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【オンライン授業課題】スポーツ科学概論３ スポーツ科学と中学・高校教科との連携２ 

 

本時のテーマ：身体の機能を考える 

身体を知る機会は数多い。身長、体重といった外形的な数値は子どもの頃から親しんでいる。 

１．ＢＭＩ（Body Mass Index：体重と身長の関係から肥満度を示す体格指数） 健康管理ＨＰ👆 

   「身長」をｍで表記すること 

    

【問題１】自分のＢＭＩを計算しておこう⇒（       ） 

        日本肥満学会基準 

状態 指標

低体重（痩せ型） 18.5未満

普通体重 18.5以上、25未満
肥満（1度） 25以上、30未満
肥満（2度） 30以上、35未満
肥満（3度） 35以上、40未満
肥満（4度） 40以上  

 

２．「身体組成」…微弱な電流を身体に流して、電気抵抗値を測定⇒体脂肪や筋量を推定 

 

自宅等に体脂肪計があれば測定しておく→体脂肪率   ％ 

※一般の日本人の理想体脂肪率⇒男性 15～20％、女性 20～28％ 

●アスリートは？⇒トップアスリートは５％程度（競技種目で異なる） 

 

◆「科学」の立場…「体脂肪率」はどうやって測っているのか？ 

          脂肪量（㎏） 
体脂肪率の定義→ ------------- × 100 
          体重（㎏）  

「脂肪量」を正確に測れる？簡単ではないが、かなり正確に測定できる方法はある。 

【MRI利用】大きな病院に設置されているＭＲ

Ｉ（磁気共鳴画像装置）で、身体を輪切り断面

画像化して皮下脂肪などの面積を測定し、その

面積から重さを推定することで「脂肪量」を割

り出す方法。高校保健体育教科書ＨＰ👆 

→長時間、高額費用で実用的ではない 

 

【体密度からの推定】体脂肪量の多い人ほどからだ全体の密度は小さく，反対に体脂肪量は少なく筋肉

量や骨塩量の多い人ほど密度は大きくなる．このことを利用して身体密度を求め，そこから体脂肪率を

       体重（ｋｇ） 
BMI=------------------------------- 
      身長（ｍ）×身長（ｍ） 

どの状態？ 

BMI：「体重」を「身長」の２

乗で割る。 

 

⇒式の意味を考えようＨＰ👆 

脂肪は電気を通しにくい 
→電気抵抗値が大きい 
 
筋肉は電気を通しやすい 
→電気抵抗値が小さい 

https://www.jpm1960.org/exam/exam01/exam01.html
http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci03_01BMIcalc.htm
http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci03_02MRI.htm
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推定する方法が密度法。体密度を測定する方法としては、中学理科でも学習する「アルキメデスの原理」

による水中体重法が古典的。本学での測定ＨＰ👆 

 

最近では、カプセル（チェンバー）に入ってヒトが占める体積分の空気体積を測定する空気置換法な

どがある（参照ＨＰ👆）。身体はいろいろな密度をもつ部位によって構成されているので、単に密度を

計測してもそこから体脂肪量を求めることはできない。そのため、間接的に体密度と体脂肪量との関係

を示す推定式によって測定する。 

いずれにしても、体脂肪量や体脂肪率といったデータを体重計並みに正確に測定することは意外に困

難で、どういった測定法を用いても誤差が生じる。 

 

【問題２】以前、飲料メーカーの「お茶」宣伝ＣＭで、体脂肪

が取り上げられたものがあった。その際、大相撲の力士の体脂

肪率と一般の若者との比較が映像化された。この力士の体重が

150㎏、若者の体重が 55㎏だとした時に、力士と若者の体脂肪

はそれぞれ何㎏になるか？小数点以下 1桁で答えよ。 

力士の体脂肪量…（    ㎏）若者の体脂肪量…（    ㎏） 

サントリー「伊右衛門・特茶」ＣＭ映像から 

３．血圧…健康診断での定番 

   

保健授業などでも一般的な血圧だが、何を測定しているのか、どうやって測っているのかについては

http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci03_03UWM.htm
http://www.iidawjc.ac.jp/?page_id=463
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高校までの授業ではほとんど扱われて

いない。血圧計ではマンシェットと呼ば

れる布で腕を巻き、空気圧をかけること

で血管を締め付けて血液の流れをいっ

たん止める。その後、空気圧を緩めると

一気に血液が血管に流れ出される瞬間、

血管には大きな圧力がかかるが、このと

き血管にかかる圧力が「収縮期血圧」ま

たは「最高血圧」で、俗に「上の血圧」

などと呼ばれるもの。その後、心臓は全

身を巡って戻ってきた血液を受け入れ

て、拡張し、血管には血液がゆったりと

流れるが、このとき血管にかかる圧力が「拡張期血圧」もしくは「最低血圧」、俗にいわれる「下の血

圧」というもの。血圧ＨＰ👆 

血圧計は、今でこそ電気で駆動するものが一般的だが、病院などではまだ水銀柱式のものが多用され

ている。さすがに家庭には水銀柱式のものはないだろう。血管を流れ出す時に血管が振動するので、そ

の振動音を確認するための聴診器が必要だからだ。電子式のものは、それらを聞き取るセンサーが内蔵

されているだけで、血圧測定の仕組みは同じだ。 

さて、水銀柱は温度計や気圧計など、かなり身近なところで使われている。小学校や中学校の理科な

どでも利用している。ここでは「圧力」と水銀との関係を考えてみよう。この関係を見出した人の名を

とって、「トリチェリの原理」とも言うもの。トリチェリは大気には「力」があり、その大気の圧力で

大地は押されていることを証明した。 

コップなどに水を汲んだ状態で、コップの底を上にして持ち上げると「水柱」ができる。子供のころ

から誰でもやったことのある実験だ（動画ＨＰ👆）。どうして「水柱」ができるのかというと、大気が

水面を押していて、押し出された水がコップに入り込むから「水柱」ができる。その「水柱」はどこま

での高さにまで達するのだろうか？ 

 

液体の中で、水の密度はほぼ 1（g/㎤）。それに比べてずっと“重い液体”が水銀だ。水銀の密度は水

の 13.6倍。水は 1㎤で 1gだが、水銀は 1

㎤で 13.6gとかなり重い。牛乳パック（1

ℓ）で言えば 13.6 ㎏にもなる。水よりも

かなり重い。よって大気圧で押し出され

る水銀柱の高さは「水柱」ほど上昇しな

い。それだけ“重い”のだ。水銀柱の場

合、76㎝（760mm）までの高さとなる。そ

の時の圧力を mm 単位で表記して、

「760mmHg」というのが一般的表記だ。最

後の「Hg」とは水銀の元素記号のこと。（NHK高校講座「大気圧」ＨＰ👆） 

 

 

血圧図「健康の地図帳（講談社）」 

https://youtu.be/iDm4hVxFxbU
https://youtu.be/SUqqeyYvD7M
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basicscience/archive/chapter005.html
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【問題３】760mmHgの大気圧状態で「水柱」で上昇する水の高さはいくらになるか？水銀が水の 13.6倍

の”重さ“になるから 760mmまで上昇するので、軽い水なら水銀の 13.6倍まで上昇すると考えると… 

答え（       mm⇒      ｍ） 

 

さて、「血圧」の話に戻す。正常な血圧としては”上の血圧“が 120 mmHg、”下の血圧“が 80 mmHgと

いうような値となる。つまり、血液で血管を押す圧力が水銀柱にして、12 ㎝（120mm）～8 ㎝（80mm）

というわけだ。大気圧よりはかなり低い圧力ということになる。 

 

【問題４】血液は水に近い。そこで、動脈に 120 mmHgの圧力がかかっている状態で動脈が切れた場合、

そこに流れている血液はどのくらいの高さまで噴き上がるだろうか？よく時代劇などで「血しぶき」が

上がる場面が登場するが、そのことをイメージしよう。 参考ＨＰ👆 

答え（     mm⇒     ｍ） 

 

４．血液と循環…中学、高校時代に学んだ内容 （参考「ＮＨＫ高校講座」循環ＨＰ👆 血液ＨＰ👆 ） 

中学理科教科書（東京書籍） 

「チャート式新生物」（数研出版） 

血液については、「液体成分」と「固体成分」とに分かれている。 

https://fukushima-mimamori.jp/physical-examination/column/05.html
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/archive/chapter017.html
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/archive/chapter018.html
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中学理科教科書（東京書籍） 

「チャート式新生物」（数研出版） 

血液は全身に行きわたっている血管を通じて、酸素や栄養分、さらにはホルモン物質などの情報伝達物

質などを運搬する。 

【練習問題】「生きている」に必要なエネルギーを呼吸数を数えることで推定してみよう。発展ＨＰ👆 

 

血 球

成分 

血 漿

成分 

固体 

液体 

【各自の測定】呼吸数…吸う吐くで「1回」 

①30秒間の心拍数⇒（   ）回⇒（    ）回/分 

②30秒間の呼吸数⇒（   ）回⇒（    ）回/分 

1回の呼吸で約 0.5ℓの空気出し入れ（1回換気量） 

③1分間の換気量⇒0.5ℓ×② ＝（      ）ℓ/分 

④1分間の吸気量③に占める酸素は何ℓ？（    ）ℓ/分 

1分間換気量の 21％＝ ③×0.21⤴ 

⑤1分間の呼気量③に占める酸素は何ℓ？（    ）ℓ/分 

1分間換気量の 16％＝ ③×0.16⤴ 

⑥1分間に消費した酸素量は④－⑤ ⇒（    ）ℓ/分 

酸素１ℓで５kcalのエネルギー↓ 

⑦１分間に必要なエネルギーは⑥×５kcal＝（    ）kcal/分 

⑧１日全体では⑦×60分×24時間＝（      ）kcal 

参考【若者標準（運動は中程度） 男 2650kcal 女 1950kcal】 

大
修
館
書
店
「
高
校
保
健
体
育
」
教
科
書 

http://www.ibu-swim.org/class/class2020/spo_sci03_04energycalc.htm
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【オンライン授業課題】スポーツ科学概論３ 課題 

学習ノートに問題ごとに適当な大きさに切り貼りして、解答を書き込もう 

 

【問題１】自分のＢＭＩを計算しておこう⇒（       ） 

 

 

【問題２】以前、飲料メーカーの「お茶」宣伝ＣＭで、体脂肪

が取り上げられたものがあった。その際、大相撲の力士の体脂

肪率と一般の若者との比較が映像化された。この力士の体重が

150㎏、若者の体重が 55㎏だとした時に、力士と若者の体脂肪

はそれぞれ何㎏になるか？小数点以下 1桁で答えよ。 

力士の体脂肪量…（    ㎏）若者の体脂肪量…（    ㎏） 

サントリー「伊右衛門・特茶」ＣＭ映像から 

 

【問題３】760mmHgの大気圧状態で「水柱」で上昇する水の高さはいくらになるか？水銀が水の 13.6倍

の”重さ“になるから 760mmまで上昇するので、軽い水なら水銀の 13.6倍まで上昇すると考えると… 

答え（       mm⇒      ｍ） 

 

【問題４】血液は水に近い。そこで、動脈に 120 mmHgの圧力がかかっている状態で動脈が切れた場合、

そこに流れている血液はどのくらいの高さまで噴き上がるだろうか？よく時代劇などで「血しぶき」が

上がる場面が登場するが、そのことをイメージしよう。 

答え（     mm⇒     ｍ） 

 

 

【練習問題】「生きている」に必要なエネルギーを呼吸数を数えることで推定してみよう。 

 

【各自の測定】呼吸数カウントを間違えるな！ 

①30秒間の心拍数⇒（   ）回⇒（    ）回/分 

②30秒間の呼吸数⇒（   ）回⇒（    ）回/分 

1回の呼吸で約 0.5ℓの空気出し入れ（1回換気量） 

③1分間の換気量⇒0.5ℓ×② ＝（      ）ℓ/分 

④1分間の吸気量③に占める酸素は何ℓ？（    ）ℓ/分 

1分間換気量の 21％＝ ③×0.21⤴ 

⑤1分間の呼気量③に占める酸素は何ℓ？（    ）ℓ/分 

1分間換気量の 16％＝ ③×0.16⤴ 

⑥1分間に消費した酸素量は④－⑤ ⇒（    ）ℓ/分 

酸素１ℓで５kcalのエネルギー↓ 

⑦１分間に必要なエネルギーは⑥×５kcal＝（    ）kcal/分 

⑧１日全体では⑦×60分×24時間＝（      ）kcal 

参考【若者標準（運動は中程度） 男 2650kcal 女 1950kcal】 

大
修
館
書
店
「
高
校
保
健
体
育
」
教
科
書 


