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1. 緒言 
身体組成の２要素モデルにおいては、脂肪と除

脂肪を同定するが、除脂肪にはさまざまな組織が

含まれる。特に運動と直接関係する筋のしめる割

合は大きい。その筋の果たす役割は私たちが生き

ていくうえで重要である。私たちが健康で活動的

な生活を送るために筋は必要不可欠である。しか

し生体内において筋がどれだけの割合を占めるか

に関する研究は必ずしも多くはなく、特に日本人

についてはほとんど認められない。その理由とし

て、生体内において除脂肪組織の中の筋組織を定

量化する簡易な方法が開発されていないことが考

えられる。そこで LeeはMRIと人類学的計測を行
い、計測項目から、筋量を高い精度で定量化でき

るモデル開発した。このモデルを使えば、人類学

的計測で除脂肪組織の中の筋組織を定量化するこ

とができる。本研究ではこの Lee の式を用いて、
日本人大学生を対象とし、身体の中で筋がどれだ

けの質量をもっているか検討する。一方、身体組

成や体格は個人のボディイメージ（体型認識）と

関連することが知られている。しかし活性組織と

して、筋量や、その筋の厚さである筋厚と、体型

認識との関連については今まで検討はされていな

い。そこで本研究では筋量及び筋厚に着目しなが

ら、体格や身体組成が大学生の体型認識とどのよ

うに関連しているかについても検討することとす

る。 
 
2. 研究方法 
2-1 研究対象 
 茨城大学学生（１８～２３歳）男子３７名、

女子４７名、計８４名を調査対象とした。 
2-2 研究方法 
体格は身長、体重、座高、周径８項目(上腕囲、

手首囲、胸囲、ウエスト囲、殿囲、大腿囲、下腿

囲、足首囲)、幅径４項目(肩幅、腰幅、上腕幅、大
腿幅)、皮下脂肪厚 6部位（上腕後部、腹部、腸骨
稜上部、肩甲骨下部、大腿前部、下腿内部）、筋厚

３項目(上腕後部、腹部、大腿前部)を測定した。 
体脂肪率は、水中体重秤量法による水中体重と、

純酸素希釈法による肺残気量から、体積、体密度

値を算出し、体脂肪の密度を 0.90g/cc、除脂肪の

密度を1.1g/ccと置き換え,Siriの式より算出した。 

Siri の式：体脂肪率(％)=(％)495/身体密度 

－450  
筋量については Lee の式より算出した。 

Lee の式：筋量=身長×(0.00744× CAG ２＋

0.00088×CTG２＋0.00441×CCG２)＋

2.4×sex－0.048×年齢＋race＋7.8 
（Ｒ２=0.90、Ｐ=0.009） 

CAG=上腕囲－上腕後部皮下脂肪厚×π  

CTG=大腿囲－大腿前部皮下脂肪厚×π 

CCG=下腿囲－下腿内部皮下脂肪厚×π 

sex 男=1、女=0 race アジア人=－1.6 

体型認識については身体の 7 部位の周径につい

て、その太さを他者との相対評価の観点で、10 段

階評価で求めた。また、15 項目の身体満足度につ

いて、非常に満足である(5点)、満足である(4点)、

普通(3 点)、不満である(2 点)、非常に不満である

(1 点)と、それぞれのスケールを得点化した。さら

に自己の痩せの度合いを相対評価観点で、10 段階

評価で求めた。 

 
 

3. 結果と考察（ゴ 9左） 
本研究の対象者は、全国的な 20 歳前後の平均体

格とほぼ近似しており、平均的な集団であった。 

(表 1) 

 

表 1 対象者の身体的特徴 

 男子  女子 

  平均 S.D.  平均 S.D.

身長(cm) 172.3 5.40  159.7 5.61

体重(kg) 64.4 7.41  55.7 8.05

体脂肪率(%) 11.2 4.26  21.5 5.36

筋量(kg) 27.6 2.62  18.4 2.69

MM/wt×100(%) 42.1 3.51  33.0 3.35

MM/FFM×100(%) 47.3 3.07  42.3 4.10

 

アンケートで求めた身体の 7 部位の周径につい

て、その太さをすべてで女子が男子より太いと評

価していることが明らかになった。このことは女

子のほうが男子よりも、痩せ願望が強いことを意

味しており、その願望が自己の周径を過大評価す

る要因になっていると考えられる。 

15 項目の満足度については、身長のみ、満足度

を示す値は女子が男子より高くなった。筋肉の状

態については、男女で差がなく、体重、上腕部、

プロポーションなど、他の 13 の項目では、男子の

満足度がより高くなった。このことは身長、筋肉

の状態をのぞくすべての項目で、女子は男子より

不満感が強いことを意味している。女子は全体的、

局所的な身体に対して社会的圧力、ストレスが強

い。さらに、マスメディアでは盛んにダイエット

特集が組まれ、「やせている」ことがひとつの社会

的評価基準として、浸透してきている。これらの

ことは、自分自身への過大な期待または過小な自

己評価へと連動し、女子が男子より不満感が強い

ことの背景だといえる。 

男子では絶対量としての筋量と、筋肉の状態の

満足度については相関を示さず、絶対量としての

筋量と、満足度については関連がないことが明ら

かとなった。そこで、筋を体重との割合としてみ

ると MM/Wt として表される相対量としてのこの値

と、筋肉の状態の満足度については、関連がない

といえる。 

絶対量、相対量に関わらず、満足度と相関を示



さない男子に対して女子では、絶対量としての筋

量、相対量としての筋量が大きくなるほど筋肉の

状態の満足度は高くなり、男子とは明らかに異な

った傾向を示した。女子では、相対量としての筋

量と体脂肪率について高い相関を示すことから、

筋の相対値が大きいことは体脂肪率が低いという

ことであり、満足度も高くなると考えられる。 

女子は一般的に理想とする身体についての指向

性はほぼ統一されている。これに対し男子では、

特に筋肉に対する指向性は人さまざまであり、筋

骨隆々な体型を好むものもいれば、筋肉がつきす

ぎることを好まないものもいる。男子において筋

の相対値と、筋肉の状態の満足度について相関を

示さないのは、筋に対する多様な価値意識が背景

にあるからだと考えられる。 

「10 人中、自分は痩せているほうから何番目だ

と思うか」という問いでは、男子の平均が 5.0 な

のに対し、女子では 7.1 であり、女子のほうが自

己を太っていると認識する傾向がある。このこと

も、身体への社会的圧力やストレスによる過小な

自己評価によるものと考えられる。 

上腕部、腹部、大腿部それぞれの皮下脂肪厚、

筋厚、周径について各項目の満足度と太さの相対

評価の関連(表 2)を相関分析によって調べたとこ

ろ、太さの相対評価においては正の相関を示し、

男子では 12 項目のうち 9 項目、女子では 12 項目

のうち 4 項目で強い相関があることが明らかとな

った。一方、満足度においては負の相関を示し、

男女ともに、腹部において強い相関を示した。こ

のことは身体の中で特に腹部について強い意識が

あることを意味しており、その度合いは男子のほ

うが顕著である。このことから、腹部は大学生に

とって気になる場所だといえよう。 

太さの相対評価は、男子で、多くの項目で相関

が見られた。このことは、周径、皮下脂肪厚、筋

厚などの情報から、自己の上腕部、腹部、大腿部

の太さについて正確に評価できていることを意味

している。一方、女子は腹部で相関を示し、腹部

においては正確に評価できていると言えるが、上

腕部、大腿部は正確に評価できているとは言えな

い。 

 そして、太さの相対評価は、上腕部、腹部、大

腿部すべてにおいて、満足度と相関を示す。男子

の上腕部においては、自己の上腕を太いと評価す

るものほど満足度は高くなり、女子では細いと評

価するものほど満足度が高くなる。腹部、大腿部

では男女とも、細いと評価するものほど満足度は

高くなる。このように太さの相対評価については

相関を示すのにもかかわらず、実測値では満足度

と相関を示さない。つまり、満足度は各個人の自

己に対する思い込みが影響するといえる。 

 

4.まとめ（ゴ 9左） 

 体重に対する筋量の割合が大きいもほど自己を

痩せていると評価するなど、自己の体型は、筋を

考慮して、認識されていることが明らかとなった。

さらに部位別で見ると、上腕や大腿のように筋の

存在を認識しやすい部位と、腹部のように、認識

しにくい部位があることがわかった。 

 男女ともに、体重に対する筋量の割合が大きい

ものほど体脂肪が少ないという傾向があり、女子

では筋に関する情報と、満足度について関連性が

見られる。しかし、男子においては筋に対する価

値観が人さまざまであることから、筋に関する情

報が満足度と関連しにくいといえる。 
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表 2上腕部、腹部、大腿部における満足度、太さ（相対評価）と周径、皮下脂肪厚、筋厚との相関関係 

 男子  女子 

項目 太さ(相対評価) 満足度  太さ(相対評価) 満足度 

上腕囲 0.432 0.165  0.306 0.023 

上腕皮脂厚（キャリパー） 0.181 0.047  0.176 0.066 

上腕皮脂厚（超音波） 0.050 0.032  0.171 0.046 

上腕筋厚 0.366 -0.005  0.232 0.153 

ウエスト 0.586 -0.231  0.472 -0.127 

腹部皮脂厚（キャリパー） 0.567 -0.419  0.582 -0.303 

腹部皮脂厚（超音波） 0.584 -0.573  0.502 -0.293 

腹部筋厚 0.066 -0.002  0.069 0.073 

大腿囲 0.504 0.081  0.294 0.003 

大腿皮脂厚（キャリパー） 0.328 -0.008  0.118 -0.123 

大腿皮脂厚（超音波） 0.469 0.046  0.02 -0.142 

大腿筋厚 0.425 0.211   0.217 -0.014 

 


