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1.  身体組成とは	 

	 1)	 人体の構成元素	 

	 

	 人体を構成する元素のうち,	 酸素・炭素・水素・窒素の 4元素が全体の 96%を占め,	 最も多い酸素だけで

60%以上を占めている.	 次に,	 無機質のうちこれら（Ca, P, Mg, S, K, Na, Cl）の 7種が多く,	 O, C, H, Nと合

わせて人体の主要元素と呼ぶ.	 この他に,	 ここに書いた鉄から水銀までの微量元素がある.	 最も多い O, C, 

H, Nの 4つが組み合わさって,	 水（O+H）,	 脂質（O+C+H）,	 蛋白質（O+C+N+H）,	 炭水化物（O+C+H）

という化合物をつくり,	 人体の大部分を構成する.	 	 

	 これらの化合物は,	 食物に含まれている栄養素と同じであり,	 人体を構成する化合物は,	 摂取した栄養

素によって常に置き換えられている.	 従って,	 栄養素摂取の過剰や不足やインバランスは,	 人体の構成物

質においても過剰や不足やインバランスを生じさせることになる.	 しかも,	 各種の栄養素は,	 体内で重要

な生理作用をもっているので,	 人体を構成する化学的組成の過剰や不足やインバランスは,	 人体の生理機

能にも変化をもたらし,	 特定の臨床症状を示し,	 健康障害につながる.	 	 

	 2)	 人体を構成する要素の 5段階モデル	 
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	 身体組成とは,	 からだを構成する要素であり,	 最もミクロな原子のレベルから,	 分子,	 細胞,	 そしてマ

クロな組織-系のレベルを通して,	 ホールボディを構成する 5つのレベルに分類できる.	 	 

	 

	 身体組成研究へのアプローチの仕方は,	 それぞれの研究目的によって異なるが,	 栄養学,	 臨床医学,	 体

力科学など多くの研究分野では,	 マクロな組織̶系のレベルからアプローチすることが多い.	 	 

	 3)  2成分モデルによる体重の構成要素	 

	 	 身体組成研究で最も多く採用されるのは,	 体重を構成する成分を体脂肪量（Body Fat Mass）と除脂肪量

（Lean Body Mass）に二分する 2成分モデルである.	 	 

	 

	 つまり,	 このモデルは,	 体重を非必須脂質の大部分である貯蔵脂肪つまり脂肪量と必須脂質,	 水,	 蛋白

質,	 ミネラル,	 及びその他の残余物の総和である除脂肪量とに二分するものである.	 従って,	 脂肪量は,	 

断熱や動員可能なエネルギーの貯蔵庫として機能し,	 除脂肪量は,	 その半分以上が筋と骨の組織であり,	 

全身の代謝や生理機能と密接に関連している.	 	 
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2.	 身体組成の推定原理	 

	 1)体脂肪量の測定	 

	 	 人体の組成は,	 1860年頃から死体分析による直説法で始められているが,	 ヒトが生きた状態で脂肪量を

直接測定する方法はない.	 	 

	 

	 そこで,	 全身の脂肪量や除脂肪量は, C=f(Q)という一般式で表せる概念で間接推定されている.	 この間接

推定法は,	 人体を構成する要素の中で直接測定できる物,	 及び除脂肪組織との間で成立している定常状態

を利用している.	 	 

	 2) 測定と予測法 

	 	 一般的な測定法は, 物理的密度法（Densitometry）と化学的体水分法（Hydrometry）である.  

 

	 水中体重法で直接測定できるのは全身の密度であり,	 除脂肪組織との間で成立している定常状態は,	 除

脂肪組織の密度が 1.1g/ml で一定であるということである.	 また,	 重水希釈法で測定できるのは総体水分量

（Total Body Water; TBW）であり,	 除脂肪組織との間で成立している定常状態は,	 除脂肪組織に占める水の

割合が 73.2%で一定であることである.	 しかし,	 いずれの測定法も複雑で時間を要するため,	 皮下脂肪厚か

ら身体密度を予測したり,	 生体に電流を流した時の抵抗値（インピーダンス）から総体水分量を予測するな

どの簡便法が考案されている.	 ここでは,	 体水分量法を簡便化した方法で,	 将来多く用いられるようにな
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ると思われるインピーダンス法（Bioelectrical Impedance Analysis: BIA）という簡便法についてのみ簡単に説

明する.	 	 

	 3)	 インピーダンス法	 

	 	 インピーダンス法の原理は,	 人体に弱い無痛の交流電流を流した時の電気の流れやすさ,	 流れにくさ

に基づいている.	 	 

	 電気の流れやすさは,	 人体に含まれる水と溶解している電解質に比例する.	 つまり,	 水を含まない脂肪

に比べて,	 蛋白質を含み,	 実質的には水と電解質で構成される除脂肪組織は抵抗率が小さくて電気が流れ

やすく,	 脂肪組織は電気が流れにくいという原理を応用する.	 	 

	 

	 この方法は,	 人体を円柱形と考え,	 抵抗値が導体の長さに比例し,	 断面積に反比例するというオームの

法則を応用して,	 電気の流れる通路の体積である総体水分量（TBW）を身長の二乗とインピーダンス値から

予測するものである.	 インピーダンスの測定は,	 ベッド上に仰臥している被験者の右手の甲に 2個と右足の

甲に 2個の電極を貼り,	 この 2点間の抵抗値をテスターで計測するだけである.	 この方法は,	 電極部をきれ

いに拭き取り,	 静かに通電しないベッド上に仰臥するなどの標準測定法さえ守れば,	 検査する人による測

定誤差は生じない.	 	 

	 4）間接推定法の評価	 
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	 全身の組成を測定する代表的な 6つの方法のコスト,	 測定の難易度,	 測定精度から有効性を評価した論文

の結果を紹介する.	 	 

	 一番有効性が高いと評価されたのはインピーダンス法で,	 コストも安く,	 測定が簡単で,	 精度も高いと

評価されている.	 しかし,	 わが国だけで使われており,	 測定法が世界的に承認されていない,	 即ち,	 「手と

手」,	 「足と足」の電極で測定する機器は,	 ここで評価されたインピーダンス法には含まれていない.	 低い

有効性であったのは,	 近赤外線法と超音波法で,	 これらは最近殆どみられなくなった.	 	 

	 

3.	 脂肪細胞のサイズと脂肪細胞数の加齢変化	 

	 1)	 脂肪細胞	 

	 

	 ヒトの成人における脂肪細胞は,	 大部分が白色脂肪細胞であり,	 この脂肪細胞は,	 大きな脂肪的滴で	 

満たされ脂肪含量は細胞の 95%以上を占めている.	 非肥満者の 1 個の脂肪細胞のサイズは直径 10µm から

200µmの範囲にあり,	 1個の細胞に平均 0.5µgの中性脂肪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という上限がある.	 	 

	 2)	 脂肪細胞の大きさの加齢変化	 
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	 脂肪細胞の平均サイズは,	 思春期の開始までは大きく増大せず,	 性差もないが,	 思春期では	 

僅かな増大が見られる（女性の方が男性より顕著）.	 	 

	 3)	 脂肪細胞数の加齢変化	 

	 

	 脂肪細胞数は,	 誕生時で約 5億個位であるが,	 初めのうちは顕著な増加を示さず,	 1-2歳頃から幼児	 

期にかけて次第に増加して 2 – 3倍になり,	 その後,	 思春期の開始と共にさらに 2倍になり,	 10歳代の後半

では約 300 – 500億個まで増加して停滞する.	 	 

	 このように,	 10歳位までの小児期では,	 脂肪細胞の大きさと数は共に男女でほぼ同じである.	 しかし,	 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共に大きくなる.	 	 

4.	 除脂肪量,	 体脂肪量と体脂肪率の加齢変化	 

	 1)除脂肪量の発育曲線	 

	 

	 除脂肪量の発育パターンは,	 身長や体重の発育パターンと同様であり,	 胎生後期からの急速な増加が,1.5

歳頃まで続き,	 その後,	 発育速度は低下するが,	 除脂肪量は着実に増加し続ける.	 除脂肪量は,	 誕生から

10 歳頃まで性差は小さいが,	 男子が女子より高い値で推移し,	 明確な性差は思春期の発育スパート時以後
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に見られる.	 女子は,	 男子より早く,	 15 – 16歳には成人の除脂肪量値に達する.	 	 

	 2)体脂肪量と体脂肪率の発育曲線	 

	 

	 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脂肪

量をもっている.	 誕生後,	 脂肪量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

増加し,	 特に女子では 13歳頃から脂肪量が急速に増加する.	 	 

5.	 高齢者の体脂肪分布	 

	 体内深部脂肪と皮下脂肪の年齢変化	 

	 

	 男女とも若年から中年にかけて脂肪量は増加するが,	 中でも総脂肪量に占める皮下脂肪量の割合が大き

く増加し,	 男性で約 4%,	 女性で約 5%高くなる.	 中年から高年にかけて,	 男女とも皮下脂肪量の減少によっ

て脂肪量そのものは低下するが,	 体内深部脂肪の相対的な割合が,	 男性で約 8%,	 女性で約 14%も上昇する.	 

このように高齢者の体内深部脂肪量の比率が高まることは,	 日常の身体活動量が加齢に伴って減少するこ

との影響も少なくない.	 	 
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6.	 「エネルギー倹約遺伝子」という概念	 

	 	 エネルギー倹約遺伝子	 

	 

	 人類の歴史は,	 飢餓との戦いであったため,	 十分な食糧を確保することが困難な環境では,	 少ないエネ

ルギーで生存でき,	 少しでも余剰のエネルギーができると,	 それを体内に効率よく蓄えることが個体の生

存を有利にした.	 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,	 慢性的な飢餓状態のエネ

ルギー源として体内に貯蔵するには適切でない.	 長期にわたる不安定な食環境では,	 余剰のエネルギーを

軽くて,	 全身のどこにでも貯蔵でき,	 単位重量あたりの熱量が高い脂肪に変えて貯蔵するのが効率的であ

る.	 このような自然淘汰の結果,	 人には,	 次の飢餓に備えて脂肪を蓄える機能が備わるようになったと考

えられる.	 このことを,	 JV Neelは,	 「エネルギー倹約遺伝子」という概念で提唱した.	 	 

	 7.	 肥満の定義	 

	 	 1) ビレンドルフ遺跡から発見された肥満女性の石像	 

	 

	 	 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.	 これは,	 今から 2 – 3万
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年前のオーストリア・ビレンドルフの遺跡から発見された石像である.	 	 

	 	 2) トルコの石像 

	 

	 	 これは,	 今から約 6000年前にトルコの遺跡から発見された女神像である.	 	 

	 	 3) 12世紀後半の病草紙にみられる肥満の女 

	 	 	 紀元前ヒポクラテスは既に, 肥満は病気の要因になるとし, 減量法を紹介している.  

 

	 わが国でも,	 平安の末期には,	 高度な肥満が特別視され,	 病とみなされていた.	 いずれにしても,	 現代

がそうであるように,	 どの時代であっても,	 肥満の登場には共通点があり,	 それは,	 必要とする食糧が常

に手に入るという状況である.	 	 

	 	 4) 肥満の語源と定義 

	 	 	 肥満は, 英語で Obesity であるが, この語は, ラテン語の obesus, “腹一杯食べる”からきており, 

Adiposity という英語は, ラテン語の adips やギリシャ語の aleipha, つまり固まった脂肪 fat を意味している. 

即ち, 肥満とは, 単に体重が重い overweightだけではなく, 体脂肪が過剰に蓄積した状態と定義される.  
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	 	 5) 肥満の分類 

 

	 	 	 	 ヒトの肥満には,	 原因論的に相対的過食による原発性肥満（単純性肥満）と肥満をもたらす基礎疾

患がある二次性肥満（症候性肥満）とがある.	 	 

	 	 6）症候性肥満（Symptomatic obesity） 
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	 	 	 	 この図は,	 内分泌性肥満の症例である.	 	 

	 8.	 エネルギー・バランスと体重	 

	 	 エネルギー・バランスと体重の関係	 

	 	 	 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・バランスという.	 	 

	 

	 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.	 エネルギー・バランスが±0 の状態であれば,	 体重の

増減はなく,	 一定の体重が維持される.	 節食や絶食によって,	 エネルギー・バランスがマイナスに傾くと,	 

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.	 過食によってエネルギー・バランスがプラスに傾くと,	 余剰のエネルギーは脂

肪として蓄えられるため,	 体重が増加する.	 	 

	 9.	 体脂肪の蓄積	 

	 	 1)	 プラスのエネルギー・バランスから肥満の発症まで	 

	 

	 プラスのエネルギー・バランス（相対的過食状態）で生じた余剰のエネルギーは,	 脂肪（中性脂肪；
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triglyceride: TG）に変換されて脂肪細胞に貯蔵される.	 脂肪細胞の集合体が脂肪組織であり,	 脂肪組織の異常

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.	 第 1 は,	 多量の TG による個々の脂肪細胞

の肥大（fat cell hypertrophy）であり,	 第 2は,	 脂肪細胞数の増加,	 つまり過形成（ fat cell hyperplasia）であ

る.	 	 

	 	 2)	 脂肪細胞数及び脂肪細胞のサイズと肥満の関係	 

	 

	 	 	 脂肪細胞数の増加には上限がなく,	 高度な肥満者になると脂肪細胞数は約 3,000 億個になるとも云わ

れている.	 しかし,	 脂肪細胞のサイズには上限があり,	 1個の細胞の直径は 200µm, 1個の細胞で含有できる

脂肪量は,	 約 1.2µg が上限である.	 従って,	 肥満者の総脂肪量と脂肪細胞の平均サイズとの間には相関がな

く,	 肥満者の総脂肪量は脂肪細胞数との間に強い正の相関がある.	 つまり,	 体重が 635kg とか,	 胸囲が

3m15cmとか,	 上腕囲が 66.4cmといった超肥満者が報告されているが,	 このような高度な肥満者の過剰な脂

肪組織量は,	 脂肪細胞の過形成によって生じる.	 	 

	 	 3)	 脂肪細胞の形態からみた肥満	 

	 

	 	 	 脂肪細胞数が過剰で,	 個々の細胞の大きさが正常である肥満は,	 過形成性肥満（hyperplastic type 
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obesity）であり,	 幼少期に発症し,	 一般に高インスリン血症などは認められないが,	 一度増加した脂肪細胞

数は減らすことができないため,	 治療には強く抵抗する.	 脂肪細胞が大きく肥大し,	 脂肪細胞数が正常で

ある肥満は,	 肥大性肥満（hypertrophic type obesity）であり,	 思春期以降に発症し,	 それ程高度な肥満にはな

らず,	 高インスリン血症や高中性脂肪血症は合併しやすいが,	 肥満治療にはあまり抵抗しない.	 脂肪細胞

数も多く,	 細胞の大きさも大きい肥満は連合性肥満（combined type obesity）であり,	 幼少期に発症し,	 高度

の肥満になることが多く,	 種々の合併症との関係も強い.	 	 

	 10.	 肥満の判定基準	 

	 	 	 肥満判定の基準	 

	 	 	 	 肥満は,	 身体に脂肪が過剰に蓄積した状態と定義されるので,	 脂肪を測定することが肥満の基準

を設定するためには最も適切である.	 しかし,	 どこまでが正常な脂肪量であり,	 どこからが異常な脂肪量

であるかを決定することは困難である.	 	 

	 

	 Huenemann, Buskirk, BehnkeとWilmore, MacArdleらは,	 成人男性の基準を%Fat20以上,	 成人女性の基準

を%Fat30 以上としており,	 わが国でもこれらの基準値が一応の共通認識を得ている.	 しかし,	 これらは 14

歳から 50歳までの%Fatにおける集団内平均値に%Fatの平均的な加齢変化をプラスした統計的な基準値に過

ぎない.	 また,	 高齢者では体内深部脂肪の相対的な増加を考慮して,	 Katchと McArdleは,	 高齢男性で 30%

以上,	 高齢女性で 37%以上を提案している.	 確かに,	 母集団平均値の±1SD の範囲内を正常範囲とすること

もできようが,	 脂肪量の至適条件は遺伝要因によっても大きく影響され,	 個人間で異なるであろうから,	 

このような基準値は,	 ある程度恣意的と云わざるを得ない.	 	 

	 11.	 肥満と疾病	 

	 	 	 1)	 肥満を考慮した判定基準	 

	 	 	 	 以上のように肥満度として表現される「肥満」は,	 体格として「太っている状況」の判定であり,	 こ

の基準では,	 肥満者は単に「太ったヒト」に過ぎないことになる.	 しかし,	 医療における肥満の評価では,	 

医学的に対応が必要な肥満,	 つまり「肥満症」とい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

する基準も必要である.	 	 
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	 肥満の合併症には,	 蓄積している脂肪の絶対量のみが影響するのではなく,	 脂肪の分布と合併症との強

い関係が明らかにされ,	 肥満の基準として体脂肪分布の評価も重要視されている.	 	 

	 	 	 2)	 脂肪の蓄積は全身一様ではない.	 	 

	 

	 	 	 	 腹部領域に脂肪が過剰蓄積するタイプは腹部型肥満であり,	 男性型肥満とか中枢型肥満とも呼ば

れる.	 臀部と大腿部に過剰蓄積するタイプは臀部大腿部型肥満であり,	 女性型とか末梢型肥満とも呼ばれ

る.	 特に,	 門脈近辺に存在する腸間膜脂肪や大網脂肪で代表される腹部内臓脂肪が,	 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.	 	 

	 	 	 3)	 腹部内臓脂肪量の増加と高脂血症,	 高血圧,	 糖尿病の発症メカニズム	 

	 	 	 	 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）が門脈を通して肝臓に多量に流入

する.	 この FFA は,	 肝臓で中性脂肪の合成を亢進し,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の活性を高める.	 その結果,	 超低比重リポ蛋白の合成や分泌の亢進が起こり,	 高

中性脂肪血症が起こる.	 門脈中の FFA 濃度の上昇は,	 肝細胞でのインスリン結合を抑制するので,	 末梢で
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のインスリン抵抗性が生じる.	 その結果,	 高血圧や糖尿病を誘発させる.	 	 

	 

	 このように,	 腹部内臓脂肪型肥満（abdominal visceral fat obesity）が種々の合併症を引き起こす原因の一つ

である.	 	 

	 	 	 4)	 シンドローム X	 

	 	 	 	 一方,	 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・リスクファクターを有する病態が大きく関与することが明らかにさ

れ,	 これらをシンドローム X,	 死の四重奏（deadly quartet）などと呼び,	 世界的な注目を集めた.	 	 

	 

	 ところが,	 腹部内蔵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,	 マ

ルチプル・リスクファクター症候群なのである.	 	 

	 12.	 BMI, FFMI, FMIという指数	 

	 	 	 1)	 ボディマス・インデックス（BMI）の年齢変化	 

	 	 	 	 「体重÷身長の二乗」で求められる指数は,	 もともと 1869年に Quetelet LAJによって提唱されたも

のであり,	 ケトレー指数と呼ばれていた.	 このケトレー指数は,	 肥満との関連が何ら示唆されていなかっ
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たため,	 1972 年に Keys らによって,	 肥満との関連性が検討され,	 ボディマス・インデックス（BMI）と呼

ばれるようになり,	 現在では WHO をはじめとして日本など広く世界中で肥満の判別基準として用いられて

いる.	 BMIは,	 ボディサイズを調節し,	 体格の影響を除いた体重の指数ではあるが,	 脂肪量を測定したもの

ではない.	 しかし,	 身長の増加がない成人では BMIと脂肪量の相関は高いとされている.	 	 

	 

	 BMIは,	 思春期から成人期にかけて上昇するが,	 女性では,	 17歳から 21歳にかけて急激に低下し,	 その

後は男子と同じように緩やかな増加傾向を示す.	 女性の 17歳から 21歳までの断層的な下降現象は,	 痩身ス

タイルに憧れた「痩せ志向」に基づいた意図的なウエイトコントロールの結果である.	 	 

	 	 	 2)	 adiposity rebound或いは BMI-rebound 

	 

	 	 	 	 BMIは,	 世界的に平均 5歳頃に人生での最下点を示し,	 その後リバウンドして上昇に転じることが

明らかにされており,	 この現象を BMI-rebound或いは adiposity-reboundと呼んでいる.	 この BMI-reboundが

5 歳以前に出現する幼児は,	 思春期或いは成人期に高い BMI を示すことが明らかにされており,	 

BMI-reboundが早い幼児は将来過体重か肥満になる可能性が高いとされている.	 1998年にWHOは,	 BMIと

死亡率或いは罹患率との関係から,	 BMI=25.0と 29.9の間を成人の過体重,	 BMI=30.0以上を成人の肥満とす
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る基準を提起している.	 また,	 18 歳の集団では,	 この BMI=30 と BMI=25 というカットオフ・ポイントは,	 

BMI分布の 90%ileと 85%ileに相当することから,	 小児期から青年期までの過体重のカットオフ・ポイント

は 85%ileに相当する BMIであり,	 肥満のカットオフ・ポイントは 95%ileに相当する BMIであるとされてい

る.	 ところが,	 小児期の体重を身長の二乗で調節しても,	 6歳以降,	 つまり BMI-rebound以降,	 女子では 12

歳まで,	 男子では 14歳までの間,	 BMIは身長と有意な相関を示すので,	 6歳から 12 – 13歳までの年齢範囲

では,	 肥満判定としての BMI の使用は慎重でないといけない.	 つまり,	 この時期の体重増加は,	 脂肪量よ

り除脂肪量の増加が大きく影響しているのであろう.	 	 

	 	 	 3)	 FFMI, FMIという指数 

 

	 	 	 	 BMIは,	 体重を身長の自乗で除した指数である.	 体重は,	 除脂肪量 FFMと脂肪量 FMの和である.	 

従って,	 BMIとは,	 除脂肪量 FFMを身長の自乗で割った FFMIと脂肪量 FMを身長の自乗で割った FMIの

和ということになる.	 	 

	 	 	 4)	 ダイエットによる身体組成変化の評価 

	 	 	 除脂肪量指数 FFMIと脂肪量指数 FMIは, 栄養状態の有効な評価指数である. この図は, 24週間のダイ 
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エットと中止後 12 週間の減量を評価している.	 脂肪量と除脂肪量の変化を最も一般的な水中体重法で測定

した%Fat と%FFM の変化で評価してみると,	 大きな体重減少に伴って%Fat は低下を示すが,	 もう一つの体

重の構成成分である FFM の相対値である%FFM は体重減少にも関わらず増大したという結果になる.	 これ

は,	 %FFMと%FMが,	 和として 100%の体重を構成するため,	 一方が他方以上に減少すれば,	 もう一方は相

対的に増加することになるからである.	 しかし,	 ダイエットによって身長は減少しないため, FFMと FMを

身長で割って調節し FFMIと FMIを求めると,	 両方の指数は明らかに減量された結果になる.	 	 

	 13.	 運動による減量	 

	 	 	 1)	 有酸素性運動と食事制限による身体組成の変化	 

	 	 	 	 マイナスのエネルギー・バランスをつくれば体重は減少する.	 マイナスのエネルギー・バランスは,	 

①エネルギー摂取量の減少（食事療法：ダイエット）②エネルギー消費量の増大（運動療法）③その両方の

組み合わせでつくることができる.	 体重の減少には,	 ①体脂肪量の減少②除脂肪量の減少③体水分量の減

少の単独或いは同時の減少が考えられる.	 	 

	 

	 有酸素性運動をしない食事制限だけのダイエットでは,	 体重,	 つまり脂肪の大きな減少は期待できるが

活性組織である除脂肪量の減少も同時に起こる.	 しかし,	 食事制限に有酸素性運動を組み合わせると,	 除

脂肪量は維持されるか,	 むしろ増加する傾向になる.	 但し,	 運動療法だけでは,	 マイナスのエネルギー・バ

ランスがつくりにくく,	 大きな減量効果は期待できない.	 	 

	 	 	 2)	 シットアップ・トレーニングによる局所脂肪の変化	 

	 	 	 	 平均年齢 19.4歳の 19名の男性に 27日間,	 総計 5004回のシットアップ・トレーニングをさせて,	 こ

の腹筋運動のために,	 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かどうかを検討す

るため,	 体重・体脂肪量・除脂肪量・腹部の皮下脂肪厚・腹囲・腹部脂肪細胞の直径をトレーニング前後で

比較した.	 殆どの測定値に変化がみられず,	 腹部の脂肪細胞の直径だけが 6.4%低下したが（p<0.01）,	 この

ことは脂肪の減量には殆ど影響しない.	 	 

	 



 19 

	 

	 従って,	 運動に伴う体脂肪量の減少は,	 全身脂肪の予備からのものであって,	 運動した特定部位の脂肪

から優先的に使われるわけではない.	 つまり,	 エネルギーとしての脂肪酸が直接活動筋周辺から多く放出

されるという証拠はなく,	 運動による部分減量の可能性はないと考えられる.	 	 

	 	 	 3)	 厚生労働省の奨励	 

	 

	 こ表は,	 厚生労働省が 20 歳代の人に推奨している 1 週間の合計運動時間 180 分とその運動強度 130 泊／

分であるが,	 あまりにも抽象的なので,	 その運動を「歩行運動」に置き換えて示したものである.	 	 

	 歩けないヒトは病気であるから問題外として,	 歩くヒトがヒト本来のヒトである.	 しかし,	 現実には「歩

かないヒトが普通のありふれたヒトの状態になっている」.	 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作られている.	 	 

	 ラテン語の諺に「solvitur ambulando」というのがある.	 この意味は,	 「困難な事態は,	 歩くことによって

解決される」ということである.	 歩くという身体運動は,	 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なのである.	 	 
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	 最後に,	 厚生労働省が推奨している「生活習慣病を予防する運動の目安（案）」を示して、本講義を終わ

る.	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


