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緒言

「体型の発生学」

体型には発生学的 (Embッologicd)な 特徴があるといわれている。その発生学 (Embryology)は ,胚

(Embryo)の発生を研究する学問であり,embryoは ,動物では誕生の前段階にある全ての組織と定義され

ている.Embryolo"で は,主 に受精卵の発生と組織や器官への分化を取り扱っている

胚の発生は,次のような過程を経過 して生体となる

卵割 (clcavagc):ヒ トの受精卵は,体細胞分裂,いわゆるllP害1か ら始まる 卵害1は,細胞数を 2の級数で

増やし,2細胞期に左右,4細胞期に前後,8細胞期に腹背に分かれる。

胞胚期 (blastula stage):体 細胞分裂の結果,図 Aに示したような胞胚 (blastula)と いう細胞の塊とな

る.あ る程度細胞数が増えると,内部に空洞ができ,外側は一層の細胞に覆われる。この時期を胞胚期と呼

び,内部の空洞を胞胚腔 (blastococd)と 呼ぶ .
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図 A多 細胞生物 の胚葉 (GERM LAYERS)

原腸形成 (gastrulation):こ の表面の一部が凹み (原腸陥入),陥入 した部分が原腸 (archenteron)と

なり,こ の出入 り口は原口 (blastoporc)と 呼ばれる。この段階を原腸胚 (gastrula)と 呼び,そ の形成を原

腸胚形成  (gastrulation) という

胚葉の分化 :ヒ トの胚では,胞胚期までは殆ど同じ細胞の集まりであるが,原腸が陥入したことで,それ

まで平等に並んでいた細胞が内側と外側に分かれる この時,外側に残つた細胞群を外胚葉 (cctodcm),内

側に入つた細胞群を内胚葉 (cndodcrrll)と 呼び,外胚葉と内胚葉の隙間に入 り込み発達する細胞群を中胚

葉 (mesOderm)と 呼んでいる すなわち,原腸胚形成が起こるとすぐに細胞は 3層 に分かれる

受精直後の胚は,将来どのような組織,器官になるかは決定されていないが,原腸形成後には組織 と器

官が構成されるようになる.しかし,こ れは遺伝的なプログラムによつて調節 され,環境要因によつても



変わりうるものである.

この 3胚葉は,そ の元になる細胞集団の胚における位置や1子来どのような組織や器官になるかなどによ

って定義された細胞 (組織集団)である ヒトの胚葉は,外胚葉,内胚葉,中胚葉の順で進化する。

外胚葉 :外胚葉は,皮膚の表皮,毛髪,爪 ,皮膚腺 (乳腺・汗腺など),感覚器 (口 腔・咽頭・鼻・唾液

腺など)な どを構成する また,外胚葉の一部は発生過程で溝状に陥入 して神経管を形成 し,脳や脊髄など

の中枢神経系のニューロンなどの元になり,末梢神経も構成する.

内胚葉 :内胚葉は扁平な細胞からなり,次第に柱状の構造になる これが食道から大腸までの消化管とな

る また,消化管の他に肺・甲状腺 '膵臓・肝臓などの臓器組織,消 化管に開口する分泌腺細胞,腹膜・胸

膜・喉頭・耳管や気管・気管支・尿路などを構成する

中胚葉 :中 胚葉は,体腔及びこれを裏打ちする中皮・筋肉 。骨格・皮膚真皮 。結合組織・心臓・血管・血

液・ リンパ管や牌臓・腎臓及び尿管,性腺などとなる。

各体細胞機能は,こ の 3つの胚葉を由来に進化・成長 し,機能を構成 していく。従つて,ヒ トの体型が胚

の発生に伴 う発生学的特徴をベースにして表現されていることは事実である しかも,3胚葉の発生が遺伝

学的なプログラムで調節されていることも事実である しかし,胚葉の分化は,環境要因の影響により変

わりうるものでもある.すなわち,体型には発生学的特徴があるとしても,成体後の 3胚葉を階層化 (定量

化或いは点数化)することは不可能である.

「Heath_ca“er法 と発 生 学 及 び 体 組 成 との 関 係 」

Heath‐ Cater法 (1967)は ,Sheldon's methodを 人体計浪1法 (anthropometrical measurements)と 写

真観察法 (phOtoscopic method)を 用いて改良したシステムである.従 つて,Sheldon法 を踏襲して体型の名

称に 「内胚葉性体型 :Endomorph」 「中胚葉性体型 :Mcsomorph」 「外胚葉性体型 :Ectomorph」 という発生

学用語を用いている しかし,こ れらの体型は,発 生学でいう「内胚葉 :Endocm」 「中胚葉 :Mcsodcrm」 「外

胚葉 :Ectodcrm」 から進化 したものを定量して定義したものではない。この方法は,Shcldon法 の photosco● c

mcthodと 結びつけて,Endomorphyは ,身長 (staturc,cm),上 腕背側部皮脂厚 (tHccps,mm),肩 甲骨下部

皮脂厚 (subscapular,mm),腰部皮脂厚 (suprttliac,mm)の 4変数,Mcsomorphyは ,身長 (stature,cm),上

腕骨端幅 (humcrus brcadth,cm),大 腿骨端幅 (たmur brcadth,cm),上 腕囲 (uppcr arm gi■ h,cm),下 腿囲

(Cdf」■h,Cm)の 5変数,Ectomorphyは ,身長・体重比 (heightoweight ratio;HWR)の 1変数から各要因

scOrcを算出し,それぞれの scorcを 1-7の尺度に分類するものである.次に,こ の方法は,3要因 scorcを

「cndomorphy― mcsomorphy一 cctomorphy」 順 (cg卜 5‐ 2)|こ ならべ要因 scorcの優位性から体型を判別 し

ている

Hcath‐Cmcr法 は,発生学の用語である 「cndo‐,mcso‐,cctO‐ 」を用いて体型を評価 している.し かし,こ の

方法は,胚葉の分化により発生するであろうと考えられる組織。器官をイメージし,写真撮影によつて判別



された同一外観の被験者群の人体計測による数値の階層化から体型を評価 しているに過ぎない.

一方,Heaht・ Carter法 は,図 Bに示 したように somatotypc catcgyを 13に分類 しているが,こ れらは大き

な3つの catcgoッ に簡約できるとし,Carterと Heath(1990)は ,それらの体型の特徴を以下のように記述し

ている 「It is cxprcsscd in a thrcc‐ numbcr ralng,rcprcscnting thrcc componcnts of physiquc:(1)CndOm。 つhy rctrs

to relat市 c fatncss;(2)mcsomOrphy rcfcrs to musculoskeletal robustncss rclat市 c to hcight;and(3)cctomOrphy rcfcrs

to rdativc lincarity」 。そ して,こ の somatotypeは,以下のよ うな使途があると述べている「Thc sOmatotypc

can bc uscd to rccord changcs in physiquc and to cstimatc gross biological diffcrcnccs and sirnilaritics among human

bcings.」  .

しかし,最近,Hcath‐Cancr法による体型は,こ の3つ のsomatotypcを ,以下のような形態的特徴と機能特

性をもつと解釈され,体力科学,ス ポーツ科学,臨床医科学などで広く用いられている.

Ectomorphy pcrson(e.gl‐ 1・ 7):こ の体型は,細 い体で,腕や脚が細く,体脂肪が少なく,屈 強な筋をもち,

背が高く,痩せている「長距離ランナー」や「バスケットボール選手」のような体型である。この体型の人

は,持久力,柔軟性,及び敏捷性などの能力が高いとされている

Mcsomorphy pcrson(cg l‐ 7‐ 1):こ の体型は,胸や肩に幅広い筋をもち,非常に筋骨退 しい腕と脚をもつ丈

夫な体をもち,体脂肪の少ない体型である 典型的なタイプは,重量挙げの選手や砲丸投げの選手などで

ある.

Endomorphy pcrson(cg,7‐ 1‐ 1):こ の体型は,大 きくて丸い体で,頚が厚くて短く,腕や脚も短く,体脂肪

を蓄えた傾向にあるずんぐりした体型である.こ の体型の人は,一般に体力に劣 り,ス ポーツに向かない

体型である.

Hctth‐ Cartcr法が,発生学とは無関係に写真による外観からの体型評価であるのであれば,それはそれで

意味がある。しかし,こ の体型が physにd itncssや physicJ pcrforrnanccを も包含 したものと解釈すると問題
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は大きい つま り,体 格の相互関係 による形態的特徴づけを体型 とす るな らば,体 型 を機能 させ
,

performanceを 発揮させるのは体型を構成 している体組成であろう 身体の外観的表象を評価 し,併せて

その身体の生理機能をも評価 した体型を検討するには,予測変数としての体組成が重要であると考える

そこで,本報告‐3は,こ れまでの報告‐1,‐2の結果を踏まえて,発生学的な用語を用いた体型名の表示は

別問題として,さ しあたつて Hctth‐Caner法に予測変数として体組成をカロえた体型評価の予測式を検討し

ている。

「Heath_carter法 に体組成変数 を組み込んだ予測式の開発」

方法

Sample

サンプルは,1983-1996年 の間に,九州大学健康科学センター小宮研究室における重水希釈法による

体水分量の測定に参加 した 7歳から77歳まで (平均年齢 31.7± 16.6)の 男性 317名 の人体計浪1値 と身体組

成浪1定値である.

人体 計測 と形態 指数

人体計測は,身長 (Staturc,cm),体 重 (Body mass,kg),上 腕囲 (Uppcr arln gitth,cm),下腿囲 (Cdf

gnh,cm),上腕骨端幅 (Humcrus brcadth,cm),大 腿骨端幅 (Fcmur brcadth,cm)を マルチン法による一

般的な方法で計演1し た 形態指数は,上記の計演1値を用いて,身長一体重比 (hdght‐ wdghtralo;HWR)を 算

出した

皮下脂肪厚測定

皮下脂肪厚は,上腕背側部 (THccps,mm)・ 肩甲骨下部(SubsCapular,mm)。 腸骨上部 (Suprdlね c,mm)。

下腿部(Cat mm)を 栄研式キャリパーで同一検者が測定した。

体組成 の測定

重水の経 口投与に よる Komtta(1981)の 希釈法によつて測定 した体水分量 (totJ body Watcr,TBW)

を用い,除脂肪 量 (Faticc mass;FFM)は ,FFM,kg=TBW,kg/0732に よつて求 め,体重 ―FFMか ら総

体脂肪量 (total body fat mass,FM,kg)を 求めた,体脂肪量指数 (Fat masS indcx,kg/m2)と 除脂肪量指数

(Fat‐icc mass lndcx,kノ m2)は ,総体脂肪量,kg/身 長,m2と 除脂肪量,kg/身 長,m2でそれぞれ算出した.体

脂肪率(%FM)は ,(FⅣν体重)・ 100で算出した

5



体型 分類 予 測式

以下の 4つの方法により体型評価予測式を作成 した

1.Hcath‐Cartcr法 に採用されている 10変数を用い,Endomorphyは ,4変数 (身長・上腕背側部皮脂厚 。肩

甲骨下部皮脂厚・腰部皮脂厚)を ,Mcsomorphyは ,6変数 (上腕囲・下腿囲・上腕骨端幅 。大腿骨端幅・

上腕背側部皮脂厚 。下腿部皮脂厚)を ,Ectomorphyは,身長と体重から算出した HWRを説明変数とし

てそれぞれの予測式を作成 した

2本研究独自に測定した 5つの体組成変数 (総体脂肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数)

だけを説明変数としてそれぞれの予測式を作成 した

3.Hcath‐ Cancr法 に採用されている変数に 5つの体組成変数を加え (Endomorphy:身 長・上腕背側部皮脂

厚・肩甲骨下部皮脂厚・腰部皮脂厚・総体脂肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数 ,

Mcsomorphy:上 腕囲・下腿囲 。上腕骨端幅 。大腿骨端幅 。上腕背側部皮脂厚・下腿部皮脂厚・総体脂

肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数,Ectomorphy:HWR。 総体脂肪量・除脂肪量・

体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数),それぞれの予測式を作成 した

4.最後に, これまでの全 15変数を採用してそれぞれの予測式を作成 した.

次に,それぞれの 3-要 因スコアを組み合わせて体型を分類し,X‐ ,Y‐ 軸の値からsomatocha■ にプロット

し,併せて 13の somatotypc catcgoncsに 体型を分類 した

統 計 的方 法

結果は,全て Mcan tt SDで表記 し,平均値間の有意差検定には onc‐factor ANOVAを 用い,5%未満

を有意水準とした。体型評価のための各要因―スコアと体格変数及び体組成変数間の関連は,それらの説

明変数を用いた変数増加法による重回帰分析 (stcpwisc rcgrcsJon andy」 s)を行い, 自由度修正済み決定係

数 ぼ
2と

自乗平均平方根 (Root Mcan SquarQ RMS残差)な どから各 3要因―スコアに対して影響の大きい人

体計測変数及び体組成変数の選択を行つた .

結果 と考察

I.被験者の体格と体組成及び体型の特徴

図 1は,被験者 317名 の年齢分布を示している.10‐ 19歳 と 20‐29歳,つまり,10歳代から20歳

代までの若年者層が約 59%と 最も多く,次に,40歳代が 15%と 多く,30歳代,50歳代,60歳代は 6‐8%

で,10歳 以下と70歳以上は,1‐3%と 少ないサンプル構成であつた

表 1は ,Hcath‐Cattcr法 に用いられている 10の人体計測変数とHWRの 平均値を年齢別に示し,全サ

ンプル 317の平均値 との差の検定結果を示 している.全体平均値 と有意な差を示 した年齢が少ない項目

は,大腿骨端幅 (5‐ 9歳 )と 上腕骨端幅 (5‐ 9歳 と 50‐59歳 ),及 び月易骨上部皮脂厚 (30-39歳 と70-79歳 )

6
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図 1.被験者の年齢分布
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表 1.Hcath‐ Carter法に使用されている変数の平均値

Total

(n‐ 317)

Mean ttSD

5‐ 9yr

(n‐4)

Mean± SD

(n‐ 81)

MeantSD

(n‐49)

50‐ 59yr

(n=23)

Mean t SD

60‐ 69yr

(n=20)

Mean tSD

(n‐ 10)
(■

‐106)         (n‐ 24)

Mean tt SD     Mean tSD     Mean ttSD

S■ tu re,cm

Body mass,k8

Upper arm,cm

C」 icm

Humenls,cm

Felllur,Cm

THceps,mm

Subscapular,mm

Supraminc,mm

Cali mm

317■ 16.6

1670± 86

6571± 138

260± 34

363± 35

664± 04

978± 06

H.1± 50

17.1■ 83

17.4± 91

14.4± 53

41.73± 24

1282■ 38“ '

2750± 46■ “

244± 49'・

260± 21'☆ ☆

5.08± 03★ "

799± 05織・

128± 3.3″ s

90± 32“s

i46± 70■ s

188± 25"∫

4260± 16″ s

1フ 3± 27'“

1669± 93″∫

6164± 152・

252± 41″s

358± 4.1"∫

658± 0.4″ s

,87■ 08"5

12.4±64'

149± 84★

171± 108嬌

17.8± 5.9☆ ●●

4268± 25'・

1646± 6'"`

ヮo ll± 99″
`

276± 29'

365± 26“∫

694± 04●●

985± 05″∫

121± 31″ s

238± 61☆●

20.5± 58″ s

146± 57■ s

4005± 15'・

645± 26・ "

1626± 48'

5760± フ.フ
☆・・

244± 17★

337± 24'・

671± 02〃 s

969■ 05"∫

78± 18"

147± 44“∫

136± 46′
“

115± 43・

4224■ 2.3■ ,

1609± 85☆・

5697± 58・・

242士 :3・

328± 20'☆・

676± 0_2●∫

975± 04′ :s

87± 33'

152± 61″ s

12.6± 48・

129± 24″ s

4187=16"`

219± 23・・ '   359■ 23"s

1704± 55''   169.3± 49″5  1661■ 6.9″∫

68.04■ 128"∫   7419± 86■ ■  69.15± 12′ ″s

261± 33″ 5   283■ 18'・    26フ ±20ぉ

371■ 28・ 390± 29''   367± 28″ j

661± 03″ s    669± 0.2"5   672■ 03“∫

981± 04“∫    981± 05"s   969± 06“ s

l12± 54■ s    H.4± 3.5ぉ    98± 2.871J

160± 92"∫     21.8± 3.8● ●   19フ ±49'

16.7± 10.5"s   219■ 6.3・    186± 57● 5

13.0± 42' 140± 3.9■ s   13.0± 48瑯

4204=27″s   4038± 15''  4065± 13☆・

"″
0′イi rα

“
′K/g■gr“at″Oο

'・
つくaυ′,★・ァ a Oο

“

であ り,殆 どの年齢群 は全体平均値 と類似 した値 を示 した。一般 に,皮 下脂肪厚 は,約半分の年齢群で

有意差を示さず,類似 した皮脂厚を示 した それに対 して,体重と上腕囲や下腿囲は,多 くの年齢群で

全体平均と有意な差を示 した このように, 当然のことながら,人体計測値には年齢特有の傾向がみら

れた.

表 2は ,Hctth‐ Cancr法 によつて算出された somatotype scorcの 年齢別平均値を示 し,全体平均値との

差を検定した結果である 3つの scorcに 共通して全体平均と有意な差を示 したのは,30歳代と 50歳代

で,cndomorphyと mcsomOrphyで は30歳代と50歳 代の平均値が全体平均値より有意に大きく,cctomOrphy

表 2. Heath‐ Cartcr法による somatotype‐ scoreと X‐ ,Y― coordinates scoreの 平均値

Total

(■
‐317)

Mean± SD

5o9yr
(n■ ) (n=81)

Mean ttsD Mcan ttSD Mcan± SD Mean ttsD

(■
‐106) (昴=24)

40‐ 49γ r

(Il“9)

0・ 69y「

(n=20)

フ0・ 79y「

(■
‐10)

50‐ 59yr

(n‐ 23)

Mean ttsD     Mean± SD M輌 ±SD   Mean± sD

EndOmorphy

Mcsomorphy

Ectomorphy

Y‐

441± 1.9

4.49■ 13

2.11± 16

‐2.30± 3.3

2.44± 2.8

366± l.3"5

4.35± 0.9″ 5

263± 12″ 5

■ 03± 24″∫

2.42± 15″5

4.22± 22● 5

420± 16″∫

276士 :7''

■.46±38★

132± 31'●

4.17± 2.1"∫

4.20■ 14"∫

2_38± 1.7だ

‐:.79± 37″∫

175± 2.7・

5.35± 1.4●

5.14± 10'

1.17■ 0.9'●

・418± 2_1・ '

420=2.6''

477± 10●5

4.86± 0.8"s

l.32± 08●・

・345± 1.6★

364± 20'"

548± 11“

542■ 0.9・・

l oo± o9★ '

‐448± 1.9''

437± 23''

3.66± 1.0"s

4.47± 0.9“∫

2.42■ 14"s

■.24± 242● 5

286=2.4■ 5

366=1.3″ ∫

4_“ ±10●5

2H± 112∫

‐155± 2.3″ j

313=23鳳 5

′″0′

“
′rda′ 峨 /1ga grο

“
2シく″υユ・1〆αθ′,・・ンくa ωO′ ,"∫

=″"■
l■lPl■CS"“
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では全体平均値より有意に小さかつた。しかし,10歳 以下と 20歳代,及び 60歳代と 70歳 代の 3つの

somatotypc scorcは,いずれも全体平均値とは有意な違いを示さなかつた

図 2は,上記の somatotypc scorcか ら計算 した X‐coordinatcsと Y‐ooordinatcsの 平均値を用いて

somatochartに プロットした年齢群別の sOmatoり pcの分布図である。若干,30‐ 40‐50歳代の体型グループ

とその他の年齢の体型グループとに分かれる傾向を示したが,報告‐2に記述 したように,被験者の最も

多くが属する Mcsomorph‐ cndomophの 体型領域に全ての年齢群がプロットされた.

図 2.被験者の年齢別 somatotypeの 分布

これらのことは,報告‐1で も示したように,特に低年齢だからとか特に高年齢だからといつて,

に依存する特有の somatotypc scorcを示すとは限らないことを示している 従つて,今回の分析は,

プルを年齢別に分害1す ることなく,全サンプルについて予測式の開発を行った

表 3は,本研究に採用 した体組成 5変数の年齢別平均値を示 している。20歳代,70歳代,及び 60歳

代の体組成値は全体平均値と有意な差を示さなかつたが,他の年齢群では,10歳以下と 10歳代が全体平

均値より有意に低い値を,30歳代-50歳代までは有意に高いという体組成特性を示 した.

齢

　

ン

年

　

サ

表3.本研究に採用した体組成変数の平均値

潟1) l「針  lL:i羊
r ll樹

［̈一

‐49yr

(ll-49)

50‐ 5"r
(■
‐23)

60‐ 69yr

(■
‐20)

フ0‐ 7,yr

(n‐ 10)

Mean± SD   M●anttSD    Mcan± SD    MeallttSD    Mean ttSD McanttSD Mem iSD Mean ttSD    MeanttSD

Total body tti mass,kg  i7.51± 7.2   ■ib± 2.5''   1538±6.9'    16.94± 7.7"5   22.55± 5.4●● 19.74± 53●

49.03± 8.7"`

28.6± 44'

7.20± 1.6●

1783± 1.8'

21.99± 6.5''

5047± 7.5"5

303± 53''

808± 22''

1853± 22・・

1433± 33"`

43.26± 53'

247± 37″∫

543± 13"∫

1637± 20″ s

1737■ 84″∫

4506± 108",

26_9± 65"∫

6.35± 25“∫

1669=22“ ∫

Fat‐ Frce mass,kg     47 63士 ,0   20.38± 2.3☆ ''  4529± 91'   49.35± 7.6"∫    5:26± 7.9″ 5

26:±66   25.4± 4.9 Fs   24 4■ 66'    24.7± 7.5■s   304± 49''

Fat lllass index,kg/nl=    632± 25    430± 13″5    552± 23・・     596± 28"5     808± 2.0■ ●

Fat‐ Free nlasS IIldeL kg/m: :フ 09■ 22   1239± 1.0''・   :6.25± 22●・   17.16± 2.1″s   1819■ 17・

И″0′

“
,rara7埓 ′g■ g′ο

“
′,ツκaめ ,・ 1〆 a Or,・・フo οοο′,パ ="all‐

Sな lll′

“
″C″

H Hcath‐Cancr法 の各要因に使用されている変数を使用した予測式 (1)

先ず,Hcath‐ Caicr法 がそれぞれの要因 scorcを 算出するために用いている変数,す なわち,

Endomorphyhaは ,身長・上腕背側部皮脂厚・肩甲骨下部皮脂厚・腰部皮脂厚の 4変数を,Mcsomorphyは ,
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上腕囲・下腿囲 。上腕骨端幅・大腿骨端幅 。上腕背側部皮脂厚・肩甲骨下部皮脂厚の 6変数を,そ して ,

Ectomorphyは HWRの 1変数をそれぞれ用いて,3要 因 scorcそ れぞれの予測式を変数増加法による重回帰

分析によつて検討 した その結果か ら,重相関係数 (R)と 自由度修正済み決定係数 (R■
2)の

最 も高かつ

た予測式を求め表 4に示 した McsomOrphy scorcは ,R=.847と R■
2=_.712と い う他の 2 scorcよ り低い値を

示 した .

表 4.Henth‐ Carter法 に使用される 10変数を使用した somato‐ score予測式

Heath・ Carter法 の使用変数 :身長・体重・L腕囲 F腿閉・L腕骨端幅・大腿滑端幅・上腕背側部皮脂厚・7R~甲 骨下部皮脂厚・

腰部皮脂厚・HWR(身 長・体重比 )

Endomorphy:身 長・ li腕背側部皮脂厚・ lll甲 骨 下部皮脂 lt/・ 腰部皮脂厚

y=‐ 006(身 長)+068(L腕背側部皮脂厚)+094(IFl'ド 什 卜劇
`皮

脂厚)+094(腰部皮脂厚)+1425

Mesomorphy l ll腕 囲  卜腿 Jll・ |:腕 骨 ri.IIf.大腿骨端幅・ li腕 背側部皮脂厚・ ド腿部皮脂厚

y=112(L腕 骨端幅)193(大 腿骨端幅)+258(11腕 囲)■ 009(「腿囲)+088(L腕 背側部皮脂厚 )‐ 035(下腿部皮脂厚)-1900

EctOmorphy:印″R

y= 653(HヽVR)-25119

R‐ 994:R● 2_988

R=847;R´ ‐ 712

R=995:R■ 2.991

III体組成 5変数を使用 した予測式 (II)

表 5は,3つの要因 scorcを 算出す るのに 5つの体組成変数 (総体脂肪量・除脂肪量 。体脂肪率・

体脂肪指数・除脂肪指数)のみを用いた分析結果である Ectomorphy scorc予 測式だけは,R=948と

R■
2=897と い う高い値が得 られたが,他の 2つの予測式ではそれ程高い Rと R*2は得 られなかつた

表 5.体組成 5変数を使用した somato‐ score予 測式

体 組 成 変 数 :総体脂肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数

Endomorphy

y=162(総体脂肪量)・ 105(除 脂肪量)+191(体脂肪率)・ 485(体脂肪指数)+637(除脂肪指数)-6250   R=851:R★ 2=720

Mesomorphy

y=201(総体脂肪量)‐ ■62(除脂肪量)+138(体脂肪率)■ 680(体脂肪指数)+829(除脂肪指数)-4756   R=873,R'2=758

Ectorno rphy

y=・ 211(総体脂肪量)+178(除 月旨肪量)‐ 206(体脂肪率)+824(体脂肪キ旨謝k)・ 1010(除月旨肪指数)+14758   R= 948:R★ 2= 897

Ⅳ.Hcah‐Cmcr法 の各要因算出に使用されている変数に体組成変数を加えた予測式 (Ш )

表 6は ,Hcath‐Cancr法 が 3つの要因 scorcそ れぞれに用いている変数に 5つ の体組成変数を加えた,す

なわち,Endomorphyでは 9変数,Mcsomorphyで は H変数,Ectomorphyで は 6変数を説明変数として投

入し,変数増加法によつて分析 した結果である.3つの予測式は,いずれも非常に高い Rと R*2を 示 した

Endomorphy scorcの 予測式では,9変数のうち 7変数が有効な変数とされ,その中に 3つの体組成変数が

予測にZ、要な変数として選択された.Mcsomorphy scorcの 予浪1式では,H変 数のうち上腕背側部皮脂厚

を除いた 10変数が有効な変数とされ,そ の中には 5つ の全体組成変数が予測に必要な変数として選択さ

れた Ectomorphy scorcの 予測式では,体組成変数は全て予測に必、要な変数としては選択されなかつた.



表 6.Heath‐ Carter法 の使用変数 に体組成 変数 を加 えた sOmato‐ score予 測式

Endomorphy:身長・上腕背側部皮脂厚・肩甲骨下部皮脂厚・腰部皮脂厚・総体脂肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数

y=・ 006(身長)+070(上腕背側部皮脂厚)+084(肩 甲骨下部皮脂厚)+090(腰部皮脂厚)+067(体脂肪率)‐ 164(体 脂肪指数)

+082(除脂肪指数)・ 458                                    R=995:R■ 2=990

Mesomorphy:上腕囲・下腿囲・上腕骨端幅・大腿骨端幅・上腕背側部皮脂厚・下LIt部皮脂厚・総体脂肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数

・除脂肪指数

y=258(上腕骨端幅)+520(大 腿骨端幅)■ 172(上 腕囲)+050(下腿囲)‐ 018(下腿部皮脂厚)+436(総体脂肪量)‐ 319(除月旨肪量)

+ 052(体脂肪率)-1291(体月旨肪指数)+1033(除脂肪指数)-11653                                  R= 963:R・ 2= 926

Ectomorphy:HWR・ 総体脂肪量・除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数

y=653(HWR)-25119                                                            R= 995;R'2=991

V.本研究に使用 した全 15変数を使用した予測式 (Ⅳ )

最後に,3つの要因 scorcを予演1する説明変数として,Heath‐ Carter法の 10変数と体組成の 5変数を

合わせた 15変数全てを用いて,変数増加法によつて予測に有効な説明変数を検討 した 表 7は ,そ

の結果であるが,3つ の予測式とも極めて高い Rと R*2を 示した.し かし,Mcsomorphy scorcの 予測式に体

組成変数は 1つ も有効な説明変数として選択されなかつた.

表7.本研究に採用した全変数によるsomato‐ score予 測式

身長・体重・上腕囲・下腿囲・上腕骨端幅・大腿骨端幅・上腕背側部皮脂厚・肩甲骨下部皮脂厚・腰部皮脂厚・HWR(身 長・体重比)・ 総体脂肪量

除脂肪量・体脂肪率・体脂肪指数・除脂肪指数

Endomorphy

y=‐ 006(身 長)+065(上 腕背側部皮脂厚)+085(肩 甲骨下部皮脂厚)+08911E部 皮脂厚)+008(下腿部皮脂厚)+070(体脂肪率)

‐170(体脂肪指数)+088(除 脂肪指数)‐ 663                                  R=995;R力 2=990

Mesomorphy

y=‐ 131(身長)■ 188(上腕囲)+161(下腿囲)+859(上 腕骨端幅)+602(大 腿骨端幅)‐ 019(上腕背側部皮脂厚)・ 016(下腿部皮脂厚)

R=1000:R・ 2=1000+4502

Ectomorphy

y=117(身長)‐ 088(体 重)040(上 腕囲)029(下腿囲)160(上 腕骨端幅)+028(上腕背側部皮脂厚)‐ 008(腰部皮脂厚)+021(除脂肪量)

‐142(体脂肪率)+347(体 脂肪指数)‐ 298(除脂肪指数)3125                           R=986:R奮 2=972

Ⅵ 開発 した予測式の精度

表 8は,上記の 4方法 (I,H,III,IV)に よるそれぞれの予測値の平均値を示 し,Hcat‐ Cancr法 によ

る実浪1値 との差を検定 した結果である 4つの方法による3要因 scorc,及 び X‐ ,Y‐軸値ともに Hcath‐Cancr

法による実測値との間に有意な差はみられなかつた.

表 9は,Hcath‐Cartcr法 による実測値と 4つの方法によるそれぞれの予測値間における差の平均値を比

較している.4つ の方法によるどの予測値も実測値とはそれ程大きな違いは示さなかつた.

図3は,そ れらの差の平均値を図示 し,検定したものであるが,4つの方法の間で有意な差がみられたの

は,Ectomorphy scorcの 差だけであつた この Ectomorphy scorcの 差は,本研究に使用 した全 15変数を使
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表8.Somatotype‐ sco reと X― ,Y‐ coordinatcs scoreの 実測値と予測値の平均値

Heath‐ Carter     Heath‐ Carter'

meOlod          ll Variables

(ObServed vnlue)    (1)

M輌 土 sD

3ody compOsitio口      Heath‐ Carte:'variables Heath‐ Carter'1l variables
and 3ody cOmpOsition 5

variables(IV)
5 variab:● 3 and Body compOSitioll S

(II)         Variables(111)

MeaniSD McanttsD MeanttSD Mean ttSD

Endomorphy    4.41± 19

Mesomorpby   4 49± 13

Ectomorpby    2H± 16

x.        ‐2.30± 3.3

4.42± 1.8"∫

4.47± 1.1“∫

213± 1.6層s

‐2.29± 3.3"s

238± 2.2"∫

440± 1.6″s

4.53± 1.2″∫

210± 1.511s

・230± 3.1パ

255± 2.3■ 5

444± 1.8″5

448土 :43パ

2.13± 1、6パ

‐231± 3.3″ s

238± 2.7″∫

444± 18″s

451± 13"∫

204± 16″J

‐2.40± 3.3■ 5

2.55± 23"∫
Y‐ 2.44± 2.8

″VOルク,0おい at・a″′κ 卜凛 ¨ ″va′螂 , ド` 鴫・ シ‐ σr,☆・ 124“り′,lls:"“ ‐5甲
"′`“

C′

表 9.実 測値と 4つの方法による予測値間の差の比較

Nlean ttSD   Mean tSD M“n ttSD

1喘I珊遺 鴫 鶉 肝
“朧 I:in

(1)       (II)         (■ :)         5 varinb!es(IV)

MeanttSD

Endom orphy

Mesomorphy

Ectomorphy

滲

Y‐

‐0.0301LO.2

0017± 0.4

‐0.015± 0.2

0.015± 0.3

0.052± 1.3

-0.027± 02

-0.018± 00

0.078± 0.3

0.105± 0.4

‐0.113± 12

-0.014± 0.2    0.007± 1.0

0.026± 07    ‐0036± 0.6

‐0.015± 0.2    0.014± 0.5

-0.001± 03    0.007± 13

0.054± 1.8    -0119± 1.5

用した予演1式 (IV)に よるものが大きく,他の 3つの方法のいずれとも有意な差を示 した

0“

0025

‐0025

005

‐0025

0075

005

0

0025

Ю .05

PREDlCTED
H     Iロ II     III

PREDICTED

X‐COORDINATE

I     II    【H    IVI     11     111     lV
PREDICTEDPREDiCTED

図3実測値と4つの方法による予測値及びX.Y‐軸値の差の比較

図 4は,4つ の方法による somatotypcを 平均値でプロッ トしたものであるが,4つ の体型 とも MesOmorph

cndomorph体型に属 し,殆 ど同一領域にプロッ トを示 した .

図 5か ら図 7ま では,Hcath‐Ca■ cr法による各要因 scorcの実測値 と4つの方法による予測値 との関係を

図示 している 各図 とも,左 に実測値 と予測値の関係 を,右側にそれ らの残差を示 している 実演1値 と予

測値の相関係数 (R)|ま ,Hcath‐Cancr法の各要因に使用 されている変数 を使用 した予測式 (I)(こ よる

Mcsomorphy scorcの R=845(図 6)か ら本研究に使用 した全 15変 数を使用 した予測式 (IV)に よる
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図 4.4つ の方法の予測式 による somatotype
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図 5 Endomorphy scoreに 関する実測値と4つの方法による予測値との関係

Mcsomorphy scorcの R=1.000(図 6)ま で,非常に高い有意な相関係数を示 した また,自 乗平均平方根 (Rool

Mcan Squarc:RMS)残 差も体組成 5変数を使用した予測式 (II)に よる Ectomorphy scorcの RMS残 差=9H

(図 7)か ら本研究に使用 した全 :5変数を使用した予測式 (IV)に よるMcsomorphy scorcの RMS残差=004

(図 6)ま で,非常に小さな値を示 した。しかし,4つ の方法の中では,体組成 5変数を使用した予測式 (II)
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図 6 Meso“ orphy storeに 関する実測値と0つの方法による予測値との関係

による 3要因 scorcの Rが低 く,

予測式は,3要 因の予測精度が ,

る

図 7 EctomorPhy sCOrtに 関する実測博と0つの方法による予測値との関係

RN/1S残 差も相対的に大きかつた。従つて,体組成だけを説明変数とした

体組成変数と人体計測変数を組み合わせた予測式より劣るように思われ

Ⅵ I。 今回開発 した予測式の中でベス トと考えられる予沢1式

そこで,こ れまでに分析 してきた 4つの方法の中で,Hcath‐ Cattcr法 によつて算出される

Endomorphy,Mcsomorphy,Ectomorphyの それぞれの scorcを 予測する最も妥当な式を検討 してみた.そ の判

断基準は,相関係数 (R),自 由度修正済み決定係数 (R■
2),自

乗平均平方根 (RMS)残差である

表 10は ,そ の結果妥当であろうと選択 された各要因 scorcの 予測式である Endomorphy scoreは ,

Hcath‐Cattcr法の説明変数全てを体組成変数に置き換えても実測値に近い scorcが得られることがわかつた.

Mcsomorphy scorcは,HCath‐ Cattcr法 に採用されている全ての変数が選択され,体組成変数は必、要な説明変

数としては選択されなかつた しかし,HCath‐Cartcr法 は,上腕囲 (cm)か ら上腕背側部皮脂厚 (cm)を差

し引き,下腿囲 (cm)か ら下腿部皮脂厚 (cm)を 差し引いて説明変数としている.従 つて,こ の変数が除脂

肪量 (FFM)変数として寄与しているのかも知れない このことは,今後検討するど、要がある Ectomorphy

scorcは ,oHgllltt mcthodの HWR変 数だけが選択され,体組成変数は選択されなかつた しかし,HWRは、

BMIと 同じく体重と身長の比であるため,体脂肪量と相関する BMIを 変数として投入すると体脂肪率,す

なわち,相対的な肥満度の説明変数として選択されたかも知れない

0

L。   源,誡
ORPll■ ‖
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表 10 8omato・ Bcore予 測式 の開発

Endomorphy

y=162(総体脂肪量)‐ 105(除脂肪量)■ 191(体脂肪率)・ 485(体脂肪指数)+637(除脂肪指数)-6250

Mesomorphy

y=‐ 131(身 長)+188(上腕囲)+161(下腿囲)+859(上腕骨端幅)+602(大腿骨端幅)019(上腕背側部皮脂厚)016(下腿書
`皮

脂厚)

+4502

Ectomorphy

y= 653(Hヽ〃Rl-25119

いずれにしても,我 々が必要としているのは,anthropologicd somttotypcではなく,報告‐2に も記述した

physiological somatotypcで あるため,Hcath‐ Cattcr法 による体型とは異なる新たなraing fomの作成が必要で

ある

VIII.開 発 した予演1式による体型と体組成の関係

最後に,こ れから検討に入る phyJologlcd somatotypc rtting fomの 作成のために,今回開発 した

予測式から評価された体型における体組成の特徴と関係を分析 した

図 8は,被験者 317名 の so甑 o″ pC分布であり,左がongind mcthodに よる実測値を用いた分布で,右が

今回妥当であろうと判断 した予測式による分布である 下段は,それぞれの平均と標準偏差を示 している

平均値でも分かるように,予測式による分布も o●gha mcthOdに よる分布も殆ど同一の体型領域に分布じ

ているが,若千予測値による分布の方が収飲 した分布になつている

HEATH‐ CARTER METHOD

図 8.Heath― Carter法 と予

PRED10「 IVE EQUAT10N

測式による solnatowpeの 分布
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Hcath‐ Cartcr法 は,それぞれの予沢1式から求められた Endomorphy,Mcsomorphy,Ectomorphyの scorcを組

み合わせて体型を評価 し,3つ の要因 scorcを一定の式に代入して X― ,Y‐coordinatc scorcを 求め,somatocha威

にプロットするものである。この時,体型は表 Hに示 した dcinlionに よつて 13の体型に判別される

表 11.Heath― Carter法 によるsomatotypeの 種類と定義

Derln16o●Somatotype category

Balallced endomorpb:

lヽesomorphic endomorph:

ⅣIesomorph‐ endomorph:

EndomOrphic mesolnorph:

Balanced mesomorpb:

Ectomorphic mesomorph:

4ヽesomorph‐ ectomorph:

Mesomorphic ectomorph:

Balanced ectomorph:

Endomorphic ectomorph:

Endomorph― ectomorph:

Ectomorphic endomorph:

Central:

EndomorpLy is dominant and mesomorphy and ectolllorphy are equal(or dO nOt di“ er by lnore than on← half unit).

Endomorphy is dominant and mesomorphy is greaterthan ectomOrphy.

Endomorphy and mcsomorphy are equal(Or do 00t differ by nlore than One‐ har unit),and ectomorphy is smaler.

Mesomorphy is dominant and endomorphy is greater than ectomorphy.

Mesomorphy is dominant,endomorphy and ectomorphy are less and equal(Or dO not difFer by more than on←
half unit).

Ⅳlesomorphy is dominant,and ectomorphy is greaterthan endomorphy.

Mesomorphy and ectomorphy are equal(Or dO nOt differ by more than one‐ halF unit):and endomorphy islower.

Ectomorphy is dominant;and mesomorphy is grenterthan endomOrphy

Ectomorphy is dominant;endomorphy and mesomOrphy are equa:and lower(Or do not difFer by lnore than on←
half unit)

Ectomorphy is dominant;endomorphy is greater than mesomorphy.

Endomorphy and ectomorphy are equal(or do nOt difFer by more than on← half unit);and meSomorphy islower

EndomOrphy is dominant;and ectomorphy is greater than mesomorphy.

No component differs by more than one‐ har unit from the other two,and consists of rating of 2,3,or 4.

表 12は,oHgind mcthodに よる体型分布と予演1式による体型分布を比較し,それら体型の一致率を示し

ている o五gind mcthodと 予測式共に,3 Mcsomorph‐ cndomorph体型に判定された者が最も多く,onglnd

mcthodが 83例 (262%),予測式が Hl例 (350%)であつた。この dcinhionに 該当しない体型が 2例みられ

たが,origind mcthodに よる体型と予測式による体型の一致率では, 13 CcntrJ(786%),10 Endomorphc

cctomorph(66.7%),3 Mcsomorph‐ cndomolph(59.0%),2 Mcsomorphic cndomorph(536%)な どの体型が高い一

致率を示した.ongind mcthodに よつて,7 McsomOrph‐ cctomorph体 型に判定された 8例は,予測式との一

致が全く認められなかつた 結局,体型としての totJな一致率は,約 50%に とどまつた

表 12予 測式による評価体型の一致率

Somatotype categow Heath‐ Carter method  Predic● ve equa“ on  Coinddence(number) (%)

1.B81anced endomorph:

2.Mesomorphic endomOrph:

3.Mesomorph‐ endomorph:

4.Endomorphic mesomorph:

5.381anCed mesomorph:

6.Ectomorphic mesomorph:

7.Mesomorph― ectomorph:

3.Mesomorphic ectomorph:

9.Balanced ectomorph

10.EndOmorPhic eCtOmorph:

11.Endomorph― ectomorph:

12.EctomOrphic endomorph:

13.Central

Unidentined

Total

:7

69

83

46

11

8

8

30

23

3

1

2

14

2

317

16

52

111

39

9

4

0

25

28

4

0

2

25

2

317

8

37

49

9

7

2

0

16

15

2

0

0

11

2

156

鋼
飾
５９．。
‐９．６
６３．６
２５．。
０
５３３
６５．２
６６．７
０
０
獅
‐００
４９．２
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表 13は,予測式によつて判定された体型どうしで Endomorphy,McsomOrphy,Ectomorphyの 各 scorcが類

似 している (統計的に有意差のない)体型を示 している.例えば,2.McSOmorpht CndomOrphと 3.

Mcsomorph‐ cndomorphと いう体型の Endomorphyと McsomOrphyの scorcは ,他の 9の体型 (判 定できなか

った 2体型を除く)の どの scorcと も類似 しない,2.McsOmOrphiC Cndomorphと 3.Mcsomorph‐ cndomorphと

いう体型独特の scoreで あることを示している.逆に,l BJallccd endomOrphと 5.Bdanccd mcsomorphの 3

要因 scorcは ,6.Ectomorphic mcsOmOrphの 3要因 scOreと 全て類似 していた また,12 Ectomorphic

cndomOrphと  13.Ccntralの McsomOrphyと Ectomorphyの scorcは , l Balanccd CndomOphy,6 Ectomorphic

mcsomOrph,8 McsomOrphic cctOmOrph,9 Bdanccd Cctomorph,13 Ccntrdな
ど5つの体型の scorcと 類似して

ぃた.こ のように,そ の体型独特の scorcを 示す体型は少なく,多 くの体型がお互いにかなり類似 した SCOrc

を示した.つまり, これほど細かく体型を細分化するZ、要があるかどうかは疑間であり,今後の課題でも

ある.次に,予測式によつて判定した各体型の体組成について分析 した

表 13予測式による Hの somatotype categoriesに おける3要因 (endomOrphy,mesomorphy,

ectomorphy)ス コアの類似した (有意差のない)体型

Somato categow Endomorph Mesomorph Ectomorph

:ぶ l写i胤1:i咄:」

I満 赫 I鳳続
‐13:蒲 報 :五.111.… …
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12.Ectolnrphic endonlorph

13.Central

13.Central
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13.Centra:
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鰤1椰事理担1癬L…10 Endomorphic eCtOmOrph

10 Endomorphic ectomorph 9.Balanccd ectomorph
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12.Ectomrphic endomorph  :2 Ectom rphit

図 9は ,予測式によつて半1定 した 11の体型における体脂肪率 (%FM)の平均値を比較 している これ
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らの体型の中で,%FMが 平均的な値を示 したのは 10 Endomorphic cctOmorphで あ り,%FM=256で あつた

最大の%FMを 示 した体型は,2 McsOmOrphに cndomorphで ,明 らかに肥満 と判定 され る332%で あつた 逆

に,最小の%FMを示 したのは 6 Ectomorphic mcsOmOrph(%FM=131)で あ り,明 らかな痩せ体型であつた

そ の 他 ,3 McsOmOrph‐ cndomorph,4 Endomolphic mcsOmOrph,12.Ectomorphに
cndomorphの 3体型 は ,や や

過体重傾向にあると思われるが,l Bdanccd cndomorph,5.Bdanccd mcSOmorph,8 McsomOrphに
cctOmorph,9

BJanccd CCtomorph,13 Ccntraの 5体型は,%FMの 正常値範囲内にあると考えられる
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35.0

3)0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

И4R/1CE

SOMATOTYPE CATEGORY

図 9.Hの somatowpe categoryに おける体脂肪率 (%FM)の 比較

図 10は,11の体型群の,総体脂肪量,除脂肪量とそれらを身長
2で調節 した脂肪量指数と除脂肪量指数

を比較 したものである.総体脂肪量と脂肪指数は殆ど%FMと 同様のlLA向 にあり,2.McsomOrphに
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図 10.Hの SOmatotype categoryに おける総体脂肪量,除 脂肪量 ,体脂肪指数,及び除脂肪指数の比較
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で調節 した脂肪 量 も最 大 で あつた また,3
cndomorphは ,体 脂肪 量 が最 も多 く,body SレC

McsomOrph‐ cndomorphと 4 Endomorphic mcsOmorphも 体脂肪量の多い体型である 逆に,6 Ectomorphic

mcsomOrphと 8 Mcsomorphic cctomOrphは ,体脂肪量の少ない体型であつた.こ のように,体脂肪に関し

ては体型による違いがかなりみられ,体型による体脂肪特性が明らかであつたが,除脂肪に関しては体型

間にそれ程大きな違いはみられなかつた.体型の 2 McSOmOrphic cndomOrph 3 McSOmorph‐ cndomorph 4

Endomorpht mcsomorphは ,体脂肪量の多い体型であつたが,除脂肪量は平均値を若干上回る程度で,他

の体型との差も大きくはなかつた。体脂肪量が最も少なかつた体型 6 Ectomorphic mCSOmorphは ,除脂肪

量では平均値を上回 り, この体型は脂肪が少なく除脂肪量の多い体型であることが明らかになつた.こ の

ように,今回の予測式は,体脂肪に関しては体型特有の特性を示すことはできたが,除脂肪に関しては体

型の特性を鋭敏に示すことができなかつた

表 14は ,予測した Hの体型の Endomorphy,McsOmOrphy,Ectomorphyの 各 scorcと 相関しない体組成変数

を示している.体型 12.Ectomorphic cndomorphは ,例数が 2で あつたため相関係数を求めることができな

か っ た  体 脂 肪 量 の 多 い 2 McsOmOrphic Cndomorphと 3.MCSOmOrph‐ CndomOrphは ,2.McsomorphiC

cndomorphの Ectomorphy scorcを 除 い て ,Endomorphy sCOrcと も McsOmOrphy SCOrcと も Ectomorphy sCOrcと

も全ての体組成変数と有意に相関した.逆に,6.Ectomorphic mcsomorphと 10.Endomorphic cctomorphの 両

体型は,全ての体組成変数と有意な相関を示さなかつた。また,1.Bdanccd Cndomorphと 5.Bdanccd

mesomorphの Mesomorphy scorcと Ectomorphy scorcも ,全ての体組成変数とは有意な相関を示さなかつた。

こ の よ うに ,総 体 的 に み る と,6 Ectomorphに mcsOmorph,10.Endomorphic cctomorph,l Bdanccd Cndomorph

5 Balanccd mcsomorph,8.Bdanccd CCtomorphそ して 9 BdanCCd CCtomorphの 6体型 は 3要因 scorcと 体 組 成

変 数 が 有 意 に は 相 関 しな い よ うで あ る .

表 14予測式による11の somatotype categorlesに おける3要因 (endOmorphy,mesomorphy,

ectomorphy)ス コアと相関しない体組成

Mesomorph Ectomorph
EndomorphSomato category

1.BJanced endOIllorph
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まとめと今後の課題

先に報告 した報告‐1では,体型が年齢によつて変化するであろうという前提で,サ ンプルを 10歳代群,
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成人群,高齢者群に分け,体型 3要因‐sCOrcと 体組成との関係を分析している.要因‐SCOrcを 低―群,中‐群,

高‐群に分けて体組成 との関係を分析 した結果,Endomorphy‐ と MCSOmOrphy‐ SCOrCの 高い体型は,脂肪量も

除脂肪量も多い,太 つた大きな体型を示すが,MeSOmorphy‐ scOreの 高い群の方が若干除脂肪量の多い大き

な体型であることがわかつた。~方 ,EctohOrphy‐ SCOreの高い体型は,脂肪量も除脂肪量も少ない細い体型

を示し,3要因‐スコアが中位である体型は,殆 ど同じ体組成値を示し,体型による大きな違いはみられなか

った。しかし,これらの傾向は,年齢による違いを示さず,Hetth‐ Cartcr法 による体型と体組成の関係に年齢

階層による違いはないものと推察された 次に,3胚葉性 scorcと 体組成の関連を回帰分析によつて検討 し

ているが,体組成変数は 3‐ 要因 sCOrcの 有効な説明変数としては選択されず,結局,身長や体重,及 びロー

レル指数や BMIと いつた体格変数がより有効な変数として選択された しかし,こ の報告‐1は,3要因‐スコ

アを中心に体組成との関係をみたに過ぎず,3要因“スコアの組み合わせから評価される体型そのものの体

組成については分析 していない

次の報告‐2は ,予め体組成が異なるサンプル群を作成 して,特色ある体組成群における要因‐スコアの特

性を分析 し,3要因‐scOrcの 組み合わせから評価された体型群内の要因‐sCOrcと 体組成の関連を検討 してい

る。前回の報告‐1で明らかになつたように,年齢が異なる10歳代の被験者と70歳代の被験者では評価され

る3要因‐sCOrcに 大小の違いはあつても,要因‐スコアのバランスで評価される体型に違いはない.そ こで,

報告‐2では,サ ンプルを年齢区分することなく大きな一つの集団を構成するサンプルとして分析している

予め,体組成の違 う集団をグループ (群)と して抽出するため,体重に占める体水分量の害1合 ,つまり,体

水分率 (%TOtJ BOdy Watc■ %TBW)に よつてサンプルを分類 している.%TBWの 高い群 (57.0%以 上)

は,%FMの低い痩せ傾向にある MCSO‐ CCtOnoph体型と評価され,%TBWの 低い群 (529%以 下)は,%FMの

高い肥満傾向にある McsO‐ Cndomorph体 型と評価された /゙oTBWが 530%と 569%の 間にある群は,3要因‐

スコアが他の 2群 と比較 して中庸の位置にあり,MCSOmOrph‐ cndomorph体型にあると評価 された しかし,

これらの 3体型は,体組成変数のうち体脂肪に関してはある程度体型特有の傾向を示したが,除脂肪量に

関しては,3要 因‐scOrcが その組成を十分に考慮 しているとは言えなかつた。また,要因‐スコアを目的変数 ,

体組成変数を説明変数 とした回帰分析の結果も,各体型の各要因とも,体格変数を有効な説明変数として

選択することはあつても,体組成変数が有効な変数として選択されることはなかつた.

このように,報告‐1と ‐2と もに共通して体型評価の基準となる 3要因‐sCOrcを 中心に体組成との関係を

分析している。報告‐2は ,3要因‐sCOrcの組み合わせによつて評価された体型を基準として特色のある 5つ

の体型に判別 し,その体型の scorcと 体組成の関連も分析している.こ こでも,5つの体型は,平均皮下脂肪

厚,総体脂肪量,体脂肪指数の 3つの体脂肪変数では,特色ある傾向を示すが,除脂肪量と除脂肪指数と言

った除脂肪変数は,5つ の体型間でそれ程大きな特色ある傾向は示さなかつた.ま た,こ の 5つの体型に関

する重回帰分析の結果でも,身長と体重,及び BMIが有効な説明変数となつてお り,体組成変数では%FM

だけが MCSOmorph‐ CndOmorph体 型の有効な説明変数として抽出されたのみであつた

Hctth‐ CartCr法 によつて評価される体型は,Endomolphyに 3部位の皮下脂肪厚を用い,そ れを身長で補正
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している また,Ectomorphyは ,身長と体重比 (HWR)に よつて SCorcを 調節 している 従つて,Endomorphy

とEctomorphyは,脂肪量及び身長と体重比による評価が主体となつているが,問題なのは,Mcsomorphyで

ある。この scorcは ,骨 端幅 と上腕及び下腿の周径囲か らそれぞれの部位の皮下脂肪厚 を差 し引き

muscu10‐ Skettdの 強大さを示す指標 としているが,こ れらの変数が体組成 としての F江‐tec mass(FFM)を

表現しているとは考えにくい.例 えば,Cancrも 指摘しているように,幼児,大 きな被験者,或いは非常に重

い重量挙げの選手に McsomOrphy raung formを 同じように適用 して良いものかどうかという疑間を呈して

いる.

「体格・体型・体組成」に関する今回の報告‐3は ,HCtth‐ Carter法 に使われている発生学用語による体型

の nalningに 関する疑念について述べ,過去 2回 の報告結果を踏まえて,と りあえず,Hcath‐Cancr法 による

3要因 scorcを予測する変数に体組成変数を加えた予測式を開発 している また,そ れらの scorcか ら判定さ

れた体型における体組成特性を検討 している。

今回は,HCrath‐ Cartcr法 に採用されている人体計測変数に独自に測定した体組成変数を加えて,取 り敢え

ず,Hcath‐ Ca羮 cr法 による3要因 scorcに近似 した sCOrcの 得られる予演1式を開発 した その結果,かなり高い

精度で予沢1可能な式を開発することはできたが,体組成変数だけで予演1できるのは Endomorphy scOrcだ け

であつた MCSOmophy scorcは ,2部位の皮下脂肪厚変数が有効な説明変数として選択されたが,体組成変数

そのもの (FMや FFMな ど)は 1つ も選択されなかつた Ectomorphy scorcは ,onginal mcthOdと 同様に HWR

のみが変数として選択された。

今回の報告は,こ こで開発 した予測式から得 られた 3要因 scorcを 組み合わせて,HCtth‐ Catcr法 の

dcinlionに基づいて体型を評価 してみた その結果,全被験者の約 50%,す なわち約半数が Hath‐ Cancr法

と予測式によつて同一体型であると判定された しかし,評価 した体型の中には,要 因 scorc力 類`似 して,

これらの体型間の体組成特性を比較 してみたが,体
平均値間に有意差のない体型が多くみられた また,

脂肪に関してはかなり体型による特性がみられたものの,除脂肪に関しては殆 どの体型間に大きな違いは

みられなかつた これらの結果は,13と いう多くの体型に細分する必、要がないことを示 している

体型を単に体の型として,形態の総合的な表象としてのみ用いるのであれば,ShCldOn法 の photoscOpic

methodを継承し,人体計演1変数を加えてより客観的に修正した Hcath‐Cancr法 の raing fOrmで もかまわな

ぃ.し かし,形態の総合的な表象を bodi″ Shapcと するにしても,体型の namingに発生学用語を用いること

には問題がある。胚葉が分化 して,内胚葉 (cndOdcrm),外胚葉 (cctodcm,)中胚葉 (mcsOdcrm)が 形成

され,将来,それぞれの器官や組織に進化することは事実である.こ のことから成体後の体型を imagcする

ことはできても,それらを定量して数値化することはできない すなわち,HCath‐Cancr法 は,発生時の 3胚

葉の将来を imagcした,体型つまりbodily shapcを 判定していることになる

一方,体力科学など生理学的な研究分析に使用するsomatotypcで あれば,型だけではなく,そ の体型の中

身 (組成)を も評価 し,physに d itnCSS(phyScd pcrお rmancC)の 評価も含んだ rathg fomが 必要である

これまでの 3つの報告を通して,上記の目的が果たせるralng fomを作るには,HCath‐Cancr法 の修正で
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は不可能であることが明らかになつた。体格と体組成を組み合わせ,phyStd itncss(phy“ Cd pcrfoFFnanCC)の

評価も含んだ体型評価が可能かどうか,HCath‐Ctter法 の修正ではなく,考 え方を参考にして独自に開発す

ることが今後の課題 となつた。この時,報告‐2に記述した CurctOnの方法が参考になるであろう.

もし,そのような評価法ができた場合,それは 「体型」とは呼ばず,現在の「somatOtype」 という概念を

変更して,体格・体組成 と機能を同時に評価すぅ概念 としての体型を 「Physlo10gにJ SOmatOtype」 という

nalningで提唱したい.
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