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1. 緒言 

成長の完了した個体の体格や体型には個人差が

みられるがこの体格や体型の違いをあらわす要因

には一定の関係があることが知られている。この

ことは個体の 2 形質間の相対的関係で明らかにさ
れてきた。 
個体の 2 形質x,yの相対的関係には経験的にy=bx

αというアロメトリー式が成り立つことが知られ

ている。これは個体のプロポーションの変異を二

形質の相対的関係で捉えようとするものである。

すなわち，全体のサイズが変化（変異）すること

によって、各部分の全体に対する比率がどのよう

に変化していくのかを記述する方法と言える。   
アロメトリーという理論を利用することによっ

て、部分を全体のサイズの指数関数として書き表

すことができ、単位の違う、異なった形質間の比

較ができるのである。 
本研究の目的は，大学生のおもに身長に対する

身体諸径の相対的関係についてアロメトリーの理

論を用いて分析・考察していくことである。とく

に近年，大学生の身長や体重などのサイズの増大

に伴う形質には，大きな変化がみられるが，サイ

ズの増大に伴う各々の身体諸径がどのような関係

になっているのかという，つまりはプロポーショ

ンの変化についての分析はみられないので，本研

究では大学生の身体諸径のアロメトリー分析を

目的としている。 
 
2.研究方法 

2-1 研究対象   

茨城大学の男子学生 79名（運動群 48名，非運
動群 31名），女子学生 57名（運動群 32名，非運
動群 25 名）を被験者とした。なお，運動群と非
運動群の区分に関しては，1 週間の運動日数が 3
日以上，1日の運動時間が 2時間以上を運動群と
定め，それ以下を非運動群と定めた。 
2-2 測定項目 
1）体型の項目 
身長(cm)，体重(kg)，座高(cm)，指極（cm），周
径８項目(cm)：頭囲，腹囲，ヒップ囲，上腕囲，
前腕最小囲，大腿最大囲，下腿最大囲，下腿最小

囲，幅８項目(cm)：肩峰幅，胸郭幅，腸骨稜幅，胸
矢状径，肘関節幅，手頚幅，膝関節幅，足頚幅，

皮下脂肪厚７項目(mm)：腹部，腰部，肩甲下部，
上腕三頭筋部，上腕二頭筋部，大腿前部，下腿内

部 
2）身体組成の項目 
脂肪量(Fat kg)，除脂肪量(FFM kg)，脂肪率(Fat %) 

2-3 身長を基線とした身体諸径のアロメトリー分
析について 

 アロメトリー分析において，身体のサイズを代

表する身長を基線 x とし，他の身体諸径を y とし
た。アロメトリー分析の対象項目は身長との相関

係数が 0.3 を超えるものとした。その結果，29 項
目中男子では 16 項目が除外され，女子では 20 項
目が除外された。   
よって、男子では体重・座高・FFM(kg)・ヒップ
囲・前腕最小囲・下腿最小囲・肩峰幅・胸郭幅・

腸骨稜幅・肘関節幅・手首幅・足首幅・指極の 13
項目を，また女子ではこれらの項目から前腕最小

囲，下腿最小囲，肘関節幅，足首幅を除く 9 項目
を分析の対象とした。 
2-4 データ処理 
アロメトリー式（y=bxα）の両辺を対数変換すれ

ば，logy=αlogx＋logbと 1次式となり，これをグラ
フにプロットすれば回帰直線が得られる。このと

き，身長を独立変数xにおき，その他の項目を従属
変数yとする。そこで得られた回帰係数がアロメト
リー係数αとして読み取れる一般にα＞１のとき

優変異（Positive allometry），α＝１のとき等変異
（ Isometry） ,α＜１のとき劣変異（Negative 
allometry）と大別され，α値はyの項目がxの項目に
対して優勢に変異するか劣勢に変異するかを示す。

つまり，身長に対する他変量の分化の割合が大き

いか小さいかということを意味している。 
 

3．結果と考察 
 

 

表 1 身長に対する 13 項目のαと 95%の信頼限界および log b 

ITEMS        男             女     

  α log b       α log b 

体重 1.83±0.708 -2.72  1.72±0.683 -2.07

座高 0.83±0.126 0.10  0.76±0.144 0.26

FFM 2.18±0.538 -3.45  2.24±0.595 -3.34

ヒップ囲 0.67±0.334 0.45  0.56±0.291 0.70

前腕最小囲 0.72±0.264 -0.40  

下腿最小囲 0.53±0.364 0.14  

肩峰幅 0.66±0.243 0.12  0.83±0.261 -0.28

胸郭幅 0.55±0.362 0.19  0.54±0.312 0.20

腸骨稜幅 0.82±0.306 0.40  0.66±0.385 0.04

手首幅 0.88±0.341 -1.23  0.43±0.358 -0.26

肘関節幅 0.83±0.335 -1.05  

足首幅 0.69±0.271 -0.69  

指極 0.89±0.134 0.24  0.96±0.161 0.08

身長に対する相対変異の分析 
相対変異の分析を行った結果、男子では 13項目
中 2 項目で優変異，11 項目で劣変異であった。一
方，女子では 9項目中 2項目で優変異，6項目で劣
変異，1 項目（指極α=0.96）でほぼ等変異とみな
された。 
優変異した項目は，男女共に体重（α=1.83，1.72）

と FFM（α=2.18，2.24）であった。劣変異した項
目は，座高，ヒップ囲，幅径 4 項目が男女共通で
あり，男子の前腕最小囲，下腿最小囲，肘関節幅，

足首幅，指極である。等変異した項目は女子の指

極である。男女共通に示されている周囲はヒップ
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囲で，男子が幾分女子のα値より大きかった。次

に体幹部の幅径は，いずれも男女のα値が求めら

れ，肩峰幅で女子が，腸骨稜幅で男子が大きく，

胸郭幅では近似した値を示した。上下肢の幅を見

るといずれも顕著に男子のα値は大きい値を示し

た。 
男女共に強い優変異を示した体重では，男子で

よりその傾向が強かった。図 1 の回帰直線からも
男女共に身長が増加する割合よりも体重が増加す

る割合の方が大きいことがわかる。体重のα値に

おいて男子が女子よりも強い優変異の傾向を示し

たのは，男女間の脂肪量と除脂肪量の比率の違い

であろう。つまり，元来，女子の身体というのは，

脂肪組織によって大きく支配されていることから

体重における脂肪の占める割合が大きい。全体と

して身長階級が大きくなるにつれて，脂肪のつく

割合は増加していくが，その増加した分の脂肪量

は重さにあまりあらわれてこないことが影響した

ものと思われる。 
FFM では，体重と同様に，男女共に強い優変異

を示した。FFM と体重とを比較してみると，図 1
と図 2 の回帰直線の傾きから男女のα値は差がな
く，いずれも体重のα値よりも大きいことがわか

る。このように，身長を基線にとった場合，体重

を凌ぐ勢いで FFMのα値が変異することは，身長
階級が上がるにつれて体重の割合も増加していく

が，FFMの増加はそれを凌ぐということである。 
次に，服部（1971）のα値と本研究のα値との
比較を行なった。服部の研究で得られたα値は，

男女合わせて 27項目であった。そのうち体重（男
2.05，女 1.91），座高（男 0.82，女 0.63），前腕最小
囲（男 0.51，女 0.60），肩峰幅（男 0.65，女 0.78），
腸骨稜幅（男 0.99，女 0.74）の 4 項目が本研究と
共通する項目であった。体重では過去のα値にお

いても明瞭な優変異を示したが本研究でのα値と

の間に大きな違いは見られなかった。前腕最小囲

では過去のα値においても男女共に明瞭な劣変異

を示したが本研究での男子のα値との間に大きな

違いは見られなかった。肩峰幅では過去のα値に

おいても男女共に劣変異を示したが本研究でのα

値との間に大きな違いは見られなかった。腸骨稜

幅では男子が 0.99（等変異）から 0.82(劣変異)にな
り，女子が 0.74から 0.66と男女共に劣変異の傾向
を示したが本研究での男女のα値との間に大きな

違いは見られなかった。4項目のみの比較ではある
が男女における体重，腸骨稜幅のα値は小さく，

男子の前腕最小囲は大きくなったが，本研究で得

られたα値との間に大きな違いは見られなかった。 
今回の研究では，過去のアロメトリー研究では，

扱われたことのない項目である身長に対する FFM
のアロメトリー分析を試みたわけであるが，体重

と FFMの項目を比較・分析することによって体重
と FFMが身長に対しておよそ 2乗の関係を保って
変異するが，α値に違いがあることが明らかにな

った。 
 

 

 

 

 

 

 
 

4.まとめ 

本研究では，対象として成長の完了した大学生の

男女に着目し，男子では身長と他の身体諸径 13 項

目，女子では 9 項目との相対的関係にアロメトリ

ー式を適用し，プロポーションの変異について検

討を試みた。身長を基線とした相対変異の分析で

は、男子が 13 項目中、2 項目で優変異を示し、11
項目で劣変異を示した。女子では 9項目中，2項目
で優変異を示し，6項目で劣変異を示し，1項目で
等変異を示した。 
過去のデータ（服部 1971）との比較では，4項目
のみの比較ではあるが男女における体重，腸骨稜

幅，前腕最小囲，肩峰幅は本研究で得られたα値

との間に大きな違いは見られなかった。 
今回の研究では，過去のアロメトリー研究では，

扱われたことのない項目である身長に対する FFM
のアロメトリー分析を試みたわけであるが，体重

と FFMの項目を比較・分析することによって FFM
が体重をしのぐ勢いで優変異していることがわか

った。 
 

5．文献 
1) 服部恒明・沢木昱甫：18 歳における身体諸径
の相対変異：人類学雑誌 79:337－346.（1971）           

2) 服部恒明：アロメトリー（Allometry）：体育の
科学 27：118－122.（1977） 

3) 服部恒明：身長に伴う身体諸測度の変異 1．
高径・長径・体重について：東京農工大学一般

教育部紀要 9 :2-23.（1973） 
4)  Hattori. K: Studies on the Growth of the Japanese 

Fetuses Part 1. Allometric Growth of the External 
Dimensions:Jikeikai Medical Journal. 24: 11-32 
(1977) 

5) 本川達雄：ゾウの時間ネズミの時間～サイズ

の生物学～中公新書(1992) 

 4


