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緒言

小児期における体型の aglllg

人体 (human bod〉 )は ,個体の特性 を形成する形態的 機能的 (mOrpho‐ lundbnd)な構成成分の統合体であ

る これ ら構成成分の遺伝的表現型 (phCnotypに cxp「cssion)が 体格 (phySquc)で ある その人体計測学的特性
,

即ち,soma10,pCが 身体の型や体組成を特色づけている

我々個々に特有な体型 (body shapc)や 生理学的機能を規定 しているのは,先天的な体質である このように

我 々の身体は,本質的に遺伝的素因 (8cnclc prcdspo● 面ons)の 影響 を受 けてお り,あ る程度は外的な要因

(ilcsり にや tl Clや phy● ctt aO卜 I〉 )の影響 t,受 ける

体型に関する個体の特性 を研究す ることは,体組成 と年齢や性による変化間の基本的な関係 に関する知見を

得 るため非常に有益である 従つて,ヒ トの身体構造 (mOrphdogに J structurc)は ,医 学的領域にとどまらず

Phy'Cal pcrformanccな どに関する体力科学の領域において も極めて重要である

・Somatotypざ 'と い う用語は,・ SomatotypO10gy"と い う研究か らきている 従つて,“ somatotyping"と は,3つの体

型 (Endomorphy,Mcsomorph、 Ectomorph))と 体組成に基づいて人体の特徴を記述 し,評価する方法である ま

た sonlKllo、 pCは、身体の大きさには関係なく身体の形や組成によつて全体の体格を記述する便利な方法であ

る (Cancr 1997, その方法論に関する研究や修 I:は ,Hcath“ Cartcr(1990)に よつて行われ,Shddonの 時代 よ

り明 らかに伸展 してきてヽヽる

Sonぅ atot〉 poぬ8)では,体型は通常 「内胚葉型 :Endonlorph)中 Irk葉型 ,Mcsomorphy,外月I葉型 :Eclomorphン

の 3つの catcgorン に分類 されている この評価は,幾何学的な大きさによる分類に基づいてお り,小児期ん.ら

高齢期 までの男女に適用で きる表現型であるとされている これ ら 3つ の体型は,特殊な dctや身体的な

tralnlngで 変わ りうる体組成によつて調整できる 例えば,飢餓の状態では,以前内胚葉型 とみなされた人が外

胚葉型に似てきた り,中 胚葉型が加齢や筋量の低 下の結果 として内胚葉型に見えは じめることもある しか し

somatotypcの 幾つかの様相は変わ らない :例 えば,筋量や‖旨肪量は変化するか も知れないが,骨格系は固定 し

た特性を示す

Shcは on″ α′(1969)は ,一 旦,確立 した somatotypcが 遺伝的に決定 されてお り,一定の経路に従 うため 生

涯を通 して変化 しない と報告 した しか し,Zuk(1958),Hcath and Cancr(197り や Catcr and Panzkova(1978)|ま ,

青年期から成人期 までの sOn131o,peは 2/F化 し続けることを指摘 している さらに,Cancr and Hcath(1990)は ,

sonlは otypeの 変化や安定性は,栄 養状態や運動 ,及 び 7L・ llttttLの 関数であると考えられるとも指摘 していろ

縦断的及び横断的研究は,年齢間隔が長 くなればなるほど,年齢 グルーブ間の平均 soolatotypcこ 有意な差があ

ることを示 している 体型の年齢による変動性は,種 々の身体構成成分の一様でない発育率か ら生 じる発達上

の期外発生 (hctcrochronヽ m)に 関連 しているように も思われる (TamboVtscVa and Zhukova 2005)

小児期の soinatotypcは ,発育 .発達による身体の変化の一部 として位置づけられる この時期によつて異な



るsomato,pcは 恐 らく、人体の長さや形,及び骨密度,筋や腱の長 さばか りでなく,個体の代謝傾向や生理学

的な組織 よって t,区別てきるものであろ う

すなわち,小 児の体型は環境条件,栄養学的習慣 社会経済的状態な どの影響による発育 発達上の身体的

変化の影響 を受けて発現するものであろ う

小児の発育に伴 う身体の構造に関する研究は,こ の 150年 間にわたつて研究 されてきている (Mcrcd“h.1936

Krognan 1955「 anncr lり 81)そ の基本的な考えは,医 f‖ 学,人体計根1字 ,人 間生物学 (human dobg))に おけ

る強力な基礎によって構築 されている (Moncy.・
“
′、1968 Camcron.1991,Mttlla″ α′,2004)人 間生物学では

,

地域や全国的な集団内における小児ばか りではなく,個々の レベルでも研究 されている (Tanncr,1953,Johns00

1970 1971 MarshdL 1981 MJina and Rochc 1983)こ れ らの研究は,ヒ トの生物学的な違いに関 して多くの知

見を提供 していお り 個体間にも幅広い違いがあることを明 らかに している (Eャ dcth and Tanncr.1990.CamcrOn

1992)特に,発育 と成熟に関する小児の遺伝的素質が影響 し合 う小児疾患のよ うな環境要因の影響は詳 しく

記述 されている (Camcron 1991.1992)そ して,近年、栄養学的な摂取パ ター ン (UllaSZCk,2006)や 身体活動

のハ ターン 及び発育りにお |す る体格の発達 |二 影響を及ば■社会経済ll l状 況の違いや ライフスタイルの違いダ)

役害1が 研究 き,し ている ドヽにd ct a′ 2005 Wardに で′
“
′2006' このよ うに 小児の発育 と発達に関する研究は

,

身体的な状態 Ⅲl上 、千演」、追跡 比較 及 び発台 生成熟 |こ 関す る解 釈な ど数 多 くし'ソ 問題 を提起 して t'る

(MJhac′ α′2004)小 児期の体格の変化に関すろFl究 は lt人 の体格の違いを理解する上で も重要である

体型 (son14o:)pじ )(■ その時υ,個 人の体格の量的な評価である 、Ross and Mart11‐
'oncs 1991)青

年期にお

ける体型の違いはかな り大きいことが知 られてお り (Tanner 1953 Zuk、 1958、 Hunt and Banon,1959,WJker

1962 Pctcrscn 1967 Tanntr and Whtchousc 1982),男 女間の違いは,小児の大規模サンプルにおける体型の分

布で明 らかに されている 体型は,小 児期後期か ら徐々に安定 した特性 を示す よ うになる しか し 青年期に

おける体型の大きな違いは,青年力の発育 スパー トと性的成熟のタイ ミングや早さの個体差が関連 しているの

か t知れない

Hculh‐Carterの sO llalo,pc法 は,Shcは onら によつて開発 された方法を修正 したものである ShadOn法の修正

にあたつて
'le・

Ilh.llld(aは cr(1'67)は  こ′ソ体サリ「1仙法■

“

年1りな変化を考慮に入れた表現型の評価法で,)る

としている 3つの cOmpOncntの言f価尺度は 全年齢の男女の体格に適応できるように開発 されている 選択 さ

れた人体計潰1学 的 tll定 項 目:ま ,体型評価 を具体化するのに用いられ ている 3つの componヾntの 用語は,概念を

反映するように作成 されている :す なわち

内胚葉型―第 1要 因― (Endonlorphy:相 対的な肥満):3つの皮 Fttlth厚 ,すなわら,上腕背側部,肩 甲骨 下

部,腸骨上部のfnか ら求め られ,身長で調整 され る

中1■葉型―第 2要因― (McsomOrph〉 ;相 対的に進 しい筋 骨格系),上腕骨端幅,大腿骨端幅,上腕屈曲囲 (上

腕背側部皮 下脂肪厚で調整),T腿 囲 (下腿中央部皮下脂肪厚で調整,か ら求められ,こ れ ら 4つ の測度は身

長で調整 され る Ca●cr and Heath(1990)は ,こ の第 2要因を身長と関連性のある除脂肪量 (ht‐ icc mass,を 表現

するものと考えた



外胚葉型―第 3要因― (Ectomorphy:相 対的な痩せ或いはほっそ りした体格)i身 長を体重の 3乗根で害1っ

て求める

このように,こ れ らの各 comp()nc llは ,全身の相対的な肥満や相対的な筋骨のた くましさや相対的な痩せを

表現するものであるため,そ れぞれの cOmponcは は変わ りやすい しか し,こ れ らの 3つの cOmponcntは 関連 し

合つてはいるが,概念上 も方法論上 も全 く異なつた ものである

これまでの研究によると,内胚葉型 (Endomorphy)の 人体計測学的推定は,写真観察法によるものより概 し

て低 く(Clacsscns α α′、1986),それに対 して,外胚葉型 (Ectomorphy)は ,人体計測法 も写真観察法 も同 じ身長′

体重比 を用 いているた めほぼ同 じである とされている (Tanncr and W‖ tchousc,1982)一 方,中 胚葉型

(Mcsomorphy)は ,両方法で大きく異な り,写真観察法の方が高 く評価するようである

Heath‐Cancr法 によると,中 ‖I葉型 (McsomOrPhり は,青年期後期に増大 し,18歳 で大きな値を示す (Cancr α

α′、1997)男 女それぞれのサンアルの sOn,alol,pCが 青年期 と成人期でも評価 されている (Zuk,1958,Cancr and

Parレ kova 1978)従 つて,こ の研究は,青年期初期 と青年期後期か ら成人期 (24歳 と 33歳 )ま で とい う成熟

期の異なるステージの体型 を比較 している その結果は、男性に関 しては両サンブル とも,青年期後期 と成人

期 との間で中胚葉型 (Mcsomorph〉 )が増大 し 外1■葉型 (EoomOrphy)が 低下す ることを示 している また,男

性のサンブルでは,11歳 か ら 15歳 まで内胚葉型 (Endomorph〉 り と外胚葉型 (Eoomorphy)が 増大 し,外胚葉

型 (Ectomorphン )は 17歳か ら 18歳 では低下 したことも報告 している しか し,こ れ らのサンプルは,青年期の

大部分で活発な トレーニングを行 っているため,青年期後期における変化のある程度は,習慣的な身体活動 ,

特に皮下脂肪量の トレーニングによる影響が変化に反映 しているのか t,知れない 一方,33歳 のサンフルで
,

内胚葉型 (Endonlorph〉 )は安定 したままであったと報告されている 女性では,内胚葉型 (Endomorph))と 中

lT葉型 (Mcson,。「Ph,)が lフ 歳 と 33歳 の間で増大 したのに対 して外16葉型 (Eclomorphy)は低 Fし たと報告さ

れている

さらに,高齢者に関する研究 (K」 にhman and KobJほ nSk、 2006)で は,以 下のような結果が報告 されている

70歳以降では 3つの cOmpOncntに性的類似性が認められている Componcn、 全てにおける大きな違いは,1830

歳 グルーフと3140歳 クループの間でみ られている 男性の内145葉型は 30歳以降実質的には変化せず,女性の

内胚葉型 (Endomorphy)は ,60歳 まで増大 し続 け,そ れか ら低下 し始める 18歳 と 30歳の間で,中 胚葉型

(Mcsomorphy)に
`ま

性差がみ られず,外胚葉型 (Ectomo「 Phy)に はわずかな性差がみ られ ている 中胚葉型

(McsomOrph,)は ,男 女 とも 50歳代まで増大 し続けるが,女性の内胚葉型 (Endomorphy)`ま ,60歳 イにまで増

大 し続ける 70歳 代 と80歳代では要因の平均値が低下する 中胚葉型 (Mcsomorphy)と 外胚葉型 (Ectomorph〉 )

は,逆の年齢変化を示す

しか し,低年齢の大規模な東アジアの小児に関するsomalotypcの 年齢変化については,7-18歳 までの中国人

男児 4431名 と女児 3276名 に関す る Shcng Ye and Ohsa、 、a(1996)の 報告があるのみである この報告は,発 育

期における sonlalol)pCの 加齢変化を次のよ う 二要約 している SomatO,pcに おける年齢特有の にcndは,女 児の

内胚葉型 (Endonlorph、 )における 貫した増大 trendと 男児の中‖
`葉

型 (M●somOrph,)のほぼ安定 した tcnd



として特徴づけられている そ して,7-18歳 まで,男 児では中14葉型 (N4csomorphy)が 一貫 して優位で,女児

では内胚葉型が優位である 一方,Hcath‐ Catcr法 による 13の 体型カテゴ リーにおける分布では,男 児より女児

に幅広い分布がみ られ,男 児よ り女児の方が年齢の影響は大きいようである

このように,多 くの研究が somatotypcの年齢変化に関連する情報を要約は しているが (Slngh and Sにhu 1980

Singal and Sidhu 1984 Gaur and Singh 1997 Kolcva β′α′ 2000、 Chosh andヽ 4alik 2004,Hcrrcra σ′α′ 2004,Bullaピ ′α′

2005 Bhagn andJ“ n2007) 日本人小児に関する sonl alol,peの 加齢変化に関する情報は全 くない

そこで 本報告は,日 本人小児 (4歳 -11歳 )υ ,Hc“ h‐Cartcr法で評価 した somalo,pCの 横断的な加齢変化

を成人のデー タと比較 しなか ら詳細に分ll検討 t´ てヽ`ろ

方法

Sample

サンブルは,1998年 2008年 にかけて福岡県と宮崎県に在住す る 4歳か ら 11歳 までの男児 965名 を被験

者 とし,1983-1996年 の間に、 りし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 20歳か ら 77歳 まで (平均年齢 370± 163)の 男性 236名 を対照群 とした人体計測値 と身体組成

演1定値である

人体 計測 と形態 指 数 の算 出

人体計測は,身長 (Staturc cm)体 重 (Bod)n]asS k8)上 腕囲 (Oppcr arnlま nh.C nl),下腿囲 (C」「Jrth

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

法で実施 した 形態指数は,上記の計測値を′‖いて,身長 体重比 (Hじ tht WCight rl“ :HWR cm′ kg')と Bod,

mass inde、 (BMLkgrin2)を 算出した

皮 下脂 肪 厚 の測 定

皮下脂肪厚は,身体 5部位 (lll骨 上部 ,Supr“ lhc・ 上腕二頭筋部 :Bに cps 上腕三頭筋部;THccps 肩

甲骨下音L SubSCapJar 下腿部 I McdhlcJOを Harpcndcnキ ャリパーで同一検者が潰1定 した

体組 成 の測 定 と体組 成 指数 の算 出

小児の体組成は [腕二頭筋部 (BSF) L腕 二1・ ll筋 部 (「SI]),肩 甲滑¬で部 (SSF),及 び腸骨上部

(SIF)の皮下脂肪厚を対数に変換 したそれぞれの和から次式(り によつて体密度 (Bod〉 dens■ :D)を 推定し,体

重を含む Lohman 1986の 下記の式から総体1旨肪量 (3 ol酎 lr1l mas、 FM)を算出 した

D,bo,s(gア 1)= 1 1690-00788*(log(Sum Of fOt,r skiniblds))        .(1)

FM(kg)‐ WCight*((528′ D)-486)              .          (2)



この式は,12歳以下の小児に適用できるように開発 されている

成人の体組成 も小児に合わせて皮 下月旨肪厚か ら体密度 (D,を 算出 して体月旨肪率 (%Fat mass)を 推定する長

嶺 鈴木 (1961)の 次式 (3)(4)か ら算出 した

D malcs(g,1)=10913-0 0ol16(ISF tt SSF).                   (3)

%FM=(4570/D-4142)*100・    ・ ・   .   .  ・     (4)

除月旨肪量 (Fartrec niass FFヽl kgり は,体 重 ―FMか ら水y)た

体脂肪量指数 (Fat mass hdc、 、kgh2)と 除脂肪量指数 (F讀‐iじ clnass ndcx,kJm2)は,総体脂肪量,kg/身 長,『

と除脂肪量,kg/身長,n,2で それぞれ算出 した

体型 分類

体型は Hcath‐Cancr法 による 3要因の cOmpOncnt slore(Endomo「 phy,Mcsomorphン :EctomoFphy)を , 下

記の方法によつて求めた

内1■ 葉型 (第 1要因 iド ndomOrph〉 )=‐ 07,82+O H5,(X)-000068(X:)+00000014(X3) (5)

ここで X=(■ SF■ SSF tt SI「 )ホ (17018ア lletht Cnl)‐Cあ る

中 1■葉型 (第 2要因 :McsomOrph),=0858“ Humばusけ で3dth+060「 Femur brcadth+0188'corrcぐ にd alnn gi“ h

+0 161キ corrcctcd can gitth_Hci81〕 !*0 131 +45          .          ・  (6)

ここで c orrcc(cd arnl girth=(tlppヾ 「 arm ginh cm-11 「` 110 、m))と  COrrヾ ctcd ca l ginh= (Cali」 rth Cm_(Can

sttnib日

'10,cm))で
ある

外15葉 型 (第 3要因 :Ectomorphy)は

HWR≧ 4047の場合 :=0732■ HWR-2858    .・   ・  ・ ・・ ・・  (7)

4075>HWR>3825の 場合 :=0463*HWR-1763      ・ ・  ・  ・ ・   ・  (8)

HWR≦ 3825の 場合 :=01     . ・  ・   ・  ・ ・  ・ 。  (9)

次に,それ らの 3‐componcnt scorcか ら次式 (10).(11)に よって X‐ ,Y‐ 軸の値 を求めて sOmatochanに プ ロッ

トした

X=Ectonlorph)― E],dOnぅ ()rph)      .  ・        .  ・   .   ・  . '(10)

Y=2ウト4csomorph, 一(E`ldonorp11, 一Ectoll,。〔Ph))                                      (11)

併せて表 |に 示 した sonlalos pC CatcgO面 csに よつて 13体 型に評価 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対応のない Studcnt s■
",或

いは

Onc‐ lactor ANOVAを 用い, |ヽ すれ も 5° O未満を有意水準とした 各測定項目及び somato‐scorcの agingに 伴 う

変動は,デー タ範囲内の変Cllに 多項式を適応 して R=の ilも 高い次数を求めて図示 し,そ の変動の有意性は分

散分析で行った
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結 果 と考 察

I被験者の形態的特性 とその加齢変化

表 2は 被験者の人体計測値における午齢り1平均値を示している 全国標準値のない上腕骨端幅と大腿

骨端幅を除いて,身長,体重, 上腕囲, ド腿囲の年齢別平均値を全国標準値 (東 京都立大学編,2000)と 比較

すると,各年齢の平均値 とも全国標準値 とそれ程大きくは異な らないが,本報告に使用 したサンブルの年齢

り1平 均値は上腕囲 と大腿囲を除いて身長 体重 とも若千小 さいとい う特性 を示 した 特に,本報告の 6歳 とフ

歳の集団は身長で 26‐3にnl体重では 1フ‐1 8kg Jさ な平均値を示 した しか し その他の平均値の傾向から

■1断 して, 本集団の形態特性 が以後の分析に大きな影響 を及IFす とは考えらオtな い ,■ 人の平均値は,20歳

からフ,歳 までの 236名 の ものである

表 2 被験者の年齢別平均人体計測値

(,r(■‐14り   ')● ●ヽ・ 230,  6)● (,1´

'り
  ・ →

`(`1‐ ``, `,′
(■・ 18) ',′ (■・ 101, :0●

`Ⅲ
‐ヽ

'2) 11)●
●・ 4`j

:ヽ●ぇo=ヽ D 、1ぃ ,■ SD   [ヽean i SD 1ヽ``,■ Sl) [ヽ``0■ SD  1ヽでオ|`=SD 〔ヽo,,1土 SD :ヽ`,■ ±SD Iヽoォoi SD

Stュ :o,●
`m

C8fg′ 1ヽ ,m

8`,=o`

表 3は ,人体計 lll指数の年齢男1平均 (直 を示 している しか し,Hcath‐Cancr法 に使用 されている lltセ ht‐Waght

R■お (身 長 体重比,Hヽ R)と tヽ う指数は わが 」では始 と使用されす 体1月 肪量は,種々の成1定 法
`'レ

,る た

め全国的な平均値が存在 しない (従 つて,Fd Masslndc、 や「 ■■'rcc Masslndぃ も算出されていない) ここで、
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全国標準値と比較できるのは 8ody Mass lndcx(BMl)だ けである その結果では,各 年齢の BMl平均値は,全国

標準値と殆ど違わず,標準値 との差は ‐0 58 kgln12か ら +002 kg/m2の範囲内であった これらのことから,

本サンプル集団の身長と体重のバランスは日本人の標準に近いものと考えられる

表 3 被験者の年齢別平均人体計測指数値

■‐、
'(■

‐1'9)  5、 r(■‐230)  0‐ }r(■
‐1'2)  7‐‐yr tn‐

``) 8='(n‐'3)  '‐
)r(■

‐104)  :Gy,(■ ‐72)  ll y,(■ ‐14)     20'7,r(■ ‐2361

iヽean± SD  :ヽ(4n t SD   lヽean■ SD   :ヽe,■ =SD  
lヽt,niSD  Mtan i SD   Me`口 ±SD   1ヽ=ス ■i SD      ヽ

`tao■
いヽ

|に口
't｀

｀
`ighl Rat'o cm′

kg'  4053± 11

3。 d)｀ 1● S｀ lndで  ヽ ′̀ヽ
■

1       15 Sl工
1〕

I「 ,tヽ 1`ゞs                14'± 1'

「 `tヽ
1● 、ゞいO ex、 kym:       232=04

「 `:ド
retヽ :ass[ndc、 kυm:    1322=L0

1200=13   1253上 13  12'6± 1'   13H± 1'   4296± 20

1'52二 16   1575=〕 4  16も
'=2J   ]688■

2●    1780二 26

1■

'±
,3   ]54± 1つ    68=`'   ]'`± 37   192t45

,33± 05   243± OS   2 85=10   うOS± 11    352=11

1318■ 12   1331=]0  13'1■ 14   1383工 ]`   ]128二 |`

`]53■
12

153'二 11

221■ 05

1313工 11

4,38± 23

1820二 30

186t S3

360=1`

116,■ 18

2●■0=''

1,8,5'

111■ 21

1,Sぶ =20

表 4は ,Hcath‐ Cancr法 において componcnt scorcの算■1に 使われている 4部位の皮下脂肪厚 と総体脂肪量

(l ot」 lat mass k8)と 除月旨肪量 (Fat‐ice nlass kg,の 年齢別平均値を示 している 全国標準値がある上腕背側

部 (THccPs)と 肩甲骨下部 (Subscaputtr)を 比較す ると,4歳 か ら9歳 までは本サンプル集団の平均値が小さ

く,特に,フ 歳の肩甲骨下部の平均値は‐41mmと かな り大きな差を示 した また,10歳 と 11歳 では,逆に本

サンフル集団の L腕背側部 も肩甲骨 下部 も若十標準値を L回 つていた (+01mm― +14mm)

表 4 被験者の年齢別平均皮下脂肪厚 と体組成値

4-,,()‐ 17,,   S、 r〈 1‐ 2う 0,   6-、 ,(1‐ 1'2)   '‐ 、r(1‐ 66,  8、「 (■
‐78)  ,,`(n‐ 104)   ](卜 y,(■ ‐71)   ]],r(n‐ 11)      2● 7,,r(■ ‐13。 |
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1ヽ● di`||■ lf l・ kinfo;0 ,,`,,

:ot,lrat nlass k=

「
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〕 3=じ
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1,2上 05    84ェ 0も

2785± 41  ■ 61■ 60

73■ 4o   '1± 35   ‖ 8± 80   26± 8'

]OSi31    10 0=33   1=● =1,   122± 5■

67■ 32    64=13    ,|=`6    95■ 61

う0'=08   ,SS■ 08   17`=19   S S2=23

1716=21   1,40■ 23  1288=36   2483=5' IS'8=1」 :

図 1は ,人体計測指数における 4歳か ら H歳までの小児 965名 と 20歳か ら 77歳 までの成人 236名 の全サ

ンプルを用いて,HWR BML° oFMの 加齢変化を 2次 多項式で示 している 上段の図は,4歳か ら 77歳 までの

全サンフル 1201名 の指数をプロッ トした ものであ り, ド段の 2図は,サ ンフルを小児群 と成人群に分害1し て

プロッ トした ものである 3つ の指数 とも 4歳か ら フ7歳 までの 73年間に統計的に有意な加齢変化示 した

O οOθ′)BNli と ・ o「M は 類 1以  し た rcnd を 示 し (BMII y=‐ 0073、
2‐

0624、 +12381、  %Fヽ1:

=ゝ‐ 0004、
2+0311、 +13'82)小児期か らこれ らの指数は徐々に L昇 し 45歳以降緩やかに低 下す る傾向にあつた

小児期に限定 して年齢変化をみ ると,3Mlと %1'Mは 始 ど声,-lrcnd(BMI()-0073、
2‐

0654、 +16893° ●FM:

)=0097、
2‐
0699、 十15819)を 示 した (下左図) 成人期て t,,BMlと %FMは ccnd山 繰が離れ るものビ)青 年

期 か ら 中 年 期 に か け て 緩 や か に 上 昇 し そ の 後 緩 や か に「 降 す る 同 一 の trcnd(BMI:



y=‐0006x2+0531x+14608,%FM:y=0007x2+0581x+7326)を 示 した (下右図) しか し,HWRは ,BMIと 同

様に身長 と体重の比であ りながらBMIと は逆の trcnd,す なわち,青年期から中年期にかけて緩やかに下降 し

その後高年期に向かつて緩やかに上昇する傾向を示 した 従って,Hcath‐Carcr法で Ectomorphy scorcの 算出に

採用されている HWRは ,BMIや%FMと は加齢変化の異なる指数である

図 1 人体割測指歓 (Haght wdgh(R8● oH｀ R:Bod,Mass lndt,.BM!;%rat Mas、 %「 M)の 加齢変化

図 2は  図 lに 示 した 3つの指数 (HWR BMl%FM)の 度数分布を小児の 4年齢群 (45歳 ,6‐7歳 ,8‐ 9

歳,10‐ 11歳 群)と 成人群 (20‐ 77歳 )で ,ヒ 較 し 指数分布σ,加齢変化をみた ものである 小児期にお ナろ 1年

齢群の HWRの 分布は正規分布に近 く,成人群の幅広い分布に対 して限定 された狭い分布を示 した しか も,

小児期では年齢の上昇に従つて同一分布パ ターンのまま,高い HWRの 方へ移行す る傾向を示 した しか し,

8‐9歳群 と 10‐ 11歳群の分布パ ターンは殆 ど同 ‐であつた 成人の分布は,低い HWRか ら高い HWRま で幅広

く分散 したハ ターンであ り,成人の HWRに は大きな 、ana10nが みられた O゙FMと BMIの 分布 もほぼ HWR

と同 じような分布特性 を示 したが,° 。「 Mと BMIは,低年齢群 (4‐ 5歳群 と 6‐ 7歳群)の分布が殆 ど同 じで,非

常に狭い限定 され た範囲内に分布 した その後,89歳 群か ら 10‐ ll歳群へ と年齢が高 くなると,順次高

い●●FMと 高い BNllの 度数が高 まり分布 /｀ ターンの右 (高 い方)へのシフ トが認められた これ らのことんヽ ら,

4歳か ら7歳位 までの小児の体型は個体間の 、ahalonん り「常に小 さく,極めて類似 した体型を している t)の と

推察され,小児期に体型の vanalonが 高まるのは 8‐9歳以降であろ うと考えられ る

H体 型 を評価 す る compOnent scoreの 加 齢 変 化

表 5は ,被験者の年齢別 ●omponcnt scorcの 平均値を示 したものである 年齢
"|の

平均 componcnt scorcか ら,

表 1に示 した 13体型の catc80'を用いて各年齢の体型を評価 した その結果,4歳から7歳 までは,
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図 2 身 長 体 重 比 体 脂肪 率 ボ デ イマ ス  イ ンデ ック ス
に お け る度 数 分 市 パ タ ー ンの 力0齢 変 化

表 5 被 験 者 の年 齢 別 平均 80matOtype 3COre

Bヽ[lI)IS「 RIB【
マ
|:0ヽ

Ch‖」ren

1,1(n‐ 1'9)  5‐ yr(■ ‐230) 6‐ ,r(n‐ 192)   7__、 r(n‐66)  8‐ 、r(m‐ 73)  9‐ ,r(n‐ !04)   10‐ ,r(n‐72) ll‐ y,(■ ‐44) 20‐ 77,「 tn‐ 2'6)

lヽean i SD  lヽan=SD lヽtan t SD   lヽtan i SD  lヽtan■ SD  ∫ヽcan i SD Mtan t SD   lヽcan=SD lヽtin i SD

Endomo「 ph1  3,2± 09

lヽeson〕 Orph,  500± 06

Ec:omo,pぃ   124± 06

ヽてoordinatt  ‐268=11

ヽでoordinaio  483i lS

36[± 12   332■ 11   11`=19

150=08    116=0'   43,■ 09

224± 0'    258=0,   276=12

137=1,   _o'1=18   138=2,

315± 17    304± 1,    184=18

366=!0

157=00

18'=OS

_1,9± 16

360=[`

ll`=20

124士 10

301± 13

114■ 31

132=22

157± 2:

1,`± l[

2'1■ 14

167=33

10`=21

138± 21

113=11

322=l`

‐116± 3S

065=27

`S6■
1'

1'6ェ 12

1,1=11

265=31

306=25

Mcsomophy>Endomorphy>Ectomorphyと いうcomponcnt特性がみられ Endomorphに mcsomorph(内 胚葉型中胚

葉体型)と 判断された 8歳以降と成人IItの平均値は,McsomOrphy■ Endomorphy>Eoomorphyと いう特性を示

し,Mcsomorpht cndomorph(中 胚葉型内胚葉体型)と 判l断 された これらの結果を前述 した度数分布特性 と

合わせて考察すると,4歳から7歳 まで個体間で小さな va高 atbnを示 した幼児体型は,内胚葉性の強い中胚葉

型体型であり,個体間の体型 vans10nが 大きくなる8歳以降の小児体型は,成人の平均的な体型である中胚葉

性の強い内胚葉型体型に近づいて行くlll向 にあることがわかる
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図 3は ,図 1と 同様に Endomorphy McsOmorphy.Ectomorphy‐ scorcの加齢変化をみたものである 先ず,上

段の全年齢 73年 間の力1齢 変化をみ ると,Cndolno,ph)と Ectomorphゝ は,scoreに 大小の違いはあるか 35歳頃
=

で緩やか に上昇 し, その後緩 や かに低 下す る とい う同一の trcnd(Endomorphy;y=0001x2+0077x+3379

Ectomorphy:y=0001x:+0025x+2034)を 示 した しか し,Mcsomorphy‐ scorcは , 前 2つの 、cOrcと は異な り,小

児期か ら成人期 までそれ程大 きな変動を示 さなかった 次に,下段の 2図か ら小児期 と成人期に分害1し て

compOncnt scoに の ●cndを みてみる 小児の EndomOrph)は ,7歳 頃まではほぼ一定値で推移 し,その後は緩や

かに上昇する曲線を示 し,EoomOrphyは ,8歳頃 まで緩やかに上昇 し,その後はほぼ一定値で推移 した つま

り これ らの結果は,フ 歳頃までの幼児体型が脂肪の少ない Jimな体型を表現す る Ectomorphy‐ scorcを 高め,8

歳LElか らは筋骨量の緩やかな増加 と脂肪の蓄積を表現する Endonlorp、 _Se Orcを 高めていることかわかる し

か し,退 しい筋骨の発達を表現する Mesomorph,sぐ orcの 大きな変化はまだみ られない 下段の右図は,成人

期 の 加 齢 変 イヒで あ る 成 え期 の McsOn,Orph)と Endonぅ OrPh)は  ほ ぼ 同 一 の

“

cnd(Mcsomorph、 :

y=‐ 0002、
2+0158、 キ1 653 Endo]no「 phy:)=‐ 0002x=+0220x+04,9)を 示 し,45歳 -50歳 頃を頂点に上昇 して後 下

降する けcndを 示 した しか と こヾ

“

〕n〕 olph,ri, これ らど|ま 逆′,tκndを 示 し.45歳 50歳頃まで下降 して後に

上昇するtrcndを 示 した つま り,成人期の体型は, 中年期 まで筋骨量の上昇や脂肪量の増加 に伴つて太くて退

しい体型を形成するが, その後 高年期に向かつて細い体型に移行するよ うである

図 3 SonlatO、 Pe‐scO re(EndomOrPh)、 MCSOn101 Ph,、 Ecton}o「,h))の 力D齢 変 イと

図 4は,3つの cOmpOncnt scorcの 度数分布を年齢群別に示 し比較 したものである Endomorphyは ,小児期

の 1年齢群 とt,非 常に高い 、c orcを 示す者が少数み ら′tる が 大多数の小児は極めて狭い範囲内で sco「せ=25か

らsc ore=30に 一極に集中する分布パターンを示 した それ ,,の pcak値は,4歳か ら 7歳 までの低年齢群で頻

度

“

高`く,8歳 か ら 11歳の年齢 :|卜 では, その範囲内に ―極集中はするものの高い scoreの 者かかな り出現する

ことから,pcak値の頻度はやや低下 している それに対 して,成人群の Endomorphyは ,一極に集中すること

J°・"句  E F   Lコ
L_r∫ 1..

`占
  「‐

薔 r.」・ ・ ヽ

０
４



なく,大多数の者が平均化 された幅広い分布パターンを示 した Mcsomorphyの分布パターンは,小児期の 4

年齢群 も成人群 も頻度の pcak値が 40か ら45の 間に集中するとい う類似 したパ ターンを示 した しか し,各

年齢群の pcak値 の頻度 は,左右 (低値 か ら高値 まで)への分布の拡 大か ら年齢 の上昇 と共に低 下 した

EOomorphyの 分布パ ターンは,小児期 も成人期 も低い sc orcに 集中 し,高い scorcの 方へ長 く尾を引く分布傾

向は同一であるが,小児期における pcak値の頻度は,年齢の進行 と共に高い scorcへ と徐々に移行 し,pcak値

の頻度 もそれに伴つて低下 した 成人群の分布パターンli,大 きな pcak値が 05以 下とい う非常に低い所 と

それほど高くない頻度ではあるが 30近 辺に もpcak値 がみ られ る二極 /｀ タージである これ らのことから,小

児期における Endoino「 ph〉 と Mcsomorph)の scOrc分布には若千年齢による変異はみ られるものの,4歳 か ら 11

歳まで類似 した分布ア` ターンを示す ことが明らかになった 一方、小児期における EctomorPhyの sc ore分 布

●
.
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260

150

t00
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00

30o
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200

150

100
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00

‐‐‐  10  11yr   ~  20  7,yr

00 05 10 tS 2o 25 30 3`40 46 50 SS 60 65'0'S808S,09610010`
Eヽ 1)0ヽ 101ti'lIヽ S(ORE

00051015202530,slol`lo 6S 60 65,0,680
MESOMORPHY SCORE

85 ,0 ,5100105

00 05 ]0 15 20 25 3o 35 1o16 50 SS 61 65 ,0 'S 8085 ,0 95100105

E(lTOヽ 10RPHY S(K)RE

図 4 Sonialotype score分 布パターンの力0齢変に

は,かなり大きな加齢変化を示 し,4歳 から7歳 まで,徐々に分布バターンが右,つ まり高値の方ヘシフ トし,
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8歳以降 H歳まではさらに右ヘラフ トする t,の の pcak値 の頻度が 30で はぼ同 じ分布パターンとなった

図 5は,二次元の somatochanに 体型をプロッ トするために算出 した 3つの componcnt scorcか ら末められ る

、‐軸 と y‐軸の値の加齢変化である 上段の 4歳か ら 77歳 までの全年齢で加齢変化をみると X‐軸 sco「cの 二次

多項式は,73年 間負の曲線で殆 と大きな変化を示 していない しか し Y tt scoreは ,20歳 までやや小 さく低下

し 0に接近する傾●〕にあ り その後の Y‐軸 scorビ ま高年期に向かつて大きく増大す る傾向を示 した 下段の左

図で小児期 7年間の力
"dfl変

イヒをみると X‐軸 sc ore■ 4歳 か

'り

11歳 1で マイナ スILIて 大きな値の変動な しに

'「

移 し Y‐軸 scoに は 4歳 い約 50か ら ,1族 の約 05よ て ノラスの範囲内でル1減 している 成人3羊 にお
'る

両 scor

の加齢変化は 0の lhcを 基準に対称的な曲線で X‐値は終始マイナ ス値で Y‐値は終始プラス値で推移 したが

両 sco“ とも45歳頃を境に X‐軸 scorcは 低下か ら上昇に転 じ,Y‐軸 sco代 は逆に上昇か ら低下へと転 じる ●cnd

を示 した この二次元 sonlatocha口 は 中心に 0を とり.横軸 (、 )は Ectomorph、 と Endomophソ の差を,縦軸 (Y)

1ま Mcsomorph)の 2倍値か らEndonlorph)と Ecton,orph)の 不oを 差 し引いた値を plotし て体型を位置づけるもの

である つ まり XI直がフラスで Y‐ 1直がマイナスであればあるほどEctomorphyが 強 まり.逆に X値がプラスで

ヽ 1直 もブラスであればあるほ と Mesonlorpぃ んヽ 1ま ることを表す また X‐値がマイナ スて Y‐値 もマイナ ス(

あればあるほと Endon、 01phゝ が力は り ×値がマイナスで Yイ直がフラスであオヨまあるはど MesOmorphゝ が強 ま

こ ヒを表す これ らt′ ,こ とんヽ t J児期 )́体型は EndOIっ orphゝ とEctonloりl)の 直が 0に 近 く ほぼ等 しいまま

推移 して,低年齢時に高かつた 4ヽesonlorphγ も Endomorph)と Eclomorphyの 和 と等 しくな り soma10chanの 0

に接近 して中心へ移行するようになる

二次元 Somalochartに 体型 を plo,す るために用いる X‐ 及 び Y軸値の加齢変化

図 6は X‐軸 scorcと Y‐軸 scorcの 度数分布パターンの加齢変化をみたものである 小児期の X‐軸 scorcは 4

歳から7歳 まで‐3ん らヽ‐lに一極集中する狭い分布ハターンを示すが 8歳 からH歳の分布バターンは 0に集中

するハターンではあるが 大きなマイナス値´ヽの広がりからPcak値が低 下した しか し 8‐9歳群と lo‐ 11歳群

ドギ響・奪責
:.∵ ・

‐°J 、ィ.。 ,dhょ ‐01`8

o      ヽぐoo「6in,1( 1‐ 05'I

= 3   8 う : |

ヽ●●●測:●●にr刹 435

。ヽゎ oC℃  Rf手 ° oF^。 ∞
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のフ`ターンは類似 していた 成人lllに おける X‐軸 sc oreの 分布は、‐6と +1に pcakを示す二 tF●
パ ターンを示 し、小

児に士ヒベると極めて幅広い分布を示 した これ らの こと
'4歳

か ら 11歳 までの小児の X_軸 scorcが 年齢の進

行と共に somatochanの 中央 (x=0)に寄つてくることを示 している ′
Jヽ 児期の Y‐軸 scoreも +4か ら+1の範囲内

:こ pcak値を示す狭い分布パ ターンを示すが X‐軸 scoreと は逆に 高い scorcか ら 0(y=0)の方向へ移行する傾

向にあつた 成人群の Y―軸 scorcも X‐軸 scoreと は異な り+3こ pcakを もつ一極パターンであるが マイナス方

向への分布の広が りが大きかつた これ らの ことか ら 小児期の X‐ 及び Y‐軸 scorcは ,X‐軸 scorcが マイナス

値から0方 向へ,Y‐ 軸 scorcが プラス値か ら0方向へ移動 し 年齢の進行 と共に somatochanの 中央へ体型が移行

することがわかる

4   2   0   2   `
X‐C00RDINATL SCORE

ユ

Ａ

札

‘

Ｌ

、

●

6   ■   2   0   2   1   6
‐ヽ(,00Rl)Iヽ ATE SCORE

図 6 X軸 ‐値とY軸 ‐値分布の力0齢 変化

Hl.小児 体型 の 出現頻 度

表 6は,二次元 somatochanの 領域によつて判別された 13 catcgoり による体型の分布を示 している 4歳

と5歳 では,Endomorphc mcsomorph(内胚葉性中胚葉型)が圧倒的に多く (4歳で 7490015歳 で 539%),6歳

とフ歳でもこの体型が最 t,多い (6歳 で 448%:7歳 で 3180● )し かし 8歳から 11歳 までは Mcsomorphた

cndomorph(中 胚葉性内胚葉型)が最も多いが 7歳 までとは異なり多くの体型がみられるためこの体型の出現

ネ́ti 25%か ら30%程度である これ ,,の 体型に次いで多くみ嘔れたのは McsOmorph cndomorPh(中 11葉 内ll・

葉中間型,であつた 成人期では 13 cme801)の うす,2 cac80'に 該当する体型が認められ 小児期に,ヒ ベて体

ｂ̈



型 の種 類 が 多 くみ られ た そ の 中 で 比較 的 多 くな られ た体 型 は や は り小 児期 にみ られ た

Mcsomorph‐cndomorph(31400)McSOmorpht cndomorph(21600)Endomorphた mcsomolph(157%)で あつた

表 6 4歳から 11歳 までの男児にみられる体型分布

Somュ toりpec'1● B。両‐

Ctntrt[(Endキ 1ヽ● キE`o

3● :“
`“

●ndomorph(E■d'll“ =Eo■
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en`。 m。,phic mo,o■ ,orpl(ヽ 1● ,E■
`,Eて
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3ス :′ nt“
“
●
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|

lヽ,sor●。,Ph tl● tom o● ,I〈 lヽo,≒ [`1,[,、 」|

1ヽ●
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図 7は 上述 した体型出現率 (° 。)を年齢別に sヽtogramに したものである 4歳から6歳 までの体型は圧倒

的に Endomorpll e mcsol,orph体 型が多く 7歳でもBJanccd mcsomorph体 型とほぼ同率の出現率ではあるが こ

の体型が多く この年齢までの典型的な体型であると
'ヽ

える その後 8歳から 11歳 まで、この体型の出現率は

激減 し 相対的に多い体型として MesomOrphc cndomorphの 出現がみられた 次に,こ の年齢期を通 して終始

同じような出現率を示 した体型は McsorrOrph‐cndomorphで あつた これらの結果から 小児期の典型的な体型

として 4歳から
'歳

までは内‖
`葉

性■1二 葉型体型が多く そヴ,後 中胚葉性内月二葉型体型に移行する傾向 ,こ あ

ることがわかる また 中胚葉 内1■ 集中間型体型は この年齢
'切

にそれはど多くはないが,終始一定歩ヒ率の出

現率を示 した

図 8は 20歳から77歳 までの成人 236名 の体型度数分41を 示している 小児とは異なつて 13 catcgor)の うち

Endomorphに cctomOrph(内 胚葉性外14・ 葉型体型)だけが認められず、成人期には多数の体型がみられた 中で

もMcsOmorph‐ cndomorphと Mcsonlorpht cndomorph,及 ひEndomorphに mcsomolphの 3体型が多くみられた そ

の他の体型 |ま 全て 10° O以 下の出現率でそれ程多くはみられなかつた 以上のことから、成人でも小児と

同様にこれら3つの体型 (Mcsonlorph‐ endonlo"h Mesonlorphに endomorph.Endomorphに mcsomorph)が 多くみ

られることがわかる

IV小 児 体型 のカロ齢 変化

l 出現 率 か らみ た小 児 体型

これまでの結果から 小児に最 も多い典型的な体型は Endomorphに mcsomorphであり 成人では

Mesomorph cndomorphカ サヒ較的多い体型であることが明 らかになつた 次いで多い体型は 小児で す

4ヽesonlorph endonlo「 ph と Nlcsoll〕 o「phiC endo11,orPh "支 ブ、
‐
〔|ま 4ヽcsonlo,phic endomorph と Endomo「 phic mヾ 、on〕 o「ph
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Mcsomorph cndomorphが 比較 的 多 い体型 で あ る ことが明 らか にな つた 次 いで多 い体 型 は、小児 では

Mcsomorph cndonlorphと Mcso]norphic cndomorph成 人では Mcsomorphic endomorphと Endomorphic mesomorph

であった これ らの 3体型は 小児に も成人に t,共 ,■ して多くなられる体型で t,あ る

図 9は これ ら 3体型が小児全体 (965名 )と 成人全体 (236名 )に 占める害1合 を示 している 小児では

Endomorph“ mcsomorph(40500)が次に多い Mcsomorph‐cndomorph(147%)の 約 28倍高い出現率であり,成

人では Mcsomorph― endomorph(314%)が McSOnlorphに endomorph(216%)の約 15倍高い出現率を示 した

％

“
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３０
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●
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Lヽ DOMORPH
lヽESOヽ10RPH
ENDO卜10RP"

SOヽ4ヽ 10-1ヽ PE
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図 9Jヽ 児と成人に共通 して多い 3体型の度分布比較
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120

図 10は 小児期において多くみられる 3体型の出現頻度の年齢推移をみたものである 4歳 時に約 75%と 圧

倒的に多く出現した Endomorphに mcsomorphは ,9歳 まで年齢の進行と共に急激に出現率が低下していき9歳時

の出現率は僅か 5%に過ぎない 一方 4歳時には殆ど出現 しなかつた McsomOrpht cndomorphは 、7歳 までの出

現率が僅か 5° O程度であるのに対 して 7歳以降年齢の増加 と共に出現率が高まり 10-‖ 歳では 30%以上の出

50       60       '0       80       ,0      100      11 0

ACE.、 r

小児期における興聖 01uな 3体 型の度 数分市の年齢 lt移
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391(405)
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現率に達 し、最 1)出 現率の高かつた Endomorph“ mcsonlorphを 上回るこの時期に最 も多い体型 となつた また.

さほど高い出現率ではないが Mcsomorph‐ cndoinorphは 4歳 か ら H歳 まで 15%-20%の 出現率を維持 し続ける

体型であつた すなわち 4歳 から ,歳 までの小児体型は Endomorphc incsomorph(内 胚葉性中胚葉体型)が圧

倒的に多く Mcsomorphy>Endomorphy>Ectomorphyと い う中胚葉型ではあるが内胚葉性が外胚葉性 より強い特

性 を もつ体型 で あ る こ とが わか る しか し,こ の体型 は 7歳 まで多 く出現す る ものの,8歳 以降 は、

Endomorphy>Mcsomorphy>Ectomorphyと い う内胚葉型ではあるが中胚葉性が外胚葉 性より強い McsomorPhた

cndomorph(中 胚葉性内胚葉型体型)が 多数を占めるようになる

2典 型 的 な小 児 体 型 の加 齢 変化

表 7は Endomorpht mcso l10rph体型の年齢りI soma10,pC COmponcn scorcの 平均値を示 し それらの加齢

変化の有意性を検定した結果である EndomOrphに mcsomorph体 型の 3‐component scorcと X‐ 及び Y‐軸 sc oreの

全ては 4歳から H歳 まで有意に変化十るが 1司 一体型であるため 必ず しも各年齢の平均値間に有意差がみら

れるわけではなかつた その中で.4歳から‖歳までに大きくscoreが増大したのは Ectomorphyで あり、+14の

変動がみられた しかし、11歳 群と成人群の平均値間には全てに有意な差が認められた つより 小児と成人

で同 じlli型 と言平1‖ iさ れ conlPOnent

表

Cヽ()t t7)′ ラ`ンス (ヽ4esoinOrphy>Endomo「 ph〉 >l'ctomorphy,('|● |し
‐
Ct,′卜,iげ ,

7 Endomorphに mesomorph体型の年齢別平均 so m ato― type score

Ch‖ d ren(■ ‐Hl)

1,r(n‐ 134)

`‐

,r(■
‐121) o),(n‐ 86)  7-y,(■・ 21)  8‐,r(o‐ 7)

'‐

,r(■
‐5)   1● y,(n‐

')  11‐

y,(■‐7) 2● 7,,,(■ ‐37)  |｀ 0;1

eヽan t SD   Mean=SD   lヽtJ n± SD  Mean± SD  Mean± SD  cヽan i SD  lヽe■ ●±SD  月 O`14   :ヽ。■■=SD   
ヽヽ〃1,′

Mcan± SD

EndomorPh、

lヽeso m orph,

Ectomorph、

ヽ (oo rdin ate

ヽてoo rdin`tt

37'=0'   3■ 6± 06
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component scorc生 成人のそれ とは大 きく異な り

Ecloinorph)は 小児の方が有意に大きかつた

表 8は,Mcsomorphc cndomorph体 型の年齢別 sonlatot)pc conlponcnt scoreの 平均値を示 し,それらの加齢変イヒ

の有意性を検定 した結果である この体型は 1歳児か 1名 であつたため この 1名 のデータを除外 して分析 し

た結果,有意な年齢変化がみられたのは Ectomorphyだけであつた また 11歳群の平均値と成人群の平均値も

EctorrorPh)を 除いて有意差がなく,こ の体型の Ectomorph)は ,4歳から77歳 まで有意に変化しないことがわか

つた

表 9は 同様に Mcsonlorph―cndomorph体 型について示 した t,の である この体型 も Ectomorph)を 除いて

componcm scorcに 有意な年齢変化はないが Mcsonlorpht endomorph体 型とは異なって H歳群の平均値と成人

群の平均値間には全てに有意差が認められた

区 11は 上述 した小児期における典lll的 た 3体 Itの cOnlponcm scorcの 年齢変化を二次多項式を用いて区

示している lヽesoinorphに cndon,orph体型の conlPoncnt scorcの うち Endoinorphyと Mcsomorphyは,小児期から

:]ndol■ oiphゝ を Mcsomorph)は 成 人の方が有意に大きく
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表 8 IヽesomOrph“ endomorPh体型の年齢別平均 somato‐ t,pe SCO'e
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表 9 lヽesomorph‐ endomorph体型の年齢別平均 somato type score
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図 11  1ヽ∝ omOrphic cndOnori)h lヽesonlorPh‐ endomorph,Endomorphic
mesomorph体 型における so mォ :o〔 ypt com poncnも の加齢変イし

成人期までを通 して有意な午齢変化を示さなかつた また Mcsomorph‐ cndonlorph体型の しndonlorph、 と

Mcsomorph)は 両方の scOrcが 殆ど同じで 両者とも小児期から成人期まで有意な年齢変化を示さない しか
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し これ ら2つの体型のEoomorphン は 小児期に年齢 と共に緩やかではあるが scorcに 有意な変化がみられ 成

人期に向かつていずれ も有意な低下を示 した 唯一 Endon,orphに mesomorph体型では、Endomorph)と

Mcsomorphyが 小児期に有意な変化を示 し,Mcsomorphyで は成人期に有意な scorcの増大がみられた これらの

ことから、小児期に同一体型であっても compOncnt scorcは 年齢によつて異なることがあり,特に Ectomorph)

は 3体型共に有意な年齢変化を示すことが明らかになつた また,Endomorphc mcsonlorph体 型は,componcnl

scO『じのバランスが各年齢て同 じであつても 3つのcOn,ponc"scoに は年齢によつて大きく変動するようである

図 12は 3体型の各 cOmponcnt sco「cか ら算出した X‐軸 ヒY軸の値から各体型をsomalochanに p101し たもの

である Endomorphi mcsOnlorph体 型とMc、 Onl。[ph cndomorph体型では
「

lじ 体型であってt,somalochanに
'

ロットした成人の体型は 小児より北西方向に移動 した体型になる Mcsomorpht cndon,orph体型は 小児と成

人の メotが 同一場所に集中した (1点だけ大きく集団からずれた plolは 4歳児の 1名 である)こ れらのこと

は,いずれも同一体型であるため cOmponcnt scorcの バランスが同じであるため,年齢別の平均体型は楕円で囲

んだ領域内に位置する しかし 小児の年齢によつては苦干 口o:が移動する傾向にあり 成人の同一体型では

小児より北西方向´ヽすれる傾向にあることを示している

Eヽ 1)(,ヽ 10RPI:1(ヽ :ド 0ヽヽ10RPli M Esoヽ 10RPH Eド DOヽ 10RPII

3典 型 的 な小 児 体型 の 体格 と体組 成 の特 性

図 13は 小児期に典型的な 3体型それぞれにおける身長 体重 体脂肪率の年齢別平均値とそれらの

年齢群総平均値 (o)を 示 し それらの特性 と年齢変化を示したものである 身長の加齢変化は、3体型とも成

人期まで直線的に増大 しているが Mcsomorphに cndonlo,ph体 型の身長が 3体型の中では最 も大きく 6歳 の平

均l●Lは年齢群総平均値を3 5cmも 上回った 1た この体型の成人群平均値 も他の2体型よりは大きかつた 逆

に 最 t,低い平均身長を示 したのは 小児の全年齢と成人期でも EndOmorpht nicsomo「 ph体型であった

体重でも 同様の特性がi忍 められ Mcsolη Orphc cndOmOrPh体型の体重が全年齢で最 も大きく 年齢群の総平均

値との比較では,7歳の+3 3kgか ら9歳の+7 0kgと いう大きな差を示 した 最 も小さな平均体重は,身長と同様

に Endomorp lle mcsOmOrphで あり,McsOmo,ph‐ cndomorph体 型はその中間に位置 した 肥満度を表す%FMは ,

McsOmorphc cndonlorph体 型が極めて高く8歳 において 20%を越え 10歳では年齢群の総平均値を+49%,H歳
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体型における身長 体重 体鮨防率の特性とDO齢変 (ヒ

体重でも,同様の特性が認め られ、Mcsomorphた cndomorph体型の体重が全年齢で最 も大きく,年齢群の総平均

値 との比較では、7歳の+3 3kgか ら9歳の+70k8と い う大きな差を示 した 最 も小 さな平均体重は,身長 と同様

に Endomorphた mcsomorPhで あ り Mcsotnorph‐ cndomorph体 型はその中間に位置 した 肥満度を表す%FMは

McsomorPhに cndonlorph体型が極めて高iく 8歳において 20%を 越え 10歳 では年齢群の総14均値を+49%H歳

では+550o越 える高い値を示 した '■ に Endomorphに m csoll■ Orph体 型の%FMは ,全年齢で年齢群の総平均値を

下回 り 特に ll歳 では‐260010歳では‐42%も 低い°OFM‐ 15%前後の値で成人期に trcndし た これ らのことか

ら 小児期に多くみ られ る Mcsomorpht cndomorph体型は 身長や体重が平均値 より大きく,大 きな体格で 8

歳以降やや肥満 lll向 にあることがわかる 逆に 小児期に最 も多くみ られる Endomorpht mesomorph体 型は

身長や体重が年齢浄l平均値 より小 さく体脂肪率が 15%程度で正常な肥満度にある体型であると思われる また.

小児期に典型的な も う一つの Mcsomorph‐ cndomorph体 型 は,Mcsomorphに cndomorph体 型 と Endomorphに

mcsomorph体 型の中間に位置 し,平均値に近い体格 と体組成を示す体型である

図 14は 人体計測指数 として Hcath‐ Cancr法 に用いられている Haght‐wclght ralo(身 長・体重比 :cm/kg「
3)

と肥満の程度を表す体脂肪率(%Fat mass° O)及 び身長の影響を除去した体重である3od〉 mass hdcx(kg′ mう の

カロ齢変化を比較 している 3体型ともこれら指数の小児期における加齢変化は有意であり,HWRと BMIの
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図 11ヽltsomOrph“ cndomorph Mc,● mor,h endOmorl)h Endomorphに

lntsomorph体 型 にお する HWR%「 lヽBヽ 1の DO齢 変化

加齢変化は 3体型 とも類似 していたが Mcsoinorph‐cndoinorphと Endomorpht McsomOrPhの 両体型における

HWRと BMIは殆 と同 じ値を示 し 年齢群総平均値 (点 線)と 類似 した値 を示 した しか し Mcsomorphc

cndomorphの HWRと BMlは、2体型 とは異な り HWRで 小さく BM「では逆に大きな値を示 した %ドMの加齢

変化は 3体型で明確に異な り Mcsomorpht cndo]norphが 最 t,高 く,次に Mcsonlorph‐cndo:norphで 最 も°。「 Mが

小さいのは Endomorphc mcsomorph体 型であ り 小児期の全年齢で も成人期で も年齢の総平均値 より低かった

Mcsomorphに cndonlorph体型における%FMの加齢変化は他の 2体型 とは大きく異な り,7歳 以降急激に上昇す

る肥満化傾向を示 した 11歳群の平均値 と成人群の平均値を比較す ると,HWRで は 3体型 とも成人期に有意に

低下 し BMIでは有意に上昇 したが %FMは 3体型の変化が有意な ものではなかった これ らの結果は.3体型

とも小児期に多い典型的な体型ではあるが Mcsomorpht cndomorph体 型は 他の 2体型 とは異な り,体脂肪率

が高く BMIが 高いやや肥満 llR向 にある体型であることを示 している しか し,こ の肥満傾向は成人 llJで は II均

値に類似す ることか ら 小児期以降 この傾向がさらに強化 され ることはないようである

図 15は 3MIの合成変量である除脂肪量指数 (「 at‐ tee mass hdex:FFMI=FFM k8′ HT'm2)と 体1旨肪量指

数 (Falinass indc、 lFMI‐ ドNl kg,Hr:r)の 加齢変化を 3体型で比較 している BMlについては先述 した通 り

であるが 小児期を通 して終

“

台高い BMI値で推移する Mcsonlorphに cndomorph体 型の「 MIは BMII司 様に最 も

1100

2000
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図15 Mesomorph“ endomorph,Mesomorph endomorPh,

EnsomorDht mesomorph体型におけるボデイ
マスインデックス 除脂防選指数 体脂肪量指数

の力0齢 変lr

高い値で推移 した しか し FFMIli 4歳 から 6歳 までは高いか 7歳 か ら成人までは他の 2体型 と類似 した値

で推移 した しか し「 MIが他の 2体型 よ り極めて高い値で小児期を推移 していることんヽ ら Mcsomorphc

endomorph体 型 は bod,Jzcの 割 には‖旨肪 の 多 い体型 であ る ことがわ か る 逆 に 小 児期 に最 1,多 い

じndonlorph“ nlcttnorph体 型は「 FMIが他の 2体型 と類llし た値で推移するものの,FMlは ,8歳 以降1=齢別 平

均 1直 を下回つた値で推移す る つ まり この Endomorphc mesomorph体 型は,body,zcの害1に は脂肪の少ない体

型であることがわかる

まとめと今後の課題

本報告は 日本人小児におけるsomatotypcの 加齢変化に関する情報がないことか ら 20歳 か ら 7フ 歳の成人男

性 (平均年齢 3フ 歳)236名 を比較対照群 として 4歳か ら ll歳 までの男児 965名 の横断的な somatot,pcデ~タ

から 体■の加齢変化を分析 している

発育攻いは sonlato、 pcな どン潮 1齢 変化を分,iす る場合 多くの個体を長期間追助する縦断的研究が望ましい

ことは これ までの多くの研究が示唆 している通 りである しか し 日本人小児の somatotypcの 加齢変化に関

しては 先ず情報がないこ とから homogcncousで あるとい う裏付 すはないが 2つの都市部に生活する保育

園 幼稚園児 と小学生 のサ ンフルを用 いて この時期 に多い典型 的 な体型 を Hcalh cancr anth「 opomctic

sOmatotゝ pc法 によつて抽出 し それ らの体型の加齢変化を分析 している
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その結果,4歳か ら 11歳 までの間に以下のような somatotypcの 特性 と tcndが認め られた Somatotypeを 構成

する 3つの cOmpOncnt scorcの 平均値の加齢変 fヒ をみると Endomorphyは ,7歳頃まではほぼ一定値で推移 し そ

の後緩やかに上昇す る trcndを示 した Eclomorphン の平均値は,8歳頃まで緩やかに上昇 しその後はほぼ一定値

で推移 した しか し Mcsomorphyの 平均値は、H歳 までの年齢期では大きな変動を示 さなかつた

これ ら 3つ の cOnlponcnt scoreの 分布パターンをみると じndomorphyは 、大多数の小児が極めて狭い範囲内

(25-30)に 一極集 中する分布パターンを示 した MesomorPhyの 分布パターンは,ど の年齢群 も40-45に

集中する類似のパター ンを示 し Eoomorphyの 分布は,低年齢では低い scorcに 集中 し,午齢の進行 と共に高い

scorcへ と徐々に移行す るパ ターンの加齢変化がみ られた

これ ら 3つの componcnt scorcの 平均値 と分布パ ターンの変動か ら この年齢期の平均 somalotypeを評価す

ると 4歳か ら 7歳 までは、Mcso>Endo>Ectoと い うcomponcnt特 性 をもつ Endomorphに mcsomorph体 型であ り,8

歳から H歳までは,Mcso■ Endo>Ectoと い う Mcsomorphc cndomorph体 型であるといえる

Hcath Cactcr法 に よる体型 の 13calc800に よつて この期間 に多い体型 をみ る と,4‐5歳 では圧倒 的に

Endomorphに mcsomorphが 多 く、6‐7歳で もこの体型が最 も多い しか し,8‐ ‖ 歳 になる と,Mcsomorphc

cndomorphが 多くなる t,のの 年齢が進む とそれまでとは異な り多くの体型がみ られ るようになるため その

出現率は低下する 次に多い体型は Meson10rph cndomo「 phで あつた

4歳か ら ‖ 歳 までの小児力に多くみ られ る Endonlorphc mcsomorph体 型 Mcsonlorphc cndomo「 ph体型、及び

Mcsomorph‐ cndomorph体型の出現頻度の加齢変化をみると、4歳で最 も多くみ られた EndomorPhc mCSOmorph体

型は 9歳 まで年齢の進行 と共に激減す る 一方 4歳では殆 どみ られなかつた McsomOrpht cndOmo"h体 型は 7

歳 まで 500程 度 の 出現 率 で あ つたが 7歳 以 降 出現率 が高 ま り,10‐ ll歳 では最 も多 い体型 とな った

Mcsomorph‐ cndomorPh体 型は 4歳 から 11歳 まで 15‐2000の出現率を維持 し続 けた体型であつた

これ ら3つの小児期において典型的な体型の componcは scorcは ,そ の dOmhancyや bttanccは 変化 しなくて

もscorcそ の ものは加齢変化する そのため,somatochan上 に plotし た年齢の異なる同一体型は,同 一領域内で

変動する 従って、縦断的研究が是非必、要である

即ち 小児期 に体型が変化するとは、評価 された体型が全 く別の体型に変化す るのか ?或 いは,体型が 発

生学的 .遺 伝学的 に規 定 され た もの であ る とす るな らば 別の体型 に変化す るのではな く,そ の体型の

componcnt scorcが dOmh田 lcyと bJanccを 変えないで同 一体型内で変化することなのか ?先天的な遺伝学的研

究 と併せて後天的な dttや ph〉 ●cm aoivれ)に よる体組成の変化な どがどのように体型に変化を もた らすのかを

個体追跡 して縦断的に検討すべきである

次節で も述べるように somato、 pcの 発育 と加齢変化については かな りの情報がある しか し 日本人小児

に関する体型の加齢変化は殆 ど分析 されていない また、縦断的研究法で加齢変化を分析 した研究はそ う多く

はない 加えて,小児期でも思春期か ら青年期を中心に多く分析 されてお り 若年幼児か らの分析は少ない

Hcath Cmcr anthropoinct● c somatotypc mcthOdは ,比較的簡単であるため,Hrc styに や PhySca pcrfOrmanccに 関

連 した種々の条件下で も使 うことができる 今回は,データが存在 しない 日本人小児の体型 を分析 し、その加



齢変化を検討 したに過ぎないが これらの結果がlL81々 の小児の体型評価の基準として役立つことを期待 してい

る

次回は,同年齢の女児について同様の分析を行い 体型及びその加齢変化の性差を検討する予定である

.tl辞

小児のデータは ファィンライズジャバン (株 )′,乙 木幸道氏に提供 して頂いた ここに記 して 深甚なる

謝意を表 したい
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体型、絶対的サイズや相対的サイズ,及 び体組成における幅広い変異をカバー している Hcalh‐Cartcr遺伝子

表現型 somatotypc評 価法は 発育期 成熟期 及び加齢の過程において人間に広 く認められている変化を分析

するのに極めて適 している 一生 不変で 発生学的に決定された もの とい う仮定を もつ Shddon法 は 適 して

いない

現在の情報はまだ不完全ではあるが,こ こに レビューされた幾つかの縦断的研究や横断的研究が somalo,pc

の永続性に関する疑間に対す る幾つかの包括的な回答を提 9ヽ している 6歳以下の若い小児や思春期の女児よ

り 6‐ 12歳 の男女や 12・ 18歳の男児については多くの情報がある 成人の縦断的な情報は比較的少ない

若年イヽガの sο″αrοψ 評́″

少なからず制限はあるものの、Hcal&Caに cr(1967)法 は,全年齢の男女に応用できる 写真撮影法や人体計測

法によつて、経験を積んだ評価者は,信頼性のある正確な somalotypcを 評価することができる 人体計演1学 的な

somatotypeだ けでは 基準評点の見積 もりでが、年長の小児や成人に対 してよ り若年小児については精度が低

いかも知れない 初期の研究で 人体計淑1学 的評価は 10歳 の小児やそれ以上の年長者に対 して信頼性が高い

もの と思われていた 幾つかの研究 (例 えば Duquct′ ′α′,1975t Sicpnにka 197α Skaughtcr″ ′́,1977 198Q Shg

&Sidhu.19801 Holop● ncnピ′α′ 1984:Eiben,1985)は 610歳 までに人体計測学的 somatotypcを 用い Palzkova“

α′(1984)は 35歳 か ら6歳 の小児にこの方法を用い Amado「 ″α′(1983)は 、15歳か ら 55歳 に用いた

若い Manusの 小児 とGcsdl研究所 (New Havcn,Connclcut)で小児を評価 した経験か ら,Hcathは ,somatot,Pc

写真撮影法が小 さな小児の評価には最 も重要な ものであ り 6歳 以下の年齢では十分な判別 をなす ことが困難

であると考えるよ うになつた 明 らかに,評価す る実例や基準の不足が問題である

小児の評価を可能にす るため Hcalhは さらに somalotypc/身 長・体重比 (HWR)尺度を修正 した (Hcath 19631

Hcath&Cartc■ 1967)Duquct(1980)は,若 いベルギー人小児に関する彼の研究を通 して同 じような尺度を開発

した これ らの研究者達は 同 じHWRを もつ成人よ り全ての cOmpOncntで 低い値をもつ小児の sOmatotypc評

価を確立す る必要性を認めた もし 成人の sOmalot,pcが 卜5‐4■ 6‐ 32‐ 5‐ 3,3‐ 5‐43‐ 4‐34‐ 3‐ 34‐ 4‐45‐ 2‐2で

HWRが 1320で あるな らば、1320は 理論上 somaO,pc 2‐ 4‐ 1,3‐ 4‐ 2,3‐ 3‐ 14‐ 2‐ 1と なる さらに,種 々の年齢で

発育 している小児は 例えば、司じ 1320の HWRで t,3‐ 313‐ 4‐2或 いは 2‐ 5‐3と 評価 され る

4ヽcsomorph)と cctollorph、 尺度を規定する人体言1測学的 son,ato,pCに関す る評価形式は,身長で調節 される
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が cndomorphン と 3つの皮下脂肪厚和については同 じような調節はない 皮下脂肪厚が身長の増加に比例 して

小児の発育期に減少するとい う仮定の下で,Hcbbdhck α α′(1973)は ,17018と い う基準身長 (Ross&W‖ son,

1974)を 認めて cndOmOrphyを 評価す る前に 3つの皮下脂肪厚和に 170 18cmを 掛けることを示唆 した ′
Jヽ 児の

データに関する幾つかのグループでの この方法の応用は、その統計的な限界に も関わ らず、この補正が本質的

に有効なものであることを示唆 している H歳 の 70名 の男児グループに関す る研究で,JP Cに ,s and JE L

Cancrは 人体計測学的 cndOmorphy評 価が写真撮影評価法より平均 1/2点低いことを認めた Ross′ ′α′(1978)

は、814歳男児(N=26)と 女児 (N=14)′ )endonlorph)げ ,写真撮影法 と人体計測学的評価の比較で同 じような結

果を得た 補正 しない人体言1測 学的評価は 男児で 1点低 く、女児で 15点低かった 身長の補正後、評価は 1,2

点 と 1点低かった これ らのサンプルで、補正は適切な方向づけであつたが、写真撮影評価法 と一致するには

不十分で′〕る 人体計測学的評価だけがなされる場合.こ の補正は小児の cndomorphyと 170 18cmの 基準身長

か ら大きくはずれた被験者について用い られるべきであろ う 人体計測法プラス写真撮影評価法の場合には

特定 HWRに適切な写真の視診 とsomatotypcが 最終的な somatotypcに 対する理論上の補正 として必要である

横 断

“

研 究 と縦 断 ″ 研 究

‐
●t断的研究は 5om■ ol)pcの 発達や変化の診断のためには必要 とされているが それ らは必然的な欠損を欠

点 としてもち,●
l′ とヽな研究者や協力的な被験者を必要 とする 栄養や運動ばか りでな く somatotypcの データな

どが結合 される場合 そのよ うな研究は 発育パターンの貴重な変遷を提供 しうる し、somalotypcの 不変性や変

化の角ギ剛HIこ 役立つ

しか し 横断的研究 |ま 貴重な推論を提案する もし それ らかり1の 偶然な要因の違いのせいでなければ そ

れ らが幾つかの状況で記述 され る年齢 グループ間の違いは 個々の年齢変化を表わす

通常 somatotypcの 分析は,全体 として縦断的研究でも横断的研究で も別々の要因分析以上に有益である し

か し、2つの分析は互いに補佐 しうる

2-′ ∂歳 の イ ガヽ と 言 年

縦断的研究

Zuk(1958)が 、縦断的デー タに Hcath評 価法を用いた最初であつた 彼は,Bcrkdcyの CdiFornぬ 大学小児健康

研究所の Hardd E Joncsに よつて記述 された Bcrkdcy Crowth Studyに おける 12歳 と 17歳の 74名 の男性 と 78

名の女性及び 33歳 の 38名 の男性 と39名 の女性のsOmalotypeを 報告 した 平均値を示 し,平均 somatotypeは 予

期 したように 午齢 と共に男性 は incsonlorph、 か大きくな り 女性は cndOmorph)が 大きくなる傾向を示 してい

る

Orcgon大学の H Har● son C arkcに よつて管理 された Mcdlord Crowth Stud)(1956‐ 68)は、多くの出版物の元

になった 7歳か ら 18歳 までの男児の大規模な縦断的研究 と横断的研究の混合型であった(Chrkc,1971)こ のデ

ー タは、人体計測学的測定値,somatotypc及 びその他のテス トや測定値を含んでいた Hcathは 、彼女の修正法



(1963)で このシリーズを.l価 した とき (1963)年齢に伴 う平均 cctomorphyの 増大 と cndOmorphyが 殆 ど一

定のままであった ことを示 し,mcsOmorphyは 一貫 した上昇に続いて青年期で減少 したことを示 した

9歳か ら 16歳までの McdfOrd男 児に関す る Monon(1967)の報告は,大 きくなる cctomorphyの ために穏やか

な南東への傾向で平均 sonlatotypcが sOma10chanの 中央 上部の約 343に lltが つたことを示 した 15歳から 18

歳までについて Kuhn1010(1963)は  平均 mcsOmorph)ん 4`1ん らヽ47ま で増大するのに対 して平均 cctomo「Phy

が 37か ら32ま で低下 したことを示 した

9‐ 12歳 と 12‐ 17歳の男児の 、O nl■ otypcに おける縦断的な違いに関する研究で ShdJr(1966.1969)は 若いグ

ループでは小 さな変化を認めたが,12■ 7歳 グループで彼が認めた有意な違いは,成熟に入った男児の加速であ

つた 隣接 した年齢で somatotypc colnpOncntに 高い年齢間の相関 (08‐09)が あ り,2‐ 5歳の間それぞれに低い

相関 (050,060,067)が あつた

起こりうる評価誤差 として componcnt評価の 05点の変化を無視す ると cndOmorphy評 価の 45%は 1点かそ

れ以上まで変化 し mcsOmorphy評 価の 20%は I点かそれ以上変化 し.cctomorphy評 価の 44%は 1点かそれ以上

変イヒしたことを示 した 研究期間の 2つの評価間の最 も大きな違いは、年齢範囲内の各 componcntで 25点 まで

変化 したことである 多 くの男児は 研究の年齢期間で sonlatol,peに 目立つ変化を示 した ;し か し、大きな変

化は殆 ど示 さなかつた 被験 者 2名 υ,、om■ op時 t=7歳 から 17歳 までの 2名 の男児の sOinalotypc上 の変化の

推移を示 している 2名 の男児は殆 ど同 じsomalol,peで スター トしたか 彼 らは著 しく違 う進路をたどり 17歳

で大きく異なつた sonlat01,pcに なつた

Pcrc Vilhgcマ ヌス島 (現 在 マヌス州 とも呼ばれる)バ ブアニューギニア領 (1975年のパフアニューギ

ニア独立までオース トラ リアによつて統治 された)で 1953年 に Margarct Mcadに よつて始め られた 30年 間の

混合型縦断的 somatotypc研究は,恐 らく手のつけられていないグループ (約 500名 の人口を もつ村落)で行わ

れた最 も長 く 最 t,大規模な研究で′)る Hcath&Cancr(1971)は ,1953年 1966年,1968年 に集めた 223名 の男

児 と 215名 の女児の人体計測法 と somatot,pc写 真撮影法に基づいて 2歳か ら 22歳 までの小児 と青年の

somatotypcを 評価 した 小さなサンブル数のため,幾つかの年齢 グループが,男 児の 16歳 と 17歳 の及び女児の

4歳 と5歳で結合 された 26歳 男女の平均 somatotypcは 接近 してお り それ らの分布はかな リー致 している 2

歳か ら8歳 までの男性 と女性の sOnlatotypcは だノレだんに分かれ 16歳 か ら著 しい枝分かれを示す 2歳 か ら 8

歳までの男性の cndonlorphゝ は ht少 し ecK)nl o,Ph)は 増大する 8歳か ら 14歳 までの男性の mcsomorph)は 僅か

に減少 し,cctomorph)は連続 して増大する 14歳 か らmcsOmorphン は劇的に増大 し,20歳 で 2‐ 6‐ 15と い う平均

sOmaolypヾ を示す 成人男性の平均 somatol)pcは
'7‐

67‐ 〕7で ある

214歳の女児の sOmatolypcの ハ ターンは、男児のそれ と類似 してお り、mcsomorphyは 低いか cndomorph)は

僅かに高い 16歳 と 22歳の間で,女 児は著 しく大きな cndOmorphyと 小 さな cctomoっ hyに なる 16歳で,女児

の sOmatotypcは ,彼女 らの母親や祖母の平均値 (3・ 45‐25)に接近するが 初期の双生児では cndomorphy力ヽ 明

らかに高い マヌス集団に関する追跡研究は これ らの結果について確認 し 詳説 している (R F Shoup.1987)

ll歳 か ら 17歳 まで毎年激」定 した 39名 の男児に関するチェコスロバキア (Praguc)研 究で,Panzkova&Cancr
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(1976)は ,2つのグループの sOnlatop101は 同じであつたが、かなりの個人的な somatotypcの変化を示 した 男児

の 67%は 優位な componcntが 変化し 殆どの男児は少なくとも一度は somatotypcを変化させた 24歳 で元の

somalotypcに 戻つた時(Cancr&Pattzkova,1978),14名 の男児は mcsomOrPhyが 明らかに大きくなり、cndomorph,

が僅かに低下した 年齢間の相関は 年齢間の予測が一般に貧弱で、年齢の間隔が大きくなるとますます貧弱

になることを示 している

4名 の男児の Somalop崎 tは,移動性の距離 (MD)と 連続する年齢間での変化を示 している MDは、連続 し

ている somato口 ot間 での somatotypcの分散距離 (SDD)の和である 7年間を通 じて,MDは ,77と いう低い値

から241と いう高い値までの範囲にわたり 平均ltFは 151で ある 図に示すように被験者 No 132が 最も安定

してお り,No 373が 最も安定性が低い 1016歳 男児に関するSaskalchcwan発 育研究の 2名 の被験者は同じ変化

パターンを示 した (Wccscで′α′ 1975)

Hcath Cancrの 人体計浪1学 的 somato!ypc法が 2つのプラハの幼稚園の 3545、 5及 び 6歳の 58名 の男女に用

いられた (PaHzkova″ ′′ 1984)平 均 Sonlato,Pcは 皮下脂llb厚 から推定した cndonlOrph)に 高い相関がなか

ったため 著者の平均人体計測値から再計算された 男女の最 t,早 い年齢では cndo‐mcsomorphで あつたが 5

年目と6年 目には差が大きくなつた プラハとマヌスの小児の平均値は.somatot,pc法 の僅かな違いにも関わら

ず接近 していた プラハにおける別の研究で 3ok&T apakova(1982)は 15,1617歳 の H名 の男児と21名 の女

児の体型を評価 した 15歳で 4‐ 35‐2の平均値と 16歳 と 17歳で 4‐4‐25と いう平均値をもつ女児は,cctomorph)

軸の両サイ ドともnlcsOmorphyと cndomOrphyで僅かな増大傾向を,そ して cctomorphyで 低下傾向にあつた 15

歳と16歳で平均がほぼ 2435で 17歳 ではぼ 2‐ 45‐35の 男児は 女児の北東に位置する 全 somatotypcは 大き

くは変化 しなかつた :男 女児の平均値の差はおよそ 05点 (SAD=053)であつたが、特定の compOncnt Cは 1

点以上の大きな個人的変化があつた

1318歳 の 210名 のベルギー人男児に関する研究で,Chcsscn(1981メま,人体計演1学 的 somatotypcの 安定性に

ついて報告 した Endomorph)に ついては 年齢間に高い相関 (7-086‐ 090)が あり,5年間の間隔では低い相関

(/=079)があつた Componcnt平 均(直 における殆との差は およそ 05点であつた 6つの年齢グループの平均

so]natol,pcは 、olnalochan上 で共に接近 している1即 ち 13歳 の平均値が 2‐ 4‐35で あり18歳 では 25‐ 4‐35で あ

つた

l anncr&WhnchOuscこ よつて 1948年に確立された縦断的な Harpcndcn発 育研究は,1949年 から 1970年 まで

同一小児を追跡 した その被験者は,健康で,十分に育てられた男女で
｀
普通の幼稚園'に通つている 結果に

興味をもつたのは 小児期に発達 した若い成人男女のサイズ 体型,体格にどれくらい大きな違いが見つかる

かで 著者は 6ヶ 月ごと (思 春期では 3ヶ 月ごと)に検査した

"″

お グ C/1″″θ′,C‐″ο)″み(Tanncr&Wmchousc 1982)で ,著者らは 彼らが若年成人期に達 したとき ShcMon

(1940,1954)somatOtypcで は正常な被験者だとした 彼らは 最近では唯―の somalotypc評価 として種々の年齢

の小児の写真を示 した 彼 らは 6歳 の評価を補正することが難 しかったことを述べ、その難 しさは 6歳 と 18

歳の間の形の真の変化のためであるか 月ヽさな違いのため観察者の感性のなさのせいであったことを示 した
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彼 らは,栄養不足や他の環境上のブ レッシャーはサイスに影響するが,形には影響 しないことに注 目した ,遺

伝子型は サイズよ り形により強い統制を及ぼす' 彼 らは,Shcttonの システムがサイズは無視 しているが写

真撮影法で示 したよ うに身体の形や組織の組成を考慮 していることも論評 した 彼 らが写真撮影法や人体計測

法でみ られた形の変化に関係なく若年成人を評価 したことは明 らかである Somato,pc,図表,説明に関連 した

予測性に関す る Tanncr&Whlchouscの 評価は 彼 らが形の変数に年齢で補正 した標準偏差を用いたが 18歳 だ

けの somatotypcの ため 曖味である

Hcathは、/′′
“

ぼεたな″″tC″οv′んの全写真に対 して Hcath‐Cancr写真撮影評価法を害1り 当てた 2歳間隔でブ

ロッ トした somatotypcは,3名 の男児 と 3名 の女児で変化を示 している 3名 の被験者は年齢 と共に小 さな

endomorph、 にな り :1名 は大きな ectonlorphゝ にな り :2名 は最初小 さな cndOmo「 phyで後に大きな cndOmorph、

になつている 全小児に一致 したバター ンはな |ヽ

1年 間追跡 した 7歳のベルギー人男女の研究は componcntに よつて多 くの変化はあつたが,平均 som■01,pc

はあまり変化 しな l」 つた (「oteva l'86)McsomOrph)は  場女で僅かに大きくな り、cctomorph,は 小さくなつ

た 平均の sOnlatolypc lま  男児で 25‐ 45‐ 3で 女児では 3‐ 4‐ 3であつた

縦断的研究が、年齢に伴 う個人 と集団の sOmatotypcの 変化を示 している 変化に関す る個人のパターンは,

グループの平均値が変異性 を隠すので特に重要である

横断的研究

ベルギー チ ェコスロバキア フィンラン ド ハンガ リー イ ン ド ベネズエ ラにおける多 くの大規模な

somato,pc横 断的研究が 5歳 から 18歳 までの情報をかな り提供 している

Pcrformanccと TJcnt Prqicctに よる8554名 のベルギーの小学校男女に関する研究で,Duquct¢′α′(1975)は 年

齢別の人体計測学的 son llotypeを 分析 した その後 Duquct(1980)は 写真撮影評価を行つた 1つ の表 と2つの

図は Duquct(1980)の もυ)で ある 全年齢 (613歳 )で 男女ともcndOmorphン が大きくな り 加えて 女児につ

いて も大 きな増 大であ つた 両 グルー プ とも mcsOHlorphン が小 さくな り、cctomOrph)が 大 き くな つた

Ectomorph)の 増大傾向は 男児でより大きかった 女児は 全年齢で男児より明 らかに高い cndOmorphゝ を示 し

13歳 を除いた全年齢で高い ooomorphン を示 した Mcsomorphyに は差がなかつた 平均のsOmalotypcは ,男 児で

は bJanccd mcsomorphy(25‐ 4‐25)か ら mcsomorphy‐coomorphy(25‐ 35‐ 35)の 方へ移動 し,女児では,ccntral

somatotypc(3‐ 35‐35)の 方へより移動 した 女児は,cndomorphyと cctomorphyの 増大に加えて,大 きな分散傾向

を示 した Somatotypcカ テゴ リーによる分布は 特に女児についてであるが男女間で拡大 した不均―性を示 し

ている

ベルギーの Mcchcにnの 10歳か ら 12歳 までの 106名 の男児学童に関する研究で,Ch,s`′ α′(1970)は ,

2‐45‐ 35と い う平均の人体計測学的 somalotypcと 写真撮影法による somatotypcを 示 した この研究の 11歳の

平均値より僅かによ り ccto‐ mCSOmorph)に であるこの平均値は、多分人体計測法 と写真撮影法両方による評価

のためであろ う

Stcp面 cka(1976)は ボヘ ミア とモラヴィアの学校の 2.4、 68年生で 8,101214歳 の男児 403名 と女児 400名
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を研究 した 女児の平均 somalolypcは coo_mcsOrrorphyか らsom●ochanの 中心へ位置を変えた 12歳 男女の分

布は,mcsomorphyの 優 f立性 を示 しているが 男児は高く,北東の傾向がある

マナ ウスとチェコ人小児の比較は チェコ人の平均値が特に後の年齢で mcsornOrPhyで 僅かに低いことに加

えて同 じよ うな somatotypeの経路を示 している

ハンガ リーの男女に関する 4つの研究は 年齢によって幅広い sOmatotypcの 範囲のを示 している Szmods

(1977)は 5歳 と 7歳 の間の男女約 1400名 人体計測学的 somatotypcを 手に入れた 普通の学校に加 えて これ ら

の小児は スポー ツの トレーニンクに参加 していた 平均の sOmか otypビ は 5歳か b13歳 までの男児が高い

ec(omorph)の 傾向にあ り 14歳 から 1フ 歳までは 僅るヽにバランスの とれた cctOmorph〉 mesomOrph)の 傾向にあ

つた 女児の sOIna。りPて
t′〉分布II 殆ど全体的に中心のsom slo,Pcに 閉 し込めに,れ 加えて ,ぃじsOmorph、 の低 下

は 中央の somato、 pc領域の右 卜への傾向にある (平均の somatotypcは 提供 されていないが、x,y軸が示 されて

いた )

1977年 と lo79年の間に、FarmoS(1982)は ,9歳 と 18歳 の間の 494名 の男児 と 26歳までの男児の小 さなグル

ープの 、Omatot)pe研 究を行つた 大規模サンブルの被験者は 11の スポーツ競技の トレーニングを行っていた

小さなグループの少数の被験者は体育大学の学生であった 平均の somalotypcは 15歳 まで mcsomorph)の 低

下を示 している 16歳 で cndOmOrph〉 と nlcsOmOrph。 は 315‐ 3(ba(anCCd mc、 omorph〉 )と い う平均値 まで劇的に

上へ向かつて移動す る Endo‐ mcsomorph),へ の移動は 17歳や 18歳 まで続 く 全年齢で,「 arlnOЫ の平均値は

Szn〕 odも のそ″tよ り僅かに cndo『 nで soin O!phに であるが ,15歳 tての範囲では そのパターンは同 じである こ

の僅かな差は 恐 らく スホーツグルーフt77井 ′,た めか方法の僅かな違いのためであろ う

′ヽンカ リーの BakOn、 Hil応 による 10歳 か ら 14歳 1での 1313名 の女 liに li5す る somrllot,pe研 究で 8odzsar

(1982)は 彼女 らの父親の職業 家族の人数 兄弟姉味数 父親の収入によつて被験者 をグループ分け した 知

的職業と身体労働が 2つ の大きなカテゴ リーであった 全サンブルの平均 somato,pcは ,ccntrdで あ り 年齢 と

共に cndomorphyの増大 と mcsOmorphyの 低 下傾向にある 知的職業の子は,身体労働の子より低い cndomOrph〉

の傾向にある また,Endomorph)は 子 どもの数や家族の数で t,低下 した 現金収入 当た りによる somaOり Pc上

の違いは、はっき りしない 身体労働者 と知的労働者の食習慣の違いに関するさらなる研究な しに、不一致を

説明することはできない 殆 どの年齢で 30dzsar d'研 究における女児は SzmOd s研 究′,そ れ らよ り僅かに

mcso,norphyが 小 さく それ以 上に cndomorphyが 大きかつた

ハンガ リーによる4つ 日の大規模な発育研究がハ ンガリー西部の小 さな町 Kormcndで実施 された 1,581968

1978年 殆 といずれ も3歳 と 18歳の間の健康な小児が測定された 1968年 Eibcn(1985)は 、6歳から 18歳 まで

の男児 914名 と女児 667名 及ひ 1978年 に男児 1141名 と女児 954名 のソ、体計沢1学 的 somatotypcの 評価を行つ

た 1958年 と l,78年の間に Ko「 n,cndは  ヽきな人口増加 と共に工業の町 と都市化 した町 とに農村から変化 し

た その変イヒは 社会構造 レ:学 H/1な 対lL 身体 7■ 動の′` ター ン 及ひ遺伝的なバ ランスに変化をもた 1,し た

これ らの要因は 小児の発育ハ ターンや長期的な変遷に影響を及ぼ しているであろ う この研究は ,968年 と

1978年 の 10年間における劇的な長期間の変遷ばか りでな く、年齢や性で somatotypcの 分布に明 らかな違いを

０
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示 している Endomorph)は Ebcnの 1985年の報告では、身長の補正がなされなかつたため 表の endomorph〉

の平均値は Eibcn(1982)に よる各年齢の平均値を用いて補正 されている

Somatocha■ は、Konncndの 小児が 1968年 と 1978年 の間によりcndonlorphicに なったことを示 している こ

のことは 年長の女児を除いて 全年齢で事実である 一般に 1978年 の cndomorPhン が、男女 とも06か ら 15

点ほど高か く me、 onl。「phン の増大とcc(oll10rphyの 低下(年 長の女児を除いて,と い う僅かな傾向で,mcsomorphy

と eclonlorph、 は 年齢を通 して 05点未満だけ低下 した それ らの平均値について so m● otypeの分散 ISDM)

は 1978年 の全年齢及び男女で高かった Eibcnは  この ことは 思春期の 早い開始び,せ いであ り 人口移動に

よつて増大 した遺伝的変異性 のためであることを示唆 した 1968年 と 1978年  年齢 に よる男児の平均

somatotypcは ,同 じパ ターンの変化を示 している 6歳の平均値は,ほぼ 3‐ 4‐ 3の somatotypcで あ り,十代の初期

で大きく cctomOrphyの 方へ また 18歳では大きく mcsomOrphン の方へ動いている 6歳女児の平均値は、

somatochartの 中央の 1ヒ 束に始 まり 中央υ,領域ろ 』して南東´ヽ動き 十代後半では西或いは南西へ動いている

Szmods Fa口 1l o● 30dzarの 結果は じbcnの 結果 と類似 している 最初の 2つの研究におけるスポーツ指向の

Jヽ 児に僅かに高い n]csomorph)と 低い cndOnuphゝ が予想 さ′しる もし 前者の 3つ の研究で cndOmOrph)に つ |ヽ

て身長の補正がなされていれば その差は小 さかつたであろう

Holopincnで ′rll(1984)■  ~′ ィンラン ト中
=「

1711年 生か |り 9年生 まで連続 した学年の 7歳か ら 16歳 までの

男児 452名 と女児 462名 の so llato● pc FI究 に Heath Carterノ、体計潰1学 的方法を用いた CcntrJカ テゴ リーにあ

るいほほ ccnralカ テゴ リー Jヽ 女児の 1`均値は 7歳 か I, 3歳
=〔

mc、 onlOrph〉 υ)増 大を示 し ′:い て 14歳 んヽ

ら 16歳 まで cndOmorph〉 に僅かな増大を示 している 最初に 男児は平均 bdanccd mcsomorph).次 いて

cctomorph、 の増大ltl向 を示 し baほnccd cα O‐ nlcsomorph)は 14歳 か ら 16歳 で 3‐ 1‐ 4に接近 している 男女 とも

年 齢 別 の sOmatotypcカ テ ゴ リー に明 らか な 差 が あ つた 男 児 の カ テ ゴ リー 別 パ ー セ ン ト頻 度 は

CC:0‐mCSOmorphsの 数の劇的な増加 と cndO mcsOnlorph α)減 少を示 した 9‐ 10歳 までの年齢の進行で,女児は

ccntra somatOt〉 peの数の減少 と共に endonlorph)υ )安 定 した増加を示 した

若いイ ン ド人に関す る幾つかの soinatotype研 究が 前述 とは明 ら力ヽに違 うデー タをもた らした これ らは

民族、経済 食事 地域のサンブルによる 2246名 の被験者を混合 した 4歳か ら21歳 までの男児に関する横断的

研究である

Singh(1978)と Shlgh&ヽ ldhu(1980)は  1971‐ 1975 4Flこ Halllachal Pradesh′ ,Chamba地 区 (イ ン ドJヒ 西部)σ,4

歳か ら 20歳 までの 78o名 の Caddi RttPut ttlr・ の体型をfギ 価 した サンフル サイズは 4歳 の 2,か :,9歳の フl

までに分布 した Caddヽ は 半農民で半遊牧民で 1500mん らヽ2500mの 言i度 に生活 している (表 は 2年 間隔の

sOmaoり pc平 均 で 図は各年齢 の 平均 sOmal.lpぬ tであ る ,平均 Sma。りpcの 分布は,最 も若い年齢 で

cndo‐ nlcsomorphc、 7歳か ら 9歳で ccto‐ mcsOmorphc,10歳 から 20歳 で mcso‐ cctOmOrphcで あった 平均値の変

動方向は 南東 でヽあ り 14歳 まで cclomOtphた 軸に平行 し (cclomOrphy=48),そ の時 僅力|こ 高い rn cs●ηOrph、

方向へ戻つた 4歳か ら 20歳 までの移動距離 (MD)は 164であった

1976年 と 1977年 に イン トのア`ンシャプリ,|に おける P"ぬぬ と Sangar地域及 び Chandtarbの 都市で KansJ
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(1981)は ,99名 υ)Jat‐Sikhと 421名 の Baniaの lo歳 か ら 21歳 までの男性のデータを集めた ,at‐ sikhsの ライフ

スタイルは いつ t,激 しい肉体労 lelを 必要 とする伝統的な農業であ リ ー方 Banhsは 主 として事務や商業に

従事 し より座業を している 2年間隔の平均値は
'al sikhsが

Ban“ 以上に cctonlorphで であることを示 してい

る 彼 らは cndomorphyが 小 さく cctomOrph)は 大きいが nlcsonlorphyは 同 じである 最 も高い直線性は、

」al‐ Sikhの 12歳 と 16歳の間であ り(cclonlorphy=5 251 Banぬ の 16歳 である (coomorph)‐ 527)

BangJorc市 地区の 13歳 か ら 15歳 までの 420人の中学生男児の sOmatOtypc研究で Rangan(1982)は 年齢 社

会‐経済状態、菜食主義者 と非菜食主義者の グルーフに被験者を分けた 全体のサンプルか ら 彼は 各グルー

プか ら 60名 の男児のサ ンプルを任意に引き出 した 彼は somatotypc cOmponcnt,或 いはカテ ゴ リーによる

sOmatOtン pcの OO頻度に年齢間の差がないことを示 した 男児の 2′3以 上は cctomorph)優位で、1/2以 上が低 |ヽ

mcsomorphy(3か それ以下)で あつた 菜食主義者 と非菜食主義者の間に somatot,pcの 差はなかつた これ らの

グルーフの平均 sonl■ otypcは 3‐ 25‐5であつた 殆どが meson10rph優位 ではなく 少数は cndorrOrph優 位であ

った このサンフたでli mヾ 、on,oIPh)`｀ 苦 しく低く octomOrph)め 男`児の sOmaloiンpc二 関す るlLの研究より著

しく高ん‐った

本質的に都市部の集卜月に たる Rang田 lυ )Fl「 究て 中階級 と低 1砦級の男児は よりcentrJ somalot,PCで あ り 高

ヽ` じndon〕 orph)の 上1皆 lvk tl lリリ児よ り eclomorphに であつた 低い1増級 と高い1皆級の平均 so nla,o:,pじ は それぞ
't

27‐ 25‐ 54と 33‐25‐46で あつた 低い階級の男児は i高 い 皆級の男児よ り8 4cm身 長が低 く 8 8kg体 重が軽か う́

た このことは 思い体重 とsomatotypcの 違いは高い階級の男児の高い cndOmorphyの ためであることを示 して

いる Ranganは 彼の結果 と KansJ(198!)の PuⅢ 3Ы Jat sょ hs(農 業)と Banas(商業)及 び Sh8h(1978)の R■ pul

Gadds榔族民)の結果 とを
"ヒ

較 した 両 ク′
'―

プの平均 じndOn]じ rph)は Bang副 orじ サンブルよりi3よ そ 1点低

tヽ Puttaい の男児は 1ヽの 研究tr年齢 と同 じこあつた 12歳の Banぬ Sを除いて cctomo「 ph)で僅かに高かつた

Ranganは 彼の被験者の低い meゝ )morph、 と高い ectOnlorph)l■  ―部分遺伝学的な t,の であろ うし 一音F分栄

養学的な もののためであろ うと推論 している Bcr。 &I)も h tkh(1964)も Nagpurの 男 子大学
′Lに関する研究で

「
|し 推論をした

イン ト人男児に関す る これ らの研 究は 特に 高い年齢 で コー ロ ,ノ 人ヽ 男児よ りlFい じndon,Orphた と

mc、()nlorphで であるこ をを示 して ,ヽ る 民族や社会経済的状態に ■る違い 1,あ る しか し son]olo● pc変 化の /ヽ

ターンは 他のサンフルのハ ターンと同 じである

イン ド人女児に関す る唯―の研究で Stthuピ ′α′(1982)は  ′`ンジャブ州の 150名 の Jat‐ Skhと 161名 の B血 a

の女児に関するsomatotypcを 報告 した それ らの年齢は 研究されてきた男児よ り年齢が高 く,192歳 とい う平

均値で 16歳 か ら23歳 までにわたつた 平均 somatot,peは 、41‐ 24‐ 36(Ja■ Sikh)と 42‐23‐40(Banmで あつた

この平均 lLSは endonlo「 ph‐ cuomorphカ テコリーにあては まり aヽns」 (198り の研究の年長男児に匹敵するであ

ろ う 図は、女性の平均 sonlato,pcか 男性の平均 lLIの 南西にあ り 典型的な性的二型性があることを示 してい

る

H‖じ、{1974)と Fヽ hc「 (1975)は 2つの リンデ ィエ ■111立 中学校の 15歳 げ
'男

女に関する 、onla101、 pC lll究 を行つ
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た 34名 の男児の平均 oゝmato,pcは 29‐42‐36で 30名 の女児では 363332で あつた 1974年 と 1975年 の夏

のイ リノイ大学 Spon F“ nes、 Progranに おける 68名 の 712歳 の研究て shughtヴ αα′(1977,1980)

は、男児の 26‐41‐33,女 児の 32‐33‐3Sと い う平均 sOmaloり Pcを示 した (午齢別平均値はとられていない)

ベネズエ ラのカラカスで ,978年に,Pcrcz 2″′(1985ソ ま 社会‐経済的状態が違 う 318名 の男児 と 337名 の女

児 (84歳か ら213歳 まで )υ )人 体計測学的 somalotypcを 得た 被験者は,84か ら H3歳 まで (平均値 =103)

の青年期前期 (N=82)‖ 4歳 から 153歳 まで (平均値=135)α )青年期 (N=272)154歳 か ら213歳 まで (平

均値‐172)の 若年成 人 (N‐301)|こ 年齢で群分けされた 2つ の若い年齢群間では mcsomOtthyが 減少 し

cctomOrph)が 増大 し 年長群でこれ らのlll向 は僅かに逆になつた 男児群の優位 な cctomorphの OOは 最 も若い

群の 50。か ら中年齢群の 221%ま で増大 し 年長群では 159%ま で減少 した 女児は、最 も若い群から最 も年長

ヴ)群 まで endonlorphyに 大きな増 大 (lS点 )を 示す と共に mも unorph〉 と、ctonlorph,に 僅かな減少を示 した

じndomo■ )hゝ にお |す る女児のlt位性 にrrlす るOuは 最 t,若 い年齢群の
'67%か

ら中年齢 II(′)3,3%最 t,高 い年

齢群の 393女 て高 まつた 11均 ,自「・Uの これ らの変化 ′ヽターンは 他のサンフルで観察 された もの と類似 してい

る

1954年 に Canerは ニュー ジーラン ドOamaruの Wata晰 男子高等学校の 103名 男児を写真撮影 し測定 した

男児は 12‐ 17歳 であつた 1970年 に Caner(未発表)は Hctth‐Cancr写真撮影法で被験者の体型評価を行つた 平

均 somatotypeは 34‐ 1527で あつた 最 も大きな%は endo‐ !nesomolph(262%)と bJanccd mcsomorph(175° o)

であった これ らの被験者は 同 じ年齢群のサンブルより cndo‐ mcsonlorphに である これ らの平均値は 16‐ 18

歳 t7′ ンヽガ リー人 (Farnlo■ 1982,L1216歳 の Mcdltlrtl(Cは kC 1971)と 非常に近い Wattak,の 男児の多くは 島

の南部の農家か らの寮生であ つた 恐 |,く  これ [,の 男児′)体 格は 19世紀の中期の先駆的な開拓者の手孫て

ある彼 らの両親にみ ら,tる endo mぃ omo「 Phぜ な頑丈さの幾 らかを反映 しているのであろ う

HCathは 4′′む クアで力
'7″

′″
`6″

ll,′わ(l annCrと Whnchousc 1982)に おいて、平均年齢 192歳 の 23名 の男児を写

真撮影法 (cancr&Hcath 1986)で 再評価 した 男児の Hcath sorrato,pcは ,ectomor‐ mcsom()rpht(2940_34)

であった 平均値は Pa市 zko、 a&Cartcr(19フ 6).3ok&¬ apakov。 (1982)ClaCSSCns(198り の研究における同 じ年

齢群の平均値 と類似 していたが:Zuk(1958x Hヾ athと Caner(l,7り Farmo● (1982)の 平均値 とは異なっている

平均年齢 182歳の 32名 の女児に関する平均の Hcath somatot,pcは 46‐ 36‐27であつた 女児は.16歳 で Zuk

(1958)そ して Bok“ 1lapako、 a(,982)の それ らと類似 した平均値で Mcso‐ cndon,olphで あつたが ,フ 歳では,Hcath

&Cartcr(1971)と Bok&Tlapakova(1982)の それ らとは違つている

12歳 か ら 17歳 までのアイオワの男児 (N=123)に 関する研究 (Cancr,1958)で 平均の somato、 pcは 12‐ 13

歳の 3535‐25か ら 14_15歳の 25‐43ま で 16‐ 17歳 で 25‐ 45‐ 3ま で変化 した その評価 (S1ls and cancrに よ

つてなされた)は 遺l_F表 現11的 な もので t・ 2つ たが 彼 ら ■Hcalh‐Carter法 では行つていなかつた それに も

かかわ らす
.その結果は 同 じ年齢のオ レコンの男児に関する Hcath評 価 と類lllし ている (Clarkc 1971)

AmadOrで′a′ (1983)よ キュー ′`のハバナで 362名 (男 児 19oイ〕 女児 172名 )の 15歳 か ら 55歳 1で
“

小児 |二 関する人

`F計
測学的■ 、oHlaは、 pで を「1算 した イれ 1,は cndon,orpヽ の減少とcctonlorph)の増大をf+つ
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て性的二形性を示 した 平均の mcsomorphyは ,Manus(Hcath&Cancr,1971)或 いはプラハの小児 (Pan2kOVa Ct J

1984)よ りこれ らの小児で高かつた 著者 らは 比較的広い上腕 と大腿の上顆が不相応 に高い mcsOmorphyの 評

価の 一因 となっていると指摘 した この ことは 若い小児の人体計測学的 somatotypc評 価に関する有効性が疑

われる一例である

GDcdcs(1983)は プラジルの Londnnaで ‖歳か ら 16歳 までの 360名 (男 児 180名  女児 130名 )の sOmalotype

評価を行つた 25435の周 りに密集する場児の sOmdloぃ peは 年齢の増大と共に優かに小 さな endOmO「 Ph cに

なつた H歳 の平均値 3‐353と 16歳の平均値 4‐3525で  女児は 大きな cndOmOrphに と月ヽ さな じじlomorphe

になった 性的二形性は H歳 と 12歳 でより 13歳 か ら 16歳 まででの方が大きかった

ナイジェ リアの It‐ llcに おける中学校の 625名 (男 児 325名 と女児 300名 )の 生徒に関する Tonda&IgbOk、 、ビ

(1985)の 研究は アフ リカ人小児に関す る唯一利用できるsom“。,pcデー タを提供 している 彼 らは 異質の社

会‐経済的状態 (Tonda個 人的情報)に ある ,0歳 か ら 18歳 までの ヨルバ語を話す小児であった 10歳 で男女

とも 3‐ 4‐3に接近 した平均値か ら 男児の sOmatotypcは 北西方向へ.女児のそれは 南西方向へ移動 した 従

つて 性的二形性は年齢 と共に高 まつた ナイジュリ ア人の青年は ここに示 した rol年 齢の大部分のサンフル

より僅かに じndOmOrphicで ある

″ヽガにおけるsο″,″

"rlpど
の変わクやすさ

前ltの デー クは 個 々の小児の sonltllot,peが 小児期 ど青年期で明らかに変化すると仮定 していることを示 し

ている かな りの小児の体格は発育のある期間にわたつて実際に ま安定 していることも明白である グルーフ

の平均値 と分 11は  一般に 2歳か ら 6歳 ■での小児の sOm aoぃ peが 男児では cndo‐mcsonlorphゝ んヽ ら balancca

ln cso n,orph)ヽ  女児ては ccn『■I sonlalo● pe′ lヽlL Iり だ とを示 している その後、男児は ccto‐ n,csO nlo「 Ph,

bKllanccd mcsol1 0rPhy或 いはじndo― mcsomorphン ヘの劇的な逆転がある場合,rncsomorphyの 減少 と青年期中期 まで

cctomorph)が 僅かに増大す る傾向にある 青年期において女児は、平均値が ccntrJ sOmatotypc領 域へ動き

cndo・ mcsomorph)と bJanced cndomorph)‐ nlesomorph)と い う南西 と西に落ちつ くため、mcsOmorph、 力S減少 し

引き続いて cndomolphゝ ル`増大する傾向にある もちろん 個体は 一般的な trcndと は大きく違 うであろう き

らに 青年期イた期の mcson,orph,(4か ら 5ま で増大する 18‐ 21歳 男児の sOmatos p● は 彼が身長で増大するか

どうか と彼の cndoinorph)が 増大するか減少するかに大いに左右 され る 例えば 3‐ 5‐ 2.3‐ 5‐ 345‐24・ 5‐325‐ 2

2‐ 53に なる彼は恐 らく211で
',る

だろ う

じndomorPh、 とmcmmo「 ph、 υ,発 達には恐 らく遺伝的要因

“

あるたろ レか 栄養 と運動 t,重 大な役省1を 演 じる

ilk断的研究で 隣接 している年齢の sOn,ato,pe σ)差 は 多くの場合小 さいけれ ども 差は 2年以上の間隔でリ

らかである ひ ょつとしたら 05点 の評価′く度は小 だ期の体格にお {チ ろ微妙な変化を記録するには 卜分でない

か も知れない それは 人体計演1学 的 somatot,pcに 用いられる少数に直 した評価がよリスムー ズに componcnt

の にcndや変化を反映するためか も知れな tヽ
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民族 差

Manusの 小児は、北言|コ ーロ ッ′ヽ人サンフルの小りは ,me、 o(■ o「phに である イン ドの男児は 他の知られて

いるグループよりmcson10rphに でなく よりcclon10,phに である ヨーロッパ人集団によるサンブル内にもある

程度の民族差があるようた また 小さな食い違いかあるのは もしかすると 方法論上の違いのためかも知

れない 例えば 写真撮影法対人体計測法 人体計測技IITの 違い 人体計測法に用いる身長補正の使用などで

ある

を″三形を

単一民族 グループの研究内では 明 らかに性的二形性がある 2歳か ら 6歳 までの差は 次の年齢でより多少

小 さいけれ ども それ らは早い年齢か ら明 らかである 一般に 男児が女児より mcsonlorphに で cndomorphに で

ないことは明 らかで これ らの差は青年期後に増大する 性的二形性の この形式は 成人で良く知 られている

HJl(1982)が 報告 したように Somalotypcが 男女の形や組成における全般的な生物学的差を反映 していること

は明らかである

成 贅熙ど sο″:`″ rlp″

数多 くの研究は あ るが 早 くそ して遅 く成熟 している ドomalo,pc速 いそ してゆ つ く り成 711し てい る

sonla〔 0:)Pe或 いは個々の som.llo,pcの 変動性に関する明確なテー タはない あいに く これ らの問題に関す る

研究は 殆 ど男児に制限 されてお り 成熟に関する異なつた指標,異なる somalot,pc法 ,及 び,異なる分析の種

類を用いている (Cancr.1980)こ こでは、Hcath‐Cartcr法 を用いている研究が 多くの小児の sOmato,pcは 青

年期に変化 し 一度な らず componcm υ)優 位性 を逆転 させることを示 している この点に関す る他の研究の結

論は 疑わ しく 不確かなようである

一般的に 男児の sOmat。 1)pcは 青年期に mcsomorph)が 増大 し(そ れは その時に起 こる筋の発育から予想

され る、 ―方 女児は n,じsomorphicで な く よ|,cndOmorphに である この過程は 34年以 上にわた り 恐 らく

かな りの個体
=す

よ り長 くなるであろ う ]―チや体育教師は 早期に成熟を している男児は、通常 運動能

力や運動能カテス トにおいてi[く 成熟 している者を しの く(Clarkc 1971,こ とを寿っている

Zuk(1958xま  12歳 と ,7歳 の 男女について異なる成熟′ヽクーンを示 した 早い成熟の男児|ま 僅かであるが

より mcsomorphぉ であった 早い成熟の女児は、よりcndomorphcで cctomorphに ではなかった しか し 33歳

までの追跡は 早い成熟者とllyぃ 成熟者の間に so mょ os pcご )差はないことを示 した 9‐ 16歳の男児に関する幾

つかの研究の要約で Chrkc(1971)は 9歳か ら 11歳 までについて 骨年齢 とcndomOrph)に は低い正の相関があ

つたことを示 した :そ して 9歳か ら 11歳 までと 16歳 では 骨年齢 と cctomOrphぅ には低い負の相関があったこ

とを示 した 9歳 を除いて mcsomOrph)は 骨年齢 と有意に (027か らo45ま で)相 関 した 彼は 15歳 でサン

ブルを正常 遅延 進行σ)成 熟 4rtに 分けた時 進んだグルーフのmcsOmo「 ph)が 46,38.39と い うそれぞれの平

均値で イ也の 2つの componcntよ り高かったことも示 した さらに 17歳で 進んだグループの mcsomorph卜 の

″
―

０
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平均 lLIが 遅延 グループのそれよ りも有意に高かった 17歳 でυ,lFv延成熟 クルーフの平均 cctomorphyは それぞ

れ 37と 29と い う平均 (直 で 進行群のそれよりも有意に高かった

,2歳 男児の sOInalo,pcと 骨格の成熟に関するFll究 て Born)s′ ′
“
′(1977,ユ 別|の sOn,alo● pじ グルーフと,ヒ 崚

して,cndomOrphy優位で僅かに高い%が ,早期に成熟 したことを示 した 6歳か ら 13歳 までのベルギー人小児に

関するよ り広範囲にわたる研究で Borms“ α′(1977)は 早期成熟者は 高い cndOmorph夕 の傾向にあるが そ

れは明らかではなかつたことを示 した 彼 らは 進んだ骨午齢 と遅れた骨年齢の小児が,H歳 まで somatotypc

において違わなかつたことを示 した その1キ以後.骨格的に進んだグループでは cndOmOph)が 高い傾向にあつ

た

Hc● h‐Cュ nc「 法とは違 うson,●o,pc法 を用いててヽる研究で かな りの研究者は,nlcsomOrphが 他よ り早く成熟

する傾向によ)る ことを報告 している 他の研究者は cndOmo「 Phと cndo‐ mcsOmorphが 早く成熟する傾向にある

と報告 している しか し 方法に関係な く 殆ユ ′,rl究 1■ 遅ぃ成熟か高ヽヽ cctolllorPh)か けにSO cctOmorph)で 起

こることを示 している(Achcson“ Dupenuヽ 1957:Bcuncn 1973 41 Beuncn et a1 1981(Dupcltuisと Michae1 19531

Huntで ′α′ 1158:し i、 sぃぃと iヽcNc l l,62:l ailncr&'卜 晨chousc 1982)

発育に関するホルモン調節は 青年期成熟の開始や sOmalol)pCの 変化に関連 した一つのメカニ ズムであると

考えられ ている 男児では 増大 したアン ドログンの分泌が筋骨格系′,発 達 と mcsOmorph)の 増大を刺激する

肥満或いは月け肪過多の増大は,早 い成熟を引き起 こす とも考えられている これ らの両メカニズムは 付随 し

て変化を生 じさせるであろ うし それは Ectomorph,か または mcsonlorph)力 のヽ どちらが進んだ成熟に密接に関

連するかを通 してかな りの混舌しを引き起 こしうるか {)力 1れ ない

成 人 の Sο″′
“""′

に お け る変 化

青年期か i,成 人年齢 まで続いた成人の 、om■ o,pc li∠ uk(1958ス HcAh“ Canc「 (1971ス CdlCrと Pa百 zko、 a

(1978)の 研究で確立されたよ う こ変化 し続ける 男性は mcsOn〕 orph)と しndonlOrph)の 増大につながる 女性は

よりcndomo「 phた になる 男性か にndo‐ n,ぃ OmOrph)を 営iめ る傾向にあることは カナタ人ご)横断的研究 (3ailcヽ

ua 1982)イ キ リス人の トンネル作業員の研究 (K"l=lLl人 的情報)合 衆 LEJ連 邦航空機管理副1練 者に関す

る研究で支持 されている こオtら 全てのデー タで cndolnorメ 〕)は 10年σ,間 増大 し mcsomorphyは 直後の 10

年間で増大するかその ままである Ncwman(1952)は US軍 によつて写真撮影 され、ハーバー ド大学の HOolon

らによつて評価 されたお よそ 40000名 の sOmatotypc研究で cndom。「ph)と mcsomOrphyに ついて同 じ傾向を示

した 平均の cndomorph)は 約 41か ら48ま で増大 し m csOn,orphyは 36か ら41ま で増大 し cctomorph)は

46か ら 38ま で減少 した Hootonの cOnlPOncnt:+lhの 大きさは Hcath‐Cancr評 価 とla‐ うよ うであるか 年齢別

の値のパ ターンとは同 じである Damon(1965)が指摘 したように 選択的な生存の原理は、横断的なサンフル

:こ うまくあてはまる力ヽ も知′tな い それは 恐 らくちる一定y)somatot,pヾ が生存に うまく適 しているσ,で あろ

う 或いは  -1生 に 一連のイキ
'ス

の 卜,ネ ル作業員 航空機従事者 us軍 で見 られた sonぅ at01ゝ pcが それ t,

の職業にち、さわ しい′)■ t,知 ′t′rい 現在i 支え と11る デー タはないか 職業 1:trl選択がカナ ダ人サンフルの
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要因なのか も知れない

食事、身体活動.疾病は 成人の somatoけ pcに影響を及ぼ しているもう一つの要因なのか も知れない 選択

式の身体 トレーニングを実施 している若年 と高年の男性に関す る研究で Ca●cr&Ph‖
"ps{l'69)と

CarCr&

Rahc(1975】 ま,cndomorphyの 減少 と mcsOmorphyの 増大を報告 した E、 crdscと 食事 とは somatOtypcの 変化 と同

様に安定 した son]ato【〉ptの維持 に も使 うことがで きる ボデ ィビル ダーの研 究は、著 しく高い レベルの

mesOmOrphyが 少な くとも 30代後半までに達成でき持続できることを示 している 特に 健康 と体力について

意識 している人々は 適切な食事と運動を通 して数 10年 間少な 0｀ 変動で同 じsomalo● pcを rt持 している

とに論 した研究は 小児期の 、Omattal)peか ら成人の sOm alol、 Pcの 予測が不確かで 成人の sO m■ 01)pcは 明 ら

かに変動 しうることを,「 している 特定年齢の子 を 1っ の体重
`も

成ノ、
`′ '体

重のよ うな単一の変数の予測ほ危険

である 小児期の特定時点か ら成人の sOmalot,pcを 予見することは 非常に複雑である 例えば 筋骨格構造

や組成,脂肪蓄積の変化における成熟上の変化に付随 している青年期発育ス/ヽ― 卜の程度や期間の正確な予思

が必要であろ う 現在 我々は分かつてはいるが 発育ハ ターンや sOrr ato,pCの 変化に影響を及ぼ している道

伝的要因をiT価することはできない 我 々は 環境要因 (疾病を含む)が somatotypcを 変えるであろ うことは

知つている もし 組織の劣化が形や組成を変えると考えると 環境条件が大な り小な リー定に維持 され るな

らば 成人の sOlllatOヽ pCが 高年齢 まで殆 ど変化 しないままであろうことく,我 々は分かつている 恐 らく 将来

の研究が son]atOtypcこ 変イヒを起 こす要因の幾つかを明 らかにす るであろ う

〃 児ヽ の sο IPIα′0● p′ ′ご″ す る そ の 他 の研 究

Oヽn,alol,PC法 の選択 ■ 発 ri生 成熱に 当→るllF日 1的 及ひ横田iH l西 i力 い Fll究 のi吉 果に大いに影響を及ぼす 変

異を考慮に入れる som atot,pc法 ま 形 と組成 (so m飢 oty pc'1二 おける変化の概念をずつと一貫 して裏付 ナてい

る 8ode(1950丼 Banoい と [lulll(1962x Hum&Banon(1959、 CはcSSCn s(1961)の 研究 t,こ のモデルを支持 してい

る

例え Shddonの 写真撮影法 と Shcldonの Trunk indぃ 法のどちらが用いられて も somalot,Pcの不変性につ tヽ

て間 うことはできない

実際問題 として Shddon法 を用いている、Omalo,pcの 不変性や成人 somatotypcの 予測に関する研究は 不変

性の検証よりむ しろ方法における誤差の訓練になろ しば しば 予測lの 誤差は 方法間及び同 じ方法内の誤差

とlJて いる 例えば S ngh(1976)と Wttkcr(1979)は 体幹指数法で異なる結果を得た 単一‐の成人 somatot)pc

(遺伝 子型 モ デ ル )を 1吏 った研 究 の例 は 、Parn酬 (1958、 Li、 、on&McNeill(1962 x PctcrSCn t1967、 WJko「 (1978)

ヽ̀
●
lkcr&TJuler(1980)Llnncrと VヽI、 tcht)uゝc(1982)こ あ る

め ″″′οψ ´と体組成

Hcath‐ C artcr、omalo、 pCは ,bOd、 compos tbnと に意語ではないが関連がある しndomorph)(内 ]`葉型)は

相対的な肥満度の評価である Mcsomorph、 (中 ‖J葉型)は ,身長当たりの筋骨格の退 しさの評価である 研
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究者の 目的は,体組成の評価か sommotypcか の選択である Somalotypcは ,体組成の評価を示 しうる体型の相

対的或いは形態的な概要である 体組成モデルは,体組成の量的な評価をもた らすが,体型 を説明 しない

Brozck(1965)は ,体組成 を評価す るための ″ い,0法 が,せいぜ い±2‐ 10%の 予測1誤差 を示す と述べた

Bakkcr&Strukcnkamp(1977),Lohman(1981)や Marunピ′α′ (1985)は , これ らの誤差を確認 した

体組成の推定に一般的に用いられている 2‐ 成分で,身体は脂肪成分 と除月旨肪 (「FM)成分に分害1さ れる こ

の成分は,絶対値或いは相対値 として定量される Sonlalotypc用 語である.cndomorph、 は脂肪成分に該当し,

mcsomorphン は身長に比例する除脂肪 (FFM)に該当する 2成分モデルに含 まれない cctomorph)(外 1否葉型 )

は 二次元,即 ち空間におけるcndOmorPh)と mcsomorph、 の分布 と身長に比例 した組織の分布 を加えた もので

ある,sonlalot,pcの評価は,絶対値ではなく1月 対的に表itさ れ る

同 じ身長で同 じ相対的な体組成 (%Fatと OOFFM)であるが,somatotypcが lF2端 に反対で,cndomorph)の 1

が体脂肪率 5%に等 しい と想定 され る被験者 2名 の Aと Bについて考えてみ る

S“″′C′

"

1lcight=175()cm

Fat‐ 5° 0

FI'M=95%

Vヽeiglぅ t=71 0 kg

卜1ヽVR‐4300

So,1・ltot、 pC= 1‐ 6‐ 2

被験者 Aは 中胚葉性であ り 内胚葉 と外‖小葉は低い 被験 者 Bは 外‖杢葉性で内胚葉 と中胚葉は低い ●dIM

は両被験者で同 じであるが 絶対値では有意に異なる (675 vs 45 6 kg)SomatOtypc評 価は 外見 'に おける

違いかを示 している Somatotypcの 評価では、未熟者でさえ 2つの体格間の違いを見分けるが,相対的な体組成

値は区別できない もし、両被験者が同 じ相対的な体組成 とHWRを もつならば.被験者 Bは,156 3cmの身長

が必要であろ う 相対的な体組成値 t,somatotypc評 価 も身体のサイスに関する情報を示 さない

一般に,体組成 と sorratotypc間 の関係に関する研究は 体脂肪率 と内胚葉型間でやや高い関連 を示 し 中胚

葉型 と除脂 llt体重 (絶 対値 と相対値)間 で低い関連か ら中位に関連 までを示 している 通常 一方では体脂肪

率と除脂肪体重間 もう一方で
'外

胚葉型 との間には負の関連がある(Dupcnuヽ ∝ J 1951i Cartcr&Phi lips

19691 Slaughlcrと しo1ln,an 1976:SIaughtci ct a1  1977:ヽ V lm(〕 re ll170)

Somatot、 pcの 人体計測学的 :ギ 価を用いた Slaughicrと しohman(1976.1977)SIaughtCr υ′α′(1977)and Wilmorc

(1970)に よる Mcsomorph)が 除脂肪量 (LBM)であるとい う提示は Hcath&Cancr(1970)の 定義 (M●somorph)

は除脂肪量 として考えられ る
.)の

誤解である Hcath and Cartcrは mcsomorph)の 評点が LBMと 関連性があ

ることを1音示 した McsomOrph)と の関連を確定するのに [BMを用い、LBM(kg)と mcsOmOrphyと を等式化 して

いる SIaughtcr and Wilinorcは しBMと mcsomorphyと の低い関連を示 した しか し Slaughtcr α
“
′ 197フ ん`

LBMと mcsomorphyを 予測する重回帰式に人体計測 (身長 肘 と膝の幅 補正 した上腕囲 と下腿囲)を独立変

S“″ιd B

卜Icight=175 0 cm

Fat‐5%

FFヽ4‐950o

Vヽcight=48 0 kg

「 Iν Rヾ=4827

Sointttol,pC=1‐ 2‐6



数として用いた場合 それ らの重相関係数 rは 712歳 の男児で 088大学生女子で 094と 095で あつた 彼 ら

は それ らの矛盾 している結果を説明 していない

体組成変数による somatot)pc値 の完全な予』1は 期待できない sOmatol).PC COmpOncntは 完全に独立 したも

のではなく component間 の関係は 種々のサンブルで異なつている 現れ る関係は,サ ンブル特性 らしい し

somatotypc.T価 に対す る体組成の寄与を示す ことが期待 され うる 説明 されない相違は、恐 らく somalolypcの

型や外見の状 況のためであろ うし 同様 に 体組成や sonlatotypc法 に関連 した誤差で t,あ ろ うし その

corrponcnl間 の相互関係の寄与のためか も知れない 分析で一度に一つずつ somatOtypc cOmpOncntを 取 り出す

ことは、soma10typcの 概念 を破壊することで 結果の誤解につながるか も知れない 例えば,somalowpC 4‐ 5‐ 1と

■54は,同 じ mcsomorphゝ を示すが,絶対値でも相対値で もそれ らは脂肪 と除脂肪で大いに異なる 最初の人

は約 20%の脂肪重量で 80%の除脂肪重量である力ヽ 2番 目の人は,お よそ 5%の脂肪重量で ,5%の除脂肪重量で

ある 絶対重量は 被験者のサイズ次第で大いに異なる

Bub口ねn(1984)は  体密度が異なる somatotypc群の若い女性では somato,PC特 有の回帰式で良く予測できる

ことを認めた こ′ti,び ),て 11 ■Fり」υ
'ノ

、イ4',: み劇″:″ビ|ナ 〔́ rく じOn,poncnt,i平 (■ 1こ もイ吏オブオした

Stcrncrと Burko(1986)は  男性の密度法か ら算は1し た llb‖ 旨llll率 の.l価 として皮下脂肪厚 と視覚的評価 とを,ヒ

較 した それ らの結果は 体組成評価に経験のある測定者の体脂肪率評価が皮下1旨肪厚評価で正確であつつて

も 数十年間 このことを断言 している 、omatotypc評 価者には驚 くことではないことを示 している

要綺

縦断的研究 と横断的研究は,以 下の ことを示 している :

l間隔の長 さが増加すると 年齢 グループ間の平均 somatotypcに 明 らかな違いがある

2 -一般的に, 若 |ヽ 年齢の男児は cndO―mcsomOrphyか ら ccto‐ mcsolllorphyと balanccd cctomorphy‐ mcsomorph、 ま

で移動する 青年期の間 筋量 と骨化の完成で mcsOmorph)が 高まり cctomorphyが 低下する

3 -11的 に 女 児は 男 児υ,よ う|こ  cndO_mcsomorph、  と balanccd cndomorphy mcsomorphゝ  んヽ ら ccntral

somalo,pt υ)方 移ヽ 動す る 肯年期 と成熟期初り|で は、彼 女 らは bJanccd cndomorphy‐ mcsOmo「ph)と

meso‐ cndomorph、 υ)ノ,′ 移ヽ動 J‐ る

4多 くの場合 平均 somatotypcに 関す る小 さな年齢間の比較は 個体における明 らかな年齢間の変化を隠す

個体の変化を考慮 した研究 (S nchn 1966 19691 Pan/kO、 a&Cartcr 1976:Cartcrと Pa市 zko、 a1978:Hcath&

Catcr.1971:Kunmot。 19631 Mon10n 196■ 3ok&Hapakova 1982)で  多数の被験者が年々solnatotypcを 変イヒ

させ その変化は 2年以上の間隔で大きかった 方向の違いのため ある被験者の変化はり1の 人の変fヒ を相

殺 し、結果的に平均値の明白な不変性になる

5多 くの小児が sonlatOt,pCを 変化させ ある小児は比較的安定 した somatotypcを 示す ことは分かつているが

どの被験者の sOmatotypcん .`安定 してお り 何故かを予・lllす ることはできない しか し,比較的変化 しない

食事や運動のハ ター ンにあつてはよ りcctOmorphに な somatotypcが 最 も安定 していと思われる
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