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緒

言

発育（growth）が生理的な現象である以上, 健康状態の指標として, 発育状態評価のもつ意味
は非常に大きい. 従って, 小児の身体発育値は, 身体発育に影響する多くの諸要因を反映したも
のとして, 個々の小児に対する健康教育における課題を探る大きな手がかりとなる. 小児の発
育状態を評価するには, 日本人固有の性別・年齢別の発育基準値（growth standard）が必要不可
欠である. 発育状態を評価するための目安づくりには, 発育経過の現状について情報を集める
（growth monitoring）必要がある. この monitoring によって集められた情報から身体発育の現状
を把握し, その結果に基づいて発育状態評価の目安としての growth standard を作成しなければ
ならない.
発育状態の評価には, 個々の小児を対象にした発育状態の評価と集団全体を対象にした評価
とが考えられる. 誤った評価を避けるためには, 主観に歪められない客観的な評価が重要であ
る. そのためには, 多くの対象を用いて計測, 測定を行い, その結果から一定の growth standard
を設定し, その standard と比較して判断を下す方法が必要である.
客観的な評価を行うには, 正しい計測及び測定が第一条件である. 身体発育の評価に必要な
尺度は, 評価対象の個人或は集団の属している母集団の規模, また性質など種々の条件によっ
て異なるが, 地域別（或は国別）, 性別, 年齢別などが一般的である. 一方, 客観的な評価に最低
限必要な発育指数は, 発育時期によって当然異なるが身長と体重は, 最も普通に用いられるも
のである.
わが国で, 合理的な発育状態の評価に必要な growth standard とされているものは, 最も大規模
な集団を対象とした全国的なものである. 代表的なものをあげると, 1960 年（昭和 35 年）から
10 年間隔で実施されている厚生労働省（Ministry of Health, Labour and Welfare）の「乳幼児身体
発育調査; National Growth Survey on Preschool Children」と 1948 年（昭和 23 年）から毎年実施さ
れている文部科学省（Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology）の「学校保健
統計調査; Annual Report of School Health Statistics Research」に報告されるデータを用いたもので
ある.
厚生労働省の「乳幼児身体発育調査」は, 「全国的に乳幼児の身体発育の状態を調査し, 我が
国の乳幼児の身体発育値及び発育曲線を明らかにして, 乳幼児保健指導の改善に資すること」を
目的としている. 文部科学省の「学校保健統計調査」は, 学校における幼児, 児童及び生徒の発
育及び健康の状態を明らかにすること」を目的としている.
身体計測値の standard は, 概念的には“その個体にとって生物学的にもっとも相応しい身体
計測値”と定義できる. しかし, 生物学的にもっとも相応しい身体計測値を定義することは不可
能である. 従って, 上記の資料に基づいた growth standard は, 大規模な集団を対象に計測, 測定
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されたデータに基づいているとは言え, cross-sectional-study の結果を基に, 特定年度における特
定集団の発育状態を示すものとして作成される. これらの standard は, 決して「理想値的」な性
格のものではなく, ある地域集団に属する子ども達の平均的な発育状態を集団として評価する
ための「現状値的」性格をもつ standard である. 従って, 発育状態が時代と共に, また環境の変
化と共に変化するものと考えると, 「現状値」自体の更新が必要である. 一方, 個々の子どもの
発育経過を評価するための standard として利用するためには, 各年齢における個人差を表すため,
平均値及び標準偏差, 或いは percentile (%ile)によって集団の分布幅を求め, この分布幅による発
育曲線（growth curve）の作成なども必要である.
現在, 基準値（growth standard）と言われるものの多くは, 身長や体重の現量値（distance）の
年齢変化に関する基準である. そこで, 小児の体格を評価する際に, 国別, 性別, 年齢別に発育
指数（身長や体重など）の標準値が必要であることから, 日本小児内分泌学会と日本成長学会の
合同標準値委員会が設置され, 日本人小児の体格の評価について基本的な考え方がまとめられ
ている. それによると, 以下の 4 条件を満たす年度の身長と体重の計測値を標準値とすることが
妥当であるとして, 「日本人小児の体格を評価する時, 平成 12 年度（2000 年）に厚労省及び文
科省が報告した身体計測値データから算出した基準値を標準値として用いるのが妥当である」
と結論している. その満たすべき 4 条件とは, 1)小児の全年齢（0 – 17 歳）にわたる年齢別身体測
定値が入手できる年度であること, 2)成人身長の secular trend が終了した年度であること, 3)成
熟の secular trend が終了した以降の年度であること, 4)肥満増加傾向が明らかになる以前の年
度であることとした. しかし, 検討の結果, 4 点を全て満たす年度はないことが判明したため, 1）
を必要条件とし, 4）より 2）及び 3）を重視し, 2000 年度のデータ（以下, 2000 年度データ）を
用いて算出した基準値を growth standard として用いることとしている.
そこで本報告は, 0 歳から 17 歳までの小児全年齢にわたる最も新しい性別・年齢別身体測定値
が入手できる平成 22 年度（2010 年）の「乳幼児身体発育調査」と「学校保健統計調査」の身長
と体重の測定値データを用いて日本人小児の体格を評価するための growth standard を検討して
いる. また, 先に, 日本小児内分泌学会と日本成長学会の合同標準値委員会が平成 12 年度（2000
年）のデータから作成した growth standard と本報告の結果を比較し, 2000 年度データを用いた
growth standard の妥当性を評価している.

方

法

1. 測定値データ
本報告は, 平成 12 年度（2000 年）と平成 22 年度に実施された厚生労働省「乳幼児身体発育
調査」及び文部科学省「学校保健統計調査」の結果から, 身長と体重に関する測定値データの平
均値及び標準偏差, 年齢別分布, percentile 値を用いて日本人小児の全年齢（0 歳-17 歳）の growth
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standard を作成し, これらの時期における日本人小児の身体発育値を検討している.
2. 厚生労働省「乳幼児身体発育調査」
この調査は, 学識経験者の協力を得て, 厚生労働省雇用均等・児童家庭局が行っている.
厚労省の「乳幼児身体発育調査」は, 「一般調査」と「病院調査」に分かれている. 本報告に
使用した「一般調査」とは, 国政調査区のうち層化無作為抽出した 3,000 地区内の調査実施日に
おいて生後 14 日以上 2 歳未満の乳幼児及び, 3,000 地区のうちから抽出した 900 地区内の 2 歳以
上小学校就学前の幼児を調査客体としている. 集計に用いられた客体数は, 平成 12 年度 8,157 人,
平成 22 年度 7,652 人であった.
調査事項は, 身長, 体重, 胸囲, 頭囲, 運動・言語機能, 栄養法, 母親の状況, 娩出方法等であ
るが, 本報告では身長と体重の年齢別平均値と%ile 値を用いた. 調査の実施時期は, 同年 9 月 1
日から 30 日までの期間で, 保健所が定めた日であった. 「一般調査」は, 原則として乳幼児の一
斉検診の形式で行う集団調査であり, 計測の方法は, 「乳幼児身体発育調査必携」に基づいて実
施された.
3. 文部科学省「学校保健統計調査」
この調査は, 文部科学省生涯学習政策局調査企画課が行っている.
文科省の調査範囲は, 幼稚園, 小学校, 中学校, 高等学校及び中等教育学校（中高一貫教育課
程）のうち, 文部科学大臣が予め指定した学校（調査実施校）であり, 調査対象は, 調査実施校
に在籍する満 5 歳から 17 歳（同年 4 月 1 日現在）までの幼児, 児童, 生徒の一部である. 調査対
象者総数は, 695,600 人で, 集計には層化二段無作為抽出法によって総数の平成 12 年度は 4.3%で
ある 29,910 人及び平成 22 年度は 4.8%である 33,388 人が標本として抽出された.
調査は, 「学校保健安全法」による健康診断の結果に基づき, 同年 4 月 1 日から 6 月 30 日の
間に実施され, 調査実施校の校長から都道府県知事を通して同年 8 月 10 日までに文部科学大臣
に提出された.
調査事項は, 「発育状態」と「健康状態」であり, 本報告では, 「発育状態調査」の身長と体
重に関する年齢別の平均値と標準偏差, 及び分布度数を用いた.
4. 年齢別平均値と標準偏差
学校保健統計調査では, 調査実施年度の 4 月 1 日から 6 月 30 日の間に実施された身長と体重
の年齢別（実施年度の 4 月 1 日現在）平均値と標準偏差が性別に示されている. 乳幼児身体発育
調査では, 出生時とそれ以降 0-1 月未満から 11-12 ヶ月未満まで 1 ヶ月間隔, 及び 2 年から 6 年
までは 0-6 月未満から 6-12 月未満までの身長と体重の平均値が示されている. そこで, 本報告で
は出生時を 0 歳, 1 年 0-1 月未満を 1 歳の平均値とした. また, 2 年以降 5 年までは, 学校保健統
計調査の実施時期（4-6 月）に合わせて, それぞれの 0-6 月未満の平均値を各年齢別の平均値と
して採用した. なお, 6 歳の平均値は標本数が多い学校保健統計調査の平均値を採用した. 一方,
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0-17 歳までの全小児期のデータが揃う平成 2 年度（1990 年）のデータも比較する資料としたが,
その年齢区分も上記の基準に準じた.
5. 身長と体重の性別・年齢別分布
乳幼児身体発育調査の報告書に 0 歳から 6 歳までの身長と体重の度数分布（Frequency）は
示されていない. 学校保健統計調査報告書には該当する度数（f）が ‰で示されている. ただし,
f を千分率（per mil, ‰）で示す際に, 小数点以下第 2 位を四捨五入してあるため, 計と内訳が
一致しない級間（class interval）がある.
6. Percentile（%ile）値の算出
乳幼児身体発育調査では, 性別・年齢別に身長と体重の 3, 10, 25, 50, 75, 90, 95%ile 値が示さ
れている. しかし, 学校保健統計調査では, percentile 値が示されていないため, 上述の度数分布
を用いて, 下記の方法により乳幼児発育調査同様に 3, 10, 25, 50, 75, 90, 95%ile 値を算出した.
1) 報告されている per mil, ‰による各級間の度数を 1,000 倍して度数分布（frequency
distribution）表を作成した.
2) 求められた度数（frequency; f）を用いて, 累積度数（cumulative frequency; cum, f）と相対累
積度数（relative cumulative frequency; cum, %）を求めた.
3) Percentile 値の算出
下記の式によって, 3, 10, 25, 50, 75, 90, 95%ile 値を算出した.
Pp = l + h (( Np - F) / fp)
ここで, Pp; 計算しようとする%, l; Pp の存在する級間の下限値, h; 級間の幅, Np; 総数
（N）×計算しようとする%, F; Pp の存在する級間の下限値（l）までの累積度数（cum.f）,
fp; Pp の存在する級間の度数（f）であり, 身長の級間は 2cm, 体重の級間は 1kg として
算出した.
4) Percentile rank (%ile rank; PR)の算出
下記の式を用いて, 平成 12 年度（2000 年）の身長及び体重の各%ile 値に相当する身長及
び体重が平成 22 年度（2010 年）の分布では何 PR に相当するかを計算した.
PR = 100/Nh ((fp (X-l)+Fh))
ここで, PR; 計算しようとする%ile rank, N; 総数, h; 級間の幅, X; 平成 12 年度の%ile 値に
相当する身長及び体重, fp; X の属する級間の度数, l; X の属する級間の下限値, F; l までの累
積度数であり, 身長の級間は 2cm, 体重の級間は 1kg として算出した.
7. 平成 22 年度（2010 年）における日本人幼児の身体発育値
0 歳から 17 歳までの身体発育値は, 年齢別の身長及び体重の平均値と標準偏差, 度数分布,
累積度数分布, %ile 値及び%ile 曲線（percentile curve）等によって検討した.
8. BMI 標準値の算出
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BMI の平均値と標準偏差及び BMI 分布は, 上記の両報告書には示されていない. そこで, 身
長と体重の同一%ile 値を用いて BMI を算出し, BMI の各%ile 値とした.
9. 身体組成値（体脂肪量及び除脂肪量）の算出
0 歳から 17 歳の年齢範囲に適用できる身体組成値予測式は存在しない. そこで本報告で身
長・体重・BMI という変数を用いて身体組成を予測する式（Komiya, 2009）;
男児：体脂肪量（FM, kg）= ( 0.408*BMI – 3.937)*HT, cm
女児：体脂肪量（FM, kg）= ( 0.462*BMI – 4.432)*HT, cm
を適用してみた. この式は, 平均年齢約 4 歳の男女幼児 233 人の体脂肪量を bioelectrical
impedance analysis (BIA)で求め, 体脂肪量指数（Fat Mass Index；FMI, Fat Mass/Ht2）と BMI を回
帰させて作られている. しかし, 被験者の年齢範囲から考えて, 2 歳から 6 歳の年齢範囲には適用
できても, 乳児や児童・生徒への適用には不適切かも知れない. 従って, 身体組成の発育値とし
ては推定式の適用範囲内から外挿したものに過ぎない.
10. 平成 12 年度（2000 度年）データを使用して作成された発育基準値（growth standard）
との比較
日本小児内分泌学会と日本成長学会の合同委員会が, 「日本人小児の体格を評価する際,
2000 年度に厚生労働省及び文部科学省が発表した身体計測値データ（2000 年データ）から算出
した基準値を今後も標準値として用いることが妥当であると結論した」
ものと今回 2010 年度
（平
成 22 年度）の計測データから算出した基準値を以下の 4 点から比較検討した.
1）身長と体重の年齢別平均値と発育速度（growth velocity）の比較,
2）身長と体重の相対累積度数分布（% cum）の比較,
3）身長と体重の%ile 値の比較,
4）身長と体重の%ile 値の変動.
各%ile 値に該当する身長と体重の発育値を平成 2 年度（1990 年）から平成 12 年度
（2000 年）までの 10 年間と平成 12 年度から平成 22 年度（2010 年）の 10 年間における
変動として比較するため Tukey mean-difference plots（m-d plots）法（Flegal et. al., 2000,
Katzmarzyk et al., 2002）を用いた. この方法は, X 軸上に各%ile 値に相当する身長や体重の
平成 12 年度と平成 22 年度, 及び平成 2 年度と平成 12 年度の値の平均値を求めてプロッ
トし, Y 軸上にはそれら 2 つの値の差をプロットする. 従って, Y 軸上にプロットされた点
は, 10 年間の値の変動の方向とその程度を表す. この変動は, 水平線 0 からの上下への隔
たりとプロットの広がりで評価される.

結果と考察
1. 平成 22 年度の平均値で見た日本人小児の身長及び体重の発育値
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表 1 は, 平成 22 年度（2010 年）の身長と体重の年齢別平均値を男女別に示している.
0 歳から 5 歳までの平均値は, 10 年おきに実施される乳幼児身体発育調査の結果であるため,
前回に調査された平成 12 年度（2000 年）の結果と比較すると, 男女の身長と体重ともにやや減
少傾向にある. 本報告では検討していない「胸囲」の平均値も 10 年前に比べてやや減少傾向に
あるため, 0 歳から 5 歳までの日本人乳幼児の身体発育値は, 近年若干ではあるが小さくなって
いるように思われる.

6 歳から 17 歳までの平均値は, 学校保健統計調査の結果である. この調査は, 毎年実施される
ため平成 21 年度（2009 年）の平均値と比較した. 男子の身長は 9 年齢（7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
17 歳）で前年度の平均値より減少し, 残りの 3 年齢（6, 13, 16 歳）では同じ平均値であった. 一
方, 女子の身長は 5 年齢（8, 10, 11, 14, 15 歳）で平均値が減少し, 2 年齢（13, 17 歳）では増加し,
5 年齢（6, 7, 9, 12, 16 歳）では同じ平均値であった. このように, 平均値が大きくなった年齢や
小さくなった年齢などがあるものの, その差は 0.1 – 0.2cm の範囲内であった. また, 昭和 35 年度
（1960 年）以降, 男女の平均身長は増加傾向にあったが, 平成 9 年度（1997 年）から平成 13 年
度（2001 年）あたりに平均値のピークがあり, その後の平均身長は横ばい状態にあると云える.
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同様に, 体重を前年度の平均値と比較してみると, 男子では 5 年齢（6, 7, 9, 10, 12 歳）, 女子
では 2 年齢（14, 16 歳）で平均値が減少し, 男子では 3 年齢（13, 14, 16 歳）で増加した. 残りの
男子 4 年齢（8, 11, 15, 17 歳）と女子の 10 年齢（6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 歳）では平均値が
殆ど同じであった. このように, 男女の体重も身長と同様に, 昭和 35 年（1960 年）以降, 増加傾
向にあった平均値が, 平成 10 年度（1998 年）から平成 15 年度（2003 年）あたりにピーク値を
示し, その後やや減少傾向にある.
図 1 は, 平成 22 年度（2010 年）における男女の身長と体重の発育曲線（growth curve）である.

-
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図 2 は, 身長と体重の発育速度曲線（velocity curve）である. 身長の発育交差現象（女子の平
均値が一時男子の平均値を凌駕する時期）は 10 – 11 歳に見られるが, 体重では 11 歳の平均値の
みが交差現象を示した. Peak Height Velocity (PHV)は, 男子で 11 – 12 歳（7.4cm/yr）, 女子では 9 –
10 歳（6.7cm/yr）にみられ, Peak Weight Velocity (PWV)は, 男子 11 – 12 歳（5.7kg/yr）, 女子 10 – 11
歳（4.9kg/yr）にみられた.
2. 平成 22 年度における児童・生徒（6 歳– 17 歳）の身長及び体重測定値の分布
巻末に示した付表 1 から付表 4 までは 6 歳から 17 歳までの身長及び体重に関する度数
（frequency, f）, 累積度数（cumulative frequency, cum. f）及び相対累積度数（relative cumulative
frequency, cum. %）を示している.
尚, 乳幼児身体発育調査には, これらの度数分布が示されていないため, 0 歳から 5 歳までの分
布は示していない.
3. 平成 22 年度における児童・生徒（6 歳– 17 歳）の身長及び体重測定値の度数分布図
図 3 は, 身長の度数分布を histogram として表したものである. 男子では 6 歳から 12 歳まで, 女
子では 6 歳から 10 歳まで, 度数のピーク値が漸次低下した. その後, 男子では 13 から 14 歳, 女
子では 11, 12, 13 歳へとピーク値が上昇した. その後の年齢でもピーク値は若干上昇したが, 15,
16, 17 歳の度数は近似した分布を示した.

これらのことは, 男女共通して、6 歳から 13 – 14 歳頃までは徐々に身長分布のピーク値が低

11

下し, 分布幅が拡大したことを示している. その後の年齢では, 身長分布のピーク値と分布幅は
一定化する傾向にあったが, どの年齢の分布パターンも正規分布に近い形を示した.
図 4 は, 体重の度数分布を histogram として表したものである. 体重の全体的な分布パターン
は, 身長のそれとは異なった傾向を示したが, 6 歳以降 11 歳頃までのピーク値の低下は身長と同
様であった.
体重も身長と同様に 11 歳頃まで, ピーク値を低下させて分布幅を徐々に拡大させるが, それ
以降はほぼ同じピーク値で推移し, 同じような分布幅を示している.しかし, 12 歳以降の分布パ
ターンは 17 歳まで殆ど同じであり, 右方向, 即ち, 体重の重い方へ裾野の広い分布パターンを
示し, 正規分布しない形を示した.

図 5 と図 6 は, 身長と体重の相対累積度数分布（relative cumulative frequency, cum, %）を示し
ている. この図は, 図 3, 図 4 と同様に, 左から 6 歳, 順次右へ 17 歳までの cum, %を図示してい
る. 従って, 性別・年齢別の各身長や体重値のパーセンタイル順位（%ile rank；PR）を推定する
ことができる. 例えば, 50%のラインとの接点から X-軸へ垂線を引けば, PR=50 の時の各年齢別
の身長や体重値が求められる. X-, Y-軸の単位を 1cm, 1kg や 1RP ずつの目盛りにすると, かなり
詳しく PR に対応した発育値を求めることができる. PR で基点は, 中央値（PR=50）になる.
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4. 平成 22 年度における児童・生徒（6 歳 – 17 歳）の身長及び体重の percentile（%ile）
値と%ile 発育曲線
上述したように, 体重の度数分布は正規分布しないで重い方に裾野の広がりを示すので, 統
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計学的には平均値と標準偏差で評価するより%ile 値で評価する方が合理的である. つまり, 体重
の平均値が実態より重い方に引きずられてしまうので, 体重の実態をより正確に評価するに
は%ile 値で表すのが良いと思われる. %ile 値（Pp）とは, p%ile の位置にある値, 即ち, PR に対応
する値のことである.
表 2 は, 平成 22 年度（2010 年）の 0 歳から 6 歳までの性別・年齢別の各%ile 値（3, 10, 25, 50,
75, 90, 97）に相当する身長を示している（厚生労働省, 乳幼児身体発育調査, 2011）. 本報告では,
3%ile – 97%ile までの 7 本の基準線を発育曲線基準線とした. 97%ile 値は, 同年齢の小児 100 人を
身長或は体重の低い方から高い方に並べた場合, 低い方から高い方に数えて 97 番目に, 3%ile と
は, 低い方から高い方に数えて 3 番目に相当する身長或いは体重を意味する. 従って, 97%ile 以
上は, 非常に大きな発育値を意味し, 逆に, 3%ile 以下は, 非常に小さな発育値を意味する. 通常,
中央値である 50%ile を中心に 75%ile 以下と 25%ile 以上の範囲内を正常な発育値と評価する.

表 3 は, 文科省が報告した平成 22 年度（2010 年）の 6 歳 - 17 歳までの身長の年齢別分布表（文
部科学省, 学校保健統計調査, 2010 年）から算出した各%ile に相当する身長の発育値を示し
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ている. 身長は, 男女とも, 上述したように各年齢の度数分布が正規分布に近かったため, 平均
値と 50%ile 値とは極めて近似した値を示した.
表 4 と表 5 は, 表 2 と表 3 と同様に, 各%ile に相当する体重の発育値を示している. 表 4 で乳
幼児の体重についてみると, 平均値と 50%ile 値は極めて近似しており, 厚労省の報告には体重
の分布は見られないが, この時期の体重分布は正規分布に近いことを示唆していた. しかし, 表
5 の 6 歳から 17 歳までの児童・生徒の年齢別平均値は, 体重の度数分布が全年齢で正規分布せ
ず重い方に裾野の広がりを示したため, 全年齢の平均値は 50%ile 値より大きかった. 中でも, 男
子では 15 歳の差が 1.84kg（59.5 – 57.66kg）と最も大きく, 女子では 10 歳の差が 1.22kg（34.1 –
32.88kg）で最も大きかった.

このことから, 体重発育値の評価に平均値と標準偏差を用いることは妥当でないことが明ら
かとなった.
図 7 と図 8 は, いずれも全国の乳幼児と児童・生徒を対象にした調査結果から求めた身長の発
育値を 3, 10, 25, 50, 75, 90, 及び 97%ile 曲線で示したものではあるが, 厚労省と文科省では客体
が異なるため、5 歳と 6 歳の間を不連続として表した. 但し, 分布の歪みやバラツキを補正する
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平滑化は行っていない. しかし, 身長は男女とも図 3 に示したように分布に歪みやバラツキが少
ないため, 各%ile 曲線ともスムーズな曲線を示した.

-

図 9 と図 10 は, 上記と同様に体重の発育値を%ile 曲線で示している. 体重は, 身長とは異なり,
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分布に歪みがあり, バラツキも大きいため, 身長ほどスムーズな曲線が得られなかった. 従って,
体重の発育値では%ile 曲線の平滑化（Cole, T.J., 1990; Kato, N., Takimot, H., Sudo, N., 2011）が必
要であると思われる.
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平成 22 年度（2010 年）における年齢別・性別の身長・体重・BMI・体脂肪量・体脂肪率・除
脂肪量の%ile 別の発育値は, 付表 5（その 1 – その 9）に示した. 但し, BMI の%ile 別の発育値は,
BMI そのものの度数分布が公表されていないため身長及び体重の各%ile に相当する身長と体重
値から算出したものである. 従って, BMI の発育基準値（growth standard）とするには多少無理が
ある. また, 身体組成値である体脂肪量（FM）と除脂肪量（FFM）は, 幼児を対象に開発した式
（Komiya, 2009）を用いているため, 身体組成の発育基準値も妥当性は低い. しかし, 乳児を除い
て, この式で求めた児童・生徒の身体組成値は, 幼児の値と年齢的には連続性を示している.
BMI, 除脂肪量, 体脂肪量, 及び身体脂肪率の発育曲線は, 巻末の付図 1 から付図 6 までに示し
ている.
5. 平成 22 年度（2010 年度データ）と平成 12 年度（2000 年度データ）の平均値で見た
日本人小児の身長及び体重発育値の比較
1) 現量値の比較
図 11 と図 12 は, 男女の身長と体重の発育現量値曲線（distance curves）を平成 12 年度（2000
年）と平成 22 年度（2010 年）で比較している.この 10 年間の growth curve にそれ程大きな差は
認められない. 特に, 乳幼児の身長及び体重の年齢別平均値には殆ど差が認められない. 6 歳か
ら 17 歳までの身長における平均値を比較すると, 男子では, 12 年齢中 8 年齢, 女子では 9 年齢に
おいて平成 22 年度の平均値が低下している. しかし, その低下は非常に小さく, 男子では-0.5cm
（12 歳）, 女子では-0.3cm（11 歳と 14 歳）が最も大きな低下であった. 一方, 児童・生徒の体
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重では, 男子の全 12 年齢で, 女子では 10 年齢で平成 22 年度の平均値の方が低く, 男子では
-1.3kg（12 歳）, 女子では-1.2kg（12 歳）という大きな平均値の低下を示した.
これらのことから, この 10 年間における児童・生徒の平均身体発育値は若干小さくなってい
る傾向にあることがわかる. 中でも, 体重の低下は女子に限定された傾向ではなく, 男子の体重
も 15 歳まではこの 10 年間で平均値が低下している.
2) 発育速度の比較
図 13 と図 14 は, 身長と体重の発育速度曲線（velocity curves）を平成 12 年度（2000 年）と
平成 22 年度（2010 年）で比較している.

図 13 によって, 身長の発育速度, 即ち, 年間発育量

（cm/yr）をこの 10 年間で比較すると, 17 の年間発育量のうち男子では 7 つの年間で, 女子では
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11 の年間で発育量が 10 年前より低下していた. 同様に, 図 14 によって, 体重の発育速度を比較
すると, 男女共に 9 の年間で年間発育量が 10 年前より低下していた.
次に, これらの図を用いて身長発育速度ピーク年齢（Peak Height Velocity; PHV 年齢）と体重
発育速度ピーク年齢（Peak Weight Velocity; PWV 年齢）をこの 10 年間で比較した. その結果, peak
velocity が 10 年前より前傾したのは女子の PHV（2000 年: 10-11yr vs 2010 年: 9-10yr）だけで, 男
子の身長と男女の体重では peak velocity の年齢は 10 年前と同じであった. しかし, 平成 22 年度
（2010 年）の peak 時の身長と体重の発育量は, いずれも若干ではあるが 10 年前より低下してい
た.
これらのことから, 女子の PHV 年齢を除いて男子の PHV 年齢と男女の PWV 年齢は, この 10
年間では変化していないが, 全体的にみて身長と体重の発育速度（年間発育量）は, この 10 年
間でやや減速されているように思われる.
6. 平成 22 年度（2010 年度データ）と平成 12 年度（2000 年度データ）における日本人小
児の身長及び体重の percentile 値の比較
表 6 と表 7 は, 各%ile に相当する身長の値を, 表 8 と表 9 は, 各%ile に相当する体重の値を平
成 12 年度（2000 年）と平成 22 年度（2010 年）で比較している. いずれも, 0 歳から 5 歳までの
値は, 厚労省の報告を用い, 6 歳から 17 歳までの値は, 文科省報告の身長及び体重の度数分布表
から独自に算出したものである.
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7. 平成 22 年度（2010 年度データ）と平成 12 年度（2000 年度データ）における日本人小
児の身長及び体重の相対累積度数分布（relative cumulative frequency, cum%）の比較
先述したように, 乳幼児の度数分布は公表されていない. 従って, ここでは 6 歳から 17 歳まで
の児童と生徒を客体として比較している.
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図 15 と図 16 は, 身長と体重の年齢別 cum%を平成 12 年度（2000 年; ○）と平成 22 年度（2010
年; ●）で比較している. 年齢別の cum%曲線は, 左端に 6 歳を右端に 17 歳を示している.
図 15 は, 身長の cum%曲線の比較であるが, 男女とも 10 歳以降に, 同じ身長に対する cum%が
平成 22 年度（2010 年）で若干ではあるが高くなっている.
図 16 で体重の cum%曲線を比較すると, 身長とは異なり 6 歳から既に平成 22 年度（2010 年）
の cum%が同一体重では上位にあり, 平成 12 年度（2000 年）とは大きな差を示した.

これらのことから, 平成 12 年度（2000 年）の各%ile に相当する身長及び体重値が平成 22 年度
（2010 年）の度数分布ではどのような percentile rank（%ile rak; PR）に相当するかを検討した. そ
の結果, 例えば, 12 歳女子の平成 12 年度（2000 年）の 50%ile に相当する体重 43.96kg は, 平成
22 年度（2010 年）の分布では 56%ile 値に相当した. このように, 平成 12 年度と同じ身長や体重
は, 平成 22 年度の分布では高い cum%になる. 即ち, 平成 22 年度の身長は男女とも 10 歳以降, 低
身長化しており, 平成 22 年度の体重は既に 6 歳から大きく低体重化していることになる.
8. 各%ile 値に相当する児童・生徒の身長及び体重の 10 年間における変動
3, 10, 25, 50, 75, 90, 97%ile に相当する性別・年齢別の身長及び体重の平成 2 年度（1990 年）
から平成 12 年度（2000 年）までの 10 年間と平成 12 年度（2000 年）から平成 22 年度（2010 年）
までの 10 年間における変動を M-D plots 法によって検討した.
つまり, 各%ile に相当する身長及び体重の平成 2 年度（1990 年）と平成 12 年度（2000 年）
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の平均値及び平成 12 年度（2000 年）と平成 22 年度（2010 年）の平均値「(1990+2000)/2, 及び
(2000+2010)/2」を X-軸に, Y-軸には平成 2 年度（1990 年）と平成 12 年度（2000 年）及び平成 12
年度（2010 年）と平成 22 年度（2000 年）の各%ile に相当する身長及び体重の差（2000-1990,
2010-2000）をプロットし, それぞれの 10 年間における身長及び体重の変動を比較した. 従って,
Y-軸 0 の水平線上にあるプロットは, 両年度における同一%ile に相当する身長及び体重が同じ
であることを示す. その 0 line より上方への隔たりは, 平成 12 年度（2000 年）と平成 22 年度（2010
年）の身長及び体重の方がそれぞれの 10 年前より大きいことを示し, 同時にその差の程度を示
している. 逆に, 0 line より下方への隔たりは, 平成 12 年度と平成 22 年度の身長及び体重の方が
小さいことを示している. また, 曲線全体の右方向への shift は, 身長及び体重の分布がそれぞれ
の 10 年間で大きい方へ trend したことを示す.
図 17 は, 6 歳から 17 歳までの男子児童・生徒の身長に関する M-D plot である. 6 歳から 9 歳ま
での男子児童では, 平成 2 年度からの 10 年間も平成 12 年度からの 10 年間も各%ile に相当する
身長には差がなく, 特に, 平成 12 年度からの 10 年間ではどの%ile も殆ど同じ身長を示した. そ
の後の年齢でも, 平成 12 年度からの 10 年間では, 若干 0 line より低いプロットは多いが, この
10 年間における身長にはどの%ile にもそれ程大きな変化は見られなかった. しかし, 平成 2 年度
からの 10 年間では, 多くの%ile に相当する身長が 0 line より上方にあり, この 10 年間では身長
の大型化が見られた.
図 18 は, 6 歳から 17 歳までの女子児童・生徒の身長に関する M-D plot である. 女子の身長も
男子と同様に, 平成 2 年度からの 10 年間では多くの%ile で身長の大型化がみられた. しかし, 平
成 12 年度からの 10 年間ではどの%ile も若干低身長化を示した.
このように, 平成 2 年度からの 10 年間に見られた身長の大型化は, 平成 12 年度からの 10 年
間では弱まり, 全%ile の身長はむしろ若干ではあるが低下傾向にある.
図 19 は, 男子児童・生徒の図 20 は, 女子児童・生徒の体重に関する M-D plot である. 体重の
M-D plot は, 男女で類似しており, 6 歳, 7 歳の低年齢と 15, 16, 17 歳の高年齢の M-D plots は, 両
10 年間で類似しており, 10 年間の差は小さく, 0 line に接近した plots を示した. しかし, 8 歳から
15 歳までの年齢では, 平成 2 年度からの 10 年間では 0 line より上方にプロットされ, 体重の増
大がみられたが, 平成 12 年度からの 10 年間では, 逆に体重の減少が見られた. 但し, この傾向
は 50%ile 以上の体重から徐々に強くなり, 3%ile から 50%ile までの低%ile では, 平成 2 年度から
の 10 年間における増大も平成 12 年度からの 10 年間における減少もそれ程大きくはなかった.
これらの結果から, 近年の 20 年間における身体発育値の変動は, 先の 10 年間では身長も体重
も増大傾向にあったが, この 10 年間では, 逆に, 減少傾向にある. 特に, 体重の減少傾向が大き
い. 身長の低下傾向は小さいが, 50%ile 以上に相当する身長の低下傾向は著しいことがわかる.
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要約と提言
1. 要約
本報告は, 0 歳から 17 歳までの小児全年齢にわたって最も新しい性別・年齢別の身体測定値が
入手できる平成 22 年度（2010 年）の「乳幼児身体発育調査」と「学校保健統計調査」の身長と
体重の測定値データを用いて日本人小児の体格を評価するための growth standard を検討してい
る. また, 先に, 日本小児内分泌学会と日本成長学会の合同標準値委員会が平成 12 年度（2000
年）のデータから作成した growth standard と本報告の結果を比較し, 2000 年度データを用いた
growth standard の妥当性を, 1）身長と体重の年齢別平均値と発育速度（growth velocity）の比較, 2）
身長と体重の相対累積度数分布（%cum）の比較, 3）身長と体重の%ile 値の比較, 4）身長と体重
の%ile 値の変動の比較という 4 点から評価している.
その結果に基づいて, 本報告は, 日本人小児の体格を評価するための growth standard はどの
ように作成すべきかについての提言を試みている.
結果は, 次のように要約できる.
1. 平成 22 年度（2010 年）の平均値からみた日本人小児の身体発育値
1) 平成 12 年度（2000 年）における 0 歳から 5 歳までの平均値と比較すると, 男女の身長
と体重ともにやや減少傾向にあり, 日本人乳幼児の身体発育値は, 近年若干ではあるが小
さくなっているように思われる.
2)

6 歳から 17 歳までの身長の平均値は, 平成 21 年度
（2009 年）の平均値と比較すると, 平
均値が大きくなった年齢や小さくなった年齢などがあるものの, その差は 0.1 – 0.2cm の
範囲内であり, 平均身長は横ばい状態にあると云える. 体重はやや減少傾向にある.

3) 身長の発育交差現象は, 10 – 11 歳に見られるが, 体重では 11 歳の平均値のみが交差現象
を示した.
4) Peak Height Velocity (PHV)は, 男子で 11 – 12 歳（7.4cm/yr）, 女子では 9 – 10 歳（6.7cm/yr）
にみられ, Peak Weight Velocity (PWV)は, 男子 11 – 12 歳（5.7kg/yr）, 女子 10 – 11 歳
（4.9kg/yr）にみられた.
2. 平成 22 年度（2010 年）における児童・生徒（6 歳—17 歳）の身長と体重の測定値分布
1)男女共通して、身長の分布は, 6 歳から 13 – 14 歳頃までは徐々に分布のピーク値が低下し
て, 分布幅が拡大し, その後の年齢では, 身長分布のピーク値と分布幅は変動しない傾向
にある.
2) 体重も身長と同様に 11 歳頃まで, ピーク値を低下させて分布幅を徐々に拡大させるが,
それ以降はほぼ同じピーク値で推移し, 同じような分布幅を示す.
3. 平成 22 年度における児童・生徒（6 歳 – 17 歳）の身長と体重の percentile（%ile）値と%ile
発育曲線
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1) 平成 22 年度（2010 年）の 6 歳から 17 歳までの身長の年齢別分布は, 男女とも, 各年齢
の度数分布が正規分布に近かったため, 平均値と 50%ile 値とは極めて近似した身長を示
した.
2) 乳幼児の体重では, 平均値と 50%ile 値が極めて近似しており, この時期の体重分布が正
規分布に近いことを示唆した. しかし, 6 歳から 17 歳までの体重の度数分布は全年齢で正
規分布せず重い方に裾野の広がりを示したため, 全年齢の平均値は 50%ile 値より若干大
きかった. このことから, 体重発育値の評価に平均値と標準偏差を用いることは妥当では
ないことが明らかとなった.
3) 身長の%ile 発育曲線は, 男女とも分布に歪みやバラツキが少ないため, 各%ile 曲線とも
スムーズな曲線を示した.
4) 体重の%ile 発育曲線は, 身長とは異なり, 分布に歪みがあり, バラツキも大きいため, 身
長ほどスムーズな曲線が得られず, %ile 曲線の平滑化が必要であるように思われた.
5) BMI の%ile 別の発育値は, BMI そのものの度数分布が公表されていないため身長及び体
重の各%ile に該当する値から算出したものであったため, BMI の発育基準値（growth
standard）とするには多少無理があった.
6) 身体組成値である体脂肪量（FM）と除脂肪量（FFM）は, 幼児を対象に開発した式を用
いているため, 身体組成の発育基準値としての妥当性は低い.
4. 平成 22 年度（2010 年度データ）と平成 12 年度（2000 年度データ）における日本人小児の
身長及び体重発育値の比較
1) 発育現量値の比較
この 10 年間の growth curve にそれ程大きな違いは認められない. 特に, 乳幼児の身長及び
体重の年齢別平均値には殆ど差が認められず, 6 歳から 17 歳までの身長における年齢別平
均値は, 平成 22 年度の平均値の方が小さいものの, その低下は非常に小さかった. しかし,
児童・生徒の体重は, 男子で-1.3kg（12 歳）, 女子で-1.2kg（12 歳）という大きな平均値の
低下がみられた. これらのことから, この 10 年間における児童・生徒の平均身体発育値は
小さくなっている傾向にあった.
2) 発育速度の比較
発育速度, 即ち, 年間発育量（cm/yr）をこの 10 年間で比較すると, 17 の年間発育量のうち
身長では男子の 7 つの年間, 女子の 11 の年間で発育量が 10 年前より低下し, 体重の発育
速度を比較すると, 男女共に 9 の年間で年間発育量が 10 年前より低下していた. しかし,
PHV も PWV もこの 10 年間に大きな変化はなかった.
3) %ile 値の比較
同じ%ile に相当する身長や体重の発育値は, この 10 年間でそれ程大きくは違わないが,
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分布パターンの違いから, 同一発育値であっても, 平成 22 年度の分布では若干高い%ile
に相当した. このことは, %ile rank の比較でも認められた. このことから, この 10 年間で
は低身長化, 及び低体重化が認められる.
4) 各%ile に相当する身長及び体重の 10 年間における変動
各%ile に相当する性別・年齢別の身長及び体重の平成 2 年度（1990 年）から平成 12 年度
（2000 年）までの 10 年間と平成 12 年度（2000 年）から平成 22 年度（2010 年）までの
10 年間における変動を M-D plots 法によって検討した. その結果, 近年の 20 年間における
身体発育値の trend は, 先の 10 年間では各%ile の身長も体重も増大傾向にあったが, この
10 年間では, 逆に, 減少傾向にあり, 特に, 身長の低下傾向は小さかったが, 体重の減少
傾向が大きかった.
以上の結果を総合的に判断すると,日本人小児の体格を評価する発育基準値（growth standard）
について, 以下のように提言することができる.
2. 提言
日本人小児の発育状態を評価するには, 日本人固有の性別・年齢別の発育基準値（growth
standard）が必要不可欠である. この基準値作成には, 発育経過の現状について情報を集める
（growth monitoring）必要がある. この monitoring によって集められた情報から身体発育の現状
を把握し, その結果に基づいて発育状態評価の目安としての growth standard を作成しなければ
ならない. そして, 誤った評価を避けるためには, 客観的な評価が重要であるため, 多くの対象
を用いて計測, 測定を行い, その結果から一定の growth standard を設定し, その standard と比較
して判断を下すことが重要である. しかし, これらの standard は, 決して「理想値的」な性格の
ものではなく, 日本人小児の平均的な発育状態を集団として評価するための「現状値的」性格を
もつものである. 従って, 発育状態が時代と共に, また環境の変化と共に変化するものと考える
と, 「現状値」は更新される必要がある.
日本小児内分泌学会と日本成長学会の合同標準値委員会は, 日本人小児の体格の評価につい
ての基本的な考え方をまとめ,「日本人小児の体格を評価する時, 平成 12 年度（2000 年）に厚労
省及び文科省が報告した身体計測値データから算出した基準値を標準値として用いるのが妥当
である」と結論している. 果たして, この基準値は, 10 年経過した現在, 即ち, 平成 22 年度（2010
年）以降もそのまま使用できるものであろうか？
本報告は, 発育基準値（growth standard）の作成に関しては, 基本的に上記合同標準値委員会
の考え方に同意している. 身長はこの 10 年間, どの%ile の身長も若干低下している傾向にはあ
るが, 正規分布に近い状態を維持し, 分布状態にも大きな変動はみられない. 従って, 身長の発
育基準値にはそれほど大きな修正は必要ないようにも思われる. しかし, 体重はこの 10 年間に
おける減少傾向が大きく, 特に, 50%ile 以上の高体重群の体重低下が大きい. このことは, この
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10 年間における体重分布の変動を示唆しており, 上記合同標準値委員会の体重に関する基準値
は修正される必要がる. また, この 10 年間における身長の小さな低下傾向と体重の大きな減少
傾向というアンバランスな変化は, 身長と体重を組み合わせて評価に使用する体格指数, 例え
ば Body Mass Index (kg/m2) などにも影響を及ぼすことになる.
発育状態が時代と共に, また環境の変化と共に変化する生理現象であると考えると, 「現状値
的」性格をもつ今回のような発育基準値（growth standard）は, 少なくとも 10 年に一度は更新さ
れる必要があることを提言したい.
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