断基準を作成することができる.(資料- 61)  
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       その基準は, 以下の通りである.  

成人男性：BMI > 27.5 + WHR >1.01 ： 成人女性：BMI>26.8 + WHR>0.95 

      (5) 脂肪細胞のサイズと数による肥満のタイプ 

            貯蔵脂肪量を決定する要因としては, 脂肪細胞数と個々の細胞の脂肪含量(細胞の大きさに 

          比例する) の 2つが考えられる. つまり, 肥満者の脂肪組織の形態特性 (cellularity)には, 脂肪 

          細胞数の増加か大きさの増大のいずれか, 或はその両者が関与している.  

            個々の脂肪細胞の大きさは, ある程度の肥満まで大きくなるが, 1個の細胞の大きさには限 

          界があるため, 肥満度がそれ以上高くなっても, 脂肪細胞の大きさはそれほど大きくならない. 

          (資料- 62の下図) しかし, 脂肪細胞の数は, 肥満度が高くなれば高くなる程増加する.  

          (資料- 62の上図) 

           肥満者の脂肪組織が脂肪細胞の大きさと数と云う 2要因のどちらが関与しているかは, 肥満 

          のタイプによって異なる. (資料- 63) 

            ＃ 過形成性肥満 (hyperplastic type obesity) 

                 脂肪細胞数が過剰(一般に 5~15×109個)で, 個々の細胞の大きさが正常であるタイプ.  

                 発症が幼少期で, 一般に高いインスリン血症などは認められないが, 治療には強く抵抗 

               する.  

            ＃ 肥大性肥満 (hypertrophic type obesity ) 

                脂肪細胞のみが大きく (一般に直径 100~150μm, TG含量 0.8~1.6μg), 数は正常であ 

               る.  

                 発症は, 思春期以降で, それ程高度な肥満にはならないが, 髙インスリン血症や髙中性 

               脂肪血症を合併しやすい. しかし, 治療にはあまり抵抗しない.  

            ＃ 連合性肥満 (combined type obesity ) 

                脂肪細胞の数が多く, 大きさも大きいタイプ.  

                 発症は, 幼少期で, 高度肥満になることが多く, 髙インスリン血症や髙中性脂肪血症を 

               合併しやすい.  

4. 肥満と疾病 

       肥満は, あらゆる生活習慣病と関連しており, 生活習慣病の発症因子, 増悪因子であり, 高い死亡 

     を率示す. 特に, 糖尿病の死亡率は, 正常体重者の約 4倍である.  

       肥満と合併症との因果関係には, 整形外科的合併症など脂肪量の過剰による物理的な原因に基づ 

     くものは別として, 脂肪組織の分布異常が耐糖能異常, 脂質代謝異常, 高血圧, 動脈硬化性疾患など 

     と密接に関連する. (資料- 56)  

       つまり, 腹部の内臓周辺に多くの脂肪が蓄積した腹部内蔵脂肪型肥満 (abdominal visceral fat  

     obesity )が種々の合併症を引き起こす原因の 1つである.  
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       虚血性心疾患などの動脈硬化性疾患の発症には耐糖能異常, インスリン抵抗性, 高脂血症, 高血圧 

     などを併せもつマルチプル・リスクファクター (multiple risk factor)を有する病態が大きく関与し 

     ている.  

       これらを「シンドローム X: syndrome X, 死の四重奏 : deadly quartet」或はインスリン抵抗性症 

     候群( insulin-resistance syndrome ) 等と読んでいる.  

       ところが, 内臓脂肪型肥満者も耐糖能異常, インスリン抵抗性, 高脂血症, 高血圧などをもち, ま 

     さにマルチプル・リスクファクター症候群である. (資料- 64)   

     1) 内臓脂肪の蓄積 

          内臓脂肪を増加させる因子：遺伝, 加齢, 性ホルモン, 食事, 運動, 生活環境など. (資料- 65) 

       加齢：内臓脂肪の蓄積を促進し, 男性は女性より内臓脂肪が蓄積しやすい.  

        性ホルモン：女性では, 閉経後に内臓脂肪が急速に増加する.  

        運動：脂肪合成の律速酵素であるアシル CoA合成酵素, ブドウ糖の細胞内取り込みに関与する 

          グルコース・トランスポーター(GLUT-4 ), 脂質の細胞内取り込みに作用するリポ蛋白リパー 

          ゼ(LPL)の作用を抑制する. また, 運動により内臓脂肪の分解が活発になる(資料- 66)ため, 運動 

          不足は内臓脂肪の蓄積に関与する.  

        食事：特に, 髙ショ糖食も重要な因子である.  

      2) 内臓脂肪と代謝異常 

           内臓脂肪が増加すると：その分解産物である遊離脂肪酸 (FFA)が門脈系を通して肝臓に多量に 

         流入する. この FFAは, 肝臓での中性脂肪(TG)の合成を亢進すると共に, リポ蛋白の分泌に重要 

         な蛋白であるミクロゾーム・トリグリセライド転送蛋白 (MTP)の活性を高める. その結果, 超低 

         比重リポ蛋白 (VLDL) の合成亢進や分泌亢進が起こり, 高中性脂肪血症が起こる. (資料- 67) 

          また, 門脈中の FFAは内臓脂肪の蓄積と有意に相関し, この FFA濃度の上昇は肝細胞でのイン 

         スリン結合を抑制する. その結果, 末梢での髙インスリン血症, さらにインスリン受容体の下方 

         調節(レセプター数の減少)から末梢組織でのインスリン抵抗性が生じる.  

    5. 脂質代謝の促進と体脂肪蓄積の抑制 

        ここでは, 脂質代謝の回転を促進させ体脂肪の蓄積を抑制するカプサイシンと食欲を抑制しエネル 

      ギー消費を増大させ, 結果として体脂肪の蓄積を抑制するレプチンについて簡単に記述する.  

      1) カプサイシン 

         ＠トウガラシに含まれるカプサイシン(capsaicin) 

          トウガラシにはレッドペッパーとタバスコの 2系統があり, コロンブスの新大陸発見後ヨーロ 

           ッパに持ち込まれた香辛料である. トウガラシの特徴は辛みであり, その成分がカプサイシ 

           ンである. (資料- 68)  カプサイシンは, 約 90%が果皮部分に含まれ, 約 10%は種子の部分に含 

           まれる. カプサイシンの含量は, レッドペッパーよりタバスコの方が多いため, タバスコの方が 
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           辛い. カプサイシンは脂溶性が強く, 常温の水では殆ど溶けない.  

           カプサイシンを体内に摂取した場合, 生体内での生理作用として, 脂肪の蓄積を抑制するエネ 

           ルギー代謝亢進作用がある.  

         ＠カプサイシンの吸収と代謝 

           カプサイシンは, 胃, 空腸 (十二指腸と大腸の間, 前半部分), 回腸 (小腸で大腸に近い部分)で 

           吸収され, 腸管から腸管静脈血中 (門脈血中)へ移行し, 血清中のアルブミンと結合して全身に 

           運ばれる. しかし, 半減期が短く, 吸収後速やかに血中から消失する.  

           トウガラシを摂取すると体温が上昇し, 発汗することは日常経験することであるが, これは 

           カプサイシンの摂取が体熱の産生に関与し, 体脂肪の蓄積低下などのエネルギー代謝に影響す 

 ることを示している.  

           Ex. ラットの実験：ラットにカプサイシンを添加した高脂肪食を与えると, 腎周囲脂肪組織量 

             の低下と血清中性脂肪の有意な低下が認められている. 即ち, 脂肪の代謝回転がカプサイ 

              シンによって速まったことも認められている.  

                このような脂質代謝の促進は, カプサイシンのもつエネルギー代謝亢進作用の結果であ 

              る.  

           Ex. ヒトの実験：若年成人に香辛料添加食を与えると, 食後 3時間での安静時代謝率(resting 

             metabolic rate; RMR)は 153%となり, 無添加食の 120%と比較して約 25%エネルギー代謝 

              が上昇する. (資料- 69) 

         ＠カプサイシンによるエネルギー産生の促進(資料- 70) 

            カプサイシンは, 胃及び小腸から吸収され, 門脈血中に移行して血中アルブミンと結合して 

            全身に運ばれる. 門脈血中に入ったカプサイシンは, 内臓感覚神経に作用し, 神経伝達物質を 

            通して脊髄神経に作用する. また, カプサイシンは脂溶性であるため, 血液—脳関門を容易に 

            通過して脊髄に直接作用する.  

              この 2経路によって, 交感神経に興奮が起こり, カテコラミンと云うホルモンの分泌が亢進 

            される.  

              次に, 静脈血中に分泌されたカテコラミンは, 肝臓や脂肪組織に作用する. 肝臓では, カテ 

            コラミンの作用によって, グリコーゲンからグルコースへの分解が促進され, エネルギー産生 

            基質をつくる. 

              脂肪組織では, カテコラミンがβ3 –アドレナリン受容体に作用し, 中性脂肪(TG)から FFA 

           への分解を促進して, エネルギー産生基質をつくり出す. これらのエネルギー産生基質は, 血 

            液によって筋などの末梢組織に運ばれ, 燃焼されてエネルギー産生を増大させる.  

              このようにトウガラシに含まれるカプサイシンは, 脂肪組織における中性脂肪の分解を促進 

            するため, 体脂肪量の過剰蓄積を抑制する効果が期待される.  
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  2) レプチン 

           体重は, 体脂肪量を調節することで, 常に一定値(set point)になるように脳で調節されている.  

         脳の視床下部には食欲調節中枢がある.  

         ＃満腹中枢：この中枢を刺激すると, 動物は摂食を中止する. 例えば, 満腹中枢を破壊したラッ 

          トは, 過食傾向になり肥満する.  

         ＃摂食中枢：この中枢を刺激すると, 動物は摂食を開始する.  

           このように, 食欲は脳で調節され, BFMが常に脳で決められた値（セット・ポイント）にな 

         るように, 視床下部で食欲やエネルギー代謝が調節されている. セット・ポイントで決められ 

         た BFMには個人差があり, それが痩せや肥満と云う違いを生じさせる. BFMのセット・ポイ 

         ントは, 年齢によっても異なり, その変化は遺伝子によって規定されている.  

           従って, 一時的に BFMがセット・ポイントからはずれても, その年齢で発現している遺伝子 

         によって規定されている BFMは変化しないため, BFMはやがて元に戻る. BFMがセット・ポ 

           イントからはずれたことを感知し, BFMの減少や増加を脳に知らせる働きをもつのがレプチン 

            ( leptin)である.  

         ＃肥満遺伝子 – 遺伝性肥満マウス 

             1950年, アメリカの研究所で交配中に偶然できた突然変異による遺伝性肥満マウスが発見さ 

           れ, 単一遺伝子の異常が肥満を引き起こすと推定された. この原因となる遺伝子は同定され 

           なかったが, この未知の遺伝子は ob遺伝子と命名され, この系統の肥満マウスは ob/obマウ 

           スと呼ばれた. ob/obマウスの遺伝子変異は, 対立遺伝子の両方が変異のある ob遺伝子に置き 

           換わったときに肥満マウスになると考えられた.  

        (1) 肥満遺伝子産物であるレプチン 

             1994年, この肥満遺伝子 (ob遺伝子)の遺伝情報が解明された. この遺伝子発現は, 成熟 

           脂肪細胞にだけ認められる. ob蛋白質であるレプチンは, 脂肪細胞で合成, 分泌され脂肪蓄 

           積の情報を脳内の中枢に伝達するペプチド・ホルモンである. (資料- 71) 

        ＃ ob / obマウスでは, レプチンは合成されず, レプチンを投与すると, ＊食物摂取量の減少,  

           ＊酸素消費量の増加, ＊低体温の是正し, ＊グルコースやインスリンの濃度を低下させ行動を活 

           発にし,＊脂肪組織量も減少し＊肥満を解消させる.  

         ＃ 正常マウスにレプチンを投与すると同様の効果が認められ, 食欲の抑制とエネルギー消費 

            量の増大と同時に体脂肪率(%Fat)が低下する.  

              つまり, レプチンを投与すると, 摂取量が低下し, 消費量が増大するため, マイナスのエ 

            ネルギー・バランスになり, 脂肪量が減少するのである. (資料- 72)  

これらのことから, 標準体重のヒトにレプチンを投与すると脂肪の減少が期待できる.  
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         ＃ 正常マウスと ob/0bマウスの遺伝子の塩基配列を比較 

              ob/obマウスでは, 105番目のアミノ酸アルギニン (CGA)が TGAに変化していた(正常な 

            Gu-Cyが Gu-Thに変化).  

              たった 1つの塩基配列の違いによって, 肥満遺伝子が正常な蛋白質(ob蛋白質)を発現でき 

            ないのである.  

              ob/obマウスは突然変異によって, 正常な ob蛋白質をつくることができず, 正常な ob蛋白 

            質が欠損して肥満するのである.  

              ob蛋白質は脂肪細胞から分泌され, ob蛋白質をつくる肥満遺伝子はヒトにも存在する.  

               実験 – 1: 正常マウスと ob/obマウスを外科的に結合させ, 正常なマウスの食後の血液を 

                        ob/obマウスに流す 

               実験 – 2: 肥満遺伝子から人工的につくった組み換え ob蛋白質を ob/obマウスの腹腔内に 

                        連日投与する 

                 これらの結果：ob/obマウスの体重が減少し, 体重減少の全てが脂肪組織量だけの減少 

               であった.  

               追加実験：ヒトの ob遺伝子に基づく組み替え ob蛋白質(レプチン)を ob/obマウスに投与し 

                         ても減量効果は同じであった.  

                 これらのことから, ob蛋白質はギリシャ語の「痩せ」を意味する leptosから leptinと命 

               名された.  

                 ob遺伝子が細胞内で翻訳されると, 167個のアミノ酸からなる蛋白質 (肥満遺伝子産物,  

               ob蛋白質であるレプチン)になり, 血中にはシグナルペプチドが除去された 146個のアミノ 

               酸からなるレプチンとして存在する.  

                 正常な肥満遺伝子産物であるレプチンは, 分子量 14 ~ 16キロダルトン (kDa, 原子質量 

               単位)のペプチド・ホルモンであり, 脂肪を溶かすホルモンとして注目されている.  

        (2) レプチンの生理作用  

            レプチンの特徴は, 胎盤でも産生され胎児の発育に関与し, 胃内膜からも分泌され食欲抑制 

           作用にも関与するが, その多くが脂肪細胞から分泌されることである.  

             レプチンは皮下脂肪より内臓脂肪で多く産生される. また, 大きな脂肪の方が小さな細 

           胞より多くのレプチンを産生する.  

             レプチンは, 体脂肪の増加により合成され, 分泌されて, その情報を脳内のレセプター 

           に伝達して食欲を抑制し, エネルギー消費を増大させると云う生理作用をもつ. (資料- 73)  

             先述したように, ob/obマウスにレプチンを投与すると, 食欲が抑制されて, BFMの減少 

           に由来して体重が減少するが, この体重減少作用は, 食欲抑制によるだけではない.  

                Ex. ＜実験＞正常マウスをレプチン投与群と食欲が抑制され摂取量が低下した投与群と 
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                          同じ摂食量に制限した非投与群に分ける. 

                    ＜結果＞両群とも摂取量の低下によって体重は減少するが, BFMの減少量は同じ摂 

                          食量に制限したにも関わらずレプチン投与群の方が大きかった.  

                        つまり, レプチンは摂取カロリー(食欲)の抑制以外にエネルギー消費を増大させ 

                      てマイナスマのエネルギー・バランスをつくりだすのである. (資料- 74)  

                        脂肪細胞から分泌されるレプチンは, 食欲抑制とエネルギー消費の増大と云う 

                      作用を通して体脂肪量の減少効果を示すが, レプチン分泌はホルモン等の因子の 

                      影響を受ける.  

              ＊レプチン発現量を増加させるホルモンは, インスリン(膵臓), グルココルチコイド(副 

                腎), エストロゲン (卵巣)等である.  

              ＊発現量を減少させるホルモンは, アンドロゲン(精巣)である. (資料- 75) 

        (3) ヒトの肥満とレプチン 

             0b/0bマウスは, レプチン遺伝子の変異によってレプチン量が少なすぎるため肥満する. 

             しかし, ヒトの血中レプチン濃度は 、体脂肪の割合 (%BF)や BMIと正の相関を示す.  

           (資料- 76) このことは, 太っているヒトほど脂肪細胞が大きく, 数が多いため, 血中レプチ 

            ン濃度は高いことになる.  

              つまり, ヒトの肥満は脂肪細胞からのレプチン不足によって肥満するのではない. 

              ＊ヒトにおけるレプチン欠損症 

                1997年, 突然変異のあるレプチン遺伝子を両親からそれぞれ受け継いだ子どもが報告さ 

                れた. 8歳女児：体重 86kg, 体脂肪率 54%, 2歳男児；体重 29kg, 体脂肪率 54% . 1998年,  

                トルコ人とフランス人でも報告されたが, 現在までにこの 4例だけである.  

              ＊ヒトの肥満の原因は, 「レプチン抵抗性」である.  

                ヒトの肥満では, ob/obマウスのようなレプチンが全く分泌されない肥満は証明されてい 

                ないし, ob遺伝子の構造異常も認められず, レプチン・レセプターそのものの異常も認 

                められていない.  

                ヒトの肥満が高レプチン血症であることは, 脂肪細胞の量に応じてレプチンが正常に分 

                泌されていることを示している.  

                しかし, ヒトの肥満は, レプチンが高値であっても, 何らかの理由で食欲の抑制作用や 

                エネルギー消費の増大作用が正常に作動しないで成立している.  

                この事は, レプチン・レセプターから先へのシグナル伝達異常がヒトの肥満の原因であ 

                ることを示しており, 肥満の形成にレプチン作用機構の障害(レプチン抵抗性) が関与して 

                いる可能性を示している. (資料- 77) 

               レプチン抵抗性の原因は, ＊レプチンが分泌されてから運ばれるルートの問題と＊運ば 
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                れてきたレプチンと結合するレセプター (視床下部) の問題などが考えられる.  

 

III章 運動不足を予防するエアロビック・エクササイズ

- 運動は強すぎず , 弱すぎず  – 

 

身体を構成する物質の最小単位は原子であり, これらの原子から分子が合成され, 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, 発育と加齢の過程で変 

化するが, 身体はライフスタイルの中に存在し, 特に身体活動と食行動と云う健康行動に影響されて構成 

物は変化する. (資料- 78) 

特に, 体重を構成する除脂肪量 (LBM)と貯蔵脂肪 (BFM) は, あらゆるライフスタイル要因によって 

変化する. 従って, good health を維持するためと, ill healthの状態を変化させるメカニズムを知ることは 

重要である. (資料- 79)  

  1,からだを動かすエネルギー

身体活動(運動)は, 骨格筋の収縮によって行われる.

運動に必要なエネルギー, つまり骨格筋の収縮エネルギーは, 食物として取り入れ貯蔵されている

糖質や脂質, 蛋白質と云ったエネルギー源を解糖や酸化で機械的なエネルギーに変えたものである.

しかし, これらのエネルギーを一気に燃やすと, 殆どが熱エネルギーとして放出されてしまう.

従って,ヒトの身体はそのエネルギーをアデノシン 3リン酸 (adenosine triphosphate: ATP)と云う

髙エネルギー化合物に変えて,蓄え利用する.この ATPは, 大きなアデノシン分子と比較的簡単な

3つのリン酸基からできた髙エネルギー化合物である. (資料- 80) 特に,リン酸基 3つのうち,後ろの

2個は髙エネルギー結合している.

この末端のリン酸結合が壊されてアデノシン 2リン酸(adenosine diphosphate: ADP)と無機リン酸

(Pi)に分解されるとき髙エネルギーを放出し,骨格筋は収縮する. (資料- 81)  

ATP+H2O"6Co2+6H2O – 7.3 kcal/mole 

      しかし, 骨格筋に貯蔵されている ATPは, 骨格筋の僅か 0.5秒の収縮で枯渇する. 従って, 運動を 

     続ける為には ATPを持続的に合成する必要がある. ATPを合成する材料は ADPと Piである.  

ADP+Pi"ATP 

      しかし, ATPをつくるこの反応にはエネルギーが必要である. そのためのエネルギーは以下の 3つ 

     の方法で供給される (エネルギー供給系). (資料- 82)  

1) ATP-PC系 (非乳酸系)

最も素早くエネルギーを供給するのはクレアチンリン酸(phosphocreatine: PC)の分解エ

ネルギーを利用する方法である.

PC"P+C+エネルギー
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PCは髙エネルギー・リン酸の貯蔵庫で, 筋中には ATPの約 5倍位存在する.しかも, PCの無気

的分解(無気的代謝)によって生じるエネルギーは, ATPのエネルギーより大きいため,容易にエ

ネルギーが供給できる.このエネルギー産生は速度が速く,パワーも大きいが, 数秒間(10秒以内)

で終わる運動のエネルギーしかまかなえない.

2) 乳酸系 (無気的解糖系)

筋の PC貯蔵量は少ないため,さらに運動を続けるためには解糖や酸化によるエネル

ギーの供給が必要である.

この系は, グルコースをピルビン酸に変えて ATPをつくりだす反応である. (資料- 83)  

         グリコーゲンやグルコースをエネルギー源とする解糖は無酸素的にエネルギーを生み出す. つま 

         り, PCに続いて早急なエネルギーを必要とする場合や運動を始めた初期の酸素不足でのエネルギ 

         ー供給にはこのエネルギーが必要である. もし, 軽い運動で必要な酸素が十分供給される場合は, 

         ピルビン酸はトリカルボン酸回路 (tricarboxylic-acid; TCA cycle)に入って CO2と H2Oに完全酸 

         化されるが, 運動が激しくて酸素が十分に供給されない場合は, ピルビン酸は乳酸に還元される.  

         この乳酸は強い酸性物質であるため, 乳酸の高濃度の蓄積は体液を酸性化させ(acidosis), 筋肉は 

         硬直し, 運動の継続は不可能になる.  

           糖の無酸素的な条件下での分解では, 1分子のグリコーゲンから 2分子の ATPしかつくれない.  

         この乳酸系も, ATPをつくるエネルギーを素早く供給する点で重要であり, 2~3分間に最大努力で 

         行われる運動では, この系に大きく依存する.  

       3) 有酸素系 (有気系)

更に,運動を長時間続けるためには, 酸化によるエネルギーの供給が必要である.

運動に必要な酸素が十分にからだの中に取り入れられる場合は, 糖質,脂質,蛋白質はい

ずれも完全に酸化され, エネルギーをつくり出す.

例えば, 有酸素的条件下では, 糖の分解から 38モルもの ATPが合成される. つまり, この系

は長時間の持久的な運動中の ATP合成に適している. (資料- 84) 

2. 有酸素性運動

       1) 有酸素性運動とは 

           運動に必要なエネルギーは, 酸素を必要としない代謝(無酸素過程；ATP-PC系, 乳酸系)と酸素 

         を必要とする代謝(有酸素過程；有酸素系)によって供給されるが, これらの過程は独立したもので 

         はなく, 連続したものである. (資料- 85)  

           比較的軽い運動に必要なエネルギーは, 有酸素過程でまかなわれるが, 運動の強さがある程度以 

         上になると無酸素過程に依存してくる. 無酸素過程に依存する割合が高くなると, 血中の乳酸が蓄 

         積し始める. 急激に乳酸が蓄積し始めるところを LT (Lactate Threshold: LT)と呼ぶ. (資料- 86)  

           LTが現れる運動の強さは, 血中の乳酸濃度が継続的に上昇することなく行うことができる最高 



 31 

         の運動強度を指す. 普通の成人の場合, LTはその人の最大能力(最大酸素摂取量, V
．

O2max) の 

         45~60%位の運動強度で現れる.  

           つまり, 有酸素性運動(Aerobic Exercise)とは, 以下のような運動のことを云う.  

         ① 運動に必要なエネルギーが主として有酸素過程でまかなわれ, 乳酸の急激な蓄積がみられな 

          い運動, つまり, LT強度以下の運動を云う.  

         ② 従って, 有酸素性運動とは, その運動に必要な酸素が十分にからだの中に取り入れられるよ 

          うな軽い運動で, 比較的長時間続けられるような運動である. 逆に, LT強度以上の運動は, その 

          運動に必要な酸素が有酸素過程だけではまかないきれずに, 無酸素過程が加わってくるので乳 

          酸が高濃度に蓄積する. このような運動は, 無酸素性運動(Anaerobic Exercise)と云う.  

        有酸素性運動の特徴は以下のようにまとめられる.  

         ①血圧が危険なほど上昇しない. 

         ②心筋が酸素不足になりにくい. 

         ③熱が体外に出るので, うつ熱状態になりにくい.  

         ④筋への負担が軽く, 障害が起こりにくい. 

         ⑤精神的に余裕のある運動強度である.  

         ⑥運動を長く続けられ, エネルギーの消費が多い.  

         ⑦最大酸素摂取量が高められる.  

         ⑧運動不足が予防できる.   

  2) 有酸素性運動の条件とその効果 

       有酸素性運動は, 健康にとって良い効果をもたらすと云う共通認識がある. しかし, 運動はから 

     だに対する刺激であるため, その刺激が適度であれば効果は期待できるが, 弱すぎれば十分な効果 

     は期待できず, 逆に強すぎると健康を害する場合がある.  

     効果が大きく, 安全に運動を行うには, 一定の条件が必要である. その条件は, ①運動の強さ ② 

   1回に続ける運動の持続時間 ③定期的に繰り返す運動の回数 ④有酸素性運動の種類などである.  

    (1) 運動強度の条件 

         運動時には, その運動に必要な酸素を取り込み, 身体の各所に輸送するため, 酸素摂取量, 

       心拍数, 毎分心拍出量, 1回拍出量などが増加する.  

         運動強度が高まると, それに比例して酸素摂取量と心拍数も高まる. (資料- 87) 従って, 酸 

       素摂取量(Oxygen intake: V
．

02)も心拍数(Heart Rate: HR)も運動強度の指標となりうる. 但し,  

       HRは低強度(100 拍/分)では運動強度と比例関係が成立しない.  

    (2) 酸素摂取量を強度の指標とする 

          酸素摂取量とは, その運動に必要なエネルギーを生み出すのに使われる酸素量である. 酸 

       素 1ℓが摂取されると 4.82 kcalのエネルギーが運動に使われたことになる. もうこれ以上強い 
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       運動は行えないと云う限界状態になると酸素摂取量はそれ以上増加しない. この時の酸素摂取 

       量を最大酸素摂取量 (maximum oxygen intake: V
．

o2 max )と云い, その人が運動中に取り入れる 

       ことができる酸素量の 1分間の最大値を意味する. (資料- 88)  

         運動強度を最も正確に表す方法は, その人の最大酸素摂取量を測定して, 運動中の酸素摂 

       取量が最大酸素摂取量の何%に相当しているかを計算することである(相対強度：V
．

o2 max ).  

          Ex. %V
．

o2 maxが 40ml/kg/minの人がジョギングした時の V
．

o2 ml/kg/minが 24mlであったと 

       すると, そのジョギングはこの人の V
．

02 maxの 60%に相当する強さと云うことになる. 

         弱すぎると十分な効果が期待できないので, その限界を「有効限界」とすると, その強さは 

       50% V
．

o2 maxに相当する. 強すぎると機能的に破綻する可能性があるため, その限界を「安全 

       限界」とするとその強さは 70 V
．

o2 max に相当する. (資料- 89)  

         従って, 安全で, 効果が期待できる有酸素性運動の強度は, 50%~70% V
．

o2 max の範囲である.  

          しかし, V
．

o2 maxや運動中の V
．

o2 を測定することは容易ではない.  

          そこで, 心拍数から運動強度を知ることができる.   

    (3) 心拍数を強度の指標とする 

          心拍数(HR)とは,1分間の心臓の拍動数のことであり, 実際には心電図 (Electrocardiogram:  

       ECG;心臓の収縮と弛緩で生じる電気信号を波形にした図)の R波の 1分間の数である.  

        (資料- 90) 

         HRも V
．

o2 とと同様にいくら運動を強くしてもこれ以上 HRが増えないと云う点がある. こ 

        の点を, 最大心拍数(HR max )と云い, V
．

o2 maxの時の HRである . HRmaxは年齢と共に低下 

        するので, (220 -年齢) でおおよそ推定することができる.  

          Ex. 50歳の人では, 220-50=170が HRmaxとなり, 20歳の人は 200拍と云うことになる.  

          この HRmaxを 100として, 運動中の HRが HRmaxの何%に相当するかを計算して, その 

        運動の強さを表す. しかし, 酸素摂取量を使って表した運動の強さに近似させるために, 次の 

        ような計算式を用いる.  

[(運動中の HR – 安静時の HR)÷(HRmax – 安静時の HR) ]×100 

         Ex. 上記の 50歳の人が 120拍でジョギングをしたとする (安静時の HRは 70拍).つまり,  

        [(120-70)÷(170-70)]×100 = 50%となる.  

         しかし, 運動中の脈拍数を測定するのは困難であるため,  

        運動中の脚拍数= (運動直後の 10秒間の脈拍×6)×1.1で求める. 

          脈拍数は, 側頭動脈, 頸動脈, 撓骨動脈などに指先を軽く当てて測定する. (資料- 91) 

         つまり, 運動強度はその人の最大能力の何%に相当するかで表す. 具体的には, 最大酸素摂 

        取量の何% (%V
．

o2 max)か, 或は最大心拍数の何% (%max HR)かによって表すことになる.  

          運動は弱すぎると十分な効果が得られず, 強すぎると健康障害をもたらす危険性がある. 
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        明らかな効果が期待できる運動強度のうち, 最も低い強さを「有効限界」とする. ここまでな 

        ら安全と云う上限の強さを「安全限界」とする. 従って, 適度な運動強度は, 有効限界と安全限 

        界の間にある. (資料- 89)  

          具体的には,  

          ○有効限界：50% V
．

o2 max:60%HRmax 

         ○安全限界：70% V
．

o2 max:80%HRmax 

         有効限界以下の強度では, 一過性の効果は得られても効果の蓄積は小さく, 安全限界以上 

  の強度では, 心臓を刺激するアドレナリンなどのホルモンが過剰に分泌されて不整脈を起こ 

        し, 心筋梗塞の誘因になる. 

          有効限界に相当する脈拍数は maxHR×0.6, 安全限界に相当する脈拍数は max HR×0.8とし 

        て算出される.   

    (4) 1回に続ける運動の持続時間の条件 

          V
．

o2 maxの 70%に相当する有酸素性運動を実施したとしても, 運動開始直後の 3~5分間は,  

        その運動に必要な酸素量が十分には提供されない (つまり, o2 deficit )で, この間は無酸素エ 

        ネルギーで運動せざるを得ないため, 有酸素性運動にならない). 従って, 5分以内で運動を止 

        めると有酸素性運動ではない. 

          安全限界以下の運動強度であれば, その後酸素が十分に補給され, その運動に必要な酸素 

        量が確保される (この状態を定常状態, Steady stateと云う).  

          これ以上運動強度が強いと, 酸素の補給が完全に行われず, 定常状態は成立しない.  

          ヒトの身体に備わっている呼吸・循環系機能は定常状態でフル稼働する. 従って, その運動 

        に必要な酸素量が十分に確保されるような刺激としての運動が呼吸・循環系機能を強化する 

        ので, このような運動の定期的な繰り返しで運動の効果は期待できる. このような定常状態 

        は最低でも 10分間継続されることが望ましいので, ここまでで, 最低の持続時間は 15分とい 

        うことになる.  

         また, 定常状態では, 時間が長くなればなるほど, 脂肪が運動のエネルギー源として多く使 

        われ, 運動によるエネルギー消費量も増える.  

          Ex. 歩行運動では, 歩行開始時に糖質 6に対して脂肪 4の割合でエネルギーとして利用され 

       るが (酸素不足のため), 20分を過ぎる頃から糖質と脂肪は半分ずつ使われ, その後は少し 

       ずつ脂肪の使われる割合が多くなる (酸素が十分に補給されるから). (資料- 92)  

         効果が期待される運動の持続時間は, 運動強度が関係するので, 持続時間は運動強度と 

       の積で考えるべきである. 

          一般に, 呼吸・循環器系を強化して体力を高め, 生活習慣病の症状を軽減させる効果を期 

       待するのであれば, 以下のような強さと時間の組み合わせが必要であろう.  
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          ●安全限界ぎりぎりの強度(70% V
．

o2 max; 80% HRmax) ＊15分間 

          ●有効限界ぎりぎりの強度(50% V
．

o2 max; 60% HRmax) ＊60分間 

          ●その中間の強度(60% V
．

o2 max; 70% HRmax) ＊30分間 

    (5) 定期的に繰り返す運動回数の条件 (資料- 93) 

         ●1週間に 1回の実施では効果は蓄積しない.  

          ●1週間に 2回(3日に 1回) の実施では, 効果は蓄積するが大きくはない.  

          ●1週間に 3日(1日置き)の実施で, 十分な効果が蓄積する.  

            この程度の運動であれば毎日の実施が理想であるが, 最低でも 1日置きに週 3回の実施 

            で効果は期待できる.  

    (6) 有酸素性運動の種類 

          有酸素性運動 (定常状態が成立する運動)であれば, どのような運動でも構わない. しかし,  

        長期間にわたって継続実施できる種類の運動であることが必要である. そのためには, 日常 

        生活の中に手軽に取り入れられる運動, 歩行運動が最適である. この歩行運動を効果が期待 

        できる有酸素性運動の条件に合わせることが重要である. 

          厚生労働省は, 日本人の多くが 1日 200kcalのエネルギー消費を日常の生活に上乗せすべき 

        であると提案している. 換言すると, 日本人の多くは, 1日 200kcal分だけ運動が不足している 

        と提案しているのである. 具体的には, 20歳代の青年で, 1週間の合計運動時間を 180分(心拍 

        数 130拍程度) を目標とすべきであると提案している. つまり, この消費エネルギーに相当す 

        る運動をしなければ, 人体の生理機能を正常に維持することができないことになる.  

          そこで, この提案を有酸素性の歩行運動に置き換えてみる. 

          有酸素性運動の条件を満たすため. 運動強度と持続時間は以下のように設定する.  

          ①分速 100m, 1分間に 130歩前進する強度とする.  

          ②提案されている 1週間の合計運動時間を 1日置き週 3回に分けて, 1日 60分間の持続時 

            間とする.  

          1回の運動量を計算すると,  

          ①  1回に歩く距離が 6,000 mとなり, 歩数では 7,800歩となる.  

          ② 30歩で 1kcal 消費されるので, この歩行距離で消費されるエネルギーは 260 kcalとな 

             る.  

3) 有酸素性運動の効果 

     有酸素性運動を長期間継続実施すると, 筋・骨格系, 呼吸・循環系(肺・心臓・血管)或いは糖・ 

   脂質代謝(糖尿病・動脈硬化など)に良い影響を与えると云う共通認識がある.  

        (1) 呼吸・循環器に対する効果 

             心臓の容積を大きくし, 心筋線維を太くする.  
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             無酸素性運動のような圧負荷のかかる運動では, 心筋は肥大するものの心容積の肥大は小 

            さい.  

              リズミカルな容量負荷がかかる有酸素性運動では, 心筋の肥大と同時に心容積も肥大 

            し, 心筋の毛細血管網を発達させる. (資料- 94) また, 心臓に栄養分を供給する冠状動脈を太 

            くし, バイパス(側副血行路)をつくることもできる. 従って, 心臓の収縮力が強まり, 心臓か 

            ら 1回に拍出される血液量 (1回拍出量) が増えるため, 心拍数が低下する. また, 有酸素性運 

            動で使用した骨格筋の毛細血管網が発達し, 毛細血管と筋線維とのガス交換が効率よく行わ 

            れるようになる.  

              ●つまり, 少ない心拍数で多量の酸素を筋へ輸送することができ, 筋中に蓄積した二酸 

              化炭素や乳酸などの疲労物質を取り除くことがスムーズに行われるので, 運動を楽にこ 

              なす体力が向上する.  

              ●また, 心筋の血流量が増加し, 心筋への酸素や栄養分の供給がスムーズに行われるた 

              め, 心筋の酸素不足を防ぐことができ, 心筋梗塞や狭心症の予防効果がある.  

        (2) 糖・脂質代謝に対する効果 

●糖代謝異常である糖尿病は, 血糖値を調節するインスリンが十分に機能せず, 慢性的な 

              高血糖状態が続く糖代謝異常である.  

              有酸素性運動を継続的に実施すると, 筋のインスリン感受性が高まり, 糖の利用能力が促 

              進されて血糖値が正常に維持される.  

              ●脂質代謝異常である高脂血症は, 血中のコレステロールや中性脂肪の濃度が異常に高い 

              状態で, 動脈硬化の原因となる.  

              血中のコレステロールや中性脂肪は疎水性であるため, 血中の蛋白質と結合してリポ 

              蛋白として運搬される. リポ蛋白は, 脂質の含有量による比重で以下のように分類され 

              る.  

○カイロミクロン(chylomicron: 99%が中性脂肪 ( d<0.94g/cm3) 

              ○超低比重リポ蛋白(very low density lipoprotein: VLDL; d<1.006 g/cm3) 

 ○低比重リポ蛋白  (low density lipoprotein: LDL; 1.019<d<1.063 g/cm3) 

             LDLは, 主に肝臓でつくられたコレステロールを運搬するが, 過剰になると酸化されて 

              血管内膜などに沈着して動脈硬化を引き起こし, 虚血性心疾患や脳血管疾患の誘因とな 

              る.  

             ○高比重リポ蛋白  (high density lipoprotein: HDL ; 1.063<d<1.21 g/cm3) 

             HDLは, 血管に付着した LDLを除き肝臓に運び去るため, 動脈硬化を予防する効果を 

              もつ.  

              有酸素性運動は, 主に脂肪の分解エネルギーで行われる.  
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              この脂肪分解に働くのがリポ蛋白リパーゼ (Lipoprotein lipase; LPL)と云う酵素で, 有酸素 

              性運動は, この酵素の働きを強めてリポ蛋白の代謝を亢進し, HDLを増加させる.  

     

    3. 身体活動と身体構成要素 

   使用されていない身体, 例えば, ギプスで固定された四肢や麻痺した四肢の筋や骨が萎縮し, も 

       ろくなる事実は良く知られている. また, 無重力に晒されると, ヒトの身体構成要素は異常な変化 

       を示す. 例えば, 84日間の宇宙飛行では, 体重が 2.8kg減少し, 除脂肪量(LBM)が 2.1kg減少した 

       と報告されている. また, 18日間宇宙で過ごしたラットでは, 脂肪量の増加が報告されている.  

         このように, 正常な身体の構成要素は神経 – 筋支配による身体活動と重力によって維持されるこ 

       とがわかる. (資料- 95)  

        身体活動時には, 運動強度に応じて多量のエネルギーが消費される. 安静時に筋と脂肪組織に等分 

       されていた糖や脂肪のエネルギーは, 運動時には筋への流れが増し, 脂肪組織への流れが減少する.  

       (資料- 96) このように, 身体活動時には運動強度に応じて多量のエネルギーが消費される.  

         ラットの実験で, 食物摂取は自由であるが水泳運動を強制される「運動群」と, 「自由摂食で非 

       運動群」及び運動群と同じ体重を維持するだけのエネルギー摂取量に制限された「非運動群」の体 

       重や総脂肪量が比較されている. (資料- 97)  

        自由に摂食できたが長期間の運動を強制された「運動群」の体重は, 非常に緩やかに増加し, 自 

       由摂食の「非運動群」の最終体重と比べると明らかに低い体重を示している. このことは, 運動で 

       増大したエネルギー消費量のせいと考えられる. この「自由摂食の非運動群」は, 実験終了時に 

      「自由摂食の運動群」より約 4倍高い総脂肪量を示している. また, 数週間強制的に毎日泳がされた 

      「運動群」と体重を一致させるようにエネルギー摂取量を制限された「非運動群」では, たとえ体重 

       が同じであっても, 運動群は LBMを増加させ, BFMを減少させている. 

         以上のような結果が, 身体組成に及ぼす身体活動の影響として, 一般に認識されている.  

         しかし, ヒトではこの種の研究が比較的短い実験期間で行われているのに対して, 身体組成に及 

       ぼす身体活動の影響は長期間にわたる変化として現れる. また, 身体活動による身体組成の変化は,  

       種々の外的要因 (例えば, 性, 年齢, 体脂肪のレベルや分布, 遺伝的体質など)に依存しているので,  

       身体組成の変化には大きな個体差が生じるため困難な課題でもある.   

    1) 身体活動と体脂肪量 

           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, 男性は腹部領域に脂肪を多く貯蔵す 
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         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) は彼らの脂肪量を 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- 98＞  

           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関係があるのかも知れない.  
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   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= -0.56)と女性 

  ( r = -0.59)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. ＜資料- 99＞  

    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.  

           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す.  

           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, 時間の経過と共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.   

    ★運動強度と体脂肪量＜資料- 100＞  

     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, 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, ある 

             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 
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             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.   

      2) 身体活動と除脂肪量 

           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 

         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減少のために高齢者 

          では小さいのかも知れない.  

           ※  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 
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              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.    

要約 

 a. 有酸素性の運動トレーニングは LBMの適度な増加になる.  

 b. 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.  

    c. 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.  
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資料‐44総体脂肪量と脂肪細胞の数及びサイズの関係
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資料・50標準体重からの偏差とBMIの関係
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資料‐51 3MIと 標準体重による肥満の基準
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資料‐54体水分法と皮下脂肪厚法による体脂肪率と皮下脂肪■,

体内深都臓肪量との較

皮下脂肪厚法による%BF

皮下脂肪量 (聰)

体内深部脂肪量 (峰)

0032 pく oJ∞ 1

-llB8 n=

体賠肪細胞の分布からみた肥満のタイプ

資料 57腹部レベルo4■5)の CT画像 資料■3腹囲と書囲の測定部位
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資料 59 青年女性におけるBMIと 身長で

調整したFat及び%Fatの関係
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資料・64マルチプル・ リスクフアクター症候群
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[

資料‐66運動による内臓脂肪の変化

資料‐

`5内
臓脂肪蓄積の成因と代謝異常

資料‐67内臓脂肪増加による高中性脂肪血症

資料 68カ プサイシン caps“InD
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資lH‐69ヒ トにおけるカプサイシン添加

食投与による代謝量の増大

資料‐70カ プサイシンによる

エネルギー代謝売進のメカニズム
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資料‐71情報を脳内のレセプターに伝達

するレプチンの役割
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資料・73レプチンの生理作用

-

資朴 74レプチンの体1旨訪量減少作用
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資料‐75レプチン分泌を調節するホルモン
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資料‐76体脂紡率およびBMIと 血中レプチン濃度の関係
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資料‐78身体組成に及ぼす人間環境要因
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資料‐80アデ′シン三リン酸の構造 資料‐31アデ′シン
=リ
ン酸の分解

資料‐83乳酸系資料 82 ATP合成のためのエネルギー供給系

資料35運動のエネルギーを供給する無酸素過程と有酸素過程

無酸素エネルギー  有酸素エネルギー
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(μ mo1/kノ分)

Ra―― 乳酸生産量
Rd―― 子L酸除去章

資料‐

“

運動の強さを少しずつ強めてい

つたときの血液中の乳酸濃度

REST 0 2  4 6 8 1012 14 1613 202224
運動時r・5(分 )

資料■8有酸素性連動を行つた時の酸素の摂取量

時 間

資料 87運動の強さと酸素摂取量及び心拍数の関係

最大酸栞摂取量
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時間 (分 )

資料 89運動の有効限界,安全限界及び

適度な運動の強さ
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資料‐91脈拍数の調り方 資料‐92歩行時間とその時に使われる

エネルギー源の関係
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資料‐93運動の回数と効果
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資料 96安静時と運動時のエネルギーの流れ

資料‐98有酸素性運動による体脂肪■の変化と

層当りばエネルギー消費量の関係

資料‐97ラ ットの体重に及ぼす身体活動

の影響
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資料つ9有酸素性運動による体脂肪量の変化と

運動前の体脂肪率の関係

“^
塁

電

、
ヽ
２

四

無

澪

、

へ

‘
Ｈ

40

3●D

31

8

2α)

1000

0

25

21

15

男性‐-069

資料‐1∞ 運動の強さとエネルギー漂
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