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� 本資料は, 私が九州大学に在職中に所属していた「人間環境学研究科」が実施した「人間環

境学」と云うオムニバス形式の講義を担当した時（2003 年）の講義内容を中心に,「航空自衛

隊春日基地」で講演した「二十一世紀の健康を考える視座̶ヒトの進化からみた健康」の内容を

加えて編集したものである.

はじめに, 学際的な教育研究組織として 1998 年に設置された「人間環境学研究科（現：人間

環境学府）」について紹介し, 本研究科の主たる目的の 1 つである「学際性」を追求する教育内

容として開講された「人間環境学」について紹介する.

多様な分野の教員が有志となって「人間環境学研究科構想検討委員会」が発足したのは, 1995

年 2 月であった.その時, 私は健康科学の分野の委員として 1998 年 4 月の設置まで連日夜遅く

まで組織構想の検討に加わった. 当時, 21 世紀を迎えるに当たって人間と環境をめぐる諸問題

は深刻さを増し, 複雑に絡み合う様相を呈していた. これらの問題に対処するには, 人間と環

境を一体として捉えるパラダイムが必要であり, その社会的ニーズに応えるには, 学際的な教

育研究を担う組織構想が必要であると考えられた.ちょうどその頃, 九州大学は「研究拠点大学」

への変革が求められた時期で, 「人間環境学研究科構想」はまさにそのような大綱案に立脚し

たもであった.

1998 年 4 月に設置された当研究科は, 教育学部・工学部建築学科・健康科学センター・文学

部人間科学科で構成され, 日本でも例を見ない文理融合型の新しい学際組織であった. 当時,

研究科の専攻構成は, 学際専攻（異分野の教員が配置された学際的分野）と基礎専攻（伝統的

学問分野を継承, 深化, 発展させる分野）であった. 2000 年 4 月に九州大学では大学院に研究

院と学府制度を導入することになり, 当研究科は, 「人間環境学研究院」と「人間環境学府」

に再編された. 私が定年退官した 2004 年に国立大学が法人化され,九州大学も「国立大学法人

九州大学」に移行した.

人間環境学府の修士課程 1 年生を対象に 2001 年に開設された講義科目が「人間環境学」であ

る.当研究科の主たる目的の 1 つは, 発足当時から「学際性の追求」であった.本研究科の学生

は, 自分の所属する専攻内で他のコースの科目を履修できたし, 他の専攻の科目を履修するこ

ともできた.講義は, 5 専攻のそれぞれからの教員 5 名によるオムニバス形式で実施され, 各教

員が 3 回, 合計 15 回の授業が毎年前学期に行われた.研究科設置後の 2 年間は, 単位認定とは
関係ない自由参加で実施され,2001 年度からは正式科目として実施された（現在も実施されて

いるかは知らない）.

私が講義した 2003 年度の実施状況は, 下記の通りである.
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テーマ 専門領域 所属専攻

I. 人間環境を作るー高齢者 NPO の展開 アーバンデザイン学 都市共生デザイン

  心理学, 危機的環境移行

II. 地域福祉と NPO 共生社会学 人間共生システム

III.人間環境と健康 健康行動学 行動システム

IV. 現代の学校改革 国際教育環境 発達・社会システム

V.  地震に耐える建物を目指して          建築構造学           空間デザイン 

 

本資料の第 3章までが本講義の主な内容である. 本研究科が「人間」と「環境」を探求する分

野である以上, 単独の学問分野で解決できる問題ではない. つまり, 学際的に取り組む態度は必

要不可欠である. この点から考えて, 私が経験した「人間環境学」のような形式の講義は極めて

有効であると思われる. 本講義を担当して感じたことは、学部生が講義を聞く態度とは大いに異

なり, 専攻する自分の内容と直接は関係しないとしても, 人間, 健康, 環境, 行動の関連性を知

ろうとする真剣な聴講態度に感心した記憶が今でも脳裏をよぎる.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 4 

×� � �  

 

#�&!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

® 1 �� ��・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

    1. ow!�
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

    2. �ZYf!�
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

    3. �ow�.µc�,VØ«m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

® 2 �. owzº���"�«Wº ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

    1. �«Wº"@Ó・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

       1) ;8#º� É�	+, º���.�Ö��*-� É�	, 

       2) ;8#N"�&!º�"�� 

       3) ;8�º��#��
��� "�� 

    2. �«WºÇª"T・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

       1) Bed rest ^Z²"�«"ËM 

       2) �Genie, A Psycholinguistic Study of a Modern-Day”Wild Child”�(Susan  

        Curtiss, 1977, Academic Press))+FÚ 

® 3 �. ;8"�«"�M�*%�owzº���"�«Wº・・・・・・・・・・・・・・11

    1. ;8"�«"�M・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

       1) qJ�*â�J$��M 

       2) ã³â�primates�"�r�*;8$"�M 

       3) ;8�7>:>2��"C
  

       4)  ´ß¼ªÌz$"�M�  

    2. ´ß¼ªÌz!¸K�, �M��Ý�;8"�«・・・・・・・・・・・・・・・・12

       1) ´ß¼ªÌz$"�M#N"A�� 

       2) ¾?�.a�!�, gs! ��ª 

       3) ¿|"x¨ 

       4) ;8"|Á 

      5) i"|U 

    3. º� 
;8" W"\_・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

       1) Ì� � ��r¬�"�e 

       2) r¬�#,  W"]Ñ�	,Ì��������z��
, 

       3) HºÇª.S��,�&"ÌzHº 

       4) ;8�Ì���"uQ 

 



 5 

® 4 � HºÇª�'�*�ÃÒ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

    1. IÜ��«x�Û¤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

       1)  «"09=1� 

       2) 09=1�"£�à��Äà 

    2. ÃÒÀ�"qE��R·¿l・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

      1) ÃÒÀ�"qE 

       2) �*�!�Ð.±¡�,½á 

       3) ÃÒ"�R·¿l 

    3. «�Ð"±¡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

       1) �«# 2 �"ÍÎ��Ð¥�à.¦(� 

       2) �Ð~Ï!�,�Ð"{��ÊS 

    4. �«"x�Û¤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

    5. «�Ðà"©¶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

     1) BFM "Z¢�¶Î 

     2) �«Ô¹n©Î 

     3) ÂL�ÐvÎ 

     4) «�ÊÎ  

     5) /><�6>3Î  

    6. �«x�Û¤"Å�¯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

    7. ÃÒ"]�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

      1) BMI !),ÃÒ"]� 

      2) «�Ðà�Þ�!),ÃÒ"]� 

      3) «�ÐÊÈ!),ÃÒ"]� 

    8. ÃÒ� W�XÆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

      1) �tO°Mr� 

      2)  W�XÆ�"[k 

      3) »§�Ð"±¡ 

      4) »§�Ð�¬�B� 

 

 

 

 

 
 



 6 

® 1� . �� � 

�

� 21 世紀に入り, 今日の科学技術は, 我々人類がこれ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いる. しかし, このような環境は, 我々ヒトという生物本来の身体的

な状態にとっては極めて危険な状況にある.それは, ヒトの生物学的な進化の速度とそれを追

い越す速さで変化する文明的な進歩の速さが imbalance になり, その上に「現代生活」が成り

立っているからである.  

或る経済学者の計算によると, ヒトの生物学的な進化の速度を 1 日に 1m 進む“カタツムリ”

の速さだとすると, 文化・文明の変化する速さは 1 時間に 1,000km 進む jet airplaneの速さに

なると云っている. この imbalance は, 実はヒトの身体にとってはものすごい stress で

ある. この stress に打ち負かされて多発しているのが, 現在の多くの「生活習慣病:life style 

related disease」なのである.  

このような状況下, 多くの現代人は, 「健康だ！健康だ！」と騒いでいる.現代のように健康

だ, 健康だと騒いだ時代は過去にはなかったし, 「運動だ！運動だ！」と騒いでいる“スポー

ツ・ブーム”も過去にはなかった.

本当に, 健康のためにスポーツが必要なのだろうか？運動の効果を過大評価し過ぎているの

ではないか. このような「健康ブーム」にしても, 「スポーツ・ブーム」にしても, 健康不安

を煽られて, その不安払拭だけのためにやられているのではないだろうか. まさに, 現代は,

“健康の時代”ではあっても, 決して“健康な時代”ではないと云える.

I.健康について

古代ローマの政治家であり, 思想家であるキケロ（Marcus Tullius Cicero: BC106-BC43）

の言葉に「人々の健康は全ての法にまさる」というのがある. この意味を正しく解釈すること

は難しいが, 少なくともここで云う「人々の健康」とは, 身体的に丈夫であることだけでなく,

「安全」や「福祉」, 「公正さ」や「快適さ」なども含むものと解釈される.しかし, 何時の頃

からか, 「健康とは病気でないこと」, 或は「病気と無縁で丈夫な身体をもつこと」と云う意

味で使われるようになった.

  1941 年, World Health Organization (WHO)は, 健康に関する大憲章をまとめている. こ

の大憲章は, 日本でも「social well-being」を「福祉」と誤訳しながらも, 1951 年にこれを受

諾している. この大憲章は, 健康を「単に疾病や病弱が存在しないだけでなく, 身体的, 精神

的, 社会的に完全に良好な状態である」としている＜資料 1＞. しかし, これらが全て完全な状

態などあり得ない. 近年の長寿・高齢社会の到来は, 「健康」というものを考え直す契機をも

たらした.その 1つの現れとして, 一頃云われた「無病息災」であって健康としたものが, 「例

え, 病気が存在しても健康は成立すると云った「一病息災」とまで云われるようになった.
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1968 年, 生物学者であるルネ・デュボス（R. Dubos, 1901 – 1982）は, 「健康とは, 人間の

状態を表す幻想である」としながら, 健康は, 「社会的・物理的な環境との間で, 効果的な相

互作用を行っている人間全体の状態である」＜資料 2＞としている.この考え方は, 「人間環境

と健康」を考える場合, 理解しやすい考え方である. つまり, 健康とは, 各個人が自分のため

につくった目標に到達するのに最も適した状態であると考えるのである. 従って, 人間環境の

中で自分の目標に到達できる状態をつくるために, 生物学的に適応し, 社会学的にも適応して

いる状態を健康とするのである. 例えば,身体的な健康に限定して考えてみると, 病気は変化

する環境に適応する能力の衰えであり, 身体的な健康を達成するためには, 適応の完成と環境

の適正な管理の双方性が重要視されるのである.

2. 人間環境について  

 「健康」を考える時の「人間環境」の concept（概念）を考えてみる. 我々が生活する habitat 

を構成している ecosystem は, 水, 空気, 土壌などのあらゆる物質や太陽光線からなる「非生

物的環境」, 無機物質から有機物質を生産する植物である「生産者」,有機物質を食べる草食動

物,それを食べる肉食動物である「消費者」,そして, 生産者や消費者が死んだ後, これらを分

解して無機物質にかえすバクテリアや細菌などの「還元者」の 4 つから構成される＜資料 3＞.

これらの 1 つが欠けてもエコシステムは崩壊し, これらのバランスが崩れるだけでも人間の健

康は大きな影響を受ける.  

あらゆる生物が半径 6,400km の地球の周辺に張り付いて生きているとして,立花 隆は次の

ような計算を試みている.生きている生物を全部集めて地球の周囲に均等に並べると,その厚

みは 1.5cm と計算できるらしい.全生物の 90%が植物であるとすると, 動物だけの厚みは

1.5mmで,しかも,動物の大部分が海の動物で,陸上動物はその 1/250であるとすると,その厚み

は 0.006mm になると計算される.さらに,人類が陸上動物の 1/4 であるとすると,その厚みは僅

か 0.0015mm に過ぎず,地球システムにおけるヒトの占める位置は極めて量的に小さいことに

なる.この微小な存在である人類がバランスのとれたエコシステムの崩壊に拍車けており,エコ

システムの存在なくしてヒトは存在し得ないことを考えなくなっている.つまり,人間の健康,

ひいては存在さえ,人間が「消費者」の立場だけを考えれば良いと云うものではないことがわか

る.

このような環境は,我々が生活する環境の中では,自然環境として位置づけられる. しかし,

「人間環境」は,この「自然環境」のみではない.健康を考える場合の「人間環境」とは,どの

ようなものなのか？

個人の健康,つまり「個体内環境」の健全性は,運動・栄養・休養・人間関係といったライフ

スタイルに内在する要因の影響を強く受ける.しかし,このライフスタイルは,社会の構成要素

である教育・福祉・文化・宗教・政治・経済・医療などと云った社会システムとの関わりによ
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ってつくられる. このライフスタイル, そしてライフスタイルをつくる社会システム

は,前述のエコシステム,つまり地球環境を裏付けとして存在する現象でもある＜資料

4＞.

「健康」を考えるための「人間環境」は, 個体を中心としたライフスタイルと社会シス

テムまでを含み, この中に存在する諸要因を包括した holistic な環境と健康との関係を

ヒトの行動を通して追求しなければならない.

3. 「健康」を追求する学問体系  

健康に対する社会的な needs は確かに高く,医学・体育学・栄養学など既存の単一学問がそれ

なりに対応して来た事実があり,或る程度の成果もみられている.しかし,科学技術の進歩は,広

く人間の健康を科学することを飛躍的に可能にした.例えば,体育学のように,強いからだ,丈夫

なからだのみを追求したり,医学のように,病気だけを追求し,優れた医療技術を開発するだけ

の時代はもう終わったのである.

つまり, 前述した人間環境の中で,多くの要因との関係からヒトの健康を科学する学問体系

は,分析的研究と統合的研究の発展によって,その真価が発揮されるのである. 現在,健康に関

する学際的な科学として,健康科学が提唱されてはいるが,残念ながらまだ未成熟である＜資料

5＞.その理由の一つに,既存の個別的な学問と学際的な健康科学とが相互作用していないとこ

ろにある.

「健康行動学」は健康科学の一領域を構成するものである. 健康行動学の具体的な内容は, 人

間環境の中に内在する健康関連要因を身体活動・栄養・疾病・発育・加齢といった生物学的な

立場と人間関係・ストレス・社会システムといった社会・心理学的立場から,その関係性を追求

して, 健康行動の結果として起こる生物学的適応・心理学的適応・社会学的適応のメカニズム

に迫る領域を研究対象としている＜資料 6＞.

健康行動には,プラスとマイナスの方向性がある.マイナスの健康行動の結果は,ill health の

状態であり, そこには不適応現象がみられる.この状態から脱し,health の状態まで押し上げて

やる健康行動もあれば,health の状態を good health まで高めるプラスの健康行動もあり,ここ

では適応現象が起こる.健康行動学では,どちらかというと,人間環境に内在する諸要因を good 

health の適応現象に結びつけるためのメカニズムを追求する＜資料 7＞.  

自然科学が実像に迫ろうとして取り得る研究方法には,彫像法と塑像法の二通りがある.塑像

法は,芯になるものの上に粘土を少しずつ積み重ねて像をつくる方法であり,多くの自然科学が

この方法を用いている.彫像法は,石材や木材を外から少しずつ削り取って像をつくる方法であ

り,健康行動学はどちらかというと,この approach を採用する＜資料 8＞.

つまり,「健康行動学」は,幅広く現象を把握し,How or Why という疑問から,現象間の因果

関係をたどり,法則性を導いて体系に辿りつくという方法をとる.いずれにしても,「健康行動学」
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は新しい学問体系であり, 現在の社会背景や様々な研究成果の蓄積から, 我々の社会の健康像

やアプローチの視点を日々新たなものに変化させている段階である.

 

第 2章 健康行動としての身体活動

我々が進化の過程で獲得してきた「からだの構造」と 21 世紀に益々重要視されるであろう「身

体的な健康行動」について,その基本的な考え方を述べる.

1. 身体活動の意味  
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.

ヒトが動くことの意味を以下の 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＜資料 9＞.

ヒトは, 動物界・脊椎動物門・哺乳綱・霊長目・ヒト科・ヒト属・ヒト（homo sapiens）

という動物である.つまり,人間は,動く生き物であり,動くことを運命づけられた生物,即ち

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,動くことによってはじめて,

＊自分の存在を確立する.＊他者に対して自己を表現する.＊外部の情報を集める.＊外

部に対して働きかける.＊文化を創造しながら,生活する.

これが我々ヒトであり,動くことを宿命づけられている.

 2) ヒトは何のために動くのか？ 

    これが,我々人間である.では,何のためにヒトは動くのだろうか？

人間の動きは,その目的によって以下のように 2 つに分類できる＜資料 10＞.動物とし

ての動きは,個体の保存と種の保存という純粋生物学的な動きである.個体の保存,即ち,生

命維持は,食料の獲得や摂取,闘争,逃避などであり,種の保存は, 配偶者の獲得,生殖行為な

どである.

人間としての動きは,進化の過程で獲得した文化によって創造された,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持

するための動きである.このような目的をもって我々ヒトは動く.

 3）ヒトが動くとはどういうことなのか？

つまり, 身体運動（physical exercise; physical working）とは何なのか？選挙運動や環境

保護運動などの運動とは当然違う.

運動は物理学的に定義すると,時間とともに物体の空間的位置が変わることである.しか
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し,生理学的に定義すると,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

＜資料 11＞. 従って,人間の日常生活における意思による行為は身体運動である.つまり,人

間の日常背活は身体運動によってはじめて成立することになる.つまり,布団の上げ下ろしか

ら,食事・排便に至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.

つまり,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.21 西紀に入り,人間環境

は科学技術の飛躍的な発展に伴って益々省力化の傾向を強めている.しかし,ヒトの身体は,

行動の全てを器械に置き換えても正常な生理機能が維持できるようにはできていない.

つまり,利便性と効率化を無制限に追求して科学技術を発展させる今日の人間環境は,人間

の健康にとって極めて high risk となる.しかし,現代人は動き回ることを億劫だと思ってい

る.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のようになるのであろうか？

2. 身体活動不足の害  

  利便性の高い今日の人間環境の中で,ヒトは筋肉を収縮させ動き回ることを非常に億劫だと考

えている. ヒトが長期間動くことを止め, 運動をしなかったらどうなるか, Bed rest の実験と赤

ちゃんを全く動かさずに長期間放置した実例から考えてみる.  

 1）Bed rest期間中の身体の変化 

    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,からだに起こる変化を検査するものである.

ベッド・レスト期間中のからだの変化

ベッド・レスト期間中,被験者の尿中に窒素,硫黄,カリウム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,カルシウムの排泄量も増加した.これらの物質は骨の構成物質であり,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.ベッド・レスト期間中と中止後の運動による

心臓の容積を比較すると,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,全くからだ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.

 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期間放置しておいたらどうなるのか？
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不幸にも自分の子どもを 13 年間もの間縛りつけ,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ヶ月の女の子を部

屋に閉じ込めて育てた例,現代の野生児ジーニーの実例から,運動を長期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

ジーニーは,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.その後,先天性股関節脱臼と急性肺炎の治療を受けた.精神発達の

遅滞が疑われたが,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.

1 年 8 ヶ月までは,普通に養育され,座ることはできたし,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,飛行機の音などであり,声を出させなかった.目に映る物は,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

保護された時の体重は 26.6kg,身長は 127cm で,13歳日本人女子の平均値 47.1kg,14.8cm 

    （2013年）と比べて非常に劣り,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,

唾液はタレ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.

これらの実験や実例が示すように,我々の筋肉は使わないと退宿し,立つこと,歩くこと,ま

して走ることなどできなくなる.ヒトが動かなかったらどうなるか,益々動かなくなってき

た現代人の将来,動かなくても生活できるように変化している人間環境は,或る意味では極

めて危険な状態になろうとしているのである.

第 3章 ヒトの身体の進化からみた健康行動としての身体活動

身体運動は我々の生活の基本である.生活は,身体運動そのものであり,身体運動を伴わない

ヒトの生活は成り立たない.つまり,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.

1. ヒトの身体の進化

恐竜が絶滅してから後, 我々Homo Sapiens の成立までを概観する＜資料 12＞.

 1)原猿から類人猿へと進化

ヒトはサルから進化したと云われているが,サルの先祖は原始的食虫類から進化したツパ
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イであるとされている.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,アフリカに棲息したサルであるが,これから類人猿（pongidae）へと進化し

たとされている.

 2)霊長類（primates）の出現からヒトへの進化

手に 5 本の指と平爪をもち,拇指対向性とい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.こ

のチンパンジーから人間（hominidae）に分かれたのが今から約 700 万年前とされている.

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＜資料 13＞.

3)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（デオキシリボ核酸）の塩基配列で種の近さを表すこ

とができる.ヒトのゲノム（全遺伝子 DNA）は,約 30 億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みられないし,塩基配列の違いは 1.23%とさ

れている＜資料 14＞. 一方,染色体としてみると,ヒトでは 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,チンパンジーでは常染色体 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

別されているが,遺伝学的な違いは「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 15＞.しかし、ヒトはチンパンジーではなくヒトなのである.

 4)直立二足歩行への進化

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,トウーマイから二本足で立ち,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,生息地を砂漠からツンドラまで広げ,現在に至るまで,ヒトは約

700 万年の歴史を経験してきた.＜資料 16＞ サルは 2本の足で立っては歩けない. サルは

knuckle walking をする.  

しかし,ヒトは,サルとは違い上手に立って,そして,これがヒトの生活の基本をなす運動

なのである＜資料 17＞.

2. 直立二足歩行に適応し,進化してきたヒトの身体

 1) 直立二足歩行への進化は何の為なのか？

直立二足歩行への進化は一体何のためだったのか？ 移動するスピードは,四足性より

劣るため,直立二足歩行は,スピードのための進化ではない.では,直立二足歩行の生物学

的な利点は何であろうか？
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＜歩行効率説＞劣化する食物環境を生き延びるためには,エネルギー効率が良く,広い範

囲を動き回る必要があった.この説は,その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,立つため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,重心がからだのど真ん中にあり,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.ヒトは,立つための安定性と経済性

をしっかり勝ち取ったのである＜資料 18＞.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いう考えである.

＜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,進化させたという説である.

いずれにしても,直立二足歩行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 されて連合領が発達し

（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.

 2) 把握性を犠牲にし,強固になった足＜資料 19＞

＊昔のウマの足には 5 本の指があったが,一番力の加わる真ん中の指が大きく発達し,最後

に指は 1 本になり,「ひずめ」に進化した.これは,ウマにとって好都合であり,強い力で地

面を蹴って走って逃げるのに好都合なのである.

チンパンジーとゴリラの足とヒトの足を比較すると,チンパンジーとゴリラの足の指に

は,親指と隣の指との間に広い空間がある.これは,物を掴む機能をもった足である.しか

し,ヒトの足にはその空間がなく,物を掴む機能を捨てている.つまり,ヒトの足は,「立つ為

に」改善された.しかも,掴めない指を残していることは,走るために進化した足ではない.

＊足の骨格は, 26個の小さな骨が組み合わさって出来ている.手の骨格も同じ数の骨から出

来ている.しかし,これらの骨をつなぐ関節が足と手では異なる.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に

なっており,器用に動かすことはできない.

また,足の親指は,他の 4 本の指と合わせることができない.しかし,手の指は全て合わせ

る事ことができる.これを「拇指対向性」と云い,この働きがあらゆる機械文明をつくり出

した.足にはこの働きがない.つまり,足は立って歩くための進化を遂げている＜資料 20>.

＊足の裏は扁平ではない.大きなドーム型の建造物の天井のように三次元のアーチ構造をし

ている.パリのエッフェル塔もそうであるが,上に大きな重量をの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.ヒトの足もそうである.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反った三次元のアーチ構造を
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持っている.まさに,立つための足なのである＜資料 21＞.

＊足の筋肉も大きく発達した. 立って歩くために必要な筋肉が大きく発達した. 足の筋肉

も立って, 歩くために必要な筋肉を大きく発達させた. 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, 半膜様筋；下腿屈筋群：, 腓腹筋,ヒラメ筋）がサルと

比較すると良く発達し,歩行時の主働筋である大臀筋, 大腿伸筋群（大腿四頭筋）も良く

発達している＜資料 22＞.

 3) 背骨の構造

チンパンジーは立たないため背骨はまっすぐであるが,ヒトの背骨は,重い頭が上に有る

為,それを支えるため S 字状に曲がっている.背骨の大きさも下に行く程大きく,高い煙突

の構造に似ている＜資料 23＞.

 4) ヒトの骨盤

ヒトの骨盤は,横に広いタライ型.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である.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＜資料 24＞.

 5) 胸の骨格

胸の骨格は,立ったための二次的な恩恵であるが,立ってバランスをとりやすくするため

に,胸は扁平になり,肩甲骨が背中に回りこみ,腕の運動範囲を広くしている＜資料 25＞.こ

のことが,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の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創り出したのである.ところが,

余りにも便利になりすぎて,せっかく立って,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.

こうして見ていくと,ヒトのからだは,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？このことは非常に重大な問題である.

3.動かないヒトの生活の危機

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

きも減少してきている.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＜資料 26＞.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ために,多くの人々が何らかの方法で運

動不足を補わなければならない状況になってきていることを示している.

 1) 歩かなくなった現代人の証拠  

    ＊頸骨の断面を縄文時代人と現代人で比較する.  
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       古代人の脛骨は,後方に稜が発達して菱形をしているが,現代人にはそれがなく,三角形

である＜資料 27＞.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たことがわかる.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.

＊ 古代人と現代人の足跡を比較する.

資料 28 は,福岡市の板付遺跡の水田跡から見つかった古代人足跡である.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.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,そっ

くりかえって,緩慢な動きしかしていないことがわかる＜資料 28＞.

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.

 2) 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.

日本人が 1 日に歩く平均歩数は,男性が 7,136 歩, 女性が 6,117 歩だそうである（2,012 

年 厚労省「国民健康・栄養調査」）.この歩数を 1 回にまとめて歩いたとしても,その距離

は約 4km – 5km 程度であろう.まして,日本人が「歩くか乗り物に乗るか」の臨界距離は

500m（約 700 歩）と云われている.この状態で,身体的機能を正常に維持するには運動不足

である.

1960 年代, Kraus. H. & Raab. W.によって,「運動不足病」（hypokinetic disease）と

いう概念がつくられた.この研究は,動くことが少ない人ほど冠動脈性心疾患に罹り,死亡

率が高いという結果であった.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.

同じ頃,アメリカの大統領ケネディは“The soft American”（軟弱なアメリカ人）という

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,アメリカではジョギング・ブーム

に入るが,果たして,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,これを健康のためにといって長期間継続的に実施することは不可能であろう.

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重要である.

つまり,歩行を積極的に生活にとり入れることが大切である.

 3) 運動不足を解消するための歩行運動  

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.



 16 

①分速 100m,1 分間に 130 歩前進する歩行運動とする.

② 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 分となる. 

③ 1 日に歩く距離は,分速 100m であるため 6,000m である.

④ 歩数にすると 7,800 歩である.

⑤ 30歩で 1kcal消費するとすれば,この歩行で 260kcalものエネルギーが消費されること

になる.

4) ヒトが歩くことの効果  

     歩けないヒトは病気であり,歩くヒトがヒト本来のヒトである.しかし,現実には,車を乗

り回し,歩かないヒトが現代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,歩いて正常に機能

するようにつくられている＜資料 29＞.

ラテン語に「Solvitur ambulando」と云う諺がある.この意味は,「困難な事は歩くとこと

で解決される」と云うことである＜資料 30＞.

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である＜資料 31＞.

 

第 4章  運動不足がもたらす肥満
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,「栄養

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」,

次にそれらを異化してエネルギーを出し,「生きる力」「働く力」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,蛋白質,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＜資料 32＞,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,imbalance は,人体の構成要素にも過剰と不

足,imbalance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の過剰と不足,imbalance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, 生体対する刺激が栄養学的なもの, 例 

   えば, 過剰とか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）も脂肪量 

  （BFM）も同一方向に変化する＜資料 33＞.  
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  栄養素は,以下の 5つに大別される.  

 ＊糖質（炭水化物と繊維） 

 ＊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.  

 ＊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 

 ＊生体組織の構成成分（構成素）・・・蛋白質・ミネラル 

 ＊生体機能の調節に関与する成分（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,「内臓された仕事の能力」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) のような高エネ 

   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あらゆる仕事をする＜資 

   料 34＞.  

   ＊化学的な仕事：生合性, 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：4kcal 

 ＊脂質：9 kcal 

   * 蛋白質：4 kcal 

  (1) 生体でのエネルギーの貯蔵  

       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 

     糧があるときは食べ, 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蓄え, 蛋白質は体蛋白として蓄えた. 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な脂肪と 

     云う形でエネルギーを貯蔵した＜資料 35＞.  

     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 
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     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.  

   （2）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）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 36＞.  

   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.  

    (1) 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. 発生した熱量を 

        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 37＞.   

    (2) エネルギーの消費量  

          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= (生命の維持に必要な基礎代謝) + (生活活動に必要な活動代 

        謝 + (食物摂取に伴う特異動的作用) 

     ＊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 38＞.  

     ＊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（1: 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 

          39＞.  

     ＊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.  

    (3) 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.  
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           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±の状態であれば, 体重の増減はない＜資料 40＞.  

         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 

       られる為ため, 体重は増加する.  

           プラスのエネルギー・バランスは「肥満」の項で詳述する. 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について記述する.  

           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 

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

        1 日のエネルギー摂取量(2,400kcal)をエネルギー必要量の 2/3 である 1,600kcal に減 

らした飢餓実験（50g の蛋白質を含む）の結果 

     ＊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 

     ＊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＜資料 41＞. 

        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)を伴うことが多く, 細胞機能損傷, 種々の合併症を引き起こし,  

      50%の LBM 喪失で死に至る＜資料 42＞.  

      ＊20週間摂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 

        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.  

        食事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＜資料 43＞.  

        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 
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        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) 肥満の定義：肥満とは, 体脂肪量(BFM)が正常範囲を越えて著しく増加した状態 

      である.   

        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：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 44＞.  

        本資料では, 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.  

   2) からだに脂肪を蓄積する能力  

       これ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.  

        体脂肪を蓄積する意味は, 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いう重要な役割も持っている. 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.  

        自然状態にある野生動物に太りすぎが見られないのは, 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人体の機能は, 食事によってブドウ糖(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.しか 
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      し, グリコーゲンは水溶性であるため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,ヒトには, 次の飢餓に備えて脂 

      肪をエネルギー源として蓄える機能が備わったと考えられる.  

        このような自然淘汰の結果, ヒトには, 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.  

       1962 年, Neel, JV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」という仮説をたて,「エネルギー倹約遺伝子」と云う概念を提唱している.  

        これらの事象は, 現代人にも見られた. 成人の 90%が肥満か過体重であったピマ・イン 

      ディアンの例：ピマ・インディアンの伝統的な食生活は植物性食品が中心で肉食はせず,  

      脂肪の摂取カロリーは総カロリーの 15~20%であった.その後,アメリカ政府の補償政策 

      によって食生活が高カロリー食, 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認められていない.  

        これらの原因：ピマ・インディアンも肥満を引き起こす遺伝的な素因はもっていたの 

      であろうが, 伝統的な食生活や生活様式は肥満の原因にならなかった.その後の高脂肪食 

      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 

      るのである.  

        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「相対的過食状態」によって起こる（200 年以上前に Lavoisier と Laplace 

      によって提唱された）.  

   3) 肥満の社会的背景  

        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  

      45＞ .  

        ヒトの肥満は , 食物の生産・製造と分配供給システム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時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 46＞ .  
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        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の 2,000年の報告では, この 20年間で世界中の肥満傾向者は急増し, 11億人に 

       達したとしている.  

         厚生労働省の「平成 25 年度：国民健康・栄養調査」によると, わが国でも, 男性の肥 

       満者の割合は 28.6%であり, 平成 15 年度(27.8%)からみると平成 22 年度(30.4%)まで 

       増加傾向にあり, 平成 23年度からは変化が見られていない. しかし, 若年男性 (40 – 49 

      歳)に肥満者が多い(34.9%). 女性の肥満者の割合は 20.3%であり, この 10年間, 減少傾 

       向にある. しかし, 70 歳以上の高齢女性に肥満者が多い(27.1%).   

       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 47＞ .  

        肥満の成因は, 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)で生じた余剰のエネルギーは, 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 48＞ . 脂肪細 

   胞の集合体が脂肪組織（adipose tissue）であり, 脂肪組織の異常増加が肥満である.  

   1) 人体は 2 つの方法で脂肪組織量を増やす. 

    (1) 多量の TG による脂肪細胞の拡大による方法

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は,約 1.2µg と云う上限がある.

(2) 脂肪細胞数(fat cell number)の増加による方法 

          これは, 脂肪細胞の過形成(fat cell hyperplasia)である. 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 49＞.  

          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 50＞. 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＜資料 51＞.  

   2) 脂肪細胞における脂肪の合成と分解  

       脂肪組織は,全身の至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
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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くる.

＊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

        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 CoA 

       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＜資料 52＞.  

         —最近の知見—  

         十二指腸から出るホルモン GIP (gastric inhibitory polypeptide), 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 

      素がでることが明らかにされた.  

        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.   

    (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(!-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, ATP の合成に使われエネルギーとなる＜資料 53＞.  

       ＊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 
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                      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 

                      散在する. 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 54＞. 

    ー最近の知見— 

        エネルギー消費に関する遺伝子：「!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制御 

      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, エネルギー消費が少なくなる.  

        この遺伝子変異をもつと, エネルギー消費量が少なくなり, 同じカロリーを摂取 

      しても太りやすい体質になる. アリゾナのピマ・インディアンには !3 –アドレナリン受容 

      体遺伝子変異が高率に認められており, 日本人も 30数%がこの変異をもつと云われてい 

      る.  

4. 身体の構成要素 

     2 成分モデルとは, からだを構成する要素を体脂肪量（body fat mass; BFM）と除脂肪 

   量（ lean body mass; LBM）に 2 分するモデルである.  

     脂質は, 構造も機能も異なる必須脂質と非必須脂質に分類できるが, それらは有機溶媒中 

   での溶解性も同じで, 試験管中でさえ明確に区別できないし, まして生体内で必須脂質量を 

   定量することはできない. 従って, 必須脂質は水,蛋白質,ミネラル,残余物と合わせて概念上,  

 除脂肪量(LBM)に含める. つまり, 体脂肪量(BFM)は, 非必須脂質である貯蔵脂肪(中性脂 

   肪)の量を指す.  

     すなわち, 身体全体の質量である体重(body mass)は, これら 2成分の合成和として, 資料 

   55 のように表すことができる＜資料 55＞.  

体重＝（必須脂質＋水＋蛋白質＋ミネラル＋残余化合物）＋非必須脂質 

               ＝ 除脂肪量＋脂肪量＝ LBM + BFM 

         ●  LBMは, 全身の代謝や生理機能と密接に関連する筋組織と骨組織がその半分以 

              上を占める.  

           ● BFM は, 必須脂質や性固有の脂肪を含んでおらず, 断熱や動員可能なエネルギ 

              ーの貯蔵庫として機能する組織の量である.  

     従って, LBM は生活活動能力と密接に関連し, BFM の過剰は肥満と関連する成分である.  

5. 体脂肪量の測定 

    ヒトの身体の構成要素は, 最初「死体分析」による「直説法」で求められていた＜資料 56 

   ＞. しかし, 死体分析では, からだの構成要素と健康との関係を検討することはできない. 
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    そこで, ヒトが生きた状態で LBM や BFM と云う構成要素を推定する「間接法」が開発さ 

  れた. LBM や BFM と云う成分を推定する間接法は, 直接測定できる構成要素と特定の構成 

  要素間で成立する定常状態を利用して, 間接的に未知の構成要素を推定するもので, 次のよ 

  うな一般式で表すことができる.  

C = f (Q) 

    C は未知の成分 , Q は直接測定できる量 ,  f は Cに対する Q の関数である .  

  1) BFMの間接推定法 

     BFM を生体で直接測定する方法はないので, 直接測定できる要素と LBM 間で成立し 

    ている定常状態を利用して間接的に推定する. 一般に次の方法によって推定される.  

   ●物理的密度法（densitometric method） 

       水中体重秤量法（underwater weighing method）を用いる身体密度計測法 

      （densitometry）: 直接測定できるのは全身の密度, LBM の密度は 1.1g/ml で定常状態 

       にある.  

   ●化学的水分法（hydrometric method）  

      重水希釈法（deuterium dilution method）を用いる体水分法 

      （hydrometry）：直接測定できるのは全身の水分量, LBMの水分量は 73.2%で定常状 

       態にある.  

         その他にも色々な方法が開発されているが, X 線を用いたり, 高価な測定機器を必要 

       としたり, 測定に長時間を要したりで余り適当ではない＜資料 57＞.  

         そこで, ここでは他の方法の gold standard とされている身体密度計測法とその簡便 

       法である皮下脂肪厚法, 及び体水分法とその原理を応用した簡便法であるインピーダン 

       ス法の 4 つについて記述する.  

  2) 身体密度計測法 

       この推定法は, アルキメデスが発見した「全体の密度を測定し, 2 つの成分からなる混 

     合物それぞれの既知の密度からその相対的な割合を推定する原理」を応用する.  

   ①＜密度; density: D＞：物質の質量(Wa)を体積(V)で割ったもの. 即ち, 単位体積当たり 

                          の質量(D=W / V)である.  

   ②水中に物体を沈めた時の喪失重量(Wa – Ww)は,それが排除した水の体積に等しい. 

   ③即ち,密度＝Wa／(Wa – Ww)となる.   

       質量＝空気中での重量を（Wa）, 水中での重量を（Ww）, 水中での喪失重量を（Wa  

– Ww）とすると, ∴密度＝Wa／ (Wa- Ww)となる.  

         例えば, 王冠を空気中で計った重量(Wa)を 2.27kg, その王冠を水中で計った重量 

       (Ww)=2.14kgとの差(Wa – Ww)である 0.13kgは, 喪失重量であり, 王冠の体積に等し 

       い.  
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       例えば, この王冠の密度は, 2.27 / (2.27 – 2.14) = 17.46 となる. 金の密度は 19.3, 銀の 

     密度は 10.5 であるため, この王冠は金の占める割合が高い銀との合成物である＜資料 58 

     ＞.  

       しかし, 人体の密度には肺の残気量(residual volume: RV)や消化管中のガス量など本 

     質的ではない密度が含まれるため, これらの値を補正しなければならない. RV の測定は,  

     余りにも専門的過ぎるため, ここでは省略する. また, 消化管中のガス量は測定が不可能 

     であるため 100ml と仮定されている.  

       従って, 人体の密度は以下のようになる.  

人体の密度＝[ Wa / (Wa – Ww)] – RV – 100ml 

      身体が金と銀ではなく, LBM と BFM から構成されているとすると, 上記の原理は, 身 

     体の構成要素の評価に用いることができる. LBM と BFM それぞれの密度(D)は, 動物や 

     ヒトの死体の化学的分析による数少ないデータから推定されている＜資料 59＞.  

       これらの密度を用いて, 体脂肪率(%BF)を求める経験式が作られている. このようにし 

     て得られた経験式のうち, 下記の 2 式が最も普及した%BF 推定式である.  

                 %BF = ((4.95 / DB) – 4.50)*100  Siri の式    

%BF = ((4.570 / DB) – 4.142)*100     Brozek らの式 

       水中に身体を沈め, 水中で体重を測定することによって密度を求めて, 身体の構成要 

     素を推定するこの方法は, 残気量が正確に測定されればかなり誤差の少ない体脂肪率 

    （%BF）を求めることができる.  

       しかし, この方法は余りにも煩雑であり, 被験者にとって大きな犠牲を強いることに 

     なる. しかも, 多人数を短時間に測定する手軽さに欠けている.  

  3) 皮下脂肪厚法 

       身体の構成要素を推定するための簡便法は, 被験者にそれ程大きな苦痛を与えることな 

     く, 測定技術も或る程度簡単で, 短時間に多人数を測定でき, しかも或る程度正確な情報 

     を提供するためのものである.  

       皮下脂肪厚法（skinfold thickness method）は, 水中体重秤量法による身体密度計測法 

     である. つまり, 水中体重秤量法によって測定した身体の密度と皮下脂肪厚とが高い負の 

 相関を示す＜資料60＞ことから, 皮下脂肪厚を独立変数として水に潜ることなく身体の密 

     度を推定する方法である.  

    (1) 皮下脂肪厚の測定 

          皮下脂肪厚とは, 皮膚と皮下脂肪組織(subcutaneous adipose tissue: SAT) を含む 

        二重の層を意味する＜資料 61＞.  

          皮膚の厚さは, 僅かに 0.5mm~2.0mm であるため, 皮下脂肪厚の大部分は脂肪細胞 

        と血管, 神経からなる結合組織である SAT である.  
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          皮下脂肪厚の測定は, キャリパーで行う＜資料 62＞. キャリパーの接点には 

        10g/mm2
の国際規定圧がかかるように作成されているが, 測定部位のつまみ方,キャ 

        リパーの当て方などの熟練度によって測定値は大きく異なる. 皮下脂肪厚測定の再現 

        性は, 身体密度測定の再現性(cv 1.2%)に比べて極めて劣っている＜資料 63＞.  

          身体密度を推定する皮下脂肪厚部位は上腕背側部と肩甲骨下部が多く用いられる 

        ＜資料 64＞.  

    (2) 皮下脂肪厚から構成要素を推定する基本原理 

       ＊皮下脂肪厚は, LBM とは低い相関関係しか示さないが, %BFM とは高い相関 

        （r=0.7 ~ r=0.9）を示すことから, 基本原理の 1 つは, 皮下脂肪厚が全身の脂肪量を反 

         映しているということである. 

       ＊皮下脂肪厚が身体密度と関連するため, 身体密度を推定する特定部位（例えば, 上腕 

         背側部と肩甲骨下部）の皮下脂肪厚が全身に平均的な皮下脂肪厚を代表すると云うこ 

         とである.  

           このような仮定に基づき, 皮下脂肪厚と身体密度の高い相関関係を利用して, 数カ 

         所の皮下脂肪厚から身体密度を推定する式が開発されている.  

           わが国では, 上腕背側部と肩甲骨下部の皮下脂肪厚和を用いて身体密度を推定する 

         式が広く用いられている＜資料 65＞.  

           このようにして推定した身体密度は, 水中体重秤量法による身体密度法で開発され 

         た%BFM式（下記の 2 式が最も普及した%BFM の推定式である）に代入される. つ 

         まり, 水中体重秤量法が省略される.  

                %BFM = ((4.95 / DB) – 4.50)*100       (Siri の式) 

%BFM = ((4.570 / DB) – 4.142)*100     (Brozekらの式) 

    (3) 皮下脂肪厚法の欠点 

          皮下脂肪厚法には 4つの欠点がある.  

       ＊皮下脂肪厚の測定誤算が大きいこと 

       ＊皮下脂肪分布の個人差に関係なく, 上腕背側部と肩甲骨下部の皮下脂肪厚和が同じ 

         人は全て同じ構成要素になること 

       ＊深部脂肪組織(deep adipose tissue; DAT)の変化を評価しないため, 構成要素の変 

         化が正確に評価出来ないこと 

       ＊わが国で用いられている身体密度の推定式は, 35 年前に作られたもので, 現代人に 

           適用できないこと.  

  4) 体水分法 

       水は, 身体の構成要素の中で最も豊富なものであり, 酸化水素(H2O)という単一分子種 

     からなっているため, 測定が容易である.  
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    (1) 体水分法の原理 

        脂肪は疎水性で水を含まないので, 水は LBM に限定して含まれる. しかも, 総体水 

       分量（ total body water, TBW）は, 一定比率で LBM の中に含まれている. LBM に含 

       まれる水の一定比率を LBMの水和定数と云う. 健康な成人の水和定数は 73.2%である 

       が, 小児の水和定数はこれより高い＜資料66＞. つまり, 健康な成人の場合, 性差, 個人 

       差に関係なく LBM は 73.2%と云う一定比率で水を含んでいると仮定する.  

         この原理を応用すると, TBW = LBM"0.732であり, LBM = TBW / 0.732となる. 体 

       重は, LBM と BFM から構成されるため, LBM が求められると, BFM も求められる. 

    (2) TBW の測定  

         TBWの測定法には, 死体乾燥法（desiccation method）と希釈法（dilution method）  

       とある. 死体乾燥法と希釈法による TBW の差はそれほど大きくはない＜資料 67＞. 従 

       って, 生体では希釈法が用いられる.  

    (3) 希釈法の原理 

          体内に存在する全ての水に均一に拡散し, 代謝されず, 無害で, 測定しやすい標識物 

        質(tracer)の既知量（Q）を体内に入れ, その物質が均一に拡散し, 希釈された後, 尿や 

        血液を採取して, その物質の希釈された濃度(C)を測定すれば, 体内にあったもともと 

        の水の量(V)がわかる.  

∴  V = Q / C 

        このことは,既知の染料（Q）を加えることでビーカーの水の量が測定できる原理と

同じである（ビーカーに加えた既知量の染料に対して, 希釈された色の濃さは水の量

に反比例する）.

(4) Tracer について

TBW を測定するために体内に投与される tracer は, 数種類あるが重水（D2O）が

種々の点で最も優れている.重水(Deuterium=D; 2D2 + O2#2D2O)は, Hの同位元素

（
2 H）をもつ水であるため,水の分布区域には通常の水分子と同様に拡散し,全身に均

一に分布する＜資料 68＞. しかも,放射性物質ではなく,水の安定同位体（stable 

       isotope; SI）で無害である.

(5) TBW の測定法  

        既知量の D2O を経口投与した後, 体内で均一に分布し, 希釈濃度が平衡状態に達し 

        た尿中の D2O 濃度を測定する＜資料 69＞.  

        既知量の D2O を経口投与し, 各時間(投与前, 1 時間後, 2 時間後, 3 時間後)で採取した 

        尿中の D2O 濃度を測定し, 平衡状態に達した濃度を求めると＜資料 70＞, 次式から   

        TBW を計算すすることができる.  

TBW = 投与した D2O(g) / 平衡状態に達した D2O 濃度(%)×10; TBW = Q / C 
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    (6) TBW から構成要素の計算 

          LBM に含まれる水の割合（水和定数；%LBM＜資料 66＞）を用いて次式から計算 

        する.  

          健康成人の身体組成推定計算式 

TBW = LBM " 0.732 つまり, LBM = TBW / 0.732 

          2 成分モデルを採用すると, 体重 = 体脂肪量（BFM）＋除脂肪量（LBM）  

          従って,                  BFM = 体重 – LBM, 

        或は,                %BFM= 100 – (%TBW / 0.732) 

  5) インピーダンス法 

       インピーダンス法(bioelectrical impedance analysis: BIA)は, 人体に無痛の弱い交流 

     電流を流した時の生体電気抵抗値, つまりインピーダンスを構成要素の推定に応用した 

     方法であり, この方法はインピーダンスと TBW の関係に基づいた体水分法の簡便法で 

     ある.  

     (1) インピーダンス法の原理 

         この原理は, 以下の通りである. 

       ●有機体に電流を流した時の伝導（conduction）に基づく.  

       ●人体を脂肪組織と除脂肪組織から成る導体と考える.  

       ●これらの組織における伝導は, 導体に含まれる水とその中に溶解している電解質に 

         比例する. 

       ●LBM は, 蛋白質を含み, 実質的には電解質から成り, BFM は, 水を含まない.  

       ●従って, LBM は BFM に比べて導電率(conductivity)が大きく, 抵抗率(resistivity) 

         が小さく電流が流れやすい.  

       ●人体に流した電流は, 常に最小の抵抗通路を流れ, この通路は LBMの 73.2%である 

           ため, TBW はこの抵抗値から推定できる.  

     (2) インピーダンスとは 

       ●インピーダンス(Z)は, 交流電流に対する導体の周波数—従属抵抗であり, レジスタ 

         ンス(R)とリアクタンス(Xc)から成る.  

         R は純粋抵抗であり, Xc は細胞膜や組織間のインターフェース部分のコンデンサー 

         によって生じる抵抗値である.  

         インピーダンスは, R と Xc のベクトル和であり, Z = (R2 + Xc2)1/2 = √R2 + Xc2 
        と定義される. しかし, 生物学上の導体は R と Xc の両方を含むが, Xc は R と比較 

         して非常に小さく, Z との相関も低いため, 測定時に Xc が最小になる周波数 

          (50kHz)を考慮して, 通常は無視される. つまり, Z は R と置き換えて差し支えない.  
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     (3) 抵抗値(R) 

       導体の 2 点間の R は, 2 点間の電位差ボルト(E)と電流アンペア(I)から, R ($) = E / I 

       と定義され, ohms ($)という単位で測定される.  

         円柱形のような導体の場合, Rは導体の長さ(L, cm)に比例し, 導体の横断面積(a,  

      cm2)に反比例する.  

R = %L / a   (% は抵抗率であり, 逆数は導電率である) 

         長さ(L, cm)が長いと抵抗値は大きく, 断面積(a, cm2)が小さく細いと抵抗値は高い.  

         この式の右辺に L/L をかけると,  

R = %L2 / aL 

      となる.  

       ここで, aL は横断面積 a×導体の長さ L であるから導体容量 V（つまり, TBW）に 

       等しい. 従って,  

R = %L2 / V   

       この式を V について書き直すと,     

V = %L2 / R 

      となる. 従って, 導体容量である V (TBW)は, 導体の長さ（身長）と抵抗値（イン 

       ピーダンス）から推定できる.  

         もし, 人体が円柱形で, 横断面積も均一で, 導体の組成も均一であると仮定すると 

         ＜資料 71＞, 電流の流れる導体容量である TBWは, 一定周波数の交流電流から推 

       定できる. しかし, 人体は複雑な形をしており, 横断面積も均一ではなく, 構成要素も 

       部位によって異なる.  

     (4) 仮定 

         BIA は, 人体が単純な円柱形で, 横断面積も均一で, 組成も均一なもので構成されて 

       いると仮定し, TBW と電解質のバランスが一定であると云う前提のもとで R と導体の 

       長さである身長の二乗から TBW を推定する.  

TBW = %L2 / R = 身長の二乗／抵抗値 

                         そこで, LBM = TBW / 0.732 

    (5) インピーダンスの測定 

         R は一般に, 4 表面-電極法で測定される＜資料 72＞. 電極を貼付する皮膚の高い 

       インピーダンスは, 高い振幅をもつ電流(500μA か 800μA)で回避する. 周波数によっ 

       て電流の流れる生体部位が異なるため＜資料 73＞, 50kHz の固定周波数を用いる(低周 

       波数では, 電流は細胞膜にブロックされて細胞外液中のみを流れてしまう).  

         Reactance (Xc)と Resistance (R) , そして周波数(kHz)のベクトルでは, 0.5kHz 近辺 

       の低周波数では, 細胞外液中を電流が流れ TBW に対応せず, 5kHz 近辺では Xc が最大 
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       値を示し, 細胞膜や組織間インターフェース部分の Xc 成分が大きく, 純粋の Rを得る 

       ことができない. さらに, 周波数を上げていくと次第にXc成分が減少し, 50kHz近辺で 

       R 成分と Xc 成分が同位相に接近する＜資料 74＞. 従って, TBW の推定には 50kHz が 

       適当であり, 人体にとっても無害である.  

         インピーダンスは仰臥位で測定することが標準化（Standardization consensus 

      conference in Rome, 1993）されており, 足 - 足, 手 - 手による立位の測定法は標準 

       化されていない.  

         インピーダンスの測定によって求められた TBW は, 体水分法で確立された LBM 

      の水和定数（成人：0.732）を用いて, 身体の構成要素の推定に利用される.  

TBW = 身長 2 / R,    LBM = TBW / 0.732     Fat = 体重 – (TBW / 0.732) 

     %Fat = 100 - %TBW/0.732 

6. 身体構成要素の標準値 

     アメリカには身体の構成要素の標準値を示す男女の基準体モデルが作成されている＜資 

   料 75＞. しかし, 日本には基準体モデルが存在しない.  

     身体の構成要素には, 性差, 年齢差, 人種差などがあるため, 標準値を決定するためには,  

   これらに対する配慮も必要であるが, どの測定法を選択するかも重要である. 測定法によっ 

   て, 精度, 難易度, コストなどが異なるため, その有効性を判断すべきである＜資料 76＞.  

     標準値を設定するためには, 性別, 年齢別に多数のサンプルを必要とする為, インピーダ 

   ンス法が適切ではあるが, 日本ではまだ推定式が確立されていない.  

   ●日本人の標準値 

     そこで, 重水希釈法による体水分法によって日本人の若年者, 中年者, 高年者の標準値を 

     作成してみた＜資料 77＞ . また, 日本ではBMI=22が最低疾病罹患率を示すことから22 

    ×身長 2
を標準体重としている. そこで, BMI = 22±1 に該当する成人男女だけで標準値を 

     作成してみた＜資料 78＞. その結果, 男性成人の標準値は女子の標準値より身長が 

     11.0cm 高く, 体重が 8kg 重く, 大きな LBM と若干小さな BFM を示した. 特に, 男性の 

     体内深部脂肪量は女性より 1kg多く, 皮下脂肪量は逆に男性が 2kg少ないと云う特徴を示 

     した.  

7. 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)も除脂肪量(LBM)も大きくなるが, LBM / BFM比は 

   低下する＜資料 79＞. BFM の広がりは LBM の分布の広さより大きい＜資料 80＞.  

     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ためには最も適切である. しかし, どこまでが正常な BFM であり,  



 32 

  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, やや恣意的である.  

  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(B0dy 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 – 39 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ため, 日本肥満学会は, 標準体重を 

標準体重(kg) = 22×身長 2  (身長: m2) 

    の式から求め, この標準体重からの%偏差が+ 20%以上を肥満の基準としている.  

      標準体重からの%偏差と BMI の関係から＜資料 81＞, 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.  

      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 82＞.  

      また, 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.  

      一方, 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 rebound 

   する (BMI-rebound, adiposity-rebound)＜資料 83＞. 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 

       特定の個人の BFM や体重の至適水準を正確に示すことは不可能である. 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±1SD (68%の変動範 

     囲)に含まれるであろう. 従って, 若い男性の%BFは 15%, 女性では 25%が至適或いは理 

     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 1 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, 種々の不都合が生じるとされている. 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 
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     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, これらの基準値は, 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 84＞. 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.  

  3) 体脂肪分布による肥満の基準 

       肥満は確かに脂肪組織量の異常な増加状態であるが, それは皮下脂肪量(subcutaneous 

    fat mass: SFM)の増加だけではない. SFM が少なくても, 体内深部脂肪(internal fat 

    mass:IFM)が多く, 結果として%BF が高い肥満も存在する. 体脂肪量(BFM)全体に占め 

    るSFMの割合は年齢と共に低下する傾向にあるが, 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 85＞.   

      身長や体重からの指数や体脂肪量(BFM)の測定値だけで肥満を評価するのであれば, 肥 

    満者とは, 単に, 「太った人」に過ぎない. 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 

    価する基準も必要である. 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の蓄積は, 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, その重要性が注目されている. 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持っている. 

      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(triglyceride: TG)に対するリポ蛋白リパーゼ（ lipoprotein lipase: LPL）の局所的 

    活性によって決定される. 腸管膜脂肪や大網脂肪などの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, 脂肪合成能, 

    脂肪分解能が共に高い.  

      近年, 内臓脂肪型肥満（visceral fat obesity）の存在が明らかになり, 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ことが報告されている. 従って, 肥満の基準と 

    しては体脂肪分布, 特に内臓脂肪蓄積の診断が高く評価されている. しかし, 内臓脂肪量を 
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    定量的に表すことは非常に困難である. 現在では, コンピュータ・トモグラフィー 

    (computerized tomography: CT)法と磁気共鳴画像(magnetic resonance imaging: 

    MRI)法が体脂肪分布の最も信頼できる評価法とされている.ここでは, CT法について記述 

    する.     

   (1) コンピュータ・トモグラフィー (CT) 法 

         CT の画像は, 一定の小単位容積(voxel)当りの X 線吸収を正確に測定し, その平均値 

       に対応して濃淡をつくることによって構成される. 従って, CT では組織, 器官が被膜,  

       脂肪に囲まれた状態で, X線断面像として現出される＜資料 86＞. 

         CT における X 線吸収（減弱）係数は, 水を 0 とした総対値で表される. この値が 

       CT 値（CT number）であり, CT 値は一般に次のような関係にある. 

CT 値 = ((µt – µw) / µw) !K 

         μ tは問題とする組織の減弱係数, µwは 水の吸収係数, K は Hounsfield unit (HU),  

       即ち, K = 1,000 である.  従って, 減弱係数が水より小さい組織は負の CT 値, 大きい 

       組織は正の CT 値を示す. CT 値は, 空気の -1,000 から骨の+1,000 まで変化する. CT 

      値は, 被写体の大きさや構造など種々の因子によって変動するため, 脂肪組織(adipose 

      tissue: AT)に関して特定の CT 値は存在せず, AT の減弱係数は, - 190 から– 30 HU の 

       間で変化する.  

         CT 法では, 一般に腹部レベル(L4 – L5) が代表的な測定部位であり, 画像城に観心 

       領域を設定し, その領域に含まれる AT 量を測定することができる.  

         ●関心領域内の脂肪組織量の算出 

           ＊CT画像上の外側線上（皮膚上）をトレースして, 全領域を関心領域（総脂肪組織,  

             total adipose tissue: TAT）とする.  

           ＊筋と骨の外側線上をトレースして, その内部を関心領域（内臓脂肪組織：visceral  

           adipose tissue: VAT）とする.  

           ＊次に, TAT領域からVAT領域を差し引いた領域を皮下脂肪組織 (subcutaneous 

           adipose tissue: SAT)領域とする.  

           ＊TAT と VAT の各関心領域内における-190 から-30HU までの pixel (=0.85mm 

           ×0.85mm) の発現頻度を算出する. 1 pixelのスライド幅を 10mmとすると, こ 

             の1 pixelは, 0.85mm×0.85mm×10mm = 0.007225cm3
の体積をもつことにな 

             る. この体積をもつ pixel を 1 voxel とすると, 1 voxel の脂肪重量は,  

             0.007225cm3
×0.9007g/cm3

となる（0.9007g/cm3=脂肪の比重）.  

             従って, その関心領域内の脂肪組織量(g)は,  

                         脂肪組織量(g) = 総 voxel 数×(0.007225cm3
×0.9007g/cm3) 

           として求めることができる.
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このようにして定量された各関心領域の脂肪組織量は, 被写体のサイズや構造な

どの影響を受けるため,これらの絶対値を内臓脂肪型肥満の基準とすることはでき

ない.

しかし, L4 – L5 での VAT 面積は,身体密度計測法で評価した総体脂肪量(BFM)

と高く相関する＜資料 87＞.

そこで,腹部レベル(L4 – L5)の断面において, SAT の占める面積(S)と VAT が占

める面積(V)の比である V / S 比を内臓脂肪量の相対的な基準として,0.4 以上を内臓

脂肪型肥満としている.V/ S比は, 上記のVATの絶対量とは必ずしも相関しないが,

耐糖能異常や高脂血症などの病態とは強い相関を示すとされている.

CT 法, MRI 法のいずれにしても高価な医療用機器が必要で,多くは臨床の場で行

われるものであり, 実践的ではない. メジャーで腹部の分布状態が評価出来れば,最

も簡便で,実践的である.ここでは,CT 法による V / S 比より腹腔内脂肪の絶対量と相

関するウエスト/ ヒップ比(waist to hip ratio: WHR)について記述する.

(2)ウエスト・ヒップ比 (WHR) 

        WHR は, 腹囲と臀囲の測定場所によって臨床的な重要性が大きく異なる. 従って, 

      測定部位や測定法が一定でなければ比較, 判定が困難であり, 内臓脂肪型肥満の基準と 

      しては利用できない.  

        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 88 の①) / 最大部 

      位での臀囲（資料 88 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, 男性でWHR>1.0, 女性でWHR>0.9が基準となっている.しかし, 日本

人の体格は欧米人と異なり WHR の変動が小さいため, 基準としての有用性は低い.

(3) WHRと BMI の組み合わせによる肥満の基準 

        健康診断や疫学調査などにおける肥満の基準は, 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制が重要である. 例えば, 身長, 体重, 腹囲,  

      臀囲といった人体計測値からそのことが可能であれば, この方法は簡便で実践的である.  

        BMI は体脂肪の分布パターンを示すものではないが, 体脂肪量(BFM)とはかなり高い 

      相関を示す. 一方, WHR は BFM を表す指標ではないが, 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, 共に各種の代謝指標とも有意な相 

      関を示す＜資料 89＞. 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 90＞. 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 
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8. 肥満と生活習慣病

1) 自己家畜化現象

自己家蓄化(self-domestication) と云う概念は,1934 年にドイツ人類学者 Egon 

    Freiherr von Eickstedt によって名付けられたと云われている.この自己家蓄化現象と云

う概念から「肥満」を考えてみる.

我々は,現代生活を当たり前の生活,極めて自然な生活と思っているが,700 万年にわたる

人類の歴史の殆どは hunter であり, gatherer としての生活であり,まさに野生動物と同様

に,自然と共生した生活（第一次 habitat）であった.そして,稲作や牧畜が開始された約 1 

   万年前から,自然体系を人為的に加工した生活（第二次 habitat）となり,人間らしい生活が

営まれるようになった.しかし,現代生活は人為的・人工的な環境のもとで,不自然な生活

（第三次 habitat）である.つまり,現代人は生物学的進化と文明的進歩との imbalance の上で

生活している.

狩猟採集民(Hunter & Gatherer)としての生活に適応するように進化し,その時代とそれ

ほど変わらないであろう心身の状態にある人類が,文明と云う人為的・人工的な環境の下で

不自然な生活を自らに課している状況,これは人間が家畜を飼育し,檻に閉じ込めている状

況と同じであり,人間の家畜化を自らが行っていると云う意味で, 自己家蓄化現象である.

「裸のサル-動物学的人間像」で著名な動物行動学者 Desmond Morris 」は,このような現

象を「皮肉にも人間と云う動物は,動物捕獲人によってではなく,自らの輝かしい大脳の働

きによって罠にかかり,自らを巨大で不安定な動物園に閉じ込め,その圧力の下で挫折して

いる」と評している.この挫折に関わる健康問題こそが,現代人が悩まされている「生活習

慣病；Lifestyle related disease」であり,「運動不足病 : Hypokinetic disease」であり,「ス

トレス問題；The issue of stress」である.従って,生活習慣病の誘因になる肥満は,自己家蓄

化現象の典型であると云える.

2) 生活習慣病との関係

       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,  

     高い死亡率を示す.つまり, 肥満の最大の demerit は長寿が望めないことである.  

       肥満と合併症との因果関係には, 整形外科的な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, 肥満者の脂肪組織量や脂肪組織の分布異常が「糖尿病」「高 

     脂血症」「高血圧」動脈硬化症」などと密接に関連している＜資料 91＞.  

       プラスのエネルギー・バランス（相対的過食状態：運動不足など）で生じた余剰のエネ 

     ルギーは, 脂肪（中性脂肪）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.  

       第一は, 多量の脂肪による脂肪細胞の拡大であり, これは脂肪細胞の肥大である. しか 
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    し, 1 個細胞には約 1.2µg の脂肪しか収納出来ないと云う上限がある.  

       第二は, 脂肪細胞の数の増加によるもので, これは脂肪細胞の過形成である. 正常な成 

    人の細胞数は約 300 億個であるが, 高度の肥満者では約 3,000 億個まで増える.  

       肥満者の総体脂肪量と脂肪細胞の大きさとの間には相関がなく, 脂肪細胞数との間に強 

    い正の相関がある. つまり, 高度な肥満者の過剰な脂肪組織量は, 脂肪細胞数の増加によ 

    って生じる.  

      このように, 肥満者の脂肪組織量の増大が, 脂肪細胞の大きさによるのか, 細胞数による 

    のかは肥満のタイプによって異なる.＜資料 92＞ 

      ①脂肪細胞数が過剰で, 個々の細胞の大きさが正常なタイプは, 過形成性肥満 

      （hyperplastic type obesity）であり, この肥満は, 発症が幼少期で, 一般に生活習慣 

        病との関係は弱いが, 治療には強く抵抗する.  

      ②脂肪細胞の大きさが大きく, 脂肪細胞数が正常なタイプは, 肥大性肥満 

      （hypertrophic type obesity）であり, この肥満は発症が思春期以降で, 治療にはあま 

        り抵抗しないが, 生活習慣病との関係は強い.  

      ③脂肪細胞の数が多く, 大きさも大きいタイプが, 連合性肥満（combined type obesity） 

        であり, 発症が幼少期で, 高度な肥満になることが多く, 生活習慣病を合併しやすく,  

        治療もしにくい.  

  3) 内臓脂肪の蓄積 

       しかし, 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, 男性型肥満や中枢型肥満と呼ばれる.  

       一方, 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, 女性型肥満や末 

     梢型肥満と呼ばれる. ＜資料 93＞ 

       この両者を比較すると, 男性に多い腹部領域の過剰脂肪の方が, 代謝活性が高いため糖 

     尿病, 高血圧, 冠動脈性心疾患などによる死のリスクが高い. 特に, 肝臓の周辺に存在す 

     る腹部内臓脂肪が増加すると, その分解産物である遊離脂肪酸が多量に肝臓に流入し, 脂 

     肪の合成を亢進して高脂血症を起こし, 高血圧・動脈硬化などの引き金になる. 

       Reaven (1988)は, 虚血性心疾患などの動脈性疾患には 5つの risk factorが関与すると 

     して, これを syndrome X と名付けたが, Kaplan (1989)は, この syndrome に内臓脂肪 

     型肥満を加えて, 内臓脂肪型肥満, 高血圧, 高脂血症, 糖尿病を「死の四重奏: Deadly 

    Quartet」と名付け, 内臓脂肪蓄積の危険性を指摘した. ＜資料 94＞ 

   4) 内臓脂肪と代謝異常 

      内臓脂肪を増加させる因子には, 遺伝, 加齢, 性ホルモン, 食事, 運動, 生活環境など多 

    くの因子が考えられる＜資料 95＞. 加齢は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と云う性差がある. 女性では, 閉経後に内臓脂肪が急速に増加するの 
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    で性ホルモンの影響も考えられる. 運動は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 96＞ため, 運動不足は内臓脂肪の蓄積に寄与するものと 

    思われる. 食生活, 特に高ショ糖食も重要な因子である.   

      内臓脂肪が増加すると, その分解産物である遊離脂肪酸(free-fatty acid: FFA) が門脈系 

    を通して肝臓に多量に流入する.この FFA は, 肝での中性脂肪（triglyceride: 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, 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 97＞. 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, 末梢での高インスリ 

    ン血症, さらにインスリン受容体のダウンレギュレーション（下方調節）から末梢組織での 

    インスリン抵抗性が生じる.  
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く資料35>体重の構成要素とエネルギーの関係
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などのような強い作■に,事している0●

立 つ 8

Jい く 5

菫 歩 1

鮨●● 1

=,生
嬌嬌●●● II(やや曇ιヽ)は■を目■0大●分メ摯饉するものである 生活看●菫=Ⅲ

 (菫凛)は 日員r●魔人として

日ましいエネルギーInロ セして 着,な生活■●をしてtSる■●であり ■■●菫■し
=ヽ
日●とするも0である
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B■0のエネルギー バランス

く資料 40>エネルギー・バランスと体重

く資料41>24週間の飢餓による身体組成の変化

10011

900

mo

7)0

mo

mo

400

3011

月 数

く資料 42>慢性消耗性疾患患者の蛋自熱量不足症によるLBMの変化と病歴

(■elmsneltlら ,1979を著者修正

＾ゞ

ご

ヽ
尽

Ｃ

ロ
ロ
ロ

飢餓実験前 (%) 飢餓実験後 (%) 変イヒ率 (%)

朧

体脂肪

活性組織

ｍ
ｍ
⑦

聴

聴

咤

麟
”
鰤

536電 (100)
27峰 (5)

320kg (r。6)

“

″

％

一　

一　

一

(K●sら ,1950を著者修正)

発育遅滞(児童)

綱胞介在免疫喪失
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く資料 45>2-3万年前オース トリア・

ビレンドルフ選おから発見された

日満女性の石像

肥清女性
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く責群 47>E■者の日常エネルギー摂取量 く資料 48>口
"漬
0走壺■手■薇●写■

(奥口,1984)

lm

125

1∞ :

000

く資料 49>非鷹着者と出着奢0体■.餞体朧助量,日助●菫0サイズ.口肪

“

腱薇●IL載

Q%

ｍ
　
７５
・

ｐ

芳

・・

〈Katch&McArdle・ 1993を著者停工)

く資料 50>鯰体臓肪量と廂肪●腱の数及びサイズの口係

“

・
一ｐ

一一ｍ

一一哺
・

さ
¨
Ｘ

覇
製
早
・

非肥満曖湾 1非配溝祀溝

rJ 1 25■

“

‐ お lro

(Ka“
"&McArdL 1993■

■看停正)
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■■
.||‐ || ‐|:

||.1■||||||||

|■■|■||
‐|■  | ||

1 lЮ ■11"■ ■2orJ I‐ 2‐0■

く資料 52>■肪組織における鵬肪合成
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く資料 S6>死体解‖による各種組織と書官

く資料
">身

体餞成の日接推定法の長31と短所

A 白人男性 ‐ c 白人男性 D 黒人男tt

い
け

輸
娠
離

:`
16●  |

‐62" ||

貯 ■
‐|■ ‐

1日航紅織| | ‐ ‐ |
皮膚 |

急輪:鳥瑾よ||
盤■ ‐■■

1翫 ||||||
壻雅ξlll■ |

1詢1魔鳳
妻て爪, | | |   |

瑯・肛山
， 価一″・ｍ一Ｗ“
珈一ｍ・瑯珈　一卿・螂．瑯螂

”一．， ．″一，， 一叫一〇５̈
一ぼ一一， 一“．”．Ｗ

一
　

一

一
　

　

　

一
　

・

一

　

一

　

一

　

・

" %17:●●8

1131

一
　

・
　

一
　

　

　

・
　

一
　

　

一

一
　

．
一

一狂
加
一ｍ
・場一ｍ
は
一ｍ
ｍ
一
一ｍ
・り
嚇
叫

40〔2
14野

216
. 6轟
・ヽ
．一一・一一一一一一一叫
一一一一一一一一一

・

一一．一

一．
・

　

一
一

一
一
一　

　

一
一
一

一

．
一
・

一一
一一

方 法 長 所 ‐ '短 所

希釈よ

|  |    |
体滋量の推定        :
安価  |    ■

lttγ摯il11子,::|:|

. e*j*o& (sEo#q) d&r,
't)'1't;4 \#ftahq) tt tr\L
,') t taT,+4rr+6 . A , l1)+t
r I r agi<]ti : sE l&E Etr]g L /:
t*EEe; "a*tta4x*Etf !*

密度法  ‐ :拶箭罐誅響話1繁
による誤菫  | ‐‐‐ ‐   || | ‐

インピrl′シス法 現在す精度力1蜃い

ToBEc法 ‐ .装置が高価

1皮下薦肪厚法|‐ | |:

||

i師引猾 瘍 鴇
の不安定

慇ふふ巌航|‐

頻繁に繰り返する

豪 置が高価 :特有のキヤリブレ‐ション

赤必要■ヵ,,,ネ●の編 に商する磁
氣■間層● 1 ‐  ■ ■ | ■|

'レ

ア,■ ン,腿 法

c,スキャシ法 1器営の大きさ,脂崩分

“

:替 :装置力ヽ 価=故競はあ薇悪

M壼 法 .: ・ 装置力情価 ||  ‐  ■

鮫 ヽ法

1選蜃撮́|´||||

63



く責科 58>工菫ω全含有量を解現する

アルキメデスの原理

く資料ω>皮下口肪厚と新体書慶oめの相ロ

Wllmoreと

“

●●kθ  N8“m靡 とSu漱′
男性   女ぼ   男性   女t

”
　
甲

上
　
臓

lt 

“

 ロ

骨 下  部

"
躊    8

田

8

腱    諄

-0'36

-07,

-07“

-0692

-0346

-0'“

-069'   -0コ鯰   -0734   -0679

-O“ 2   -05'`   -07∞    -07∞

日

田

饉

薇

大

-0748     -O‐ 7

-0・●13      -O輌      -00

-0518

-0528   -07“    -0●"
-040,

-01'9      -0676      -0404ll   ち    ロ

腱 下 鮨 め 暉 の 881

inは側口+■甲分下ロ

′ヽントグリップ

上 輌 7-ム

下 llア ー ム

崚     点

に     ,I

日  ■  仏

力出正 つ まみ

ゼ0日饉リング

こ カ レ パ ー

く資料 61>皮下脂肪厚 く資料62>キャリパー
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く責斜 63>皮下菫肪諄瀾定値の検者による晨差

&* 1上朧背側部」冒甲骨やιⅢⅢ)|

％
一∞
・

●
一　

一

一

||‐  ■1001■ | |■‐

● 1■  1&0■ 451■ ■‐|||

■|つ●SD■
‐ C17● |‐‐ ■‐■231 14511‐‐‐|||

一一̈一一一

・
一
・

一・
一
一一一
一
一
一
一
一
一

く資料 64>皮下鵬肪厚の■定都位

日本人の身体密度(DD推定式
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く資料 66>小児における LBMの水和

年1齢 ‐%LBM

ｍ
一勁
・

|'7'‐■‐
1 4,311111

114989 1
‐●¨■
|′′琴ρ‐‐|

1昭 ■
1191911
141∞ ||

111叩 ‐‐

1郷 ‐

124601
‐ 32‐ 5“ :

一一̈一一̈一̈・
■|`1411
‐■4″711
■‐■|ユ||

|11?ll lll
‐■321 1
11,"61‐
|111112■

l1231■|

‐■‐1,09911
1■■48611

111:需|

一一， 一一一”一一一一一一一一“一４
一神一一一一一

1 3ユ||=
|141フ ■‐

■‐,理91■
■10435■ ||

1  8‐ 030‐

11:欄 ||
11?卿■|

146‐5   1

16690■
■ibl力 |‐

||¨Ⅲ I■
″ ,ml‐

IT器|
|||,11岬| ‐

７３
解

７

９

1246‐

■ ?響
| 1 34“

■■3848
1114“ 6

111,32
1 ‐ 60"

110"411‐
111‐

"B‐

||

1133X  I

■,郷 ■
11021'|||
1 17ppl‐
■9摯,||

|`Fomolll1 1"|1著 1修工|

く資料 67>死体乾燥法と目位体希釈法による TBWの比較

1同位体 ‐| 乾凛法とつ%差 (SIl)

ラツト

ゥ,■
アザラシ

10

21 1

３２

■

　

一一
４

一

0お■ |

1'(年
)

43111■
all l‐ |

::寵}|‐

1 61 Cユ )| 
‐
 |

.341  .  |‐

|1猛11:よ|||
|■ 11,0`,|

|‐ ||り躍}|

水素平均(SO) ケ′|(1′)

酸素子

"(SD)

|1 1● C0
|(Schoellerlp%を 著者修lL)

く資料 68>=水の枷理的特性 く資料 69>TB口 測定のための分析法

鱚鰤 li二
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く資料 70>D20授与後の尿中D20■富 く資料 71>人体の円撻モデル

の推移

ll    l
(町bOer・ 1970を著者修正)
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く資料 75>ア メリカにおける男性薔導体と女性基準体の身体饉威

男性基準体 女性き準体

年齢‐20～2歳
身長‐17Юm
体菫 =ηkg

総脂肪量 ‐10 5kg(1,0%)

貯薦鮨肪量 =84● (12Ю %)

必須脂肪量‐21路 (30%)
筋量‐31 3kg 144′ %)

骨量 =104kg(14つ %)

残余物 ‐1'8kg(2●・4%)
擦騰肪量 ‐61 7kg

必須脂肪量‐21k304%)
筋量‐313ヽ (●rl′ %)

骨壼‐ lα4kg(160%)

年齢 ‐

"ヽ
2歳

身長 ‐163 8cm

体重 ‐

“

7kg

総脂防量‐153kg(27Ю %)

貯蔵脂肪量 ‐8 5kg(15Ю  I● )

必須脂肪量 ‐68ヽ (12Ю
●●)

筋量‐釣Иマ (47%)
●量‐6Bに l12011)

残余物 ‐ M lkg(25Ю%)
際,旨肪量 ‐48 2kg

必須脂肪量 ‐6 8kg(141%)

筋量 ‐m`烙 (423●●)

骨量 ‐63kg(141%)

(ntch&McArdle D"を 著者修正)

く資料 76>身体組咸の間接推定法の諄債

(注)コストとll定の難易度 :1‐高い:5‐低い 精度 :l‐低い:5‐高い
(Lukask,1987を著者修正)

く責科 77>日本人の墓単体モデル

コスト 測定の難易度
精度

有効性
LBM %BF

インピーダンス法

身体密度計測法

水中体重秤量法

ブレチスモグラフ法

体水分法

工水希釈法

トリチウム希薇去

藤素 18希釈法

皮下脂肪厚法

超音波法

中性子活性化法

光子吸収法

近赤外線よ

3メ チルヒステジン法

コンピュータ断層撮影法

磁気共鳴画像法

７

　

・５

・５

　

Ｂ

・２

・Ｏ

ｒ

２

２

２

ｎ

男性 女性

若年者

(16～・0歳)

中年者

(40～ 40歳 )

高年者

(⑩ 6ヽ9蔵)

着年者

(16～ 20歳 )

中年者

(40ヽ

“

歳)

高年者

(0～ 69歳 )

年齢        (歳 )

身●         (Cm)
体工         (ヽ )

BMl         (kυ P)
WHR
体脂II量       (ヽ)

体脂防率       (%)
皮下動 量      (kg)
体内深部腑防量    (ヽ )

際脂肪量       (ヽ)

上腕背側部皮下鮨防厚 (mm)

肩甲骨下部皮ド脂筋厚 (mm)

B7±13

1つ 1±∞

015■ 8B

213±25

030±01X

l●7■ 42

●Ю

59± 36

“

■23

468±9
1唸士″

]30■ 55

崚 ±31

1●2土
"626土

“a5±21

0,1■ 005

1,2±47

275

″ ±3'

95■21

4“±52

102±3`

195±

"

6ま 1±27

la 3土 a2

551±6■

ヽヽ±21

0′±)"
]37± 36

29
48±19

"±
24

411■44

75± 19

103■ 41

182士∝5

1,7±36

m5■ 78

23±3Ю

∝η土ヽ 無

158±47

313

8Ю±OB

鶴 ±2Ю
y,±41

i5`± 52

157± 03

455■ 31

lB5±
"鬱 ±76

27■31

087±01"

195± 42

■ 5

Ю6±33

89■ 28

3′±47

1肛士m
21土

“

6・ 0±4D

l● 2±31

瑯0■85
213± 35

0“±∝12

108■ 57

350

7Ю士郷

%■27

312±

"142±

`7

“

9±65
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男 性 女 性

く費科 78>日本人威人男女轟準体の身体組威標準饉

s=4.46?r Tl6i r=0.8&! ?<0.00r

体 重 kgl

く資料 70>青年女性における体菫と体●
"量

.

'-051? p<0,00r

瞼●

"量
,瞼口

"量
′体●

"量
lL

O口傑

く資料 80>14●からmOま での女性 1“

人の体E鮨量 (BFM)と 臓口肪■(LBMD

の分布 (正常●ばかりでなくE清書や

全薇不撮産●●も含む)

(Forbes・ 1994を 書奢修正)

留

嘱
Ｓ
鑽
螢

輌
撻
編
‘
＼
輌
さ
彗
饉

69



^ +31Ю
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橘 ■2o o

ξ+100
く      。

響 =loЮ
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-31Ю

Ｓ
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班
疇
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く責科 81>標準体重からの偏盤とBMIの関係

130 140 16Ю 160 170 180 190 200 21,0 20 230 20 250 2● l ″ o

3Ml

く資料 82>BMIに よる肥満指標別にみた体脂肪 (女性)

3=l-28;4.-10.047 /=0I5?.i.
。皮下強脳量‐1 -十 ―
y‐Oαβ

“

-121% ,‐α9■
'■
●

。体内深部脂防量 二_ ,
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ロ̈
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2,00

23m

21∞

191X

171X

15m

13 1Xl 1021∞ 40

皮下脂肪厚法による体脂肪率(%)

20 25 30 ●●D Ю  45

年 齢 (歳)

く資料 83>ボディマス・インデツクス(BMD  く責‖ 84>皮下脂肪淳法と体水分法

の年齢変化 による体脂肪率の比較

く資料 85>体水分法と皮下脂肪厚法による体脂肪率

と皮下脂訪量,体内深部脂肪量との相関

く資料 86>L4LSの CT画像

(下力.1993を著者修工)

0      2,     卿      7Ю     l∞0

腹部lH防面積●げ)

く資料87>身体書虔法で静●したBF● とOT議でお定した
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 X+2B,3

sκt‐ 3Ю851ζ
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,‐Q7M Pく α∞1

皮下脂肪厚法による%BF

皮下臓肪量 (ヽ)

体内滉部脂肪量 (lg)

υ‐OЮ,3 X+l園

菫

“

●肪組●宙薇との口係(D“pr圏 ら,19961

71



サ

ー

ヘ

　
［

＼　　一　　　　嘩
く資料80>腹部と薔囲の測定部位 (下方

く責料89>HttL WHRと代謝変数との関係

給コレステロール (mgたの
LDLコ レステロール (ng′a)
HDLコ レステロール (聖 7dl)

HDL′ 総コレステロール

中性脂肪 (lng′d)
グルコース (mg7dの

収輸期血圧 (mmHgl
拡張期血圧 (mmHg)

ns

ヽ

-0351・・・

-0386・・ '

Q20・ `

0289・・

037■・・

0383・・・

も 140
,

目131
● lm
m
∽
110

Ⅲ   E   I
WHR

“
〓
Ｆ
●
●

螢
口
∩

囲
略
閾

０
卜
ヽ
∩
●

Ш

％

柳

８５

０

も
、
日

日
０

Ⅱ
lVHR

:    Ⅱ
VヽHR

0″8・

042・

-0401'・

-0"る・・・
03‐7・・

α331・・

0348・・

l13%'・

ヽ

-0432・
'・

-0391・・・

0297・・

0371・・ '

0101・

0219'

(注)・Pく oЮ5,`'pくl101,・・・2く olx l

く贅科 90>D嘔 とWHRの組み合わせによるE満農用にみた代‖特性
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く資料 91>肉口鵬腕壺田■に合併しやすい内科疾●と■●

1)内分泌 代謝長息    |
‐
Oイ ンスリン非依存型糖ス病,耐諸能異常 高インスリン血症
② 高脂峨 ,低 HDLコ レステロールlll症         ‐

2)循環器疾患    ‐ ‐
0冠動脈疾患  |
② 高血圧症,,離能異常

3)消化器突息
① 脂肪肝

4)呼吸器疾患
O睡眠時無呼吸症候群

く資料 92>階肪細胞の形態と肥満のタイプ

伏 野 池口,1"Gを著者修正)

肥満者の脂肪綱胞

く責科 93>体臓麟颯飽0分布からみた日満0タ イプ

(下力,1003を ■■修正)

腹部翠肥南        彎部大施部型肥満
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< lfl 94>Moltiple rbk fsctor syrdrome

く贅料 95>内EIH肪蓄積の成因と代樹異常 に永勝人 1"3を事奢修工)

シンドロームX 死の四重奏 インスリン抵抗性症候群 内臓腱肪症候群

耐構能異常

インスリン抵抗性

高インスリン血症

高中性脂肪血症

低HDLコ レステロール血i
高血圧

上半身肥満

耐構能異常

高中性脂防血症

高血圧

高インスリン血症

脂質●謝異常

高血圧

肥溝

糖尿病

内鷹脂肪蓄積

耐清能異常

インスリン抵抗性

高脂血症

高血圧

動脈硬化性心疾息

(徳永 19“ を著者修正)

肝臓でのインスリン感受性の低下

く資料 96>運動による内蔵脂肪の変化

(下村ら,1"5を著者修正)

腕

胸部

肛都

内躊脂肪

脚

腹部内畷脂肪型肥溝 皮下脂肪型肥満

74



肝麟
`r4ト

フ、セロリン

く資料97>内麟廂肪増加による高中性脂肪血症

(大野ら,1982を著者修正)
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