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	 九州大学の小宮です.	 と云いましても,	 4日後には九大を定年退官します.	 単に年寄りと云うことです.	 

特に,	 このシンポジウムとは関係ありません.	 この度は,	 藤井会長はじめ,	 穐丸先生などにシンポジスト

の一員として呼んでいただき光栄に思っております.	 	 

	 しかし,	 「子どもの体格の評価」というテーマを頂いたのですが,	 正直なところ,	 何をどのようにまと

めたら良いか？大変悩みました.	 そこで,	 考えたのが次のような内容ですが,	 何しろ連続する退官パーテ

ィの合間にアルコールでふやけた脳味噌で考えた内容ですから,	 大したことはありません.	 	 

	 先ず,	 最初に子どもの体格を評価する必要性のようなものを簡単に述べます.	 次に,	 今の子どもの体格

が昔の子どもより平均値でみる限りでは大型化しており,	 肥満傾向児が増えている一方で,	 痩せ傾向児も

増えていると云われている現状をどのようにみたら良いかについて述べさせて頂きます.	 	 

	 最初に,	 ヒトそれぞれには身体的な特質があるということです.	 特質があるが故に,	 それらの特質は計

測・測定されて,	 色んな目的のために評価されます.	 	 
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	 私は,	 その特質の代表的なものとして「身体の質的な特徴」を示す体質と「身体のもつ能力の量的な特

徴」を示す体力とを考えてみました.	 	 

	 体力については,	 後からの生生達が述べられると思いますので,	 私は直接触れません.	 私が触れます体

質にも色々な内容が含まれますので,	 本日は,	 形態的な体格と身体組成に絞って話を進めます.	 	 

	 次に,	 子どものからだを評価する必要性についてです.	 	 

	 

	 評価の対象は,	 個であったり集団であったりしますが,	 いずれにしても,	 子どもの健康問題や身体教育

に関する問題を考える場合,	 体格の評価は非常に重要な意味をもちます.	 体質,	 中でも本日のテーマであ

る体格を評価する具体的な必要性は,	 ここに書いたような内容が考えられるかと思います.	 	 

	 次に,	 評価法ですが,	 これは評価目的によって異なってきます.	 私の内容は,	 体格ですから人体計測値

による評価だけで良いように思われますが,	 その体格の中身を構成する身体組成も加えてみました.	 身体

組成が体格に入らないことは承知していますが,	 体格だけではボディサイズの大小の問題だけで,	 子ども

達の健康問題や身体教育に関連する問題を評価の目的にするのであれば,	 からだを機能させる組成にも少

し触れてみようと考えました.	 	 
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	 これは,	 どなたかの文章にもあったように思うのですが,	 子どものことを詠んだ後白河法皇の詩です.	 

子どもの姿は本来このようなものであり,	 大人は子どもをこのようなものだと見ていた訳です.	 ところが,	 

「今の子ども達はどうもそうではない」と,	 今の大人は今の子ども達を見るようになった訳です.	 この「今

の子ども達はどうもそうではない」という時の比較対象は,	 昔の子ども達なんです.	 	 

	 

	 これは,	 2003 年の 4月から 6月までに実施された文科省の学校保健統計調査の速報からとった身長と体
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重の性別・年齢別の平均値です.	 黄色で書いた数字は,	 1900 年以来過去最高の平均値を示したものです.	 

身長は,	 男子 9歳の平均値だけが,	 体重では男子の 4年齢,	 女子の 1年齢に最高値が見られます.	 このよ

うな情報が公開されますと,	 え~,	 まだ大きくなっているの？と感じてしまいますが,	 9歳の身長 113.7cm

は前年度との差 0.1cm,	 8歳の体重 27.8kgの前年度との差も僅か 0.1kgなんです.	 	 

	 では,	 先ず,	 体格の代表値である身長と体重で,	 今の子どものからだの大型化と発育の早期化,	 及び早

熟化を見てみます.	 このことは,	 多くの研究者が論評していますので,	 ここで多くを述べる必要はないか

と思います.	 今回は,	 1900年以来過去最高の平均値を示した 9歳男子の身長と 8歳男子の体重をターゲッ

トにしてみました.	 	 

	 

	 これは,	 9歳男子の身長における 1世紀の平均値,	 つまり 1900年,	 明治 33年から 2003年,	 平成 15年

までをプロットしてみました.	 赤い点が過去最低と最高の平均値です.	 今の子ども達のからだが,	 右肩上

がりに直線的に大型化したのではないことは一目瞭然です.	 特に,	 戦後の catch-up 現象による大型化はも

のすごいものがありますが,	 ここ 15年くらい身長の大型化は沈静化しています.	 	 

	 これは,	 8歳男子の体重ですが,	 身長と同様にものすごい catch-up現象を示しますが,	 大型化の沈静化は

ここ 7-8年間です.	 	 
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	 このように身長と体重共に,	 長い spanで平均値の推移を総合的に判断しますと,	 今年度は0.1cmと0.1kg

平均値が upして過去最高値を示しましたが,	 今後も引き続き飛躍的な大型化が進むとは考えられません.	 	 

	 発育の早期化は,	 peak height velocityや peak weight velocityがこの 100年間で 2-3年早まっていることで

証明されます.	 	 

	 次は,	 成熟の早期化の問題ですが,	 これを体格で明らかにすることは困難です.	 	 

	 

	 これは,	 X-軸に身長,	 Y-軸に体重の対数値をとった相対成長 Allometryです.	 黄色の 2003 年のデータは

見にくくてすみませんが,	 ディメンジョンの異なる身長と体重のような一次元と三次元のものをこのよう

にプロットしますと,	 2 相性の発育パターンを示し,	 ある時点に critical point が見られます.	 この critical 

pointに関して,	 サルではマウンティング,	 昆虫では脱皮の時期などと関連することが既に明らかにされて

います.	 私が以前にやりました研究では,	 この critical point が初潮年齢と強い関連があることを認めまし

た.	 従って,	 この critical pointが,	 身長で 16.7cm,	 体重で 7.9kg,	 この 90年間で前傾したことは,	 成熟の

早期化を裏づけているのかも知れません.	 	 

	 これは,	 ごく最近,	 文科省に対してなされた中教審の答申です.	 	 
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	 この答申の主題は,	 栄養教諭制度の創設です.	 その背景には,	 食環境の変化で,	 子ども達の栄養摂取が

偏り,	 肥満傾向が増大し,	 間違ったダイエットから過度の痩身が広まっているということがあるそうです.	 

この情報を得たとき,	 私は次のようなことを考えました.	 肥満傾向の増大とか過度の痩せが広まっている

とは,	 肥満を表す何らかの指標の集団平均値が上がっているのだろうか,	 また,	 痩せを表す指標の平均値

が下がっているのだろうか？それとも,	 昔いなかった肥満や痩せの子が目立って増えてきたのだろうか？

ということです.	 	 

	 そこで,	 肥満を示す何らかの指標の集団平均値が高まって,	 日本人小児の全体が肥満の方向に傾いてい

るのかについて考えてみました.	 	 

	 

	 これは,	 1900年から 2003年までの 103年間における男子 8歳の平均身長と平均体重から計算した BMI

をプロットしています.	 1900年の BMI=15.6 kg/m2から 2003年の 16.9kg/m2まで,	 BMIは指数関数的に上昇

しています.	 このことから,	 確かに近年の子ども達の体重が相対的に大きくなっていることはわかります.	 

しかし,	 2003年に過去最高の体重を示した 8歳男子の平均 BMI=16.9kg/m2は,	 決して肥満だとは云えませ

ん.	 BMI は,	 小児の肥満度を示す適切な指標であるとは云えません.	 そこで,	 次に身体組成を検討してみ

ました.	 	 

	 勿論,	 明治・大正から昭和の 30 年代まで,	 日本人の身体組成に関するデータなどありません.	 どのよう

な方法をとったかは,	 明日ポスター発表で報告しますので,	 そちらで詳しく聞いて下さい.	 	 

	 本日,	 方法の概略だけを述べますと次のようになります.	 先ず,	 報告されている身長と体重の平均値か

ら独自に開発しました総体水分量（Total Body Water; TBW）予測式によって TBWを推定します.	 次に,	 既

に開発されている性別・年齢別の除脂肪量（Fat-Free Mass; FFM）の水和定数を用いて推定した TBWから

FFMを推定します.	 最後に,	 体重と FFMの差（体重	 ‒	 FFM）として,	 体脂肪量（Fat Mass; FM）を算出

するという方法です.	 	 

	 これは,	 1900年から 2003年までの 6歳から 2歳刻みで 14歳まで,	 上が FFM,	 下が FMの推移を表して

います.	 	 
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	 赤で示した戦後の発育が大きく,	 特に 10 歳以前より 10 歳以後の方が大きく発育しています.	 しかも,	 

心配される FMの一方的な増加だけでなく, FFMもちゃんと増加しています.	 	 

	 

	 これは,	 体重が大きくなった今の男子の体重と身体組成との関係を見ています.	 比較のため,	 赤は,	 

1913年の 6歳から 14歳までの子ども達の様子を示しています.	 一番上は,	 体重と FMの関係ですが,	 2003

年の 6歳から 10歳までは体重の増加と共に FMも増加しますが,	 10歳から 14歳まででは,	 体重が増加し

ても FMは増加していません.	 ところが,	 中央の FFMは,	 FMとは異なって体重との関係が 2相性を示さ

ず,	 6歳から 14歳まで 1本の直線関係で表せました.	 	 

	 このように,	 FFMは体重の増加に随伴して増加しています.	 従って,	 一番下の図のように,	 FFMと FM

との比をとりますと,	 体重が 35kgのところで,	 この比は reboundして,	 その後 14歳まで急上昇します.	 	 

	 これは男子についてだけですが,	 10 歳から 14 歳までの今の男の子は,	 平均値で見る限り決して脂肪だ

けが急増して肥満傾向に傾いているとは思えません.	 	 

	 これは,	 過去に最低の平均体重を示した 1913年の 8歳男子と最高値を示した 2003年の同じ 8歳男子の

身体組成を下から mineral, water, cell solid, fatの順に示しています.	 	 



 8 

	 

	 身長差は 12.1cm,	 体重差は 6.9kgです.	 下 3つ,	 cell solidまでが FFMですから,	 除脂肪量の差は 4.6kg,	 

体脂肪量の差は 2.3kg ということになります.	 これらの身体組成を体重に占める相対値で表したのが右側

の図になります.	 体重に占める脂肪の割合である体脂肪率（%FM）の差は,	 それ程大きくはなく 3.1%に過

ぎません.	 	 

	 しかし,	 今の子と昔の子とでは,	 身長に大きな開きがありますので,	 ここでは,	 FFMと FMを BMIと同

じように身長の二乗（m2）で割って除脂肪量指数（Fat-Free Mass Index; FFMI, kg/m2）と体脂肪量指数（Fat 

Mass Index: FMI, kg/m2）とに分割してみました.	 	 

	 これは,	 1913年と 2003年の 8歳男子の FFMIと FMIを比較しています.	 	 

	 

	 身長というボディサイズを調節した FFMと FMは,	 共に昔の子（1913年）よりは僅かに大きくなってい

ます.	 しかし,	 決して肥満が心配されるような FMIにはなっていないのです.	 同時に,	 痩せの特徴である

極端な FFMと FMの低下にもなっていません.	 	 

	 このように,	 今の子達は平均値で見る限りでは,	 確かに身長や体重といったボディサイズは大きくなっ

ています.	 しかし,	 体重が多くの脂肪で占められているといった肥満傾向や FFMと FMが極端に低下した
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痩せ傾向も肥満度の指標の平均値からでは認められないようです.	 	 

	 そこで,	 中教審などが云う肥満傾向とか痩せの広がりと云った現象は,	 どのように捉えるべきなのかを

考えてみました.	 これは,	 昔の子と今の子の身長や体重,	 或いは BMIや体脂肪率（%FM）といった体格測

定値が正規分布するという前提で,	 その分布を想定し比較してみました.	 	 

	 

	 今の子の平均値は,	 明らかに大きくなっているのですから,	 黄色の中央値のように昔の赤の中央値より

右へシフトします.	 小さくぎゅっとまとまった分布パターンを示した昔の子に対して,	 今の子の分布パタ

ーンは,	 左右のすそ野が延びた幅広い分布パターンに推移しているように思えます.	 	 

	 つまり,	 このような分布パターンへの変化は,	 平均値が肥満傾向や痩せ傾向の増加を表現しているので

はなく,	 昔は見なかった左右の両極に近いような子が増えてきたことを表しています.	 しかし,	 肥満と痩

せに二極化した訳ではありません.	 この図のように,	 平均値が大きくなり中央値が右へシフトした訳です

から,	 どちらかというと,	 痩せ傾向の子どもより肥満傾向の子どもが目立つようになったのだと思われま

す.	 	 

	 ヒトには特質があり,	 体格のようなものも個によって当然異なります.	 従って,	 体格に variation がある

が故に,	 体格の variation の因果関係を明らかにするためにも,	 またその因果関係と健康との関連を明らか

にするためにも体格は評価される必要がある訳です.	 	 

	 現代っ子の体格分布のように,	 少子化という現実にも関わらず,	 すそ野の広い分布になっている訳です

から,	 さらに variationも大きくなり,	 平均値では理解できない個の解析の重要性が出てきています.	 	 

	 欧米人は個を重視し,	 日本人はどちらかというと平均的な見方を好むと云われていますが,	 これだけ多

様な特質をもつ子ども達が増えてきた現代では,	 体格の評価も個を重視した評価に変わるべき時期に来て

いるように思います.	 	 

	 本日は,	 あまり客観的なデータは用いずに,	 勝手なことを喋りましたが,	 例えば,	 体格であっても個の

可能性を引き出すような評価がこれからは重要になってくるものと考えます.	 	 

	 終わります。ご静聴ありがとうございました.	 	 


