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ABSTRACT
University students are more disposed to becoming obese. Although it is said that there is a
higher incidence of obesity in students living in Okinawa compared to those in other prefectures,
there are no scientific data to prove it. Moreover, the prevalence and the conceptions about obesity
∬e not yet clear among the students living in Okinawa. Therefore, the present survey was designed
to investigate them. The subjects were selected from the students of the university of the Ryukyus,
who attended the periodical medical checkup held in May, 1994. The number of subjects were 5, 4
26 (3,412 male and 2,014 female). Their anthropoemtric indices such as height, weight, and
waist and hip circumference were measured to obtain body mass index (BMI) , the Broca‑Katura
index, and waist‑hip ratio (WHR) as indices of degree of obesity. Percent body fat was also
measured by a bioelectrical impedance method. The percent body fat was 18. 8ア5.4 and 23.4+
5.3,BMIwas22.3±3.0and21.1±2.7,andWHRwasO.77±0.05andO.70±0.04 inma】eand
female students, respectively. BMI of the university students in Japan is 21. 8+2.7 and 20. 6+
2. 2 for males and females, respectively. Comparing the values of BMI, the students of university
of the Ryukyus had a higher incidence of obesity than the nation at average in both male and
female. Percent body fat was not compared between the students of university of the Ryukyus and
that of all Japan because data is not available for the latter students. Percent body fat was higher in
female, and BMI was higher in males, therefore females generally have a higher body fat. This fact
shows that percent body fat prevails over BMI as the index for measuring degree of obesity. When
estimated by percent body fat, a high incidence of obesity was observed. Out of the total subjects,
1, 090 students were selected and questionnaire administered on their conception of obesity and
history of familial obesity. Many students were estimated to be more obese than they really were,
indicat】ng that they did not precisely judge their actual physica一 state. The students with a history

offamilial obesity had a higher degree of obesity. Ryukyu Med. J., 15(4)189‑ 197, 1995
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しい調査報告はない。肥満とは、摂取エネルギー量が消費エ
ネルギー量を上回るために起こる病態である。一般的には、
大学生の肥満については、全国的にいくつか報告されてい
体脂肪率が、男性25%、女性30%を超えると、肥満といわ
る卜4‑。しかし、従来、南国の沖縄地方では、全国と比較し
れている5)。肥満が、成人病の発症と深く関わりがあること
て、一般的に肥満の傾向が強いといわれている。しかし、詳
は、広く知られているO また、肥満は、死亡率を高め、平均
緒

言
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寿命を短縮している6'。現在の日本の豊かな社会における食
生活や生活環境の変化が肥満増加傾向を招き、それに伴い、
人々の肥満に対する関心も高まって来ている。女性の場合は、
結婚、妊娠、出産、閉経などを契機に、男性では、就職、結
婚、職業上の葛藤、転勤などを契機に肥満になることが多い
といわれている7)。年齢的にみると、男性では、就職後の25
歳と平均結婚年齢から4年後にあたる32歳の時期に、女性
では第二子の平均出産年齢の‑年後に相当する32歳に、
BMI平均値の急激な増加が見られる8)。このことは、肥満に
至る年齢に近い点でも、さらに、地域的にも詳しい報告のな
い沖縄在住の大学生における肥満の実態を明らかにする必要
性があろう。また、このような調査をすることにより、年齢
的にも肥満になりがちな大学生に対して、肥満予防の指導の
資料を提供することができる。このような目的を以って、対
象者として琉球大学学生を選び、彼等の肥満についての実態
調査を行った。
肥満度の調査には、従来、 BMIやBrocaの桂変法が用い
られているが、最近、体脂肪率を簡単に測定できるインピー
ダンス法が開発された。我々は、その方法を用い、従来の方
法も併せて、検討することにした。また、肥満については、
各人イメージが若干異なる9'。さらに、肥満は家族との関わ
りが強い。その意味で、肥満に対するイメージおよび家族の
肥満歴についてのアンケート調査を加え、琉球大学学生にお
ける肥満に関する心理的要因および家庭環境について検討す
ることにした。

対象及び方法
J)対象者
琉球大学では、毎年5月に定期健康診断が行われる。学
生のこの健康診断への参加は義務づけられている。琉球大学
に在籍する1年から4年までの全学生(以下、琉大生と略
す)は、 7,794人(男子5,089人、女子2,705人)である。
琉球大学の学生は、県内出身者と県内出身者が約半々である
が、本研究では県内出身、県外出身を区別せず、この中から
定期健康診断を受診した者を対象とした。従来、定期健康診
断には全学生の約70%が受診している。アンケート調査で
は、仝受診者の20%で十分とみて、受診者のなかから一部
の学生を任意抽出して、アンケートを健康診断の場で配布し、
当日回収した。本調査は、 1994年度定期健康診断時による
ものである。アンケート調査、身体計測でのウエスト開、ヒッ
プ閉およびインピーダンス法による体脂肪率測定は、対象者
の同意で行った。
Il)身体計測
身長、体重のほか、ウエスト開、ヒップ園を測定した。ウ
エスト園は男子は磨レベルを、女子は腰部の最小周囲を、ヒッ
プ閲は男女とも殿部の最大周囲を測定した。身長、ウエスト
園、ヒップ園はmm単位、体重は、 0.1kg単位で測定した。
I")体脂肪率、 BMU Brocaの桂変法指数、ウエストヒッ
プ比の算出法
体脂肪率(%BF)は、最近開発された、インピーダンス
法によるタニタ製TBF‑101体内脂肪計を使用して測定した。
インピーダンス法は、非侵襲、簡単、安全、迅速(1分以内)
であり、再現性が良く、機器がポータブルである事から体脂
肪率測定法としてその有用性が注目されている10)。タニタ製

TBF‑101体内脂肪計は、立位のまま両足底部の電極より通
電して、インピーダンスを測定する方式で身体全体の脂肪率
を測定するものである BMI、 Brocaの桂変法指数および
ウエストヒップ比(WHR)は、身体計測で得た測定値を
もとに、それぞれ、体重/身長(kg/m2)、体重(kg)/
(1身長(cm)‑1001×0.9)、ウエスト園/ヒップ園から求
mm
lV)アンケート調査
対象者が各自肥満について、どのようなイメージをもち、
さらに、彼等の家族に肥満者がいるかどうかを調査するため、
Tablel 実際の調査では日本語版を配布)に示したアンケー
ト調査を行った。このアンケートにおいて、 「今後の体重に
ついてどうしたいか」の質問における、かなりやせたい或い
は太りたい(3kg以上)、少しやせたい或いは太りたい(3
kg以下)という回答項目において、 3kgを採用した理由は、
田中ら11'の調査において、体重の変化を3kg以上で捉えると
言う返答が多かったことに基づいた。家族(父、母、兄弟、
姉妹)に太っている者がいるかの項目では、当てはまる選択
肢全てに○印をつけさせた。それらの回答から、琉大生の肥
満に対する意識についておよび家族の肥満についてと、現在
の肥満の有無との関係を検討した。しかし、ここにおける家
族の肥満の判定は、数量的なものでなく、各自の主観的判断
にゆだねた。
∨)解析及び統計手法
今まで、一般的に肥満度としてよく使われ、日本肥満学会
でも肥満の判定として使用されている'BMIが、今回測定
した体脂肪率と、どれほど一致性があるかをみるため、それ
らの相関を求めた。また、ウエストーヒップ比は、体脂肪分
布を示すものであり、肥満の形態を現すものである。肥満の
形態は必ずしも肥満度を現すものではない。それゆえ、ウエ
スト‑ヒップ比と各肥満度の相関をみることで、男女の違
いなどが現われると考え、ウエストヒップ比を中心に、体
脂肪率、 BMI、 Brocaの桂変法指数との相関関係を求め
た。有意差検定はt検定およびX2検定を用いたO検定、相
関を求めるに当たり、 MicrosoftCorporation梨のソフト、
Microsoft Excelを使用した。
結

果

I)対象者
Tab】e2に、今回の調査における対象者数を示した。 1年生
から4年生まで在籍する学生は、 7,794人(男子5,089人、
女子2,705人)であり、そのうち、定期健康診断を受診した
学生は、 5,426人(男子3,412人、女子2,014人)であった。
全体では69.6%、男女別では、それぞれ67.1%と74.5%が
受診していた。体脂肪率、ウエスト囲、ヒップ園の測定は対
象者の同意で行ったため、 BMIの対象者数とは異なる。そ
れゆえ、体脂肪率とウエスト‑ヒップ比の対象者数もTable 2
に示した。アンケート調査では、 1,492人(男子1,138人、
女子354人)を任意抽出した。アンケートに答えた者は、
1,455人(男子1,054人、女子341人)であり、この値は全
受診者の27%であった。その内、アンケートの有効回答者
数は1,090人(男子865人、女子225人)であった。有効回
答者数は、全受診者の20%であった。
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H)体脂肪率、 BMl、及びウエスト‑ヒップ比からみる肥満
度
Fig.1に対象者の体脂肪率の分布を示した。この図からも
明らかなように、体脂肪率の頻度分布で男子では15‑17%、
女子では19‑23%に高頻度がみられた。男女学生の体脂肪
率の平均値は、それぞれ、 18.8±5.4' 、 23.4±5.3%で
!*EES!
Fig.2に対象者のBMlの分布を示した。この図からも明ら
かなように、 BMIの頻度分布で男子では20‑22、女子では
18‑21に高頻度がみられた。男女学生のBMIの平均値は、
男子22.3±3.0、女子21.1±2.7であった。
Fig.1およびFig.2から明らかなように、体脂肪率および
BMlの男女の平均値をみると、体脂肪率では女子が男子よ
りも高く、一方BMIでは、男子が女子よりも高い値を示し
た。いわば、体脂肪率とBMIでは、男女の分布が逆転して
いる。この分布の逆転は注巨‖二億する。なぜなら、このこと
は、一般的にいわれているように、男子より女子のほうが一
般的に体脂肪率が高いことを示しており13㌧ 従来の概念と一
致するからである。
肥満度を示すために、体脂肪率やBMIの値をいくつかに
区分して示す方法がとられている】'(.15‑。体脂肪率および
BMIによる判定基準はTable3に示した。 BMlはBrayによ
る判定基準】6‑を用いた。上記で得られたBMIを全国の大学
生を対象とした値17'と比較すると、やや肥満および肥満を合
計した割合は、男子では、琉大生22.6< 、全国大学生
16.0%、女子では、琉大生18.8%、全国大学生6.1%であ
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り、琉大生に、やや肥満および肥満の割合が多かった。さら
に、体脂肪率値の全国値のデータがなく、沖縄との比較がで
きていないが、この調査でみる限り、やや肥満および肥満の
割合が、男子で22.4%と12.1%、女子で21.7%と9.8%で
あり、 BMlによる判定より、肥満率が増加していた。
Fig.3に対象者のウエストヒップ比の分布を示した。この
図からも明らかなように、男子では0.73‑0.79、女子では
0.67‑0.70にウエスト‑ヒップ比の高い頻度がみられる。男
女のウエスト‑ヒップ比の平均値は、それぞれ、 0.77±0.05、
0.70±0.04であった。
‖)体脂肪率とBMlとの相関
体脂肪率が、今まで、一般的に肥満度の指標として使用さ
れてきたBMlと相関があるというのは、一般成人を対象と
した他の研究で報告されている'月】9'。それゆえ本研究の対象
学生においても、一般成人と同様の相関を示すかどうかをみ
るため、体脂肪率とBMIとの相関を求めた。琉大生におけ
る体脂肪率とBMIとの相関係数は、男子0.860 (Fig.4)、

Table 1 Ques【lonnaireaboutobesity

, Whatdo you think ofyourphysique?
a slender
b slightly slender
c normal

9 111315171921232527293133353739414345

d sllghtlyobese
e obese

Percent body fat

(%)

2, Wha【do you think about yourweight in future?
Fig.l Frequency distribution of students of the Ryukyu university by

a much more slender (morethan 3kg)

percent body fat. Percent body fat was measured by Tanita‑101

b a H【tie moreslender (less than 3kg)
c norma

using bioelectncal impedance method and shown in percentage of
body fat to the body weight.

d alitHemoreobese (lessthan3kg)
e much moreobese (more than 3kg)
3, Who areobese in your family?
a father
b mother
c brothers
d sis【erS
e nobody

Table 2

Number of the students subjected to the questionnaire and measure‑

ment of body height, body weight, percent body fat and waist‑hip ratio
total

body height, body weight

5,422

percent body fat

5, 366

waist‑hip ratio

4, 050

questionnaire 1 , 090

male

female

3,410

2, 012

3, 374

1, 992

2, 760

1, 290

865

225

The students subjected to the questionnaire and measurement of percent
body

fat

and

waist‑hip

ratio

were

arbitrarily

se一ected

a【【ending the periodical medical checkup, 1994.

from

all

the

students

16171819202122232425262728293031323334
BM
Fig.2 Frequency distribution of students of the Ryukyu universi【y by
body mass index. Body mass indax was calculated by dividing
weight by square of height (kg/rrf).
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Table 3

Percentage distribution of the university students according to the degrees of obesity signified

by BMI (Bray) and %BF
slender

male
female
male

<19.0
< 18. 5
<15.0

female

< 20. 0

obese

24.0≦‑<29.5
23.0≦‑<29.5
20.0≦‑<25.0
25.0≦‑<30.0
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BMI (Bray): BMI in Bray's paper, 1978
I %BF in Japan were not shown here becauseofno availab】edata.
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Fig.3 Frequency distribution of students of the Ryukyu univeト

20

Percent body lal
Fig.5 Correlation between BMI and percent body fat in female
students of the Ryukyu University.

waist circumference by hip circumference. Waist circumference
was measured at the umbilicus in male and at the smallest
circumference between the breast and hip in female. Hip circum‑
ference was measured at the largest circumference between the waist

Table 4

Correlation coefficient between waist‑hip ratio and other indices

of obesity

and thighs in male and female.

%BF BMI Broca‑Katsura Index
male 0. 663
female 0. 321

0. 700

0.694

0. 342

0. 344

All indices of obesity were statistically significantly correlated with waist‑
hip ratio by P<0.01.

女子0.936 (Fig.5)であり、いずれも有意(p<0.01)の正
の相関が見られた。阪本らの一般成人における報告20'では、
男性0.804、女性0.938であり、ほとんど同様の相関係数を
示していた。回帰直線は、 Fig.4、 Fig.5に示したように、
男子の方が女子よりも傾斜が大きかった。このことは、体内
脂肪量が増えるとき、体重の増える割合は女子より男子にお
いて大きいことを示している。
10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Percent body fat

Fig.4 Corre】ation between BMI and percent body fat in ma】e students
of the Ryukyu university.

IV)ウエスト‑ヒップ比と各肥満度との相関について
ウエストーヒップ比と肥満度とは、相関がみられるのは当
然である21.22)が、ウエストヒップ比と肥満度との相関をみ
ることにより、男女の体型の違いを明らかにできる。
ウエスト‑ヒップ比と肥満度との相関係数を、 Table4に示

戸 根 久美子 ほか

した。ウエスト‑ヒップ比と体脂肪率とは男子0.663、女子
0.321、 BMIとは男子0.700、女子0.342、 Brocaの桂変法
指数とは男子0.694、女子0.344の正の相関が見られた。ま
た、男女を比べると、各肥満度との相関は、女子より男子に
おいて高かった。このことは、男子は肥満すると、ヒップ園
よりウエスト園に脂肪がより蓄積し、女子では、肥満すると、
ヒップ園に脂肪が蓄積しやすいことを意味している。
∨)肥満に関する意識調査について
Table lのアンケートに基づくそれぞれの質問に対する結
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果を、 Table5、6、7に示した。これらのTableで、意識調査
に関する体格の判定基準は、 Table3のそれを用いた。
i)実際の体型とイメージ
Table5に、自分の体型についてどう思うかの質問に対す
る回答結果を示した。この質問に対しては、自分を太ってい
る、あるいは太りぎみであると思っているものは、男子35
%、女子58%であり、男女を比較すると、有意(p<0.01)
の差が見られた。特に普通群、やせ群では、自分は普通であ
る、やせぎみである、やせていると自分の体型を的確に判断
しているものは、普通群で、男子56%、女子42%、やせ群

Table 5 Imaginary perception of the students of the University of the Ryukyus of their actual physical state
Imaginary perception
詛
e
<s.
e
b
O

actual physical state number slender
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!
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^
r
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217
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slender

】ightly slender*

:: indicated in percent.
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で男子59%、女子29%となっていた。女子においては、実
際はやせているのにもかかわらず、自分は普通である、ある
いは太っていると認識しているものが、肥満群を除く各群で
男子に比べ有意(p<0.01)に多くなっていた。このことは、
男子より女子が、体型についてより意識していることを示唆
iwm
ii)願望体型
Tab】e6に、今後の体重についてどうしたいかという質問
に対する回答結果を示した。この質問に対して、現在よりも
太りたいと答えたものが男子26%、女子6%、このままでよ
いと答えたものが男子26%、女子21%、やせたいと答えた
ものが、男子48%、女子73%であり、男女で、有意(p<
0.01)の差を認めた。また、普通群、やせ群では普通群の
女子の77%、やせ群の女子の32%の者が現在よりもやせた
いと答えており、肥満群を除く各群で男子に比べ有意(p<
0.01)に多くなっていた。このことは、男子より女子にお
いて、より痩身願望が強いことを示唆する。
Ill 家族の月巴満者の有無との関係
Table7に、家族に太っている者がいるかどうかを聞いた
質問に対する回答結果を示した。この質問に対しては、男子
に、体脂肪率により判定される肥満者が多いほど家族に太っ
ている人がいると答えたものが、有意(p<0.01)に多かっ
た BMIによる分析の結果も同様で、肥満者ほど家族に太っ
ている人がいると答えたものが多かった。このことは、肥満
の原因は家族という遺伝的要素もあるが、食習慣という環境
因子も十分あることを示唆している。
考

察

I)体脂肪率とBMlの相関
今回の調査では、肥満の指標として体脂肪率を測定した。
従来から肥満度の指標として用いられているBMIによる判
定と、今回我々が用いた体脂肪率による判定とが、どの程度
一致するかを得る目的で相関を調べた。琉大生における体脂
肪率とBMIの相関係数は、男子0.860、女子0.936で、そ
れぞれ有意に強い相関が見られた。このことは、一般成人に
おける阪本らの報告19)に一致する。すなわち、体脂肪率と
BMIの相関では、大学生においても一般成人と同様であっ
た。また、阪本らの報告でも、我々の結果同様、女性のほう
が相関が強かった。現在、その理由については未だ明らかで
はない。しかし、この理由を解明することは、男女の体型差
を見る上で興味深い問題を提供していると考えられる。一般
に肥満の指標として、何が優れているかは問題があるといわ
れている12.23.24)。しかし、それぞれの肥満の指標は、以上見
てきたように、体脂肪率のみならず体型、骨や筋肉を考慮し
た体質など、それぞれの目的に応じて解釈すれば、かなり興
味深く利用できるであろう。
Iり体脂肪率による肥満の判定
従来、肥満の判定法として、種々の方法がとられてい
る25‑29,。体脂肪率の測定法も、水中体重法、皮下脂肪厚測定
法、体内40K測定法、超音波皮脂厚測定法など、さまざまな
方法がある5‑。その中でも、ここでは簡便性に優れるインピー
ダンス法を用いた。正確性を重要視するのであれば、体脂肪
測定法の中では水中体重法が最も正確である。しかし、水
中体重法による測定は、測定者および被測定者にかなり労作

において過重負担をかける。勝野らの報告301では、インピー
ダンス法と水中体重法では、強い相関があるが、インピーダ
ンス法の方が、実測値で約2%高めの値になるとしているこ
とから、それを考慮さえすれば、インピーダンス法も水中体
重法同様に体脂肪を測定していることになる。琉大生の体脂
肪率における分布は、 Fig.1に示したが、男女の平均値を比
較すると、男女差が見られた。この男女差は、従来から言わ
れているように、男子よりも女子のほうが身体全体に占める
脂肪の量が多いことを示している。男子では、川口らの報
告31)における大学生の16.8%と比較すると、琉大生の18.8
%の方が高くなっており、琉大男子学生の肥満傾向が見られ
たO インピーダンス法による体脂肪率は、これまでに主とし
て一般成人を対象として、信頼性32㌧ 客観性33㌧ 妥当性3ト37'
について検討され、簡便性を有する新たな方法として有用性
の高いことが報告されているが、学生の体脂肪率については、
利用できる報告がなく、今回は琉大生と比較ができなかった。
しかし、たとえ、全国大学生の報告があっても、やはり琉大
生の肥満傾向がみられたであろうと推測される。
Ill) BMlによる肥満の判定
BMIの分布については、 Fig.2に示したが、 Table3に示
すように、その正常域に、男子の68.1%、女子の 3.7%が
含まれていた BMIの平均値でみると全国の大学生の平均
値161では、男子21.8±2.68、女子20.6±2.15であり、これ
と琉大生の平均値の男子22.3、女子21.1と比較すると、琉
大生は男子、女子ともに、全国の大学生平均値よりも、高く
なっていた(p<0.01)。また、 1990年の国吉の報告38‑もほ
ほ同様で、それによると、 1985年における琉大生の平均値
は、男子21.9±2.6、女子20.7±2.1と、同様に、全国の学
生平均値よりも、高くなっていた。この点から、琉大生の
BMlは、全国大学生平均より高く、いわば肥満度も高いと
言える。
Fig.1およびFig.2をみれば明らかである棟に、体脂肪率と
BMIでは、男女の分布が逆転している。このことについて
は、他の文献では触れられていない。しかし、 BMIは体脂
肪というより体重全体に比例しており、体重は、体脂肪、骨、
筋肉などを含んでいる。男子においては、体重は体脂肪より
骨、筋肉に依存している割合が多く、女子においては、体重
は骨、筋肉より体脂肪に依存している割合が多い。そのため、
体脂肪率とBMIの分布が男女逆転していたのではないかと
思われる。
〟)沖縄在住大学生の肥満の成因
以上のことから、琉大生は、全国の大学生に比較して、肥
満者が多いと結論づけられる。沖縄には、他に大学がいくつ
かあるが本調査における琉大生の結果から推測して、ほぼ同
様な結果が得られると思われる。肥満の成因としては、エネ
ルギーの過剰摂取や、エネルギー利用不足などがあげられ
る39‑。沖縄県は脂肪摂取量が全国を上回っていること40'や、
また、夜型社会の傾向があるので、 24時間営業のスーパー
店やファーストフード店が多いため、食料をいつでも手に入
れられることなどから、摂取エネルギーが過剰になりやすい
のではないかと思われる。その他、夜型社会傾向の反映とし
て、摂取食事量の多くを夜に食べるという摂食パターンに陥
り、太りやすくなるのではないかと推測される。また、沖縄
は車社会の傾向があるため、日常の運動不足によりエネルギー

戸 根 久美子 ほか

利用不足になるのではないかと考えられる。これらのことが、
沖縄在住大学生は全国大学生平均より、肥満傾向があるとい
うことの要因ではないかと推測される。
本調査では、県内、県外出身の琉大生をまとめて分析した。
琉球大学には、前述のように、県内、県外出身者が半々に在
学している。しかし、琉大生全体としての肥満率は、全国の
大学生に比して高かった。大学の在学期間は4年である。
今回の対象者を県内出身者と県外出身者とに分け、さらに、
1年次から4年次までを分けて継続的に解析すると、ある程
度環境との関連で肥満が検討されることになろう。しかし、
これは今後の課題に留めた。
∨)ウエスト‑ヒップ比と各肥満度について
ウエスト‑ヒップ比は、従来から男子のほうが女子より高
いといわれているm Fig.3に示されているように、本調査
でも同様であった。また、 20歳代の女子における雨宮らの
報告(0.70±0.03)と比較すると、ほとんど同じ値であっ
た。 20歳代の男子における石田らの報告
0.82±0.01)
と比較すると、琉大生の方が小さくなっていた。これは、石
田らの報告における20歳代の男子に比べると、琉大生の方
が、殿部に多く脂肪蓄積があることを示している。
ウエス トヒップ比と各肥満度とは、有意の相関が見られ
た。男女とも、肥満者はどウエスト‑ヒップ比が上昇する傾
向はあるが、女子より、男子に強く表われていた。これは、
男性は、肥満すると、腹部に脂肪が貯蓄するが、大学生位の
若い女性は肥満しても、脂肪は、殿部に貯蓄し、上半身型肥
満になる者は少ないことを表わしている。
Vり 肥満に関する意識調査
Table5にみるように、自分の体型についてどう思うかの
質問に対しては、男子に比べ、女子のほうが、実際よりも太っ
ていると認識するものが多くなっていた。特に、女子の普通
群、やせ群では、自分の体型を的確に判断しているものが少
なく、実際はやせているのにもかかわらず、自分は普通であ
る、あるいは太っていると過大評価しているものの割合が、
男子に比べ、多くなっていた。また、竹内らの報告9)では、
中学生において、体格を過大評価しているものは、男子1.8
%、女子12.2%であったとしている。これを琉大生での、
男子20.8%、女子38.2%と比較すると、年齢が増すにつれ、
過大評価の傾向があるといえる。
Table6にみるように、今後の体重についてどうしたいか
という質問では、男子に比べ、女子のほうにやせ願望が強い
ことがわかった。また、女子においては、普通群、やせ群で
は普通群の77%、やせ群の32%の者が現在よりもやせたい
と答えており、大学生対象の他の研究11.44.45)と同様に、やせ
る必要のない者が、やせたい意識を強く持っている傾向が見
られた。これは、 Storzl'が述べている様に、 "やせ'を強調
する情報誌、ラジオ、テレビ、新聞等が女性を体重減少に追
い込むこと、また、岡田47'が述べているように青年期の理想
体型が長身、痩身、脚長であるファッションモデルを対象と
していることなどがその要因であると考えられる。
Table7にみるように、家族に太っている者がいるかどう
かを聞いた結果では、肥満者ほど、家族に太っている人がい
ると答えたものが多かった。これは、入江らの報告48)や、村
上らの報告49)に一致する。これから、肥満の要因に、遺伝的
要素もあるが食習慣などの環境因子も深く関わりがあるとい
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える。本調査では、家族の肥満の判定は、すでに述べたよう
に、対象者の判断にゆだねたため、結果は主観的なものであ
る。計量したなら本論文の結果と多少、ずれがあると思われ
る。しかし、対象者が肥満なら家族にも肥満が多いという結
論は変わらないであろう。
ま と め

1)沖縄の人々は、県外の人々と比べて、肥満が多いとい
われているが、大学生におけるその実態は明らかでは
ない。その実態を明らかにするために本調査を遂行し
た。さらに、アンケート調査で、自己の体型イメージ、
願望体型、家族の肥満についても調査を行った。
2)琉球大学に在学する学生のうち、 1994年5月の定期健
康診断に参加した学生5,426人(受診率69.6%、男子
3,412人、女子2,014人)を対象とした。
3)肥満の判定のためインピーダンス法を用いた体脂肪率
の測定のほか、 BMI、ウエストヒップ比も求めた。
4)体脂肪率の頻度分布では、男子は15‑17%、女子は19‑
23%に高頻度がみられ、女子は男子より高い値に高頻
度を示した。このことは、女子に高脂肪率を示す点、
BMlと比較して、より肥満の実態を示していると考え
{‑>れた。
5) BMIの頻度分布では、男子は20‑22、女子は18‑21
に高頻度がみられ、女子は男子より低い値に高頻度を
示した。
6)琉大生のBMIの平均値は、男女ともに全国大学生の平
均値よりも高く、沖縄在住大学生は全国の大学生に比
べ肥満の発生率が高いと結論した。体脂肪率での比較
は、全国大学生の資料がなく、比較はできなかった。
7)体脂肪率とBMIとは、男女とも、強い有意の正の相関
がみられた。
8)自己の体型認識では、男子に比べ、女子のほうに実際
よりも太っていると認識している者が多かった。
9)今後の体重の増減については、男子に比べ、女子のほ
うにやせ願望が強くみられた。
10)家族に肥満者のあるものに肥満者が多くみられた。
ll)今回の調査により得られた結果は、今後、健康教育を
行う上での、基礎的な資料となると考えられる。
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