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1. 緒言 

現代は飽食の時代と言われ、日常生活をより快

適にする機器の発明・発達による運動不足が広ま

っている。このようなエネルギーの摂取過剰と消

費不足が肥満につながると考えられている。肥満

は糖尿病などの合併症につながるので、肥満改善

は現代社会の抱える大きな問題の一つである。減

量には、摂取エネルギーから消費エネルギーを引

いた値であるエネルギーバランスを負にしなけれ

ばならない。そのためには、食事による摂取エネ

ルギーを減らすことと、運動による消費エネルギ

ーを増やすことの両方に気をつけなければならな

い。しかし、摂取エネルギーと消費エネルギーの

間には相互関係があると考えられている。摂取エ

ネルギーが減少すると消費エネルギーも減少する、

あるいは消費エネルギーが増加すると摂取エネル

ギーも増加する、といった可能性があると考えら

れている。 
本研究では肥満改善を目的とした食事制限や運

動指導が、日常身体活動量や摂取エネルギーに与

える影響について明らかにすることを目的とした。 
 

2. 研究方法 

2-1 対象 

定期的な運動を行っていない女子大学生 12 名

（21.9±0.4 歳）を被験者とした。被験者の身長は

157.0±4.5cm、体重 52.0±5.0kg、体脂肪率 25.0±4.3％
であった。 
実験は、食事制限日、運動実施日、運動実施翌

日、食事制限も運動もしない日(以下、通常日) の

計 4 日間とした。被験者には実験のタイムスケジ

ュールを見せるとともに、内容を十分に話し、同

意を得た上で実験を進めた。 
2-2 測定項目 

身長、体重、体脂肪率、運動時心拍数、食事調

査、身体活動量の測定を行った。 

2-3 日常身体活動量 

 測定には Suzuken 社製ライフコーダ Ex4 秒版  
（以下、加速度計）を使用した。強度 0 を不活動、

強度 0.5 を微小運動、1～3 を低強度、4～6 を中強

度、7～9 を高強度とした。加速度計によって 4 秒

ごとに計測された強度を 1 時間ごとに集計し、各

強度の時間(分)を求めた。集計した値を使い、エネ

ルギー消費量を算出した。 
2-4 食事 

 食事調査用紙に食事内容・量・時間を記入し、

そこから摂取エネルギーを算出した。食事制限は

エネルギーのみを制限の対象とした。通常日の摂

取エネルギーを基準とし、食事制限日はそこから

体重あたりの摂取エネルギーを 5（kcal/kg/day）減

らすように設定した。 
2-5 運動 

 運動負荷は自転車エルゴメーターを使用し、

50rpm で各々の 50％VO2max の強度で 30 分間の運

動を実施した。50％VO2max の強度に近づけるため

に心拍数を目安に微調整を行った。 
2-6 分析方法 

 分析の準備として通常日、食事制限日、運動日、

運動翌日の 4 日間の測定項目を集計し、平均と標

準偏差を求めた。項目は、不活動、微小活動、低

強度運動、中強度運動、高強度運動の各時間（分）、

摂取エネルギー、消費エネルギー（kcal/day）、体重

あたり摂取エネルギー、体重あたり消費エネルギ

ー（kcal/kg/day）、0～24 時の 1 時間ごとの体重あた

り消費エネルギー（kcal/kg/h）、9～21 時までの 3
時間ごとの体重あたり消費エネルギー（kcal/kg/3h）、
摂取エネルギーから消費エネルギーを引いた１日

のエネルギーバランス（kcal/day）、体重あたりエネ

ルギーバランス（kcal/kg/day）である。 
 Stat view を用いて、4 実験日間の有意差を検定す

るため反復測定分散分析を行った。有意水準は 5％
とした。 
 
3．結果 

3-1 摂取エネルギーと消費エネルギー（表 1） 

 1 日 の 摂 取 エ ネ ル ギ ー は 、 運 動 日

1957±237kcal/day、通常日は 1919±514 kcal/day、運

動翌日 1801±706 kcal/day であり、これらの間に有

意差は見られなかった。食事制限日は 1213±365 
kcal/day であり有意に低い値を示した。制限された

エネルギーの平均値は 706 kcal/day だった。 
1 日 の 消 費 エ ネ ル ギ ー は 、 食 事 制 限 日

2121±299kcal 、 通 常 日 2087±375kcal 、 運 動 日

2199±205kcal、運動翌日 2120±263kcal で有意差は見

られなかった。 
エネルギーバランスは各実験日でマイナスとな

った。通常日－168±551kcal、運動日－236±220kcal、
運動翌日－319±576kcal、食事制限日－909±466kcal
だった。食事制限日は有意に大きい負の値を示し

た。 
3-2 強度別運動時間（表 2） 

 不活動の時間は食事制限日で１番大きく

1265±68.3 分であり、運動日および運動翌日との間

に有意な差がみられた。 
微小運動は運動日が 1 番大きく 202.8±64.2 分で

あり、食事制限日との間に有意な差がみられた。

低強度運動（分）や中強度運動（分）でも食事制

限日が最小値を示した。高強度運動で最大値は運

動日であり 6.92±8.02 分だった。ここでも最小値は

食事制限日で 2.32±2.17 分だった。総運動時間では、

運動翌日、運動日、通常日、食事制限日の順に小

さくなった。 
 
4．考察 

4-1 食事制限と消費エネルギー 

 今回の実験では食事制限によって、消費エネル

ギーが減ることはなかった。したがって、エネル

ギーバランスは食事制限日が最も大きな負の値を
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示した。消費エネルギーは４実験日それぞれで有

意差は見られなかったことから、肥満予防の観点

からエネルギーバランスを負にするには摂取エネ

ルギーの占める割合が高いことを表していると考

えられる。 
4-2 運動と摂取エネルギー 

 運動日の摂取エネルギーは食事制限日としか有

意差がみられず、通常日との間には差がなかった。

今回の実験によると、運動をしても摂取エネルギ

ーが増えることはないと言える。なお、運動翌日

の摂取エネルギーがわずかに減少をし、負のエネ

ルギーバランスも拡大した。肥満改善を目的とし

た運動では、運動翌日に減量効果が高まる可能性

があり、さらに検討を要すると考えられた。 
4-3 食事制限と強度別運動時間 

 食事制限日の日常身体活動量を強度別に見ると

不活動の時間が最も長く、低強度・中強度・高強

度・総運動時間では最も短かった。しかし、前述

のように食事制限日の消費エネルギーが減ること

はなかった。このことは加速度計で計測できる運

動時間に差があったとしても、その運動自体の消

費エネルギーは少なく、一日の消費エネルギーに

与える影響が小さいことを表していると推察した。 
4-4 運動と日常身体活動量 

 運動日の消費エネルギーは自転車エルゴメータ

ー運動を含んだものであり、各実験日間で有意差

は見られなかった。自転車エルゴメーター運動の

平均消費エネルギーは 101kcal であったが、これ

を含まない消費エネルギーにしても有意差は見ら

れなかった。このことから、運動をしても運動以

外の日常身体活動量の消費エネルギーは減らなか

ったといえる。 
 
5．まとめ 

今回の実験において、食事制限によって消費エネ

ルギーが減ることはなかった。また、運動によっ

て当日の摂取エネルギーが増えることもなかった。

強度別にみると、食事制限によって不活動の時間

が長くなり、低強度から高強度の運動時間は短く

なった。しかし、運動自体の消費エネルギーが少

ないことから一日の消費エネルギーには影響しな

かった。運動によって運動以外の日常身体活動量

が低下する傾向もみられなかった。今回の研究は、

各実験日が 1 日ずつだったことで有意差がでなか

った可能性もあり、この点は今後の研究課題であ

る。 
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表 1 摂取エネルギーと消費エネルギー（kcal/day,kcal/kg/day） 

  通常日 食事制限 運動日 運動翌日 P 値

摂取エネルギー 1919±514 1213±365 1957±237 1801±706 ＜0.0001

   同体重当たり 36.7±9.7 23.1±6.8 37.4±4.9 34.1±12.2 ＜0.0001

消費エネルギー 2087±375 2121±299 2199±205 2120±263 0.4196

   同体重当たり 39.5±5.1 40.4±5.3 41.9±2.4 40.3±3.4 0.8868

エネルギーバランス -168±551 -909±466 -236±220 -319±576 0.0003

   同体重当たり -2.9±9.8 -17.3±8.8 -4.0±3.8 -6.2±10.6 0.0003
 

 

表 2 強度別運動時間（分） 

 

  通常日 食事制限日 運動日 運動翌日 P 値

不活動 1215.3±36.4 1265.7±68.3 1161.1±83.9 1168.2±101.2 0.0002

微小運動 154.3±28.2 127.9±60.7 202.8±64.2 187.1±81.1 0.0028

低強度 42.7±15.4 31.6±9.1 47.8±20.7 49.4±22.3 0.0076

中強度 16.5±13.9 12.1±7.6 17.6±6.3 21.8±10.8 0.0161

高強度 3.5±3.0 2.3±2.2 6.9±8.0 4.5±3.4 0.0372

総運動時間 62.7±28.5 46.1±14.3 72.3±29.9 75.7±24.5 0.0014
           


