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緒言 
 

 発育（growth）とは, 受精から死に至るまでの一生涯における「身体の質的・量的な変化」と

定義される。我々の身体は, 変化し続けるという前提に立ち, その継続的な変化の仕組み（the 

mechanism of the human body）と実際の状態（growth status）を調査・研究するのが身体発育学

（Physical growth studies）である.  

 一定期間変化し続ける発育という生理現象には, 幾つかの原則が見られる. それは, 1)発育の

順序性（遺伝子レベルで決定された一定の順序で進行する）, 2)発育の方向性（一定の方向性が

ある. 頭尾方向；頭部から尾部（脚部）に向かって進行, 近遠方向；体幹から末梢に向かって進

行）, 3)発育速度の多様性（発育は連続性をもって進行するが, 年齢や身体部位によって異なる）, 

4)発育の臨界期（発育過程において感受性が高く決定的に重要な時期がある）, 5)相互作用（遺

伝的要因と環境的要因の相互作用によって発育する）である.  

 このような生理的 mechanism で発現する「発育状態」を健康状態評価の指標として正確に把

握する意義は極めて大きい. 特に, 健康科学や教育学においては, 「発育 growth」と「発達

development」との関連を明らかにする上でも極めて重要である.  

 先に, 猪飼と高石は著書「身体発達と教育」（1967 年）の「教育学における身体発達学研究の

意義」の中で, Tanner, J.M.（1961）と Quetelet, L.A.J（1948）の文章を引用し, 「発育・発達研究」

では, 個人差, 個人の特徴を重視しなければならないことを述べている. つまり, 或地域の集団

を測定して平均値の変化や違いを問題にするのであれば, 一つの地域の発育・発達の傾向が出て

くるに過ぎない. 従って, この結果を個々の人間に適用することは本質的な誤りであると述べ

ている. また, Tanner, J.M.の考えを紹介して, 以下のようにも記述している. 「発育期にある子ど

も達は, 人間エネルギーが充満し, 爆発しそうな状態にある. このエネルギーは, 原子力エネル

ギーのように, 使い方を誤れば, 人類を滅ぼすものになるが, 適切にコントロールすれば, 人類

に新しい状況を提供し得る. 原子物理学がそのエネルギーの平和利用の法則を教えるように, 

発育・発達学が, 人間エネルギーの活用法を教えるはずである.」 

 従って, 子ども達の教育に携わる人達は, 発育・発達学を発展させ, その evidence を大いに活

用すべきである. しかし, ヒトの発育現象は, 遺伝的要因と環境的要因の相互作用を受けて発現

するため, 個体変異（individual variation）が大きい. しかも, 個体の健全な発育に発育・発達学

の evidence が寄与するためには, この個体変異の正確な評価が重要である. この時, この個体発

育をどのような方法で評価し, その中に存在する変異をどのように評価するかが課題である.  

 このような観点から, 本報告は, 個体発育の分析に必須である「縦断的測定値, longitudinal 

measurements」を用い , 可能な限り homogeneous な cohort を抽出するため, 身長と体重の

percentile 値の推移を pattern 化して, その pattern に属する個体の身体組成特性とその変異性を



 4

分析している. なお, 本報告は以前に報告した「短報-4; Preliminary allometric study of height and 

weight based on longitudinal data in children – Typical growth pattern –」の data と方法を用い, 特に

「皮下脂肪厚」と「身体組成」を追加して, 個体変異を明らかにしている.  

 

方法 
 

1. 資料 

資料は, 北九州市に在住した小児で, 3 歳（平均 35.1 ヶ月）から 6 歳（平均 74.0 ヶ月）まで

私立の某保育園に在籍し, 身体計測を 6 ヶ月間隔で 7 回, 縦断的に受診した小児のうちの女児 27

人の身長, 体重, 皮下脂肪厚, 及び身体組成である. 全ての調査と測定, 及び分析内容について

は保育園の許可を得て, 各対象児の保護者から informed consent を得た.  

2. 身長, 体重, 皮下脂肪厚の測定と身体組成の推定 

  身長は, 身長計を用い, 頭部を耳眼水平面に一致させ, 頭頂点までの垂直距離を 0.1cm 単位

で計測した. 体重は, 排尿後, パンツだけを着用させ, デジタル体重計（エー・アンド・デイ社

製, AD-6205）を用いて 0.02kg 単位で計測した. Body Mass Index (BMI)は, 体重, kg/身長, m2 によ

って求めた. 

 皮下脂肪厚は, 身体 7 部位（上腕二頭筋部；Biceps・上腕三頭筋部；Triceps・肩甲骨下部；

Subscapular・腸骨上部；Suprailiac・腹部；Abdomen・前大腿部；Anterior Thigh・下腿部；(Medial 

Calf)を Harpenden caliper で同一検者が同一部位を 3 回連続して測定し, その平均値を測定値とし

た. 体幹部皮下脂肪厚と四肢部皮下脂肪厚の比（T / E ratio）は, 以下の式によって算出した； 

T / E = （肩甲骨下部,mm＋腸骨上部,mm）/ （上腕二頭筋部,mm＋上腕三頭筋部,mm）.  

 3. 身体組成の推定 

  身体組成は, 上腕二頭筋部, 上腕三頭筋部, 肩甲骨下部, 及び腸骨上部の皮下脂肪厚和を対

数に変換し, (1)式によって体密度(Body density; D)を推定し, 体重を含む Lohman, T.G. (1986)の式

（2）から総体脂肪量(Total fat mass; FM)を算出した.  

  D, girls (g/l) = 1.2063 – 0.0999*(log(sum of four skinfolds))・・・・・・・・・・(1) 

  FM (kg) = weight*((5.28/D) – 4.86)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2) 

 これらの式は, 12 歳以下の小児に適用できるように開発されている.  

 次に, 除脂肪量（Fat-free Mass; FFM, kg）は, 体重,kg – 体脂肪量,kg によって求めた. 総体水

分量（Total Body Water; TBW, kg）は, Fomon, S.J. ら（1982）によって開発された小児の FFM の

水和（hydration, %）を用いて, FFM, kg*(hydration of FFM)によって算出した. また, 体重に占め

る無機質量(Mineral Mass ; MS, %)と細胞内固形物量(Cell Solid ; CS, %)は, Hamwi, G.J. と Urbach, 

S. (1953)によって開発された以下の式(3)(4)によって算出した.  
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 MS, % = 0.07*((FFM/Wt)*100)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3) 

 CS, % = %FFM – (((TBW/Wt)*100) + %MS)・・・・・・・・・・・・・ (4) 

 4. 身長及び体重の percentile 値の推移による growth pattern の分類 

  分類の方法は, 先ず 3 歳から 6 歳まで 6 ヶ月間隔で 7 回測定した個体の身長と体重の測定値

を平成 22 年度乳幼児身体発育調査報告書（厚生労働省, 2010）にある percentile 値によってそれ

ぞれ25%ile値以下（<25%ile）を(A), 25%ileと75%ileの間（25 – 75%ile）を(B), 75%ile以上（75%ile<）

を(C)として評価した.  

 次に, 身長と体重それぞれの 3 歳における percentile 値が 6 歳の percentile 値までどのように

trendするかによって図 1に示したように pattern Aから pattern Cまでの 3つの patternに分類した. 

すなわち, 25%ile 以下（A）のまま 6 歳まで trend した個体を Pattern-A, 25%ile 以下（A）から

25%ile-75%ile の間（B）へ trend した個体と（B）のまま 6 歳まで trend した個体を Pattern-B, そ

して, （B）から 75%ile 以上（C）へ trend した個体と（C）のまま 6 歳まで trend した個体を Pattern-C

として分類した.  

3.0 4.0 5.0 6.0
AGE, yr

75 %ile

50 %ile

25 %ile
PATTERN - B

PATTERN - B

PATTERN - A

PATTERN - C

PATTERN - C

B: 25 - 75%ile

A: <25%ile

C: 75%ile<

Fig. 1  Percentile profiles of three growth patterns.  
 

 最後に, 身長と体重が共に Pattern-A の個体群を Low-Pattern, 共に Pattern-B を Middle-Pattern, 

共に Pattern-C を High-Pattern として, これらを 3 歳から 6 歳までの growth Pattern とした.  

 5. Growth pattern の相対発育分析 

各 growth pattern に属する個体の身長と体重の縦断的資料から, 次の手順によって相対発育

分析を行った.  

(1) 一組（身長と体重）の測定値を対数に変換する.  

(xi, yi) → (log xi , log yi) = Xi, Yi 
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(2) 各 pattern の相対発育式を求める.  

   各 pattern に分類された全サンプルについて, 3 歳（35.1 ヶ月）から 6 歳（74.0 ヶ月）ま

での 7 つの月齢点の身長を X 軸に, 体重を Y 軸として両対数グラフ上にプロットし, 各

pattern の相対発育式を下記の Reduced Major Axis (RMA) によって求めた.  

       Y = a X + log b  

          a = SY / SX   (SY: Y の標準偏差； SX: X の標準偏差) 

          log b = Y
ー

 – (SY / SX)*X
ー

； （Y
ー

: Y の平均値；X
ー

：X の平均値） 

       Y = (SY/SX)*X + (Y
ー

 - (SY/SX)*X
ー

) 

(3) 回帰傾向の有意性の検定と回帰勾配の差の検定 

Y = a X + log b が求められた場合, 直線をあてはめることに意味があるか否かは分散 

分析法を用いて検定を行った.  

求められた各 pattern 間の回帰の差を検定するため, 対比する 2 つの相対発育式を 

   Y1 = a1X1 + logb1, Y2 = a2X2 + logb2 とし, 各直線の統計量（N, X
ー

, r, a, log b, σa）から 

   Imbrie, J (1956)と速水 格（1971）の次式を用いて勾配の差の検定を行った.  

K = (a1 – a2) / √（σa12 +σa22） 

   この時, σa1＝a1* (√(1-r12 ) / N1) ; σa2＝a2*(√(1-r22 ) / N2)である.  

 |K| > 1.96 の場合, p< 0.05, 及び|K| >2.58 の場合, p< 0.01 の危険率で有意差があると判定し 

 た.  

6. 統計分析 

統計分析の結果は, Mean±SD で表示し, 3 歳から 6 歳までの年齢変化の有意性, 及び, 各

Pattern における平均値の差の検定は, one-factor ANOVA によって行い, いずれも p< 0.05 未満

を有意水準とした. 全ての統計処理は, StatView J-4.5 によって行った. 

 
結果と考察 
 

1. 身長と体重の pattern 分布 

   

  表 1 は, 身長と体重それぞれにおける Pattern-A（25%ile 値以下で trend）, -B（25%ile 値以下

から 25-75%ile 値に trend & 25-75%ile 値のままで trend）, -C（25-75%ile 値から 75%ile 値以上に

trend & 75%ile 値以上のままで trend）の度数分布を示している. 身長と体重の pattern 分布は極め

て類似しており, 両者の分布間に有意な差はなかった（χ2=0.108, ns）. しかし, 身長も体重も標

準的な body size である Pattern-B の出現率が最も高いという結果であった.  

 表 2 は, 身長の Pattern-A, -B, -C に分類された個体と体重の Pattern-A, -B, -C に分類された個体
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の一致度をみたものである. 最も一致度が高かったのは Pattern-B で 33.3%の個体が身長も体重

も Pattern-B で一致した. 次に一致度が高かったのは Pattern-A で 18.5%, Pattern-C の一致度は

14.8%であった. 他の pattern の組み合わせは, 表に見られるように少なかった. これらの結果も

身長と体重共に標準的な body size の個体が多いことを示している.  

 

 

 そこで, 発育 Pattern (growth pattern) を身長と体重が共に 25%ile 値以下（A）で trend する 5 人

（18.5%）を Low-Pattern, 25%ile 値以下（A）から 25-75%ile 値（B）に trend する個体と 25-75%ile

値（B）のままで trend する個体 9 人（33.3%）を Middle-Pattern, そして 25-75%ile 値（B）から

75%ile 値以上（C）に trend する個体と 75%ile 値以上（C）のままで trend する個体 4 人（14.8%）

を High-Pattern として分類した.   

 

2. Growth pattern に見られる身長と体重の発育特性 

 

  表 3 は, 身長の growth pattern-A,-B,-C とそれぞれに対応した low-, Middle-, High-Pattern にお

ける身長, 体重, BMI の年齢別平均値と標準偏差を示し, 対応する pattern 間の平均値の差を検定

した結果である（Anova）. 身長の Pattern-A と Low-Pattern, Pattern-B と Middle-Pattern, 及び

Pattern-C と High-Pattern の間の年齢別平均値間に有意差は全く認められなかった.  

 表 4 は, 体重の growth pattern-A,-B,-C とそれぞれに対応した low-, Middle-, High-Pattern におけ

る身長, 体重, BMI の年齢別平均値と標準偏差を示し, 対応する pattern 間の平均値の差を検定し
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た結果である（Anova）. 体重の pattern も身長の pattern と同様に身長と体重の pattern を統合し

た low-, Middle-, High-Pattern との間に有意な平均値の差は見られなかった.  

  以上の結果から, 身長の%ile 値と体重の%ile 値が同じである Low-Pattern, Middle-Pattern, 

High-Pattern をこの時期における幼児の growth pattern として分類した.  

 表 5 は, 3 つの growth pattern における年齢別平均値と標準偏差を示し, 各 pattern における年齢

変化の有意性と, 3 pattern 間における平均値の差を検定している. 身長の年齢変化は, 3 pattern と

も有意であったが, 体重の年齢変化は, Low-Pattern と Middle-Pattern の変化は有意であったが,  
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High-Pattern の年齢変化は有意ではなかった. BMI の年齢変化は, 3 pattern とも有意な年齢変化を

示さなかった. また, 身長と体重の年齢別平均値を pattern 間で比較すると, 身長, 体重共に全年

齢で有意な差が認められ, L- < M- < High-Patternの順に大きな平均値を示した. しかし, BMIでこ

のように有意な傾向が認められるのは 4.5 歳以降であり, 4.0 歳までは L- < M- < H-の傾向は認め

られても平均値間の差は有意なレベルに至っていない.  

 
  図 2 は, 3 つの growth pattern における身長と体重の distance curve である. 身長, 体重共に 3

つの growth pattern とも 3 歳から 6 歳まで有意な年齢変化を示し, 各年齢別の平均値間には有意

な差が見られた. すなわち, 各 pattern の年齢別平均値は Low-Pattern が最も低く, Middle-, 

High-Pattern と順に大きくなった.  

84.0
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96.0
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100.0
102.0
104.0
106.0
108.0
110.0
112.0
114.0
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120.0
122.0
124.0

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
AGE, yr

HEIGHT, cm

H-Pattern  
M-Pattern  

L-Pattern 

10.00

11.00
12.00

13.00
14.00

15.00
16.00

17.00
18.00

19.00
20.00

21.00
22.00

23.00
24.00

25.00
26.00

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
AGE, yr

WEIGHT, kg

H-Pattern  
M-Pattern  
L-Pattern  

Fig. 2. Height and weight distance curves in 3 growth patterns. 
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 図 3 は, 同様に, 0.5 年間の発育量（/ 0.5yr）をプロットした velocity curve である. 身長におけ

る 6 ヶ月間の発育量には有意な年齢変化が 3 patternとも見られた. しかし, 各 patternの平均発育

量には殆ど有意差が見られなかった. 体重における発育量には 3 pattern とも有意な年齢変化は

認められなかったが, 3.5-4 歳, 4.5-5 歳, 5-5.5 歳では High-Pattern に大きな発育量が見られた.  
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2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

AGE, half a yr

HEIGHT, cm / 0.5yr

H-PATTERN

M-PATTERN

L-PATTERN

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

AGE, half a yr

WEIGHT, kg / 0.5yr

3-3.5 3-3.53.5-4 3.5-44-4.5 4-4.54.5-5 4.5-55-5.5 5-5.5 5.5-65.5-6

L-PATTERN  

M-PATTERN  

H-PATTERN  

p<.05

p<.05

p<.01

p<.01

Fig. 3. Height and weight velocity curves in 3 growth patterns.  

 このように, 3 つの growth pattern には, body size を代表する身長と体重に歴然とした差が認め

られる. 平成 22 年度の%ile 発育値（厚生労働省, 2012）で見ると, Low-Pattern における身長と体

重における殆どの年齢別平均値が 3%ile – 10%ile という低いレベルにあり, Middle-Pattern におい

ては 25%ile - 50%ileの間に, High-Patternでは 4歳まで 75%ile – 90%ileにあり, 4歳以降は 90%ile – 

97%ile の間という高いレベルの%ile 値に該当する. つまり, 3 歳から 6 歳までの間, Low-Pattern

の個体は極めて小さな body size で発育し, BMI が 15.00 以下という痩せ傾向を示す. 逆に

High-Patternの個体は極めて大きな body size で発育する.しかし, この期間における身長の 6 ヶ月

間の発育量には pattern間にそれ程大きな差はないが, 体重では High-Pattern の大きな発育量によ

って pattern 間に差がみられる. 従って, High-Pattern の BMI は 4.5 歳以降大きくなり, 他の 2 つの

pattern に比べて太り気味の傾向にあることが伺える. そして, Middle-Pattern の個体が, 日本人幼

児の標準的な body size で発育することが分かる. 

 

 3. Growth pattern に見られる身長と体重の相対発育 

 

   図 4 は, Reduced Major Axis (RMA)で求めた各 pattern の相対発育式（Y=体重, X=身長）である. 

3 pattern の相対発育式は, 回帰に有意性が認められ, 直線をあてはめることに意味があると認め

られた. 相対発育式（allometry equation; Y = a X + log b）の勾配 a は, 相対発育係数（relative growth 
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coefficient）と呼ばれ, 2 形質（X=身長, Y=体重）間の相対的な発育速度を表している. すなわち, 

a = 1 の場合, 等成長（isometric allometry）と呼ばれ, 2 形質の相対的な発育速度が等しいことを

示す. この図に示したように 3 pattern の allometry equation は, a>1 という優成長（positive 

allometry）を示し, 劣成長（negative allometry; a < 1）は見られなかった.  

 つまり, どの pattern も体重が身長の発育より相対的に早いという特性を示し, この時期が第

一充実期の後半に当たることがわかる. しかし, relative growth coefficient である a は, pattern によ

って若干大きさに違いがあり, a は, Low-Pattern (1.618), Middle-Pattern (2.00), 及び High-Pattern 

(2.545)の順に大きくなり, 3 pattern の間に有意な違いが見られた. すなわち, Low-Pattern と

Middle-Pattern の間に |K|=2.77, p<.01; Low-Pattern と High-Pattern の間に |K|=4.57, p<.01; 

Middle-Pattern と High-Pattern の間に|K|=1.26, p< .05 の有意差が見られた. 従って, 身長の発育に

対する体重発育の相対的な速さは, High-Patternが最も早く, Low-Patternが最も遅いことがわかる. 

そして, 標準的な body size の Middle-Pattern の相対的な速さは, これら 2 pattern の中間にある.  
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Fig. 4. Allometry curves of the  weight to the height for
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 4. Growth pattern に見られる皮下脂肪の発育特性 

 

 本報告では, 皮下脂肪の量的特性を見るため測定した 7 部位の平均値（Mean skinfold）と皮下

脂肪の分布を見るため体幹 2 部位の和と四肢 2 部位の和の比, つまり, trunk / extremity skinfold 

ratio（T / E ratio）を分析した.  
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 表 6は, それらの平均値と標準偏差を示し, それらの年齢変化の有意性と pattern間の差を検定

している. Low-PatternとMiddle-Patternの平均皮下脂肪厚値は, 年齢と共に低下する傾向にあり, 

High-Pattern は, 逆に年齢と共に増加する傾向にあるが, どの Pattern の年齢変化も統計的に有意

ではなかった. T/E 比は 3 pattern とも年齢と共に若干大きくなり, 体幹部の皮下脂肪厚が四肢部

より多くなる傾向にあるが, どの pattern の年齢変化も統計的には有意でなかった. 年齢別の平

均値も T/E 比の平均値も L-<M-<H-Pattern の順に大きかったが , 両者とも Low-Pattern と

Middle-Pattern の間には有意差がなく, High-Pattern の値が年齢と共に増大するため平均皮下脂肪

厚では 4.0 歳以降, T/E 比では 4.5 歳以降に有意な pattern 間差が認められた.  

 このように, 皮下脂肪厚そのものは, この年齢期に大きな変化を示さないことがわかる. しか

し, 3 pattern の中では 3 歳時から body size の大きい High-Pattern の皮下脂肪は約 4 歳頃から他の

pattern より多く沈着し, 特に, 四肢部より体幹部に多くの皮下脂肪が沈着するようである.  

 
5. Growth pattern に見られる身体組成の特性 

 表 7 は, 身体組成変数である体脂肪量（Fat mass, kg）, 除脂肪量（Fat-free mass, kg）, 及び体

脂肪率（Percent body fat , %）の年齢別平均値と標準偏差を pattern 別に示し, それらの年齢変化

の有意性と平均値間の差を検定している. 体脂肪量と体脂肪率の年齢変化は Low-Pattern を除い

て, 年齢と共に増大したが, 3 pattern ともその変化は小さく, 統計的に有意な年齢変化は見られ

な か っ た . す な わ ち , 体 脂 肪 の 変 化 量 は , Low-Pattern=-380g, Middle-Pattern=+210g, 

High-Pattern=+2.68kg, 体 脂 肪 率 の 変 化 は , Low-Pattern=-6.6%, Middle-Pattern=-4.4%, 

High-Pattern=+3.6%）であった. しかし, 除脂肪量には大きな年齢変化が認められ 3 pattern の年齢

変化は年齢と共に増大し（Low-Pattern=+5.14kg, Middle-Pattern=+6.22kg, High-Pattern=+7.07kg）, 

統計的に有意であった . 体脂肪量と体脂肪率の年齢別平均値を見ると Low-pattern と

Middle-Patternとの間に有意差がなく, High-Patternの大きな平均値のため, 体脂肪量では4歳以降, 

体脂肪率では 5 歳以降の平均値に有意な pattern 間差が認められた. 除脂肪量の年齢別平均値は, 

3 歳から 6 歳まで pattern 間に有意な差が認められ, 除脂肪量は, L-< M-< H-Pattern の順に有意に

大きかった.  
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 このように, この期における幼児の身体組成では, どの pattern も除脂肪量の発育が大きく, 体

脂肪量の発育は極めて小さい. 従って, 除脂肪量の発育には pattern 差が見られ, 体脂肪量に大き

な発育差は見られない. すなわち, 幼児の身体発育評価に, 体脂肪量或いは体脂肪率を用いるこ

とは重大な意味をもたないことになり, 測定の誤差を考えると身体発育の評価指標に体脂肪変

数は用いるべきではないとも云える.  

 表 8 は, 各 pattern における身長 1cm 当たりと体重 1kg 当たりの, 体重, 除脂肪量, 及び体脂肪

量を算出した結果である . ただし , Low-Pattern の身長と体脂肪量及び体重と体脂肪量 , 

Middle-Pattern の身長と体脂肪量の間には有意な相関が認められなかったため算出していない. 

身長 1cm当たりの体重を見ると, Low- < Middle- < High-Patternの順に 1cm当たりの体重は大きく

Low-PatternとHigh-Patternとの差は 204gもある. しかし, 身長 1cm当たりの除脂肪量は, 3 pattern

とも類似しており, Low-pattern と High-Pattern との差は僅か 49g/cm に過ぎない. 身長と体脂肪量 

 

 

との間には有意な相関がないため明らかではないが, 有意な相関が認められた High-Pattern で見

ると, 身長 1cm 当たり体重の 34.4%は体脂肪量で占められていることになる. 一方, 体重 1kg 当
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たりの除脂肪量を見ると, Low-Pattern と Middle-Pattern の体重 1kg 当たりの除脂肪量は,それぞれ

98.5%と 91.8%を占めている. しかし, High-Pattern の体重 1kg に当たりの除脂肪量は 563g と他の

2 pattern より少なく, 体重の 43.9%を体脂肪量が占めている.  

 これらの結果から, High-Patternは, 身長 1cmあたりにしても体重 1kg当たりにしても体脂肪量

の占める割合が高く, この growth pattern に属する個体はやや肥満傾向にあると言える.  

 図 5は, 3歳から 6歳までの身長と体重における percentile値の trendから分類した 3つの growth 

pattern に属する個体の平均身体組成を 2 成分モデルで示している.  

 Low-Pattern と Middle-Pattern における身体組成の 6 歳までの trend は類似している. しかし, 

High-Pattern の trend は, これらの 2 pattern とは異なり, 体脂肪量の占める割合が高まり, 除脂肪

量の割合は低下している.  
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Fig. 5. Changing in body composition from 3 year to 6 year
            in 3 growth patterns.  

 これらの結果を総合的に評価すると, Low-Pattern は body size が小さく体脂肪量の少ない状態

で 6 歳まで発育する「痩せ」の growth pattern であり, High-Pattern は, 反対に body size が大きく, 

6 歳まで体脂肪量が増大する「肥満」の growth pattern であると言え, Middle-Pattern がこの時期の

標準的な growth pattern ではないかと推察できる.  
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要約 

 ヒトの発育現象は, 遺伝的要因と環境的要因の相互作用を受けて発現するため, 個体変異

（individual variation）が大きい. しかも, 個体の健全な発育に発育・発達学の evidence が寄与す

るためには, この個体変異の正確な評価が重要である. このような観点から, 本報告は, 個体発

育の分析に必須である「縦断的測定値 , longitudinal measurements」を用い , 可能な限り

homogeneous な cohort を抽出するため, 身長と体重の percentile 値の推移を pattern 化して, その

pattern に属する個体群の身体組成特性とその変異性を分析している. 結果は, 以下のように要

約できる.  

1) %ile値の trendを基準にした身長と体重の pattern分布は極めて類似しており, 両者の分布間

に有意な差はなかった. 身長の Pattern-A, -B, -C に分類された個体と体重の Pattern-A, -B, -C に分

類された個体の一致度で最も高かったのは Pattern-B で 33.3%の個体が身長も体重も Pattern-B で

一致した. 次に一致度が高かったのは Pattern-A で 18.5%, Pattern-C の一致度は 14.8%であった. 

他の pattern の組み合わせは少なかった. そこで, 発育 Pattern を身長と体重が共に 25%ile 値以下

（A）で trend する 18.5%の個体を Low-Pattern, 25%ile 値以下（A）から 25-75%ile 値（B）に trend

する個体と 25-75%ile 値（B）のままで trend する 33.3%の個体を Middle-Pattern, そして 25-75%ile

値（B）から 75%ile 値以上（C）に trend する個体と 75%ile 値以上（C）のままで trend する個体

14.8%を High-Pattern として分類した.   

 2) Pattern-A と Low-Pattern, Pattern-B と Middle-Pattern, 及び Pattern-C と High-Pattern の身長と

体重の年齢別平均値間に有意差は全く認められなかった. 以上の結果から, 身長の%ile 値と体

重の%ile 値がそれぞれ同じである Low-Pattern, Middle-Pattern, High-Pattern をこの時期に

おける幼児の growth pattern として分類した. 

 3) Growth pattern に見られる身長と体重の発育特性を見ると, 身長の年齢変化は, 3 pattern とも

有意であったが, 体重の年齢変化は, low-PatternとMiddle-Patternの変化に有意差は認められたが, 

High-Pattern の年齢変化は有意ではなかった.  

 また, 身長と体重の年齢別平均値を pattern 間で比較すると, 身長, 体重共に全年齢で有意な差

が認められ, L- < M- < High-Pattern の順に大きな平均値を示した.  

 このように 3つの growth patternには, body sizeを代表する身長と体重に歴然とした差が認めら

れる. 平成 22 年度の%ile 発育値（厚生労働省, 2012）で見ると, 3 歳から 6 歳までの間, Low-Pattern

の個体は極めて小さな body size で発育し, BMI が 15.00 以下という痩せ傾向を示す. 逆に

High-Pattern の個体は極めて大きな body size で発育し, BMI は 4.5 歳以降大きくなり, 他の 2 つの

pattern に比べて太り気味の傾向にあることが伺える. そして, Middle-Pattern の個体が, 日本人幼

児の標準的な body size で発育することが分かる. 

 4) 各 pattern の身長と体重の発育特性を相対発育の観点から見ると, どの pattern も体重は身長
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の発育より相対的に早いという特性を示し, この時期が第一充実期の後半に当たることがわか

る. しかし, relative growth coefficient（a）は, Low-Pattern (1.618), Middle-Pattern (2.00), 及び

High-Pattern (2.545)の順に大きくなる. 

 5) 皮下脂肪の量的特性と分布特性を分析した結果, どの pattern も皮下脂肪厚そのものは, こ

の年齢期に大きな年齢変化を示さないことがわかる. しかし, 3 pattern の中では 3 歳時から body 

size の大きい High-Pattern の皮下脂肪は約 4 歳頃から他の pattern より多く沈着し, 特に, 四肢部

より体幹部に多くの皮下脂肪が沈着するようである.  

 6) 3 歳から 6 歳までの幼児の身体組成は, どの pattern も除脂肪量の発育が大きく, 体脂肪量の

発育は極めて小さい. 従って, 除脂肪量の発育には pattern 差が見られ, 体脂肪量には大きな発育

差は見られない.  

 すなわち, 幼児の身体発育評価に, 体脂肪量或いは体脂肪率を用いることは重大な意味をも

たないことになり, 測定誤差を考えると, この時期の身体発育の評価指標に体脂肪変数は用い

るべきではないとも云える.  

 7) 身長 1cm 当たりの体重を見ると, Low- < Middle- < High-Pattern の順に 1cm 当たりの体重は

大きくなる.しかし, 身長 1cm 当たりの除脂肪量は, 3 pattern とも類似している. 一方, 体重 1kg

当たりで見ると High-Pattern の体重 1kg 当たりの除脂肪量は少なく, 体重 1kg の 43.9%を体脂肪

量が占めている.  

 8) Low-Pattern と Middle-Pattern における身体組成の 6 歳までの trend は類似している. しかし, 

High-Pattern の trend は, これらの 2 pattern とは異なり, 体脂肪量の占める割合が高まり, 除脂肪

量の割合は低下している. 

 これらの結果を総合的に評価すると, Low-Pattern は body size が小さく体脂肪量の少ない状態

で 6 歳まで発育する「痩せ」の growth pattern であり, High-Pattern は, 反対に body size が大きく, 

6 歳まで体脂肪量が増大する「肥満」の growth pattern であると言え, Middle-Pattern がこの時期の

標準的な growth pattern ではないかと推察できる. 

 

今後の課題 

 

 本報告では, 身長と体重と云う body size の percentile 値の推移を pattern 化して, その pattern に

属する個体の身体組成特性とその変異性を分析した. その結果, 形態と身体組成の発育に特徴

のある growth pattern を分類することができた. しかし, 本報告の最大の欠点は sample 数が少な

いことである. 縦断的研究において多くの sample 数を確保することは困難であるが, 結果の妥

当性と普遍性を保証するには少なすぎた. また, 今回の調査は, 3歳から6歳までと言う幼児期の

1 時期に限定した分析であった. 発育（growth）は, 生涯における「身体の質的・量的な変化」



 17 

であるため, 変化し続けるという前提に立って, その継続的な変化の仕組み（the mechanism of 

the human body）と実際の状態（growth status）を研究しなければならない. その意味から, 今回, 

分類した growth pattern に属した個体の出生時から 3 歳時までの発育状態を分析して, 先天的要

因の関与と今回分類した pattern とどのような継続性を持っているかを検討することが今後の課

題であると考える.  
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