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背景：制約のない生活条件下でのカロリー制限(CR)に対する、代謝および行動の適応につ
いてはまだ客観的に測定されていない。
方法と主要な結果：48人(36.8±1.0歳)の過体重(BMI 27.8±0.7kg/m2)の被験者が６ヶ月間
にわたって無作為に４群に分けられた。コントロール群：エネルギー必要量の100%のエ
ネルギーを摂取。CR群：25%のカロリー制限。CR＋EX群：12.5%のカロリー制限＋体系
的な運動でエネルギー消費量を12.5%増加。LCD群：低カロリー食(890kcal/日)で体重を
15％減少させた後、体重を維持。介入後3ヶ月と６ヶ月で、体組成(DXA)、２週間の二重
標識水法で求められた１日の総エネルギー消費量(TDEE)、身体活動によるエネルギー消
費量(AREE)を測定した。６ヶ月目の体重変化は-1.0±1.1% (Control), -10.4±0.9% (CR), 
-10.0±0.8% (CR+EX)、-13.9±0.8% (LCD)であった。３ヶ月目のTDEEは、CR (-454±76 
kcal/日) とLCD (-633±66 kcal/日)で有意に減少したが、 CR+EX 群とコントロール群で
は減少しなかった。TDEEは、6ヶ月目でもCR群(-316±118 kcal/日)とLCD群 
(-389±124kcal/日) はベースラインよりも減少したままだったが、CR群とLCD群を組み合
わせたときのみ（-351±83kcal/日）有意であった。体組成で補正したTDEEは、カロリー
制限(CRとLCDを合わせた場合)に対して３ヶ月目で-431±51kcal/日、６ヶ月目
で-240±83kcal/日と有意に減少しており、代謝的に適応したことが示された。身体活動
(睡眠代謝率で補正したTDEE)も同様に両時点でベースラインから有意に減少していた。コ
ントロール群とCR+EX群では、体組成あるいは睡眠時代謝率で補正したTDEEは３ヶ月目
でも６ヶ月目でも変化しなかった。
結論：我々は制約のない生活条件下で、CRが身体活動レベルの減少という代謝的適応と
行動的適応を招くことを初めて示した。また、これらのデータは、CRが減量率において
大きな個人間のばらつきを引き起こす潜在的な仕組みと、運動がいかに減量と減量の維持
に影響を与えるかを示唆している。
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食事制限で減量すると基礎代謝だけでなく日常生活での身体活動量が減少するのに対し
て、運動と食事制限を組み合わせて減量するとそういうことはなかったことが示されてい
る。ある程度は食べなければ動きたくなくなってエネルギー消費が減り、太りやすくなる
という悪循環を示しているのだと思う（岡村浩嗣）。



Metabolic and Behavioral Compensations in 
Response to Caloric Restriction: Implications for the 
Maintenance of　Weight Loss

 Abstract
Background: Metabolic and behavioral adaptations to caloric restriction (CR) in free-living conditions have not yet been
objectively measured.
Methodology and Principal Findings: Forty-eight (36.8±1.0 y), overweight (BMI 27.8±0.7 kg/m2) participants were
randomized to four groups for 6-months; Control: energy intake at 100% of energy requirements; CR: 25% calorie 
restriction;CR+EX: 12.5% CR plus 12.5% increase in energy expenditure by structured exercise; LCD: low calorie diet 
(890 kcal/d) until 15% weight reduction followed by weight maintenance. Body composition (DXA) and total daily energy 
expenditure (TDEE) over 14-days by doubly labeled water (DLW) and activity related energy activity (AREE) were 
measured after 3 (M3) and 6 (M6) months of intervention. Weight changes at M6 were -1.0±1.1% (Control), -10.4±0.9% 
(CR), -10.0±0.8% (CR+EX) and -13.9±0.8% (LCD). At M3, absolute TDEE was significantly reduced in CR (-454±76 kcal/
d) and LCD (-633±66 kcal/d) but not in CR+EX or controls. At M6 the reduction in TDEE remained lower than baseline in 
CR (-316±118 kcal/d) and LCD (-389±124 kcal/d) but reached significance only when CR and LCD were combined 
(-351±83 kcal/d). In response to caloric restriction (CR/LCD combined), TDEE adjusted for body composition, was 
significantly lower by -431±51 and -240±83 kcal/d at M3 and M6, respectively, indicating a metabolic adaptation. 
Likewise, physical activity (TDEE adjusted for sleeping metabolic rate) was significantly reduced from baseline at both 
time points. For control and CR+EX, adjusted TDEE (body composition or sleeping metabolic rate) was not changed at 
either M3 or M6. 
Conclusions: For the first time we show that in free-living conditions, CR results in a metabolic adaptation and a 
behavioral adaptation with decreased physical activity levels. These data also suggest potential mechanisms by which 
CR causes large inter-individual variability in the rates of weight loss and how exercise may influence weight loss and 
weight loss maintenance.


