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緒言

体格は,あ る特定の形態を指 しているのではなく,個 人の身体の形,身体全体の外形のこと

である つま り,体型 とは,体格の相互関係による形態的特徴づけである 従 つて,体型 を

pa"em化する意味は,例 えば, “体格の相互関係"である “体型"が運動能力にどのような影

響を及ぼ しているかを知るのに極めて重要である

これまでの体型研究の多 くは,複数の形態測定値を組み合わせた体格指数,例 えば,Kaup指

数や Rohrcr指 数などによる体型の表示を行っていた これ らの指数は,単なる身長と体重の比

を体型の評価基準 としているに過 ぎない しか し,身体は幾つかの構成要素 (body constれ ucnt

clenlcnts)か らな り,身体全体の外形,即 ち “体型"を形成 している 例えば,身長は骨格によ

って構成 された ものであ り,体重は主に体水分,筋,脂肪か ら構成 されている 従って,体型

を定義 して,「体格の相互関係による形態的特徴づけ」であると しても,その体格には構成要素

である体組成 (body composition)が 含まれなければならない .

体組成 とは,人体を構成する分 了や元素,或いは組織や器官のことである。体組成は,体脂

肪量 (body fat mass;FM)と 除脂肪量 (Fat―■ec mass;FFM)か ら構成 され る (2成分モデル :

2‐ component modcl) つま り,体重は,体脂肪重量 と除脂肪重量の和 として考えられる (Body

nlass=FM tt FFM)

除脂肪組織は,骨組織や筋組織か ら構成 される組織であるため人体の生理機能 との関連が強

い組織である.胎児か ら幼児までの除脂肪量は,胎生後期か らの急激な増加が 15歳 まで続 き,

その後,発育速度は低 l(す るものび),4歳か ら6歳 までの幼児期でも着実に増加 し続ける

体脂肪組織は,エ ネルギーの貯蔵庫である ヒ トの新生児は,他 のllM乳 動物 より多量の脂肪

量をもつて生まれ,体脂肪率 (体重に占める脂肪量の割合 :%FM)は ,10-15%であると言われ

ている。新生児の体重 と体脂肪量 との相関は非常に高い (′ =∂2) 体脂肪量の蓄積は誕生後か

ら速やかに始ま り,1歳児の0。FMは ,20-25%に も達するが,そ の後,低下 し続け 5-6歳頃に

は最 も低 くなる

このような幼児期における体組成の変化は,当 然,体組成を含む体格の相互関係 である体型

にも変化を引き起 こす  この身体を構成する要素のバランスの変化を反映 した体型,特に body

sizeの 変化は,幼児の運動能力の発揮 (phySical performance)に 少なか らず影響するものと思わ

れる

体型 の変化 が発 育 ・発 達 に どの よ うな影響 を及 ぼす かに関す る研 究では,横 断的方法

(cross‐ sectional mcthod)に よるデー タ分析では,発 育 。発達の経過を正確に捉えることができ

ない イ国人の体型 を評価 し,そ の個人の体型が とのよ うに変化 し,それ らの発育パ ターンが発

育 。発達にどのような影響を及ぼすかを課題 とする場合は,縦断的方法 (longitudinal method)



によるデータ分析が必、要 となる.しか し, この場合,被験者の脱落か らサンプル数の減少が生

じ,分析結果の妥当性が低下する可能性がある.

本報告‐8は ,ど のような体型が どのような発育。発達特性を示すかを明 らかにするのではなく,

体型の変化パターンを類型化 して,それ らの発育パ ターン群における発育 。発達特性を明 らか

にすることを目的 としている そこで,4歳か ら6歳 まで縦断的に浜1定 した幼児のデータを用い
,

体組成 (除脂肪量 と体脂肪量)を考慮 して個 人の体型を評価 し,そ の個人の体型の 2年間におけ

る変化をパターン化 し,それぞれの体型発育ハ ターンにおける発育発達特性 を検討 している

方法

Sample

サンブルは,福 岡県 K市 に在住 した 4歳 の男児 19名 と女児 30名 の総計 49名 を 6歳 まで縦

断的に年 1回 5月 に測定 した人体計測値 と体組成測定値,及び運動能力測定値である.全ての

測定は,2007年 ,2008年 ,及び 2009年 の 5月 に被験者の在籍 した保育園で実施 した

人体計測 と形態指数 の算 出

人体計測は,身長 (Stature,cm),体 重 (Body mass,kg),上 腕囲 (Upper arm gitth,cm),

下腿囲 (Calf gitth,cnl)を マルチン法による一般的な方法で実施 した 形態指数は,上記の計測

値を用いて,BOdy inass index(BMI、 kg/n12)を 算出 した

皮 下脂肪厚 の測 定

皮下脂肪厚は,身体 4部位 (腸骨上部 I Suprailiac。 上腕三頭筋部 :Triceps・ 肩甲骨下部 :

Subscapular・ 下腿部 ;Mcdial ca10を Harpcndcnキ ャ リバーで同一検者が 1司 一部位を 3回連続 し

て演1定 し,その平均値を沢1定 値 とした

体組成 の推定 と体組成指数 の算 出

幼児の体組成は,生体電気インピーダンス法 (BbelcctHcal impedance anaけ SiS;BIA)に よつ

て推定 した インピーダンスは,電圧 10Vp‐P,周波数 50kHz,500μ Aの 定電流を発するインピ

ーダンス測定器 を用いて,4電 極法 (tctrapolar)に よって浪1定 した,体脂肪率 (%FM)は , 12

歳以下の小児に適用できるように開発された Houtkoopel θ′α/(1989)の 下記の式によって推定 し

た

%FM=(-lH)*(ht)2/BI+104*wl+1516

ここで,%FMは体脂肪率,htは身長(cm),BIは インビー ダンス (Ω ),wtは体重 (kg)である

体脂肪量 (Fat massi FM,k3)は ,体 重,kg*(%FM/100)か ら求めた,除脂肪量 (Fat‐ 1‐cc mass;FFM,

kg)は ,体重一体脂肪量 として求めた

体脂肪量指数 (Ftt mass index,kg/m2)と 除脂肪量指数 (Fat‐■ee mass indcx,kg/m2)は ,体脂肪

量,kg/身 長,m2と 除脂肪量,kg/身長,m2で それぞれ算出 した



体型分類

1.除脂肪 量指数 (Fat¨iee mass index,FFMI)と 体脂肪 量指数 (Fat mass index,FMI)

の組 み合 わせ に よる体型分類

先ず,全サンプル (n=49)の FMI(x)と FFMI(y)を グラフ上にプロッ トする 次に,同

じグラフ上に FFMI(y)=H00か らFFMI=200間 隔の直線を FFMI(y)=1700ま で4本 引き,次

いで同一グラフ上に,BMI=13.00か らBMI=200間隔の直線 を BMI=1900ま で 4本引く(図 1).

その結果,得 られた FFMIの 基準線 4本 とBMIの基準線 4本,それぞれの交点座標か らFMI値

を求めた。体型は, これ らの交点に囲まれた領域 a_iま での 9体型 として分類 した (表 6参照 ).
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図 l BMIと FFMI及び FMIの 組合せ によ る体型分類

2.4-6歳 までの体型の trendと 体型の発育パターン

この年齢期 (4-6歳)における BMI,FFMI,及 び FMIの年齢別平均値間には有意な

性差が認められなかったため,体型評価は, 男女全サンプルを統合 して行った 上記 1 の体型

分類法によつて分類された 4歳から6歳 までの体型を,例 えば,b一 bb)c― gh,c― d― b,d―

b― d)d― e― bな どのように組み合わせ,そ の体型 trendを 求めた (表 7参照)そ の結果,FFMI

とFMIの大小関係 (a>b>c>d>e>>g>h>1)か ら体型の変化パターンを「無変化(unchanging)型 」「上

昇(asccnding)型 」「F降 (dcscCnding)型 」「凹(concaVC)型 」「凸(conveX)型 」の発育パターンに分類 し

た (表 8参照)。 そのパターンの中で最も高い出現頻度を示 した 3つのパターンを, この年齢期

の主要な体型発育パターンとした .

運動能力の測定

運動能力の沢1定 は,東京教育大学体育心理学研究室で作成された 「幼児の運動能力検査」

(25m走 ;25m run,scc・ 立ち幅眺び i standing longjump,cm。 両脚連続跳びこし;continuous jump

0.000.50 1.00 1502002.503003504.004.505.005.506.006.507007.508.008.509.00



over,sec・ テニスボール投げ ;tennis ball throw、 m・ 体支持持続時間;body suppon dura■ On,scc)

に開眼片脚立ち (standing opcncd eycs,sec)を加えて実施 した 運動能力の種 目別得点は,東京

教育大学体育心理学研究室が作成 した男女別の 4歳前半, 5歳 前半,6歳 前半の得点を採用 し

た。

統計的方法

結果は,全て Mcan tt SDで表記 し,2変量間の関連の度合いを示す相関係数は Pcason's

correlation cOefflcicnt testで 行つた.独 立 した群の平均値間の差の有意差検定には Onc― factOr

ANOVAを用い,5%未満を有意水準とした

結果 と考察

被験者 (4-6歳 )の形態,皮 下脂肪厚,体組成の発育 と運動能力の発達

表 1か ら表 5ま では,男児 4歳 19名 と女児 4歳 30名 を4歳から6歳 まで縦断的に測定し

た人体計測値,皮下脂肪厚測定値,体組成推定値,BMI及 び体組成指数値における年齢別平均

値と標準偏差を示 している.ま た,体型の変化パターンを分析するため,データは縦断的に個

体を追跡 して集められている.従 つて,被験者の脱落などによるサンプル数の減少から男女児

を統合 して分析する必、要が生 じたため,測定項目それぞれの年齢別平均値における男女児間の

有意差検定の結果も示 している

表 1は ,形態測定 4項 目の結果である 4歳から6歳までの 2年間における発育量の差を男女

児で比較すると,女児が身長で 0 6cm,体 重で 0 13kg,下腿囲で 0 1cmだけ僅かに男児より大き

な発育量を示 し,男 児は上腕囲のみ 0.2cmだ け僅かに女児より大きな発育量を示 したが,形態

演1定 4項 目における男女児の年齢別平均値間には全く有意な性差は認められなかった

表 1.被験者の形態発育特性

3oys(n‐ 19)

40‐ yr        50‐ yr        60‐ yr

Ciris(n‐30)

40‐y「        50‐ yr        60‐ y=

Scx dircrence υ)

40‐ yr   50‐ yr   60-yI

Stnturc、 cm        97 8=47

3ody mass,kg      15 22± 157

Uppcr arm girth,cm   15 0± 06

calr girth,cll1       20 8± 10

161± 11   169± 14   152± 09   163± 11

220■ 10   230± 15   208■ 11   221± 14

1102± 36     "s      "∫        燿、

1878=269   ″s    
“
s    月、

169± 14   "s    ″s    ■5

231■ 16     ″s      71s      ′:S

表 2は,皮下脂肪厚 4部位 における年齢別平均値 と標準偏差を性別に示 し,それ らの性差を検

定 した結果である 上腕背狽1部,肩 甲骨下部、下腿部の皮下脂肪厚 3部位 における 2年間の発育

量は,男 女 とも非常に小 さく,いずれ も 10mm/2‐yr以 下であつた しか し,下腿部の皮 下脂肪厚

は,男 女児 とも2年間の発育量がマイナス傾向にあ り,男 児 ‐31mm,女児 ‐2 3nlmと 他の部位の

皮下脂肪厚 より変化量が大きかった しか し、上腕背側部,肩 甲骨下部,腰部の皮下脂肪厚 3部



位における年齢別平均値間には有意な性差は全く認められず,腰部の皮下脂肪厚では,4歳 と

歳の平均値において女児の方が男児より有意 o<θ5)に大きいという性差が認められた

表 2.被験者における皮下脂肪厚の発育特性

BOyS(n=19)

50‐ yr

Ciris(n=30)

50‐ yr40-yr 60‐ yr

Sex dircrence。
)

40-yr   50-yr   60-yr

Triccps,mm

Subscapular,nl nl

Suprailiac,mm

Mcd"H calA nlm

:23± 23   122=21

68± 18   63± 14

H7± 24   Hl■ 19   11,4■ 30

64± 13   5フ ±09   69=18

81■ 20    64± 20    83±
`0

フ6=25    ″s    ″s    ″s

表 3は,年齢別,性別にみた体組成推定値の平均値 と標準偏差を示 し,そ の性差を検定 した結

果である.除脂肪量 (FFM)は,男 女児共にこの 2年間で大きな発育量を示 し,男 児 4 14kg/2‐ yr,

女児 4 36kg/2-yrで あった.し か し、体脂肪量 (FM)は,男 女児 ともこの 2年間では殆 ど変化を

示 さなかった (男 児 ;Okg/2‐yr,女 児 ;‐ 0 09kg/2‐ yr)こ のことか ら,こ の時期の体重の増加は,男

女児 とも FFMの増量に起因することがわかる.従 って,体脂肪率 (%FM)は ,こ の 2年間で男

児‐32%,女児‐4.0%の 低下を示 した 体組成推定値における年齢別平均値には殆 ど有意な性差は

認められないが,5歳 の%FMのみ女児に有意 (ρ <θノ)に高いとい う結果がみ られた

表 3.被験者における体組成の発育特性

40-メ r 60‐yI

BOyS(11‐ 19) Ciris(n=30)

50‐ yr

Sex direrence lp)

10-yr  50 yr  60‐ yr

F"rree nlass,kg   12 87± 132

Fat mxss,k8      235± 033

Pcrcent rnt mass%  15“ ± 12

1701■ 222  1222± 120 1399■ 162

235± 053  22'■ 030  245± 038 220± 066    ″、     4●     ″s

l18± 33    ″s   Pく ″′   ″、

232± 038

137■ 15

表 4は,体重を身長の 1二 乗で除 した体格指数 (Body mass index,kg/m2)と 除脂肪量や脂肪量を

身長の二乗で除 して求めた体組成指数 (除脂肪量指数 ;Fat‐ iec mass index,FFMIと 体脂肪量指

数 :Fat mass indcx,FMI)の年齢別平均値 と標準偏差を示 し,その性差を検定 した結果である こ

れ らの指数は,体格の大きさ (bOdy size;こ こでは身長)を調整 したものであ り,FFMと FMの

和 (FFM+FM)が BMI(BMI=FFM+FM)と なる 上記のO/。FMにおいて 5歳の平均値に女児の方

が大きい とい う有意な性差がみ られたが,こ こで bOdy sizeを 調整 してみると,体脂肪成分に有

意な性差はどの年齢にも認められなかった つまり,bOdy sizcを 調整 した体組成には 4歳 から 6

歳まで有意な性差はない もの と解釈できる

表 4被験者における 3ody mass lndex,除脂肪量指数 (FFヽlI),及 び体脂肪量指数 (FMI)の 発育特性

BOyS(n‐ 19)

50-yr

Ciris(n‐30) Sex difFercncc υ)

10‐ yr    50‐ yr   60-yr

Body n]ass indcx,kノ m:    1589± 071 1556± 080

Ftt frec mass indcx,kg/n〕2  1344=061 :343± 071

Fat mass index,kノ m2     245± 023  214■ 027

1575± 135  1551■ 106  1537± 11フ

:38`± 121  1306± 088 1309± 099

192■ 039   245=02ワ   229± 028

1358± 145

181± 052

パ
　

暦
　

パ

お
　

パ
　

パ

バ
　

バ
　

パ

以上のことから,本報告に用いる男女児のサンプルでは,形態測定値に全く有意な差がなく

6



男女児間で有意な差がみ られたのは、僅かに腰部皮下脂肪厚の 4歳 と 5歳 ,及び%FMの 5歳だ

けであ り,体組成を身長で調節 し,本報告の体型判別の基準に用いた BMI,FFMI,及 び FMIに は

全 く有意な性差が認 め られなかった これ らの ことか ら,本報告ではサ ンブル数の少なさをカ

バーする意味か ら,男 女児のサンプルを統合 した N=49で分析を行 うことに した

表 5は,運動能力 6項 目における年齢別平均値を示 し,そ の性差を検定 した結果である ここ

にあげた運動能力 6項 目の うち,体支持持続時間,両脚連続眺びこし,開眼片足立ち,25m走の 4

項 目は,いずれ も女児の 2年間における伸びが大きく,6歳の時点では男児 より優れた能力を示

したが,年齢別平均値における有意な性差は開眼片足立ちの 6歳 (女児が優れ る,′<θ5)を 除い

て全く認められなかった.逆 に,テ ニスボール投げと立ち幅跳びは,男 児の伸びの方が大きく,6

歳時では男児の投及び跳の能力が優れてお り,テ ニスボール投げでは,4歳 (′ <θノ),5歳 (ρ<θ′),

6歳 (ρ<θθθノ)の平均値に有意な性差がみ られ,立 ち幅跳びでは 6歳 の平均値に有意な性差が

認められた (′<θ 5)

表 5被験者における運動能力の発達特性

BOyS(il‐ 19)

50-yr

Cirls(n‐ 30) Scx dircrence。 )

40‐ yr  50‐ yr  6 0 yr

Continuous jurnp over,sec

Standing opcilcd eycs,sec

Tcnnis ban thrOw,nl

Standing long junlp,cm

816± 225   667± 169

902± 120   74フ ±065

37■ 16    55± 22

4871± 52  796± 188

662■ 059   875± 108

84■ 22    26± 09

999± 163  446± 133 722± 92   908± 125

″
'      

″S     ′く tl'

Pk θ′  メk O′  ′く ωυ′

″S   PIS  Pく θ
'

これらのことから,4-6歳までの幼児期では,ボール投げという投能力にだけ男児が優れてい

るという明らかな性差が認められた

幼児期 (4-6歳 )の BMI,FFMI及 び FMIの 組み合わせによる体型の分類 と trend

表 6は,BMl,FFMI,FMIの 組み合わせによる体型の判別基準である これは,方法にも記述

したように, グラフ上に FFMI=H00(y=H00)か ら FFMI=2.00間 隔の直線を FFMI=1700(y=

17.00)ま で 4本 引き,次 いで,BMI=1300か ら BMI=200間隔の直線 を BMI=19,00ま で 4本引

き (図 1),FFMIの 基準線 4本 と BMIの基準線 4本 ,それぞれの交点座標か らFMI値を求め ,

これらの交点に囲まれた領域を a lま での 9体型に分類 したものである

表 6体型の判別基準

Bヽ 1l kノロ1

FF卜11,k8′ m=

F卜:1,kynl=

Bヽ 11く 1300

FFヽlIく 1300

1300く BMIく1500

ll.00くFFMIく 1300

1300く BMIく 1500

13.00くFFMIく1500

FMI(200

1500く BMIく 1700

1500(FFMIく 1700

FMIく 200

1700く BMI(1900

1300(FFMI<1500

200く FMIく600

1700く BMI(19 oo

1500く FFMIく1700

FMIく400

1500く BMIく 1700   15.00く BMIく 1700

:100(FF!Ч Iく 1300   :300く FFMIく 1500

200く FMIく 6 00      FMIく 400

表 7は ,4歳,5歳,6歳の時点で評価された個体の体型を連続 させた体型 trcndの頻数 (%)

を示 したものである.男 児には, 10の trcndが ,女児には 19の trcndが みられ,全体として 24



の trendがみ られた。その中で,男 児だけにみ られた trendは 5つであったが,女児だけにみ られ

た trendは 14と 多く,男 女児に共通 してみ られた trendは 5つ であった これ らの trendで ,男

児は e体型が 4-6歳まで継続する e_e‐ c体型が最 も多く 6名 (316%)で ,女児では b体型が連

続する b‐ b‐b体型が 5名 (16.7%)と 最 も多かった

表 7.4歳 -6歳までの体型の trend

BOyS(n=19) Ciris(n=30) Total(n=49)

0       1(3.3`/,)   1(2.Ot/2)

2(105`/,)   5(16.7`/))   7(14.3(/Fl)

0       1(33`‰ )   1(2.0%)

0          1(3.3`/。 )     1(20t%,)

0              2(6.7(・ /,)       2(4.1(%,)

0       1(33t/。 )   1(20%)

0         2(67%)    2(41`/.)

1(53`/t,)   0

1(5.31%,)   1(3.3ツ ,)   2(41%)

1(5.3(/,)    0          1(201%)

0       3(100%)  3(61て %,)

0       3(10,0%)  3(61%〕

0          1(33(‰ )     1(20`/2)

1(5.3`/。)  1(33(/1)   2(41t/。 )

3(15.8%)  0 3(6.1%,)

6(316%,)   2(6.70/,)    8(163(%)

1(5.3%,)  0        1(2.0° /.)

1(5.3`%)   0

2(10.5`%))   1(3.3て/0)    3(6.10/,)

0        1(33%,)    1(20(%,)

0         :(331/,)    1(20%)

0       1(33・ /。 )   1(2.0%,)

0         1(33%1)    1(2.0° /))

0      1(33° /・ )  1(2.0%,)

以上のことから,女児は多様な体型の組み合わせで4歳から6歳 まで経過 しているのに対 して
,

男児は4歳から6歳 まで少ない体型の組み合わせで経過 し,その率は女児の 2/5以 下である し

かし,男女児とも最も多くの者が同 体́型で 6歳 まで経過 してお り,男 児は BMIが 15-17kg/m2,

FFMIが 13-15kg/m2,FMIが 4kg/m2以 下の e‐ e‐c trcndを ,女児 は BMIが 13-15kg/m2,FFMIが

H-13kg/m2,FMIは 男児 と同 じで あ る 4kg/m2以 下の b― b― b trendを 示 した .

幼児期 (4-6歳 )の BMI,FFMI及 び FMIの組み合わせによる体型の発育パターン

表 8は,判別された被験者 49名 の全 trcndを 5つのパターンに類型化 したもので,その頻数

(%)を 示 している.左から頻数の高い順に示 しているが,最 も多いパターンは無変化型で 16

名 (3270/0),以 下順に上昇型 15名 (30.6%),下降型 13名 (26.5%),凹型 3名 (61%),凸 型

2名 (41%)で あった

図 2と 図3は ,類別された 5つの体型発育バターンを宙sual化 した各パターンのimageで ある

無変化型 (図 2)は ,僅か 3つの trcndのみであるが,上昇型と下降型は,それぞれ 10の trend



b― b― b(7,43.8%)

e― e― e(8,50.0°/.)

卜 g― g(1,630/.)

表 8 BMI,FFMI,及 び FMIの組み合わせによる体型の 4歳‐6歳 までの変化パターン

Unchanging Ascending Descending

b― b― c(1,67%) b― b― a(1,77%) d― b― d(1,33.3%) d― c― b(1,500%)

b― b― d(1,67%) d― b― b(2,:54°/●) e― d― e(2,`67° /●) g― h― e(1,50.0%)

16(32711/。
)

b― b― C(2,133%) d― d― b(2,154・/● )

b― e― e(1,6フ%) e― b― b(3,231・/● )

d― e― c(3,2000/.) e― d― b(1,フ 7●/● )

e― e― f(1,67● /●) e― e― c(3,231%)

e― e― g(1,6フ・/.)  h― e― e(1,77%)

e― C― h(3,200%)

e― e― :(1,670/.)

e― g― h(1.67%)

15(30.6(/。 )     13(265(・/t,) 3(6.1° /。 )         2(41°/。 )
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図 4は , これまでに示 した 5つの体型発育パターンの度数分布を示 しているが,凹型と凸型

の発育パターンの度数が極めて少ないため,無変化型と上昇型,及び下降型をこの幼児期にお
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ける主要な体型の発育パターンとして以後分析する
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図 4体型発育パターンの度数分布

幼児期 (4-6歳 )に おける主要な 3つ の体型発育パターンの発育特性

表 9は,主要 3パ ターンにおける形態測定4項 目の年齢別平均値と標準偏差を示 している 図

5は ,それらを図示 したものであるが, この図から明らかなように上昇型の身長,体重,上腕

囲,及び下腿囲の平均値が無変化型や下降型より大きく,無変化型と下降型の形態は極めて近

い平均値を示 した 中でも,上昇型の体重と下腿囲は,無変化型や下降型のそれらより有意に

大きいという差を示 した。

つまり,上昇型の体型発育パターンを示す幼児は, この時期から大きな形態発育値を示 して

いることになる

表 9主 要 3パ ターンの形態発育特性

unchltnging(′ 1‐ 76) Ascelldillg(″ ‐75) Dcsccnding(′ :=′ 3)

Stature,cn1        95 9■ 11

3ody inass,kg       l1 34=180

tlppc「 arm girtll,cm   14 9± 09

Cal「 girth,cm      20 S■ 10

16S=10   176=15   150■ 06   159± 09

図 6は,3つの主要パターンにおける身長,体重,BMIの この 2年間における発育量の特性で

ある.身長の 2年間の伸び量は 3パ ターンとも 13 4cm/2-yrか ら 13.9cm/2-yrの範囲内にあり,3

パターンとも同じで平均値間に有意な差は認められない.し かし,体重の 2年間の伸び量には

有意な差がパターン間に認められ,上昇型が 5 54kg/2‐ yrと 大きな伸び量を示 し,無変化型は

4.16kノ 2‐yrで ,下降型は 3 03kg/2¨yrと 小さな伸び量であつた BMIの変化量にも有意な差が 3

つのパターン間に認められ,上昇型はこの 2年間で+0 88kg/m2の 増大であったが,無変化型と

下降型の BMIは ,こ の 2年間で下降型が-1 20kg/m2,無 変化型が‐0 24kg/m2と 言 う低下を示 した

10
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BMIの 2年 間 (4-6歳 )の発育量

これ らのことは,形態発育値の大きな上昇型を示す体型発育パ ターンの幼児は,身 長の伸び

１
■

上一
″く θθ′ヨ



量は他パターンと同 じであるが,体重の伸び量が他のパターンより大きく,BMIが既に rebound

時期を過 ぎ,上昇傾向にあるパ ターンであることがわかる それに対 して,無変化型 と下降型

のパターンはまだ BMI_rebOund時 期に達 していないように思われる.

図 7は,4歳か ら 6歳 までの身長と体重の関係を 3つのパターンで比較 したものである.3つ
のパターンの回帰直線にはそれぞれ有意な相関係数が認められた (い ずれ も,′ <θθθノ)3つ
の回帰直線の勾配には下降型,無変化型,上昇型の順に大きくなる傾向が見 られ ,y‐軸上の切

片は殆 ど同 じであった.従 つて,6歳児の平均身長である 110 0cm(表 1)での体重は,上昇型

幼児で 19.63kg,無 変化型幼児で 18 58kg,下 降型幼児で 17 63kgと 計算 され,各パ ターン間に

1.Okgの差が推定された。

2750

25.00

2250

20.00

17.50

15.00

12.50

1000
850   900   95.0   10o0  1o50  110.o  l15.0  120.0  1250

STATURE,cm
図 7主 要 3パ ター ンにおける身長と体重の発育関係

このことは,上昇型体型発育パターンを示す幼児が無変化型と下降型のパターンの幼児より

発育が早く,充実期の発育傾向を示 していることになる.

表 10は,4歳から 6歳までの幼児期における 3つの主要な体型発育パターンにみられる皮下

脂肪厚の年齢別平均値を示 している.図 8は,それらの年齢別平均値を図示 し,パ ターン間の

差を検定した結果である.下降型の皮下脂肪厚 4部位は全てこの 2年間で減少 し,肩甲骨下部

を除いてかなり大きな減少を示 した それに対して,上昇型は下腿部皮下脂肪厚を除いた 3部

位は増大する傾向を示 した 無変化型は下腿部皮下脂肪厚に‐3.lmm/2‐ yrと いう大きな減少を示

したが,そ の他の 3部位には 2年間で大きな皮下脂肪厚の変化はみられなかった 従つて,6歳

時における皮下脂肪厚は,4部位 とも上昇型が厚く,下降型が薄く,無変化型がその中位にある

皮下脂肪厚を示 した

表 Hは ,3つの主要な体型発育パターンにおける体組成変量の年齢別平均値を示 し,図 9は
,

それらを図示 したものである。除脂肪量は,4歳時において既に上昇型が有意に大きく,5歳時

でその差は有意ではないが大きく,6歳時では上昇型が無変化型や下降型より有意に大きな除脂

肪量を示 した.無変化型と下降型の除脂肪量に有意な年齢別平均値の差はみられなかった.体
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表 10.主要 3パ ターンにおける皮下脂肪厚の発育特性

Unchanging("‐ ′
`)

40‐yr    50‐yr    60‐ yr

Ascending(″ =20

40‐ yr      50‐ yr      6_0‐ yr

Dcsccnding(″ =73)

40‐ yr      50‐yr     60‐ yr

Triceps,nl■       126=16   122t!8

Subscapular,m in   67± 16   60± 11

Suprailinc,nlm    86■ 27  ワ:± 29

Medialca1l mm   13 5■ 26  136t23

123± 27  107± 22  113± 18

73± 23   57± 0,   58■ 11

91■ 50   89± 34   82■ 30

104± 35  131± 22  149± 27

129± 34  128± 18  114± 21  106± 21

80± 23   73± 20   62± 15  66± 24

102± 36  95± 29   70± 18  65± 19

134± 75  143± 23  148± 24  89± l,

13.5
13.2
13.0
128
12.5
12.2
12.0
11.8
11.5

112
11.0
10.8
10.5
10.2

10.0

H.0

10.5

10.0

95
90
85
80
75
70
6.5

6.0

76
74
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
54
52

16.0
155
15.0
145
140
135
130
125
120
11 5
H0
105
100
95
90
8.5

―
 UNCHANCINC 

一

 ASCENDINC

*   T81CEPヽ mm

―Jコ.―― DESCENDING

;:iJ  suBtcAPULAR

4.5     5.0     55     60     65   35     40     45     50     5_5

AGE,yr                           AGE,yr

図 8主 要 3パ ター ンにおける皮下脂肪厚の年齢変化 っくοェ☆
つくυ′

表 11.主 要 3パ ターンにおける体組成の発育特性

Unchanging(″ =2`) Ascending(″ =′⊃ Desccnding(″ =′ 3)

40‐ yr     50‐ yr40‐ yr        50‐ yr        60‐ yr        40‐ yr        50-yr        60-yr

Pat_rree mass,kg   12 08± 141

Fnt mass,kg      2 26■ 042

Perccnt nt mnss.%  157± 14

1379± 167  1622■ 21X1  1295± 102

23!± Om  2 29=076  236± 021

143± 18   123± 33   154± 13

15“± 123  1854± 223 1:99■ 105 1328■ 122

250■ 028   231± 066   226士 o"   232■ 031

143■ 15   口 1± 32   158± 11   :49■ 14

脂肪量は,上昇型が大きい傾向にあるが,3パ ターンとも5歳で若千増加 し,6歳 で減少する傾

向にあつた.し か し,3パ ターンの年齢男|1平均値間には有意な差が全く認められなかった 体脂

肪率は,3パ ターンとも非常に類似 した値を示 し,4歳から年齢を追って 6歳 まで 3パ ターンと

も同じように低下した

図 10は ,除脂肪量と体脂肪量の 2年間における発育変化量を示 している.除脂肪量は,3パ

ターンとも2年間で増大するが,そ の増加量は,上昇型 5 59kg/2‐ yr,無 変化型 4.14kg/2‐yr,下 降

型 3.18kg/2‐ yrで ,3パ ターン間に有意な差がみられた。しか し,体脂肪量の変化量は,上昇型

‐0 05kg/2‐ yr,無 変化型 o.03kg/2‐yr,下 降型‐0 15ky2‐ yrで ,非常に小さく 3パ ターン間に有意な

差はみられなかった
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図 lo

これ らのことか ら,主要 3パ ターンの体組成では上昇型が大きな値を示 し,2年間の発育量も

大きいが,上昇型が無変化型や下降型 より有意に大きいのは除脂肪量であ り,体脂肪変量には

それ程大きなパ ターン特1生はみ られないことがわかる

図 11は ,体重 と除脂肪量及び体脂肪量 との関係を 3パ ターンで比較 している 3パ ターンに

おける体重 と除脂肪量の関係は,回帰直線の勾配 (0.879-0985),及 び Y―軸上の切片 とも殆 ど

同 じで (‐0.311-2.129),相 関係数 も 0,981-0988と 同 じであつた 従つて,6歳時の体重の平

均値 (表 1)で ある 19,Okgの 時の除脂肪量は,無変化型 16.39kg,上 昇型 16 59kg,下降型 16.61kg

と非常に類似 している。 しか し,体脂肪量 と体重の関係 では,上昇型 (″ =θ θ96)と 下降型

(r=θ 2アイ)には有意な相関関係が認められず,無変化型にのみ有意な相関 (′ =θ 569,ρ <θθθ7)

が認められた

これ らのことか ら,無変化型の体重の増加は,除脂肪量 と体脂肪量の両方の増加によるもの

と考えられるが,上昇型の体重増加は,除脂肪量の増加に起囚する傾向が強いことがわかる
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ll主要 3パ ターンにおける体重と除脂肪量及び

体脂肪量の発育関係

表 12は ,幼児期 (4-6歳)における体型発育主要 3パ ターンにおける BMI,FFMI,及 び FMI

の年齢別平均値を示 し,図 12は ,3パ ターンの体型発育の特性を示 している.4歳の時′員では,

BMI,FFMI,FMI,いずれも類似 した値でパターン間に有意な差はみられない しか し,上昇型

は,BMIも FFMIも 6歳 まで暫時指数値が増大し,逆に暫時減少する下降型との間に有意な差が

生じた。この 2年間における BMIと FFMIの変化量は上昇型でそれぞれ+0.88kg/m2,+1 46kg/m2

であり,下降型はそれぞれ‐1.20kg/m2,_0 48kg/m2で ぁった しかし無変化型の BMIは‐0.24kg/m2,

FFMIは+0.31kg/m2と ,極めて小さな変化量を示 し,年齢別平均値では下降型の値と有意な差を

示 していない.一方,FMIは ,3パターンとも年齢を追つて漸次減少 し,下降型-0.72kg/m2,上

昇型‐0.57kg/m2,無 変化型‐0.55kym2と ぃぅ2年間の変化量を示 した.

以上のことから,体脂肪量指数 (FMI)は ,3パ ターンとも4歳から6歳 まで年々指数値が低

下しパターン間に有意な違いはない。 しかし,除脂肪量指数 (FFMI)と BMIは ,パ ターンの

image通 りに上昇型は年々指数値が上昇 し, 下降型は逆に年々低下して,無変化型は 2年間に大

きな指数値の変動を示さないというパターン特性がわかる.従つて,2歳から6歳 までの幼児期

では,体脂肪量はどの体型も減少 し,その変動には大きなパターン間の差はなく,年々除脂肪

量が増大 していく体型発育パターンと逆に年々除脂肪量が低下していく体型発育パターンとが

存在 し, もう一つ,体脂肪は低下するが,除脂肪量に大きな変化のない体型発育パターンが存

UNCHANCING y=0121x+03H r=0569 ′く″ク″′

ASё tヽ biヽ そ

' '=OЮ

lも +`212,「 三,o9611s

DESCENDINC y‐ 0050■ ■1457r=け 71パ
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在す る こ とにな る .

表 12.主要3パ ターンにおけるBody massindex,除脂肪量指数 (FF■lI),及び体脂肪量指数 (FⅣ■)の発育特性

Unch● nging(″ =′ 6)

40‐yr    50‐ yr     60‐ yr

Ascending("=′0

40ザr     50‐ yr     60‐ yr

Dcscending("='3)

40-yr        50‐yr        60‐ yr

Body m,ss indcx,kg/m2    :554± 120

Fnt‐ frcc mass index,kg/m2  1310■ 094

Fat mnss indcx,kg/m2     244■ 033

1531± 119  15"± 123

1312± 095  134:± 099

219■ 03'   189± 0,

,565■ 086  1586± 085  1653± 141

1323± 080  1360■ 081  1469± 142

241± 022   226± 023   :84=051

15'2± 085  :502± 0,2  1452± 093

1323± 0,7  1280± 068  1275± 088

249± 019   223± 022   17,± 0“

―
 UNCHANGINC 

―
 ASCEN DING

―」E}―― DESCENDINC

30DY MASSINDEX,kノ m2

FAT‐ FREE ⅣlASSINDEX,

FAT MASSINDEX,kg/m2

3.5     4.0     4.5     5,0     5.5     6.0     6.5
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図 12主要3パ ターンにおける BM1lFFMI,及 び FMI
の年齢変化   っくθ5,・ シく″′.★ つ くθθ″′

図 13は ,総被験者 49名 の 4歳か ら6歳 までの BMIと FFMI値及び FMIイ直をプロッ トして BMI

とそれぞれの関係 を示 している.BMIは ,FFMIと FMIの合成和であるため,上昇型のように

FFMIの 勾配 (1.542)が 大きいと FMIの勾配 (0034)は 小さくなる。このような観点からみる

と,上昇型の BMIの増大は,FFMIの増大が強く関与しており,無変化型も若干このような傾向

にあるが,上昇型ほど FFMIの 関与は強くない。 しかし,下降型では,む しろ若千ではあるが

BMIの増大に FFMIが マイナス要因として関与 している また,3パ ターンの回帰直線は,BMI

と FFMIも FMIも 非 常 に類似 した BMI値 (FFMIと の関連 で は約 BMI=14.8,14,7,14・ 7;FMIと の

関連 で も BMI=15.7,15.3,167)で 交差 し,その時 ,類似 した FFMI=13.6,13.5,13.5と FMI=2.37,
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225,241を示 した,こ のことは,3パ ターンともBMIが約 14 7kg/m2の 時, どの体型発育パター

ンも FFMIが 約 13 5kg/m2で ぁることを示 している しか し,BMIと FMIの相関は,本 来さほど

強 くないため,上述 したような BMIと FFMIと の関係 ように強いくはない

図 14は ,体型発育における主要な3パ ターンのFFMIと FMIの 関連を示 している.こ れ らの関

連に有意な相関係数が認められたのは上昇型のみであ り(′ =―θ J72′<θθ97),下降型 と無変化

型に有意な相関係数は認められなかつた 従って,FFMIが 12 00kg/m2か ら15 00kg/m2ま で

3.00kg/m2だけ大きくなると,上昇型ではFMIが -0 40kg/m2だ け有意に低下 し,無変化型 と下降型

ではFMIが それぞれ+0.43kg/m2と +0 32kg/m2だ け有意ではないが増大するとい う特性がみ られ

た
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雰臭響留厭
ンにおける 除脂肪量指数 と体脂肪量指数

幼児期 (4-6歳 )における主要な 3つ の体型発育パターンの発達特性

表 13は ,幼児期 (4歳‐6歳 )における体型発育の主要な 3パ ターンにみられる運動能力の発

達を年齢別平均値と標準偏差で示 したものである 3パターンとも4歳から 6歳まで,どの運動

能力測定値も発達する傾向にあることは共通 しているが,若千パターンによって発達傾向の異

なる運動能力もみられる.
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表 13主 要 3パ ターンにおける運動能力の発達特性

Unchanging("=′ ζ)

40‐yr    S.0_yr     60-yr

Ascending(″ =′ ∫)

4●yr     5.0‐ yr    6.0-yr

Dcscending(″ =′ 3)

50‐yr     60‐ yr

Body support duration,scc

Continuousjump ovcr,sec

Standing opened eyes,scc

25m run,scc

Tcnnis b8‖ throw,m

Standing:Ongjump,cm

774± 6い  2●02± 1691  3251■ 1745

855■ 237   646± 185   573± 075

566±
`86  

■ 61■ 1442 1065± 3314

904± 1お   ,68± 064  663± 067

36■ 17    46± 13    75± 23

492■ 163  ,4!± 147  951± 84

1052=7“  3640± 2410 4614± 34 1Xl

840± 1,5   647± 118   555± 081

706± 475  1566± 962 %74± 3936

815± 067   740± 06t1   634± 024

25± Q8   44士 L8   67■ 23

455± 120  765± 137  96'± 170

2675■ 2323 1118± 2346

799=226  630■ 114

92`士 ,95  3930± 3834

762± 069   678± 045

40■ 22    62± 16

71,± 119   919± 17`

781=649

10115± 355

513± 447

947士 :16

111± 143

図 15は,3パター ンにみ られた両脚連続跳びこしと 25m走 とい う敏捷性能力の発達特性を図

示 している 両脚連続眺び こ しとい う敏捷性 と共に巧緻性を必要 とする能力は,上昇型 と無変

化型が同 じような発達傾向を示すが,下降型のこの能力は劣つていた.25m走 とい う敏捷性に加

えてパ ワーを必、要 とす る能力は,上昇型が他のパ ターンより若干優れた傾向にあ り,無変化型

と下降型は類似 した能力で上昇型 よりやや劣った発達傾向にあつた

UNCHANCINC 
―

 ASCENDING
DESCENDINC

CONTINUOUS JUMP OVER,sec

25m RUN,scc

一一11.00
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図 15
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主要 3パ ターンにおける両脚連続跳びこし

と25m走 の年齢変化 っくθ∫,・つくθ′,・・シく″θθ′

図 16は ,筋持久力を示す体支持持続時間,平衡性を示す開眼片足立ち,巧緻性 を示すテニスボ

ール投げ,

パ ワーを示す立ち幅眺びの発達特性をみたものである これ らの運動能力の発達は,各パターン

の年齢別平均値に有意な差がみ られず,同 じような発達傾向にあるが,筋持久力 と平衡性では僅

かではあるが上昇型が優れている
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図 16主要 3パターンにおける体支持持続時間,開 B良 片足立ち,テニスボール投げ
,

立ち幅跳びの年齢変化  っくθ5

図 17は ,運動能力の発達を標準化 された 5段階に評価 して各年齢内におけるパターン間の差

をみている 開眼片足立ちは,標準値がないため除外 した また,運動能力を総合的に評価する

ため,開 眼片脚立ちを除いた 5つの運動能力の合計点でも比較 している 5つの項 目とも,各年齢

のパターン間に有意な差は殆 どみ られない (両脚連続跳びこしの 5歳 :′<θ5,25m走の 4歳
;

ρ<θ5)が ,全体的に上昇型が高い得点を示 した.ま た,運動能力 5項 目の総合点もパターン間に

有意差は全 くみ られない
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図 17主要 3パターンにおける年齢別運動能力 5項 目の得点と総合得点の比較

これらの結果から,どの運動能力も体型の発育パターンによる大きな違いはないものと思わ
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れる.強いて,考察するならば,若干ではあるが上昇型の運動能力が優れてお り,下降型の能力

が劣っているように思われる

要 約 と今 後 の 課 題

幼児の発育。発達状態を評価する場合,個 々の幼児を対象とした評価もあり,集団全体を対

象とした場合の評価もある.いずれにしても,幼児期における発育 。発達状態の正確な評価は
,

小児期全体を通 した身体教育の立場から極めて重要である.発育 。発達現象が生理的なものであ

る以上,栄養状態や運動の実施状況が適切であるなら,理想的な発育 。発達が可能であろう。こ

の意味から,幼児の総合的な健康状態の指標として,発育 。発達状態の評価のもつ意味は極めて

大きい.

これまでの体型研究の多くは,複数の形態測定値を組み合わせた体格指数などによつて体型

表示を行つていた。これ らの指数は,単なる身長と体重の比を体型の評価基準としているに過

ぎない。 しかし,身体は幾つかの構成要素からなり,身体全体の外形,即 ち “体型"を形成 して

いる 例えば,身長は骨格によつて構成されたものであり,体重は主に体水分,筋,脂肪から

構成されている.従つて,体型を定義 して,「体格の相互関係による形態的特徴づけ」であると

しても,その体格には構成要素である体組成が含まれなければならない.体組成は,体脂肪量

と除脂肪量から構成される つまり,体重は,体脂肪重量と除脂肪重量の和として考えられる

幼児期における体組成の変化は,当 然,体組成を含む体格の相互関係である体型にも変化を引

き起こす.こ の身体を構成する要素バランスの変化を反映 した体型,特に body sセ cの変化は,

幼児の運動能力の発揮に少なからず影響を及ぼすものと考えられる.

個人の体型を評価 し,その個人の体型がどのように変化 し,それらの変化パターンが発育・

発達にどのような変化を及ぼすかを課題とする場合は,縦断的方法によるデータ分析が必要と

なる しか し, この場合,被験者の脱落からサンブル数の減少が生 じ,分析結果の妥当性が低

下する可能性がある.

本報告-8は ,ど のような体型がどのような発育 。発達特性を示すかを明らかにしたものではな

く,体型の変化パターンを類型化 して,それらの発育パターン群の発育 。発達特性を明らかに

することを目的としている。そこで,4歳から 6歳まで縦断的に演1定 した幼児のデータを用い
,

体組成 (除脂肪量と体脂肪量)を 考慮 して個人の体型を評価 し,そ の個人の体型の 2年間におけ

る変化をパターン化 し,それぞれの体型発育パターンにおける発育発達特性を検討 した。

本報告-8の結果は,以下のように要約できる

1)形態測定 4項 目 (身長,体重,上腕囲,下腿囲)における男女児の年齢別平均値間には全

く有意な性差は認められなかつた.

０ソ^
】



2)皮下脂肪厚 3部位 (上腕背側部,肩 甲骨下部,下腿部)における年齢別平均値間には有意な

性差は全く認められず,下腿部の皮下脂肪厚では,4歳 と5歳の平均値において女児の方が

有意 (′<θ5)に大きいという性差だけが認められた

3)除脂肪量は,男 女児共にこの 2年間で大きな発育量を示 した。しか し、体脂肪量は,男 女児

ともこの 2年間で殆ど変化を示さなかった.体脂肪率 (%FM)は ,こ の 2年間で男女児と

も低下を示 した 体組成推定値における年齢別平均値には殆ど有意な性差は認められない

が,5歳の%FMのみ女児に有意 し<θ/)に高いという結果がみられた

4)body Stteを 調整 した体組成には 4歳 から6歳 まで有意な性差は全 く認められない .

5)運動能力 4項 目の うち,体支持持続時間,両脚連続眺びこし,開 眼片足立ち,25m走 は,い

ずれ も女児の 2年間における伸びが大きく,6歳 の時点では男児より優れた能力を示 した

が,年齢別平均値における有意な性差は開眼片足立ちの 6歳 (女児が優れる,′<θ5)を除い

て全 く認められなかつた.テ ニスボール投げと立ち幅眺びは,男 児の伸びの方が大きく,6

歳時では男児の投及び跳の能力が優れていた

6)4歳から 6歳 までの個体の体型を連続 させた体型 trcndの 頻数 (%)では,男児に 10の trend

が,女児には 19の trendがみ られ,全体 として 24の trendがみ られた。その中で,男 児だ

けにみ られた trendは 5つで,女児だけにみ られた trcndは 14と 多 く,男女児に共通 してみ

られた rendは 5つであつた.こ れ らの trcndで,男児は e体型が 4-6歳 まで継続する e‐ e‐ e

体型が最も多 く 6名 (31.6%)で ,女児では b体型が連続する b― b―b体型が 5名 (16.7%)

と最 も多かつた。

7)全 trendは 5つのパターンに類型化 された その頻数 (%)の 中で,最 も多いパ ターンは無

変化型で 16名 (327%),以 下順に _上 昇型 15名 (30.6%),下降型 13名 (265%),凹型 3

名 (6.l%),凸型 2名 (41%)で あつた

8)上昇型の身長,体重,上腕囲,及び下腿囲の平均値は無変化型や下降型 より大きく,無変

化型 と下降型の形態は極めて近い値を示 した

9)身長の 2年間の伸び量は 3パ ターンとも 13 4cm/2‐yrか ら 13.9cm/2¨ yrの範囲内にあ り,3

パターンの伸び量間に有意な差は認められない。 しか し,体重の 2年間の伸び量には有意

な差がパ ターン間に認められ,上昇型が大きな伸び量を示 し,無変化型 と下降型は小 さ

な伸び量であった .

10)BMIの 変化量には有意な差が 3つのパターン間に認められ,上昇型はこの 2年間で増大す

る傾向にあつたが,無変化型 と下降型は,こ の 2年間で BMIが低下を示 した

H)身長 と体重の関係 をみた回帰直線の勾配には下降型,無変化型,上昇型の順に大きくな

る傾向が見 られ,y―軸上の切片は殆 ど同 じであつた 6歳児の平均身長である 110.Ocm(表

1)での体重は,上昇型幼児で 19 63kg,無 変化型幼児で 18 58kg,下降型幼児で 17 63kgと
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計算 され,各パターン間に 1,Okgの差が推定された。

12)下降型の皮下脂肪厚 4部位は全てこの 2年間で減少 し,上昇型は下腿部皮下脂肪厚を除いた

3部位で増大する傾向を示 した。無変化型は 2年間で大きな皮下脂肪厚の変化はみ られな

かつた。従って,6歳時における皮下脂肪厚は,4部位 とも上昇型が厚 く,下降型が薄く,

無変化型がその中位にある皮下脂肪厚を示 した .

13)除脂肪量は,4歳時において既に上昇型が有意に大きく,6歳時でも無変化型や下降型 より

有意に大きな除脂肪量を示 した 体脂肪量は,3パ ターンの年齢別平均値間には有意な差が

全 く認められなかった 体脂肪率は,3パ ターンとも非常に類似 した値を示 し,4歳か ら 6

歳まで 3パ ターンとも低下 した .

14)除脂肪量は,3パ ターンとも 2年間で増大するが,そ の増加量は,上昇型が大きく,下降

型が小 さいとい う,3パ ターン間に有意な差がみ られた.し か し,体脂肪量の変化量は,3パ

ターンとも非常に小 さく3パ ターン間に有意差はみ られなかつた

15)3パ ターンにおける体重 と除脂肪量の関係は,回帰直線の勾配 も切片 も殆 ど同 じで,相 関係

数 も同 じであつた。しか し,体脂肪量 と体重の関係では,上昇型 と下降型には有意な相関関

係が認められず,無変化型にのみ有意な相関が認められた ,

16)4歳の時点では,BMI,FFMI,FMl,い ずれ も類似 した値でパターン間に有意な差はみ られな

い.しか し,上昇型は,BMIも FFMIも 6歳 まで暫時指数値が増大 し,暫時減少する下降型

との間に有意な差が生 じた.無変化型の BMIは極めて小 さな変化量を示 し,年齢別平均値

では下降型の値 と有意な差を示 していない.一方,FMIは,3パ ターンとも年齢を追って

漸次減少を示 した .

17)上 昇型における BMIの増大は,FFMIの増大が強 く関与 してお り,無変化型 も若千 このよう

な傾向にあるが,上昇型ほど強 くはない しか し,下降型では,BMIの増大に FFMIがマイ

ナス要因 として関与 している。また,3パ ターンの回帰直線は,BMIと FFMIも FMIも 非

常に類似 した BMI値で交差 し,その時,類似 した FFMIと FMIを 示 した.こ のことは,3

パターンともBMIが約 14,7kym2の時, どの体型発育パターンもFFMIが約 13.5kノm2でぁ

ることを示 している.

18)体型発育における主要な3パ ターンのFFMIと FMIの 関連に有意な相関係数が認められたの

は上昇型のみであり,下 降型と無変化型に有意な相関係数は認められなかつた.従つて,

FFMIが 大きくなると,上昇型ではFMIが有意に低下し,無変化型と下降型ではFMIが 若千

ではあるが増大するという特性がみられた

19)両脚連続跳びこしという敏捷性 と共に巧緻性を必、要とする能力は,上昇型と無変化型が同

じような発達傾向を示すが,下降型のこの能力は劣つていた 25m走 という敏捷性に加え

てパワーを必要とする能力は,上昇型が他のパターンより若干優れた傾向にある.

22



20)筋持久力を示す体支持持続時間,平衡性を示す開眼片足立ち,巧緻性 を示すテニスボール

投げ,パ ワーを示す立ち幅跳びの発達特性は,各パターンの年齢別平均値に有意な差がみ

られず,同 じような発達傾向にあるが,筋持久力 と平衡性では僅かではあるが上昇型が優

れている.

21)運動能力の合計点でも,パ ターン間に有意な差は殆 どみ られないが,全体的に上昇型が高

い得ッ点を示 した

以上のような結果か ら,次 のような結論が得 られた。

本報告に用いる男女児のサンプルは,形態測定値に全 く有意差がな く,男 女児間で有意差が

み られたのは,僅かに腰部皮下脂肪厚の 4歳 と5歳 ,及び%FMの 5歳 だけであ り,体組成を身長

で調節 し,本報告の体型判別の基準に用いた BMI,FFMI,及 び FMIには全 く有意な性差が認めら

れなかった これ らのことか ら,本報告ではサンプル数の少なさをカバーす る意味か ら,男 女児

のサンプルを統合 して分析を行った

女児は多様な体型の組み合わせで 4歳から6歳まで経過 しているのに対 して,男 児は 4歳から

6歳まで少ない体型の組み合わせで経過する しか し,男 女児 とも最 も多 くの者が同一体型で 6

歳まで trcndし てお り,男 児は BMIが 15-17k3/m2,FFMIが 13-15kノ m2,FMIが 4kg/m2以 下の

e‐ e‐ c trcndを ,女児は BMIが 13-15kg/m2,FFMIが 11-13kg/m2,FMIが 4kg/m2以 下の b‐ b‐ b trcnd

を示 した。

これ らの体型 trendをパターン化すると,無変化型,上昇型,下降型,凹型,凸型の 5パ ター

ンに分類できる.しか し,凹型 と凸型の発育パ ターンの度数が極めて少ないため,無変化型 と

上昇型,及び下降型がこの幼児期における主要な体型の発育パターンである.

形態発育値の大きな上昇型の体型発育パターンを示す幼児は,身長の伸び量は他パ ターンと

同 じであるが,体重の伸び量が他のパターンより大きく,BMIが既に rebound時期を過ぎ,上昇

傾向にあるパ ターンである このことは,上昇型体型発育パターンを示す幼児が無変化型 と下

降型のパ ターンの幼児 より発育が早 く,充実期の発育傾向を示 していることになる

体型発育パターンの主要な 3パ ターンにおける体組成では上昇型が大きな値を示 し,2年間の

発育量も大きいが,他 のパ ターンより有意に大きいのは除脂肪量であ り,体脂肪量にはそれ程

大きなパターン特性はみ られない これ らのことか ら,無変化型の体重増加 は,除脂肪量 と体

脂肪量の両方の増加によるもの と考えられるが, 上昇型の体重増加は,除脂肪量の増加に起因

する傾向が強いことがわかる.

体脂肪量指数は,3パ ターンとも4歳か ら6歳 まで年々指数値が低下 しパターン間に有意な違

いはない.しか し,除脂肪量指数 と BMIは,パ ターンの imagc通 りに上昇型は年々指数値が上

昇 し,下降型は年々低下 して,無変化型は 2年間に大きな指数値の変動を示 さないとい うパタ

ーン特性がみ られる.従 って,4歳か ら 6歳 までの幼児期では,体脂肪量はどの体型 も減少 し,
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その変動には大きなパターン間の差はなく,年々除脂肪量が増大 していく体型発育パターンと

逆に年々除脂肪量が低下 していく体型発育パターンとが存在 し, もう一つ,体脂肪は低下する

が,除脂肪量に大きな変化のない体型発育パターンが存在するものと考えられる.

運動能力にも体型の発育パターンによる大きな違いはないものと推察できるが,強いて,評価

するならば,若千ではあるが上昇型の運動能力が優れており,下降型の能力が劣つているように

思われる.

次回は,今回パターン化 した幼児期において主要と考えられる 3つ の体型発育パターンの幼

児の体型を Heath&Cater mёthodに よってその sOmatotypeを 判別 し,こ れ らの幼児の発育を

洲lometッ (相 対発育;relativc growth)の 面から分析 しようと考えている
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