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若年女性のやせ過ぎをアロメトリーにより評価する手法の開発
一 異常な ダイエ ットを回避す るた めに 一

高崎 裕治 ・*渡辺 由美 ・**黒澤 智子

(秋田大学教育文化学部,*高崎健康福祉大学健康福祉学部,**聖 霊女子短期大学生活文化科)

1.は じ め に

若い女性の間では,や せを志向する意識がます

ます強くなり,ダ イエットをはじめとして種々の

減量方法に関心が寄せられている。一方では,極

度のダイエットがきっかけとなりやすい神経性食

欲不振症が思春期以降に好発し,圧 倒的に10～20

歳代の女性に多いことが知られている。発症にい

たらなくとも,そ の予備軍として減食に走る若年

女性が多数存在し,神 経性食欲不振症以外にも,

無月経,低 血圧や将来的な骨粗霧症にかかわるハ

イリスクグループを形成 しつつある。そのような

中で健康を損なわないためには,や せ過ぎないよ

うに自らをコントロールすることが要求され,自

分がどの程度にやせているか否かを容易に判断で

きる評価方法を提示しておくことが重要と考えら

れる。異常なダイエットを回避するよう啓蒙する

ことは,健 全な食生活,食 文化を維持するために

取 り組んでおかねばならない課題である。

肥満の評価方法の研究については数多 く見受け

られるが,や せの評価方法については単に便宜的

な基準が設定されているに過ぎない。例えば,文

部科学省の学校保健統計調査報告書では性別 ・年

齢別 ・身長別の平均体重を求め,そ の80%以 下を

痩身傾向児としている。また,厚 生労働省の国民

栄養調査では,上 腕背部 と肩甲骨下部の皮脂厚和

が男性で10mm未 満,女 性で20mm未 満をやせ

としていたり,数 年前 までは日本肥満学会による

判定基準を用いて,BMIが19.8未 満 をやせ とし

ている。その他,諸 家によりやせの判定基準が工

夫されているが,同 様に便宜的に種々の体格指数

に基づいてやせを区分していたり,身 長別標準体

重より10%以 上,ま たは20%以 上少ないものをや

せとしているのみである。

このように,や せの判定基準についての理論的

検討は国内外を問わずおこなわれていないことを

ふまえ,本 研究はやせの特徴を身体の大きさに対

して十分な除脂肪組織(fat-freemass)を 持ち

合わせていないこととしてとらえ,生 物学的なア

ロメトリー(相 対成長)の 観点から,特 に問題の

多い若年女性を対象にしてやせの程度を評価する

方法を開発し,彼 女 らへ提言することが目的であ

る。

2.方 法

本研究ではやせを除脂肪組織の不足状態として

とらえ,身 長に対してやせ過ぎの範疇に入る体重

の境界値を定めた 「やせ過ぎの体重早見表」を最

初に作成する。次いで,若 年女性に対して自分の

体格 に関する意識調査をおこなうとともに,開 発

した 「やせ過ぎの体重早見表」によりやせ過ぎを

評価する手法の妥当性を検討する。

やせ過ぎと認められる除脂肪量の境界値を求め

る際には,ア ロメトリーを基本的な考え方として

用いている。アロメ トリーは生物の生長系である

2つ の部分xとyの 生長の関係にy=bxaが 成立

するという経験理念を前提として,両 者の相対的

関係を観察しようとするものである。これにした
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が うと,yを 除脂肪量,xを 身長としてアロメ ト

リー式を算出することができる。初期生長指数b

と相対生長係数aは 式の両辺 に対数をとり,最

小自乗法により求められる。

やせは体脂肪が不足 しているものとしてしばし

ばとらえられるが,筋 量が多いにもかかわらず体

脂肪が少ない運動選手などには必ずしもこのやせ

としての特徴を適用できない。したがって,本 研

究では身長 に対 して活性組織 と考えられている除

脂肪組織が相対的に不足している状態をやせの特

徴 としている。前述のアロメトリー式において,

身長に対する個人の除脂肪量は回帰曲線のまわ り

にy軸 方向に正規分布していると考えられるの

で,回 帰曲線か ら下方に推定の標準誤差(SEE)

の2倍 離れたところをやせの境界値 とみなしてい

る。なぜなら,統 計的検定や医学検査値における

正常値と異常値の区分においても同様の判断がし

ばしばなされているからである。身長に対する除

脂肪量がこの境界値より大きくないものはやせと

判定されることになる。なお,ア ロメ トリー式の

算出に必要なデータは,思 春期以降においても本

来の生長系の様子が比較的観察されやすいと考え

られる十代後半の女性のものを収集 し,用 いてい

る。

「やせ過ぎの体重早見表」を作成 した後,そ の

評価をかねて首都圏 と秋田市内の大学と短期大学

の女子学生を対象にして自分の体格に関する意識

調査をおこなった。

3.結 果及び考察

1636人の若年女性の生体計測によるデータから,

身長(H)と 除脂肪量(FFM)の アロメトリー式

は最小自乗法により下式のように算出される。こ

れよりも推定の標準誤差の2倍 下方に位置する点

が個々の身長に対してやせ過ぎとなる除脂肪量の

境界値をしめすこととなる。

FFM=3.87×10-3×HL826SEE=1.09

除脂肪量 という用語は体重から体脂肪の重量を

引いたものであるがまだ十分に普及していないの

で,個 々の身長に対してやせ過ぎとなる体重の境

界値をしめす方が望ましいと考えられる。除脂肪

量に一定量の体脂肪量を付加したものが体重 とな

るが,必 要最低限の体脂肪量を付加してやせ過ぎ

となる体重の境界値を設定した。肥満のみならず

体脂肪そのものを良くないとする風潮がな くもな

いが,生 理的に最小限必要な脂肪も存在し,い わ

ゆる必須脂肪を骨髄,神 経,乳 腺など体内諸器官

に含 まねばならない。必須脂肪量 をLohman1)

は女性で体重の9%程 度 としているので,逆 算し

てやせ過ぎとなる除脂肪量の境界値を0.91で除す

ことにより体重に換算した。このようにして作成

した 「やせ過ぎの体重早見表」が表1で ある。

最近の学校保健統計2)を用いることにより,早

見表を作成 したデータの平均年齢である16歳の女

子を例にして身長別平均体重一2× 標準偏差を求

めると,若 年女性の平均身長に近い160cmに お

ける体重は40.2kgと 算出される。早見表の体重

はこれよりも2kg程 度大 きい値 をしめしている。

一方
,最 近の日本肥満学会ではやせの範疇に入る

BMIの 境界値を18.5と しているが,身 長が160

cmの ときにBMIが18.5に 相当する体重 は47.4

kgで ある。これと比較すると早見表におけるや

せ過ぎの体重はさらに5kg近 く少ないもの とな

っている。

早見表を作成した後,そ の評価をかねて首都圏

と秋田市内の大学と短期大学の女子学生を対象に

して自分の体格に関する意識調査をおこなったが,

回答した710人 のうち回答者数の多い18歳か ら21

歳までの578人 の女子学生について,申 告された

現在の体格 を表2に しめす。これらの数値は最近

の国民栄養調査結果3)にしめされる数値 とほぼ同

様である。身長 と体重について全体の平均値を用
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表1や せ過ぎの体重早見表

表2回 答のあった女子学生の身長的特徴

いてBMIを 計算すると20.5であり,や や低めで

はあるが正常な範囲にある。

表3は 自分の体格に関する意識調査の回答結果

について理想とする体格と現在の体格 との差をみ

たものである。現在の身長のもとで理想とする体

重は現実の体重よりも平均で約5kg軽 く,や せ

志向の強いことがしめされる。過去において理想

とする体重を記述したものをみると,Mizunoet

al.')は1963年と65年に東京で2757の 高校生 と大

学生を調査し,理 想とする体重は現実の体重より

1.2kg軽 いことをしめしている。青山8)は1976年

に首都圏の女子学生1050人 に理想の体格を質問し,

現実の体重より平均で2.6kg低 いという結果を得

ている。今回の調査では実際の身長が伸びている

にもかかわらず理想の体重がさらに軽いところに

設定されており,現 代の女子学生のやせ志向はい

表3理 想とする体格と現在の体格との差
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表4現 在の体重の評価別にみた体格

#現在の身長のもとで理想とする体重から計算。##理想とする身長と体重から計算。

っそう顕著になっている。筆者 らが1997年 におこ

なった調査においても,理 想 とする体重が現実の

体重よりも平均で4.8kg軽 いところにあり,や せ

志向は厳然 として進行しているものと考えられる。

やせ志向には服飾や化粧の宣伝に登場する女性

や,マ スメディアのほめたたえて美しいという女

性がやせていることの影響が大 きいといわれてい

る(今 井ら5),小 島ら6))。美しさの規範は時代や

民族,あ るいは人の好みによって異なるのは当然

であるが,現 代の若年女性の大多数に細身の体型

が理想のものとして受け入れられ,か つ,そ れが

実践に移されているということができる。また,

国民栄養調査結果3)からBMIを 計算すると,細

身の体型は特に結婚前の女性に顕著である。やせ

志向は異性愛に根 ざしているという指摘があるが

(国枝4)),も しそうであるなら,や せ志向は本能

的で大変に根強いものであろう。配偶者を得た後

は出産や生物学的変化の影響を考慮しなければな

らないが,細 身の体型は少な くなるようである。

異性愛を成就させた後の解放された状態ともいえ

よう。

表4は 現在の体重について自己評価 してもらっ

た結果をしめしている。現在の自分の体重が普通

と評価する女子学生の割合は約4人 に1人 に過 ぎ

ず,少 しで も太っていると感じている女子学生が

多く,約10人 に7人 の割合であった。しかも,少

し太っている,ま たは太っていると評価 した群の

実際のBMIは,日 本肥満学会の判定基準にした

がうと十分に普通の体型をしていると判断される

範疇にある。明らかに自分の体型に対する認識に

歪みが生じているものと思われる。表5は 自分の

体格 を評価するときの基準を質問 した結果であ

る。最も多いのは 「みた感 じから」というもので,

約3人 に1人 がこのように回答している。根拠の

乏しい漠然 とした体型のとらえ方であり,こ の回

表5自 分の体格を評価するときの基準

表6「 やせ過ぎの体重早見表」についての質問に対す

る回答

(a)

(b)
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答もまた,や せ志向の危うさを物語っている。

本研究で作成した 「やせ過ぎの体重早見表」に

ついての質問に対する回答結果を表6と 図1に し

めしている。表6(a)は 提示 した早見表において

自分の身長におけるやせ過 ぎの体重をどう思うか

たずねたものである。思った通りと回答したもの

が最も多いが,思 ったより軽い,ま たは重いと回

答 したものもほぼ同数存在する。図1は 早見表の

体重が思 ったより軽い,ま たは重いと回答 したも

のに対して本人がやせ過ぎと考える体重をたずね,

本人の身長との関係をしめしたものである。両者

には直線関係が認められるが,回 帰式より身長に

対するやせ過ぎの体重を計算すると,身 長150cm

で体重38.3kg,身 長160cmで 体重42.4kg,身 長

170cmで 体重46.6kgが やせ過 ぎの境界値となる。

早見表の提示により誘導した可能性 も無視できな

いが,こ れらの数値は結局のところ早見表 と大差

ないものであった。

表6(b)は 早見表の数値 よりもっとやせたいか

たずねた結果をしめしているが,約10人 に9人 は

数値以上にやせたくないと回答している。根強い

やせ志向はあるが,多 くのものがその限度はわき

まえているように思われる。周知のように,や せ

も度を過ぎると無月経や低血圧,将 来的には骨粗

霧症の危険性など種々の弊害を生じる。やせたい

がための極度のダイエットや絶食は摂食障害のき

っかけとなる。やせることへの強いこだわ りは病

識を乏しくするとともに体重や体型に対する認識

を誤 らせ,神 経性食欲不振症の原因にもな り得る。

このようなある程度の知識を持っていながら,特

に理由もなくやせを志向してしまうというのが現

状のようである。

以上のように,若 年女性において自分の体格 に

対する認識に歪みがあり,既 に細身であるにもか

かわらず太っていると思いこむ傾向が顕著にみら

れる。文献的に見ても過去半世紀近くにわたり,

図1「 あなたの考えるやせ過ぎの体重は,およそ何kg以 下
ですか」に対する回答

やせ志向は度を深めている。必要以上の減量は生

体への悪影響が危惧されるとともに,減 量が主 と

してダイエットによりなされ,健 康で豊かな食生

活を形成することへの障害となっている。今日,

健康 という観点からは,む しろやせていることが

循環器疾患や糖尿病をはじめとする生活習慣病対

策として望 ましいという点のみが強調されている

きらいがあるが,体 脂肪はエネルギーの蓄積,寒

冷環境下における放熱抑制,体 内諸器官の保護 と

いった役割 も果たしていることを認識すべきであ

る。ルネッサンス絵画などにみられる,ふ くよか

な体型美も再考に値する。特に若年女性は次世代

の再生産能力を有する重要な存在である。本研究

で作成 した 「やせ過ぎの体重早見表」はまだ荒削

りであるが,こ の類を教材 として明確で健全な体

重調節の指針を彼女らにしめしながら豊かな食生

活への見直しを話題にするなど地道な啓蒙活動を

すべきであろう。

最後に,本 研究を実施するにあたり,(財)浦 上

食品 ・食文化振興財団研究助成金を賜りましたこ

とに対 して厚 くお礼申し上げます。食品 ・食文化

の研究促進に寄与される貴財団の今後のますます

のご発展を祈念いたします。
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Thepurposeofthisstudyistoproposeatableforbodyweightregardingexcessive

leannessinyoungwomenandtoinvestigatetheirbodyimages.Fat-freemass(FFM)

wascorrelatedexponentiallywithheight(H)usingtheprincipleofallometry.The

leastsquaremethoddisclosedthattheallometricequationwasFFM=3.87x10-3x

H1.826.Thentheborderbetweenexcessiveleannessandtheotherwassetbythelineat

theintervaloftwostandarderrorsofestimatebelowtheallometricline.Afterincluding

essentialfatsuggestedbyLohman'sreview,grossbodyweightsweredeterminedand

tabulatedasthebordervaluesforexcessiveleanness.Thetableforborderweightof

excessiveleannesswaspresentedtofemalecollegestudentsandthevalidityofthetable

wasassessedthroughaquestionnaire.Borderweightsofthetableseemedtobeconsis-

tentwiththeirownthought.Besidesthequestionnairerevealedthatyoungwomenhave

atendencytomisunderstandtheirbodyimagesandtoregardthemasfatterthanthey

reallyare.Andalsoitwasshownthatthedesireforslendernesshasbeenstillmore

increasing.Educationtoavoidexcessiveweightreductionisneededforyoungwomen

bymeansofteachingmaterialssuchasthetableforborderweightsproposedinthe

presentstudy.


