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脳の機能や学習に関係する遺伝子
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あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

GG型 意味記憶タイプ 35%

AG型 宣言的記憶タイプ 49%

AA型 エピソード記憶タイプ 16%

◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、GG型の［意味記憶タイプ］となりました。意味記憶とは、言葉の意味
や数式などの一般的な知識や常識などに関する記憶のことで、宣言的記憶の1つとされています。物事を暗記す
る場合、暗記した情報は意味記憶に貯蔵されます。例えば、国語のテスト勉強で漢字の読み・書きを覚えた場
合、その情報は意味記憶に貯蔵されます。意味記憶の特徴として、情報を記憶に貯蔵するためには、意識して
覚えようとしないと覚えられないことです。体験を通してではなく、学習により獲得されたものが意味記憶に
なります。一般的に、「記憶力が良い」という表現は、意味記憶の能力が優れていると言い換えることができ
ます。GG型の人は“記憶をする”という活動をするときに、対象物を繰り返し視野に入れることで覚えるような
記憶の種類である意味記憶に強いタイプです。上記のように、セリフや年号、数式など単調的な記憶を得意と
します。つまり、時間や場所に依存しない事実や知識については、より多く覚えられるでしょう。このタイプ
は、教科書を使った学習や知識に優位な可能性があり、時間や場所にも囚われないので環境作りをしやすいの
がメリットです。つまり、机に向かって淡々と覚える方が人よりも効果が出る可能性があります。

BDNF
びー・でぃー・えぬ・えふ
Brain-Derived Neurotrophic Factor
記憶力

6

ドクター解説
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で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。

○ GG型は、意味記憶に強い
○ セリフや年号、数式などの単調な記憶が得意
○ 参考書などを反復的に読み返すと記憶しやすい
○ 時間や場所にとらわれない点がメリット

キーポイント



特性を伸ばす

意味記憶は、宣言的記憶という事実と経験を覚えておくための記憶の一種で、誰かと議論したり、宣言したりす
るのに必要な記憶のため、陳述記憶とも言います。ただし、忘れやすい記憶でもあります。よって、頻繁にアク
セス（思い出す）することが記憶を長持ちさせるポイントになります。記憶の学術的な世界では、「記憶術」と
いう大量の情報を急速に長期に記憶するための技術などがあります。これには様々な方法がありますが、頭文字
法（記憶したい対象の頭文字を取り出して覚える方法）などは［ 意味記憶タイプ ］の特性に相性が良いでしょ
う。

［意味記憶タイプ］を活かす職業としては、デスクワークを中心とした作業が能力発揮できるフィールドかもし
れません。従来で言えば、規則や資格試験等が多い仕事ですが、PCを駆使した仕事も意味記憶力を必要としま
すのでオススメです。難しいプログラム言語でも小学生になれば理解し、記憶できる年齢です。

特性を活かす

公的機関・銀行員・WEBデザイナー・WEBプログラマー・薬業・語学 等

おすすめのお仕事

○ 頻繁に思い出すクセをつけよう
○ 適度な運動を取りいれて脳の記憶力を上げよう
○ 徹夜は禁物。規則正しい生活を
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



BDNFは、脳神経に栄養を与える役割を持ち、記憶力に関係する遺伝子として特徴を持ってい
ます。エピソード記憶や意味記憶など記憶のスタイルやタイプを分類します。記憶以外にもさ
まざまな脳の働きに関係していると言われています。

CHECK!!

脳とは“記憶” そのもの
勝利、子どもの顔を初めて見た瞬間、恋に落ちたと気づいたあの日。その記
憶は、ひとつの事象ではないはず。記憶を再構成する時、人は匂いや色彩、
だれかのおかしな発言を思い出し、それらに対して抱いたあらゆる感情を追
体験する。脳は、こうしたミリ秒単位の印象をかき集め、つなぎ合わせて、
モザイクをつくりだす。その能力が、あらゆる記憶の基礎。延長して考える
と「あなた自身」の基礎でもあります。これは、単なる形而上学的ポエムで
はなく、どんな知覚経験も、ニューロンの分子に変化を生じさせ、ニューロ
ン同士の接続を再編する。つまり、脳は文字通り記憶でできていて、記憶は
つねに脳をつくり替えています。

記憶力に関係する遺伝子

遺伝子BDNFは、わたしたちの脳の中の
様々な信号を伝える神経に栄養を与える
役割（脳由来神経栄養因子とよぶ）を
もっています。カラダの成長に合わせて
脳の細胞の成長と増殖を促しているのが
この遺伝子で神経の中枢を担う神経細胞
の発達・生存のために重要な役割を果た
しています。

さらに大きな特徴として、過去に体験した事をよく
覚えている＝エピソード記憶力型の人と勉強などで
自ら覚えようとする＝意味記憶力型などのタイプに
分けることができるのもこの遺伝子の大きな特徴で
す。これ以外にもBDNF遺伝子はさまざまな脳との
関係が報告されています。
また、BDNF遺伝子は、脳以外の臓器にも存在して
います。BDNFは精神疾患領域において、近年非常
に注目されており、そのはたらきを簡単に説明する
と、「脳の神経を成長させ、保護する物質」だと言
えます。このことからBDNFは“精神”にも影響を与え
ることが報告されています。実際にラットにストレ
スを与えると脳のBDNFが低下することが報告され
ており、BDNFが減少すると、脳の神経に栄養が渡
らなくなり、脳神経が十分に成長・発達できなくな
ります。

BDNF遺伝子にはこんな特徴があります。

また神経と神経がネックワークを作るためにもBDNFは重要
であるため、BDNFの減少は神経間の連携を不良にしてしま
います。現在ではBDNFは、様々な精神疾患のリスクになる
ことが分かってきています。BDNFは血液検査によっても測
定することが可能で、またストレスが高い人ほど、血中
BDNFは低下する傾向があると言われています。

※現時点ではまだ一般的に使用できる検査法ではないため、血中BDNFがどれほ
ど正確な指標として使えるのかは今後の報告が待たれるところです。※BDNFが
これらのすべての原因ではありません。
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記憶の二重貯蔵モデル

記憶には短期記憶と長期記憶という2つの貯蔵庫が存在するというモデルがあります。感覚記
憶のうち注意が向けられた情報が短期記憶に送られ、その送られた情報のうち必要だと判断
された情報が“リハーサル” という処理をされ長期記憶に送られると考えられています。

感覚記憶って？
目や耳などの感覚器官で受け取った情報を、一時的に保存す
るための記憶のことです。私たちは普段生活しているとき、
様々な情報にさらされています。もし、目や耳から入る情報
をいちいち記憶していると、脳はすさまじい量の情報処理に
追われ、パンクしてしまいます。そのため、自分にとって必
要のない情報や関心のない情報はすぐに感覚記憶から消えて
しまいます。

○短期記憶
短期的に保存される記憶です。感覚記憶のうち、意識された
情報が短期記憶に送られます。しかし、保存される時間は15
～30秒とされています。短期記憶の情報のうち、「リハーサ
ル」された情報のみが長期記憶に送られます。リハーサルと
は、頭の中で復唱したり、反復学習することです。リハーサ
ルには、情報を処理するのではなく、なんとなく反復するだ
けの「維持リハーサル」と、 情報をゴロ合わせなどの処理を
行い反復する「精緻化リハーサル」があります。精緻化リ
ハーサルのほうが長期記憶に送られる確率は高いです。

○長期記憶
理論上では半永久的に情報を貯蔵できるとされる記憶のこと
です。短期記憶のうち関心があり必要とされた情報がリハー
サルにより長期記憶に送られると考えられています。そし
て、この長期記憶は「手続き的記憶」と「宣言的記憶」とい
うの２つに分けられます。また、長期記憶に送られた情報
は、理論上では半永久的に保存されると考えられています
が、あくまで「半永久的」に保存されるのであって永久には
保存されません。
その他、記憶にはいくつもの種類の記憶が存在します。動作
や一連の手続きに関する記憶のことを“手続き記憶” といいま
す。言葉で説明することが難しい場合が多く、反復練習を繰
り返せば意識しなくても使うことができます。いわゆる「身
体が覚えている」記憶のことです。例えば、自転車の乗り
方、ピアノの弾き方などが手続き的記憶にあたります。ま
た、知識や経験など、言葉で説明できる記憶のことを“宣言的
記憶”といいます。この宣言的記憶を構成するのが「意味記
憶」と「エピソード記憶」です。

「記憶する」ということは、いかに「長期記憶に情報を
送るか」と言ってよいと思います。長期記憶に情報を送
るには、記憶したいと思う情報が「必要な情報だ！」と
思い込ませることが大切です。「そんなの当たり前だ
ろ！」「重要な情報だから記憶したいんだよ！」という
声も聞こえてきそうですが、ここがポイントです。長期
記憶が重要だと思う情報はどういうものか？ということ
です。
答えは、ここまで読んでくれた方をガッカリさせる内容
なのですが、先ほど書きました「精緻化リハーサル」し
かありません。繰り返し、同じ情報に触れることで、必
要な情報だと判断し、記憶が定着していくのです。過去
に勉強した情報ならともかく1回だけ見て聞いて記憶さ
れることはありません。脳内には海馬や側頭葉など記憶
を司る部位はありますが、「長期記憶」や「短期記憶」
という部位は身体のどこにも存在しません。上述した
「意味記憶」や「長期記憶」などは「記憶」という概念
をわかりやすく理解するための例え（メタファー）とし
て用いられているだけなのです。記憶は主に心理学で扱
われている領域です。心理学では心という実体のないも
のに焦点を当てて研究を行います。例えば、ウィルスに
感染したらインフルエンザという病名がつけられますが、
気分が優れないからといってうつ病なのかというと、そ
うではありません。記憶もそうです。今は「記憶の2重
貯蔵モデル」が「一番シックリくる」という理由で、記
憶の基本概念として扱われています。もしかしたら、5
年後10年後には、「もっとシックリくる」概念が発見さ
れているかもしれません。
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「記憶する」ということ



あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

GG型 動作性IQが高いタイプS 58%

AG型 動作性IQがやや高いタイプS 33%

AA型 言語性IQが高いタイプS 8%

SNAP25
えす・えぬ・えー・ぴー・25
Synaptosomal-associated protein 25
動作性IQ(S)
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、GG型の［動作性IQが高いタイプ］となりました。
SNAP25は、頭の中（脳）のシナプスの伝達に重要な役割を果たしていて、人間の認知機能や知能に深く関係しています。認
知的な機能とは、脳の神経細胞がものを認識するまでのネットワークのことで、目から入った視覚の情報を処理し、空間の全
体的なイメージをつかむための機能です。ものとの距離感や奥行き、文字や形を把握するときに使われます。例えば、机の上に
置かれている“リンゴ”を見て、それが“リンゴ”だと意識する際の神経から神経への伝達に関係する遺伝子ということです。それ
を“りんご”と知っている必要もあるので、知性にも深く影響すると報告されています。これらの能力が“動作性IQ”という知能指
数を評価する基礎機能となります。［動作性IQが高いタイプS］は、動作性IQを評価するテストで、非常に好成績をおさめた人
たちと全く同じ遺伝子型を持っています。知性や認知の判断処理スピードが速く、直感的能力にも長けている傾向があります。
所定時間内にパズルを完成させる作業や、積み木などを立体的に積み上げることが得意です。
さらに、動作性IQと反対の特性を持つ言語性IQよりも動作性IQを磨くことに際立って優れる可能性があるかもしれません。教
科で言えば、理数系を得意とします。

※言語性IQとは、言葉に関する“理解力”です。限られた時間の中での表現力を評価する指標のことを指します。これが高いとス
ピーチや講演、物の説明、アドリブ、作文などに能力を発揮します。
※［動作性IQが高いタイプS］の“S”は、SNAP25の頭文字です。

ドクター解説
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○ GG型は、動作性IQが高い傾向にある
○ 言語性IQよりも動作性IQを得意とする
○ パズルや積み木などの空間的認知機能が高い
○ 知性を育みやすい
○ 理数系

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

会話や読解の仮定を理数系問題に多用しましょう。例えば、【りんごが一つ、カゴの中にありました。お母さんが八百屋さんか
ら買ってきたので、かごの中のりんごは三つになりました。お母さんはりんごをいくつ買ったでしょうか？】問題の答えはもち
ろん二つですが、ポイントは問題を出題する時です。この時に、親御様は文章で出題するのではなく、絵やジェスチャーそして
言葉で出題してあげて下さい。つまり、論理的な計算問題の答えに至るまでにできるだけ多くの会話をお子様と楽しむというこ
とです。例えば、「いつも通う〇〇丁目の八百屋さんで」のような、本来問題には関係のない途中経過を追加してあげるのも良
いでしょう。また、王道ではありますが、トランプ（神経衰弱）やパズル、クロスワードなども有効です。これらを日常的にす
ることで、深い洞察力や論理的思考、物事を瞬間的に捉える能力を高めることができます。

［動作性IQが高い］タイプは、その認知能力を活かすことで光ることができます。例えば、空間的認知能力を高
めて、図面から立体を起こすような、空間・建築デザインや自動車・二輪デザイン。CG・３D・映像のような全
体的な構成を考えることにも相性が良いかもしれません。また、高い知性を持ち合わせると科学者・研究者、精
密機器開発者なども能力的におすすめのフィールドかもしれません。とにかく論理的、数学的な思考を必要とす
る職種は飛び抜けて評価される可能性があります。

特性を活かす

建築士・空間デザイナー・自動車デザイン・映像クリエイター・研究者・数学的思考が必要な職種 等

おすすめのお仕事

○ 動作性IQを高めて行きましょう。
○ 理数系の問題提出に会話を多用しましょう！
○ 絵やジェスチャーを使いましょう！
○ トランプ、パズル、クロスワードで遊びましょう。
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



知能と動作性IQ

動作性IQとは？

動作性をみる尺度として「知覚統合」と「処理速度」があります。それらは、「絵画配列」「絵画完成」「積木模
様」「行列推理」「符号」「記号探し」「組合せ」という7つの検査を行うことで評価していきます。目で見た情報
を処理し、動作を使って答える能力を測ることができます。また、新しい状況に適応する能力とも関係が深いと言わ
れています。また、私たちが普段から目にする“IQ”とは、動作性IQと言語性IQを合わせた総合IQと呼ばれるものにな
ります。

知能とは？
頭が良いかどうかを判断する“知能”ですが、
その定義はさまざまで決定づけることは難
しいとされています。

○ 抽象的な思考力？
○ 学習する能力？
○ 新しい環境に適用する能力？

そんな知能には3層に分かれる因子があり
それぞれを一般因子・広範な知能因子・特
殊な能力因子に分類することができます。
このように知能には、さまざまな種類があ
ります。これらの能力を検査（算出）する
方法として、WISCという検査（テスト）
が用いられます。その中でもWISC-Ⅲとい
う検査で、SNAP25遺伝子に関係する動作
性IQ(PIQ)が検査されます。

知能の三層理論
Cattell-Horn-Carroll Theory

○結晶性知能
○視空間能力
○流動性推理（知能）
○短期記憶
○知的処理速度
○長期貯蔵と検索
○聴覚的処理
○決断/反応速度
○その他

広範な知能因子一般因子 特殊な能力因子

○演繹的推理
○言語発達
○知覚課題
○視覚化
○メモリースパン
○連想記憶
○音声の符号化
○単純反応時間
○その他

※演繹：普遍的命題から特殊命題を導き出すこと
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IQ 動作性IQテストにチャレンジ

問1：［？］にあてはまるものを選んでください

a

b

c

d�

ビジョントレーニングが重要です。

ビジョントレーニングとは、目で見る力を高めるための訓練の方法です。生活の中の問題やスポーツのスキルアップ
を目の機能からのアプローチによって解決しようという目的のものです。私たちは普段目でものを見て生活をしてい
ますが、「見る」ということは、視力以外に様々な機能を使用します。例えば、自由自在に目を素早く動かしたり、
目から取り込んだ情報を正しく頭で処理したり、またそれらの情報に合わせて体の動きを調節したりするなどです。
これらの正しくものを見るために必要な機能を高めるのがビジョントレーニングです。ビジョントレーニングはアメ
リカにおいて歴史が深いトレーニング法ですが、現在は日本でも導入されつつあります。トレーニングは学習障害
（LD）や注意欠陥多動性障害（ADHD）の子どもたちの諸問題の改善・克服からプロスポーツ選手のパフォーマン
ス向上に至るまで、多くの人々の能力向上に用いられています。ビジョントレーニングには様々な効果が期待できま
すが、身近な例だと板書や本読みのスピードがあがったり、整ったきれいな文字を書くことができるようになったり
する効果があります。

視空間認知を高める［まねっこ遊び］

視空間認知には「目で見ること」「実際に手でものを触る」の2点が重要となります。その為、ねんど遊び・ブロッ
クなどで目で見たものをそっくり作る・まねする遊びは「目と体のチームワーク」の力を養うのにも適しています。
まねっこしてお絵かきをするのもお勧めです。ここで求められる力は、黒板の文字を見て、自分の手元にあるノート
に写すという板書をするときに求められる力にも合致する部分があります。まず、大きめの紙とペンを用意します。
子どもの好きなキャラクターやイラストを題材として、大人が絵を描き、それを見て子どもに真似をさせます。複雑
なイラストの場合には特徴だけを残して細かな部分は省くなど、イラストを簡単にしてから子どもに提示するのがよ
いでしょう。このときには、まず大人の隣で描く→少し離れた場所でお手本を提示するという順序を踏んでいくこと
がよいでしょう。離れた場所を見てから、自分の手元に目線を落とすことは、対象物の距離によって焦点を合わせる
力が必要となるからです。最初から難しい課題ばかりを出していると子どもがうまくできずに気持ちが落ち込んでし
まうことがありますので、ゆったりした曲線のある絵を選ぶなどの配慮を行うとよいでしょう。

13

問2：［？］にあてはまるものを選んでください

�

a

b

C

答え：問1：b 問２：c



あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

TT型 動作性IQが高いタイプC 80%

AT型 動作性IQがやや高いタイプC 16%

AA型 言語性IQが高いタイプC 3%

CHRM2
しー・えいち・あーる・えむ・2
Cholinergic Receptor Muscarinic 2
動作性IQ(C)
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、TT型の［動作性IQが高いタイプC］となりました。遺伝子CHRM2は、
“神経伝達受容体配列”のことを指し、記憶や学習などの高次の神経機能が営まれるための基盤となっているシ
ナプスの可塑性(synaptic plasticity)などに関与している遺伝子です。主に知性として「判断能力」「理解力」
「分析力」「推理力」に関わります。SNAP25遺伝子と同様に、CHRM2遺伝子も動作性IQに深く関係し、記
憶にも影響します。動作性IQは「絵画配列」「絵画完成」「積木模様」「行列推理」「符号」「記号探し」
「組み合わせ」という見たものを制限時間内に的確に判断する７つの検査を行い評価されますが、これで、か
なりの好成績をおさめた人たちと同じ群の遺伝子型を持つのが、［動作性IQが高いタイプC］です。頭脳明晰
な探偵のようなタイプで、推理や論理を際立って得意なタイプです。複数の情報からひとつの答えを導き出す
ような仮定（脳の神経の伝達）において優秀で、ある程度の知識や雑学能力が必要な場面や、ゲームソフト開
発等の一定のコマンドを記憶した上で能力が発揮します。SNAP25遺伝子とCHRM2遺伝子の両方の結果が
［動作性IQが高いタイプ］の場合は、特に上記のような理系的（動作性IQ）能力において尖っているというこ
とです。動作性IQばかりが高くて言語性IQが低いのも良くはないですが、高い能力はより高く伸ばせるように
いかに楽しく勉学や体験をさせるかが重要でしょう。高いIQの持ち主は、やはり偉業を達成しています。
※［動作性IQが高いタイプC］の“C”はCHRM2の頭文字です。

ドクター解説

Do
ct
or
s
Co
m
m
en
t

○ TT型は、動作性IQがかなり高い可能性がある
○ 推理や論理が好き・得意
○ 複数の情報からひとつの答えを導く情報処理スピードが高い
○ 記憶力も高い可能性がある

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

物事を順序立てて考えるステップを刻み込んであげることが大切です。例えば、今晩の夕食の献立は『カレー』
と伝え、食材はあえて伝えません。そうすることによって、お子様は自ら食材を考えなくてはいけません。『カ
レー』の食材は何だ？？と考えることが“分析”です。料理本や絵本、ネットで検索することも良いでしょう。ヒ
ントをもとに、お子様はカレーという料理を深く考えます。これが“推測”です。“分析”と“推測”を繰り返し“理解”
がうまれます。食材が明確化され、ストーリーが頭に浮かびます。お買い物であればニンジンとジャガイモとそ
の後お肉。忘れないようにメモ書きするなど、いろいろなストーリーを描き“判断”します。あとは実行あるの
み。そして、結果がどうであれ、お子様を褒めてあげてください。大切なのは、結果よりもプロセスです。より
良い結果を生み出すためのプロセスが習慣化されるトライ＆エラーを繰り返しましょう。

バラバラになっている図形を元ある形に整理するようなこの能力は、人・もの・お金をいっぺんに整理して事業
展開していく能力の根源であり、経営者や開発者はこういった能力に長けています。学習能力が必要な職種や
ゲームソフト開発にも可能性を感じます。論理(理系)を必要とする分野の能力が非常に伸びる可能性があるよう
です。

特性を活かす

ゲーム、ロボットクリエイター・人工衛星開発社・法律家・経済評論家・経営者（理数的感覚）等

おすすめのお仕事

○ 分析・推測・判断を繰り返そう
○ たくさんの情報から答えを導き出す練習をしよう
○ 結果よりもプロセスを褒めてあげてください
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



言語性IQ

言語性IQというのは、主に言語を使った思考力や表現力の知能指数のことです。言語性IQのテストでは
単語を提示されてその意味を答える語彙の問題など、出題者の問に対して言葉を使って考え、回答する内
容が中心となっているほか、記憶力が試されるような内容も出題されます。「言語理解」と「作動記
憶」の大きく分けて二つの部分に分けられます。作動記憶は純粋に言葉を短い間に多く覚えられるか、
注意力として保持しておけるかの領域なので直接言語を操るという分野としては遠いですが、もちろん、
喋るときに短期記憶がないと処理しきれずに吃音気味になったり、頭の整理ができなかったりします。
言語理解も、作動記憶もどちらのバランスが崩れてもよいものではありません。

①会話の量を増やす
以前よりも言語性IQが高くなった人の脳を調べたところ、会話をする時に使われる部位の細胞密度が高くなっていたそ
うです。言語性知能と言うだけあって言葉を話せば話すほどIQも向上すると考えられます。

②友達を増やす
「社会脳仮説」によると脳のサイズは所属する集団の規模に比例するそうです。交友関係を広げれば脳への負荷が増し
て知能の発達を促してくれます。

③辞書の丸暗記 辞書にのってる言葉を全て覚えるとIQが10ポイント上がるそうです。全部は無理でも知らない言葉に出くわしたら意味
を調べるようにすると良いでしょう。

④楽器の演奏 楽器の演奏によって言語能力も高まります。

⑤読書 より多くの本を読むべきです。図書館に通って興味のある分野の本を読み漁りましょう。学力世界一のフィンランド人
は日本の5倍図書館で本を借りているそうです。

⑥暗誦する 『声に出して読みたい日本語』の様な名文や詩を音読するのは頭に良さそうです。

⑦議論する 議論によって、相手の心理を読み、予測することで論理力工場に効果的です。

⑧日記をつける 習慣化することで、表現力の幅が広がります。

言語性IQを高めるための８つのこと

問1：フランスの首都は？
（知識の量、知識の範囲,、文化によって獲得した一般知識の程度。）

問2：一石二鳥ということわざはどのような意味ですか？
（状況判断、社会的成熟度、抽象的な社会慣習、規則、経験を扱う能力。）

問3：1ドルで45セント切手を何枚買えますか？
（注意力、集中力、計算力。紙、鉛筆なしでの数学問題を暗算する集中力。）

問4：リンゴとナシは、どのようなところが似ていますか？
（抽象思考、論理的思考。二つの言葉の類似点。）

問5：ギターとはなんですか？
（言語発達水準、語彙力、長期記憶。学習や理解の程度、語彙の言語表現力。）

問6：1～20までを逆唱してください。
（記名力、注意力、集中力、短期記憶力。注意・集中。逆唱例「3-2-1」）
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IQ 言語性IQテストにチャレンジ
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○ スティーブン・ホーキング［IQ160］
「車椅子の物理学者」として知られるイギリスの理論
物理学者。ホーキング放射やブラックホールの蒸発な
どの、ブラックホールに関する研究が特に有名である
ほか、『ホーキング、宇宙を語る』の著作などベスト
セラー作品でもよく知られている。

○ キム・ウンヨン［IQ210］
１９８０年版のギネスブックに載せられた世界最高の知能指数（ＩＱ２１０）の保有者、５歳のとき４カ国語を駆使し、６歳のときフジテレビに出
演して微積分を解いた韓国の神童。８歳のときには米宇宙航空局（ＮＡＳＡ）の招待で米コロラド州立大の大学院で修士・博士学位の課程を修了し、
７４年から５年間、ＮＡＳＡの先任研究員を務め、現在は国土環境研究所の研究委員を務める。

○ クリストファー・ヒラタ［IQ225］
アメリカの天体物理学者。14歳でカリフォルニア工科大学に入学。16歳のときにNASAで働き始め、22歳のときにプリンストン大学で天体物理学
の博士号を取得。

○ ガルリ・カスパロフ［IQ190］

中国系オーストラリア人数学者。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。2004年に、長い間の整数論の難問（素数の集合の中には任意の長さの
等差数列が存在すること）を解決し（ベン・グリーンとの共同研究）、その成果により2006年にフィールズ賞を受賞した。

人口の全体の50%が、最も一般的な数値となる90～110を記録。それより上で「頭がいい」と位置づけられる
IQ130以上の人は2.5%。さらにそれ以上、今回のランキングに登場するような「天才」とされるIQ140以上の
人はたったの0.5%という統計が出ている。

アメリカのサイト
「SuperScholar.org」が、
IQやこれまでの活動、業績な
どをもとに「世界で最も頭の
いい10人＝［Smartest 
People In The World: The 
10 Smartest People Alive 
Today］を選出しています

○ テレンス・タオ［IQ230］

アゼルバイジャンのバクー出身の元チェス選手で、15年もの間世界チャンピオンのタイトルを保持した。1948年にFIDEによる選手権制度が始
まってからでは最長記録である。現在は政治家。
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あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

II型 瞬発的なエネルギー供給力が高いタイプ 43%

ID型 瞬発的なエネルギー供給力がやや高いタイプ 43%

DD型 持続的なエネルギー供給力が高いタイプ 14%

ACE
えー・しー・いー
angiotensin-converting enzyme
耐久力

20

◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、II型の［瞬発的なエネルギー供給力が高いタイプ］となりました。II型
は、組織内の一酸化窒素濃度が高い傾向にあります。一酸化窒素は、心臓の冠動脈を拡張させて血液供給量を
増やしたり、病原菌を退治する免疫機能を担ったり、シナプス間隙のみで働く神経伝達物質になったりと生体
内で色々な役割を持っています。この一酸化窒素濃度が高いため、運動の機体にエネルギーを提供する機能が
瞬発的（持続的に運んでくれない）です。よって、生産されたエネルギーを運ぶという意味では、有酸素運動
よりも無酸素運動や、瞬発的集中力を要するようなスポーツを得意とする可能性があります。また、合わせも
つ特性として、心機能や筋肉にダメージを受けやすく疲れやすいため、長時間過度な運動をするようなスポー
ツは苦手なタイプです。耐久性を求められる競技のフルマラソンにおいて2009年度の1年間で2時間10分以内
に走破したトップアスリート達の多くが「DD型」を保有していたことが報告されています。
ただし、スポーツには“ラストスパート”という言葉があるように、瞬間的に力を発揮しなければならないシ
チュエーションがあります。［瞬発的なエネルギー供給力が高いタイプ］の方は、陸上でいう短距離スポーツ
は、もちろんですが、長期系スポーツであっても、このようなラストスパートやスタートダッシュという場面
に才能が光るタイプだと解釈してください。その方が人よりも効果が出る可能性があります。

ドクター解説

Do
ct
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Co
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○ 一酸化窒素濃度が高い
○ 心機能や筋肉が疲れやすい
○ 瞬発的なエネルギー供給力に優れている
○ 有酸素運動よりも無酸素運動

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

II型の傾向として心機能や筋肉にダメージを受けやすく疲れやすいという面もありますので、過度な運動やト
レーニングを行う場合は30分間隔に15分のインターバルを取る程度のサーキットトレーニング運動手法（跳ん
だり、しゃがんだり等いくつかの運動を反復して行うカリキュラム）が心機能や筋力の向上を促し有効でしょう。
また、早い時期での水中運動もおすすめします。ゆっくりでもいいので抵抗力の大きい水中での歩行やバタ足等、
親御様がサポートをしながら習慣的に行ってあげましょう。そうすることにより、総体的な基礎体力が心機能的
に鍛えられます。

瞬発的なエネルギー発散が優位な水泳短距離や重量挙げ、その他、ゴルフやアーチェリー等、その場面での集中
力を要する運動競技が向いているかもしれません。また、球技の世界でも、フィールドを縦横無尽に走り続ける
ようなタイプではなく、頭を使って適材適所に応じた動きを判断し、最小限の体力消耗で1試合をこなす、クー
ルなタイプの選手になるかもしれません。たとえば、サッカー界でとても大きな功績を収めたリオネル・メッシ
選手は、1試合に走る距離は、他の選手の約半分。歩きながら敵を観察し、これから起きることを予測すること
に長けていると言われ、無駄なエネルギーは一切使いません。勝負をかけるときにだけ爆発的な瞬発力で華麗に
ゴールを奪います。勝つために走ることは必要ではなく。だから体力を温存でき力を集中的に発揮できるのです。

特性を活かす

柔道・ボクシング・空手・相撲・ウエイトリフティング・ゴルフ・アーチェリー 等

おすすめのスポーツ

○ 短いサーキットトレーニングをしよう
○ 抵抗力のある水中での運動は効果的
○ 筋肉を速く動かして瞬発力アップ
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



運動と遺伝的要因は
密接にかかわっている
同じ筋力トレーニングをしていても、筋がどんどん太くなる人
もいれば、なかなか筋肉のつかない人もいる。人間は、食物や
生活習慣などの「環境的要因」 と、生まれ持った素質である
「遺伝的要因」の両方の影響を受けて形成されるが、身体の筋
量には遺伝的要因が強く関与することが知られている。スポー
ツの指導者たちは経験的な目でそれぞれの種目に適した選手た
ちの素質を見出している。この素質の実体を明らかにしようと
いう遺伝子レベルの研究は、近年の科学技術の進歩にともなっ
て急速に進められてきた。

ACE遺伝子は、運動能力と関係があると考えられ、非常に多くの研究が行われています。
遺伝子ACEは、血管中の血液供給量を調節する機能のタンパク質配列です。このタンパク質は、私たちが生きていく
上で必要不可欠な心臓の血管システムに存在しています。 心臓の収縮力(血液供給量)を強めて、ヒトの運動の機体に
エネルギーを提供する役割を持っています。イギリスのグループが、持久的な運動である 7000ｍ以上の高山への無
酸素登頂に成功した人たちについてACE遺伝子の遺伝子型を調査したところ、DD型の割合が非常に少なく、8000m
以上の山の無酸素登頂成功者15名の中にDD型は一人もいないという報告があります。続けて、競技スポーツでも
オーストラリアのボート選手やイギリスの陸上長距離選手のACE遺伝子が調べられ、その結果、エリート競技者は一
般の人に比べてII型の割合が高かったと報告されています。このようなことからI型が運動能力を規定する因子の一つ
であると考えられるようになりました。

ACE遺伝子：アンギオテンシン転換酵素

遺伝子研究の活用
科学技術の急激な進歩によって遺伝子研究はめざましい進歩を遂げました。80年代には100年かかると言われてい
たヒトゲノムの解析は、15年あまりで完了し、スポーツの分野においても今後次々と新しい知見が得られることが
予測されています。国立スポーツ科学センターでも、運動能力に関する遺伝子の検討がはじまっています。
スポーツにおける遺伝子研究によって、プロフェッショナルの世界でもパワー系が向いているのか、または持久力系
なのかといった、個人に適した種目が判断評価に活用されたり、あなたにはこのトレーニングよりもこちらの方法の
ほうが効果的ですよというように「オーダーメイドトレーニング」の検討の可能性が期待されています。また、競技
者でなくても、長い間健康な身体を保つためにはどのような生活、運動をしていけばよいかの指針としての活用も考
えられています。ただし、一卵性双生児が全く同じ遺伝子を持ちながらも別の人格を持つように、遺伝子は環境的要
因によってその働き具合が変わると言われています。ひとつの遺伝子を備えていたからといって必ずトップレベルの
アスリートになれるというわけではありません。しかしある種の遺伝病のように、環境的要因の全く入る余地のない
ものがあるのも事実です。 生まれ持った遺伝子の配列はどんなに努力しても自分で変えることができません。遺伝
子の結果をどう受け止め、そして、明日からのトレーニング（行動）を考えることに意義があるのです。
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運動を長期間継続して行うと、心臓は「機能」と「形
態」を変化させます。特に高強度のトレーニングを行
う運動競技選手では「スポーツ心臓」と呼ばれる心臓
の適応現象が生じます。スポーツ心臓とは、運動を長
期間継続することによって、形態や機能がスポーツを
行うのに適した状態に変化した心臓のことであり、運
動の様式によってその適応応答は異なります。マラソ
ンやクロスカントリースキーなどの持久的競技選手の
適応特性として、一回拍出量の増大、心拍数の低下、
左室拡張機能の亢進とともに、左室拡張期末期径の拡
大や左心室後壁厚の軽度な増加が挙げられます。一方、
重量挙げや投てき種目など、筋力系競技選手の心臓の
適応特性として、一回拍出量の増大は認められないが、
左室収縮機能の亢進とともに左心室後壁厚の増加と左
室拡張期末期径の軽度な拡大が認められます。どちら
の心肥大も運動による生理的な適応であり、病的な変
化ではないとされています。また、持久的なトレーニ
ングにより、心臓のエネルギー供給経路の適応が生じ
ることも報告されています。一般に、安静時の心臓は、
脂質代謝からのエネルギー供給に依存しており（60～
70%）、糖代謝が15%、乳酸代謝が5%です。すなわ
ち、非常に効率の良い有酸素的なエネルギー供給が行
われている一方、運動選手では心臓の糖代謝が低下し、
脂質代謝は維持あるいは亢進していることが報告され
ています。
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さらに、動物での検討でも、トレーニングにより心臓
の脂質代謝の酵素活性は維持あるいは亢進しているこ
とが報告されています。この有酸素的なエネルギー供
給には酸素が必要であり、酸素運搬の亢進には心筋毛
細血管密度が重要になりますが、この心筋毛細血管密
度はトレーニングにより維持あるいは亢進されます。
このように、トレーニングにより心臓の機能・形態の
適応が生じますが、それに見合うだけのエネルギー供
給経路の適応も生じています。

運動と心臓の動き



あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

TT型 持続的に小さな筋力が発揮されるタイプ 30%

CT型 瞬間的に大きな筋力がやや発揮されるタイプ 46%

CC型 瞬間的に大きな筋力が発揮されるタイプ 25%

ACTN3
えー・しー・てぃー・えぬ・3
Actinin Alpha 3
瞬発力
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、TT型の［持続的に小さな筋力が発揮されるタイプ］となりました。
ACTN3遺伝子は、主に骨格筋の速筋繊維中（瞬発力に関係する筋肉繊維）に発現し、そのエネルギーの源となる「アルファ-
アクチニン3」と呼ばれるタンパク質を作る働きを担っています。ACTN3遺伝子の遺伝子型によって「アルファ-アクチニン
3」の生成を停止させる変異型の遺伝子が30～40%の高頻度で存在することが報告されています。この変異型（遺伝子型）は、
通常、速筋線維の発達を促すための過程（筋肉がアルギニンの暗号を読み取る）に「ストップ」の指令を出してしまいます。
TT型では、正常な「アルファ-アクチニン3」をつくれません。そのため速筋線維の発達よりも遅筋の発達の方が優位に働くこ
とが考えられます。オーストラリアの研究では、さまざまなレベルの運動選手を対象として、遺伝子型の割合で以下のような
結果が発表されました。
［一般人］CC型＝30%：CT型＝50%：TT型＝20%
［オリンピックレベルのスプリント／パワー系選手］CC型＝50%：CT型＝50%：TT型＝0%
［オリンピックレベルの持久系競技選手］CC型＝30%：CT型＝40%：TT型＝30%
この結果から、C型の遺伝子を持っていることが、スプリント／パワー系競技には有利にはたらくことが示唆されます。 TT型
は、マラソン競技などの持久系競技において有利な特性を持っています。持続的なトレーニングを行うことにより、大きな大
会などでも好成績をおさめる可能性もありますので、いろいろチャレンジした中で得意なものを見つけ出せれば輝かしい未来
が手に入るかもしれません。

ドクター解説
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○ 速筋線維の発達よりも遅筋の発達の方が優位に働く
○ 持久系競技に優位な筋肉体質

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

いわゆる長距離系競技のトレーニングであれば、筋肉の量や質ともに効果的に増量されていきます。ただし、一
言に長距離走といっても、いろいろな競技があります。シンプルにフルマラソンのように何時間も走るものもあ
れば、一定の時間内に時間内でピッチの中を走り続けるものもあります。目的によって適度な長さに調節すれる
ことが大切です。その中で自身の得意な「距離」を見つけ出すことも大切です。5kmか20kmか。当然、遺伝的
要素から考察すれば親御様が得意だった「距離」がお子様も得意かもしれません。そこからチャレンジしてみる
のも良いでしょう。また、筋力トレーニング下においては、最も伸び率が高く、反応性が良いのもこのタイプの
特徴です。トレーニングの工夫あればこそ、トップレベルになれること予測されます。

瞬間的に大きな力を発揮するときに使用する速筋と呼ばれる筋肉よりも、長時間にわたって力を維持するために
使用する遅筋と呼ばれる筋肉の方が活性しやすく、主に有酸素運動がその能力を最大限に発揮出来るフィールド
です。マラソン選手などの長距離系競技者には、遅筋が多いことが知られています。よって、マラソン競技、陸
上長距離競技、クロスカントリースキー、水泳ディスタンス系競技、自転車ロード競技などの持久系競技におい
て有利な特性を持ちます。脂肪をエネルギーとして多く使われるためダイエットなどにも有効な筋肉です。

特性を活かす

マラソン競技、陸上長距離競技、クロスカントリースキー、水泳ディスタンス系競技、自転車ロード競技 等

おすすめのお仕事

○ 自分に合った「距離」をみつけよう
○ 筋肉が萎縮しないように持続的なトレーニングを
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



筋肉の科学
スポーツ・運動は、筋肉を収縮させて身体を動かすことによって引き起こ
されます。言い換えれば、クルマがエンジンによって走るように、運動
の動力源の役割を果たすのが筋肉です。ということはエンジンの種類
によってクルマの性能が決まるように、筋肉の特性によって運動の
能力が決定されるのでしょうか。もちろん、筋肉だけですべてが
決まってしまうわけではありませんが、競技パフォーマンスに大
きな影響を及ぼすのが筋肉であると言っても過言ではありません。
また、筋肉はトレーニングや環境の変化などに対して非常に高い
適応能力を有する組織です。ここでは、筋肉の適応能力とスポーツ
との関係について、筋肉の質と量という二つの観点から解説します。

速筋 と遅筋
筋肉は、無数の筋細胞(線維)によって構成される組織です。その筋線維には大きく分けて二つ
の種類があり、一つは “速筋線維” 、もう一つは“遅筋線維” と呼ばれます。

短距離選手の筋肉

100m走で10秒３の記録を
持つ選手の太ももの筋肉の
顕微鏡写真です。黒くみえ
るのが速筋線維、白くみえ
るのが遅筋線維です。多く
の人では筋肉に含まれる両
線維の割合はほぼ半々です
が、優秀な短距離選手では
速筋線維の割合が極端に高
いことに特徴があります。

マラソン選手の筋肉

マラソンで２時間13分の記
録を持つ選手の筋肉の写真
です。短距離選手とは逆に、
持久力が必要とされる競技
の選手は、遅筋線維の割合
が高い筋肉を持っています。

字のごとく、速筋線維は速いスピードで収縮する
筋肉であり、発揮する力も大きい。しかし、持久
力には欠けており、大きな力を長時間発揮し続け
ることができません。逆に、遅筋線維は収縮する
スピードは遅く、発揮する力も小さいですが、疲
労しにくいため、力を長時間発揮し続けることが
できます。 人の筋肉ではこれらが混在しており、
その数の構成比は筋肉の種類によって、そして、
個人によって異なります。したがって、速筋線維
と遅筋線維では全く特性が異なるので、この構成
比が競技パフォーマンスに大きな影響を及ぼすの
です。様々なスポーツ選手の筋肉を実際に採り出
して分析した研究結果でも、陸上短距離や跳躍、
砲丸投げなどの一流選手は速筋線維の割合が高く、
マラソンや水泳、クロスカントリースキーなどの
選手は遅筋線維の割合が多いことがわかっていま
す。一方、球技種目などの選手は、速筋線維と遅
筋線維の割合が半々に近い人が多いことも報告さ
れています。
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残念ながら、答えは限りなく「ノー」に近いです。速筋線維はさらに数種類に分類され、それらの構成比はトレーニ
ングにより変化しますが、速筋線維と遅筋線維との間の入れ替えは、通常の生活、トレーニング環境ではほとんど生
じることがなく、この構成比は生まれながらにして決まっていると言われています。つまり、速筋線維の割合の高い
人がマラソンを専門にしたとしても、遅筋線維の割合の高い人が短距離選手を目指したとしても、一流の成績を残せ
る可能性は非常に少ないということを意味しています。
しかしながら、筋線維の構成比だけが競技成績を決定する要因ではないので、ある競技に適した筋線維の構成比を有
していることは、あくまでも良い成績を残すための“必要条件”であり、“十分条件”とはなりえないのです。とはいえ、
オリンピックでは33種類の競技で、各選手たちはその才能を発揮しますが、さらに種目別に分かれるとオリンピッ
クだけでも500種目近いスポーツが存在します。
自身が一体どんなスポーツに相性がよく、好きでいられるのか。また、選んだ種目で頂点を目指せるトレーニングは、
どのようなものなのか。
自分のカラダの個性を知ることで、その道が大きく開けるかもしれません。

トレーニングで速筋・遅筋の構成比は変えられる？

トレーニングによる肥大

筋肉の「量」の観点で考えてみましょう。ス
ポーツ選手は、一般人よりも筋肉が発達して
おり、引き締まった身体をしていることが一
目瞭然でわかります。選手は日々激しいト
レーニングを行っており、それがこのような
身体組成の違いを導き出します。別な言い方
をすれば、選手の発達した筋肉は、高強度の
トレーニングに対する筋肉の適応の結果であ
ると言えるのです。筋力トレーニングを行え
ば、筋肉はその体積が増加、すなわち肥大し
ます。これにより筋力も増加し、高い運動パ
フォーマンスが発揮できることになります。
筋肉の大部分はタンパク質で構成されており、
筋力トレーニングなどによりタンパク質の合
成が促されます。その結果、一本一本の筋線
維が太くなり、これによって筋肉全体の体積
が増加するのです。 速筋線維と遅筋線維の
構成比は変わりませんが、体積を考慮すると
話が変わります。一般的に、筋力トレーニン
グによる筋線維の肥大率は、遅筋線維よりも
速筋線維の方が大きいといわれています。し
たがって、数が変化しないとしても、速筋線
維の方がより大きく肥大することにより、相
対的に速筋線維の体積の占める割合が大きく
なります。この意味では、筋線維構成比の
“ある程度”の修正は可能であると言えるので
す。

競技種目による特異性
異なる種目の選手で外見上の体つきが違うように、筋肉の
形態の場合も、競技種目ごとに肥大する筋肉の種類や部位
は異なります。例えば、陸上短距離選手などは、一般人や
他の競技種目の選手と比較して、大腿後面の筋肉(ハムスト
リングや内転筋)が特に発達している一方、バレーボールや
サッカー選手などは大腿前面の筋肉(大腿四頭筋)が発達して
います。これらは、短距離走の疾走中は大腿後面の筋肉が
重要な役割を果たし、ジャンプ動作やキック動作では大腿
前面の筋肉が中心的に使われることと関係しており、筋肉
の形態の面でも競技種目特異性がみられるのです。

継続的にスポーツを
骨折などにより脚などを長期間ギプス固定した後で、骨折
した脚が反対脚に比べて細くなっていることを経験したこ
とはないでしょうか。トレーニングなどとは逆に、筋肉に
かかる力が減少すれば、それに適応して筋肉は萎縮します。
やっかいなことに、この萎縮変化は、肥大に要するよりも
短期間で引き起こされる傾向があるのです。すなわち、筋
肉は不活動に対してより適応しやすいと言えるのです。全
ての人に関係する、筋肉萎縮の最も身近な例はなんでしょ
うか？答えは、“老化” です。人の筋肉は、老化によって否
が応でも萎縮していきます。活動的で、自立した老後の生
活を送るために、継続的にスポーツを行って筋肉を鍛え、
筋肉の萎縮を抑制しておくことが重要であるといえます。
“筋肉”という視点でスポーツを選んだり、日々の努力のス
パイスにするとより良い結果を得られるかもしれません。
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あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

TT型 エネルギー産生の活性が高いタイプ 1%

CT型 エネルギー産生の活性がやや高いタイプ 6%

CC型 エネルギー産生の活性が一定的なタイプ 93%

mtDNA
えむ・てぃー・でぃー・えぬ・えー
Mitochondrial DNA
持久力
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、CC型の［エネルギー産生の活性が一定的なタイプ］となりました。
主に長時間にわたって運動し続ける持久力に必要な、エネルギー産生工場“ミトコンドリア”の源となるATPの化学反応が、一
定的で増減せず維持されるタイプです。長時間の運動時には、エネルギーがたくさん必要になるので、それだけ産生工場も稼
働しなければなりませんが、そのためのATP（促進材料）が増えにくいため［持久力］には劣る傾向があります。その反面、
エネルギーを使い切って疲れてしまった時の疲労物質を除去（回復）する効率は高い傾向にあります。遺伝子mtDNAは別名
「ミトコンドリアDNA」とも呼ばれ、細胞エネルギーの代謝する機能に深く影響し、運動機能や持続力のエネルギーをつくる
源となります。私達は、摂取した栄養分をATP（アデノシン3リン酸）という有機化合物に変えて生命活動に必要なエネルギー
を得ています。このATPは、身体の各細胞でつくられています。ATPは、体内にある酵素という物質の力を借り、複雑に絡み
合いながら化学反応をつくられ（促進され）ます。このエネルギーの源（ATP）がつくられる能力がミトコンドリアというす
べての細胞に数百から数千個含まれているエネルギー産生工場の産生性や筋肉の代謝にも影響を与えます。遺伝子型によって
特性を分類します。そのエネルギー産生効率の特性によって、運動機能、特に持続力に有利に働くことが考えられます。［エ
ネルギー産生の活性が一定的なタイプ］は、同じ長距離を走るにしても500m～3kのような短めの長距離の方が才能を発揮す
る可能性があります。また、栄養や酸素を全身に運ぶ供給力にも優位であり、瞬発性や回復力に優位と考えられます。
※ATP:アデノシンサンリン酸。 運動時の筋肉が収縮する為のエネルギーの源。

ドクター解説
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○ 短めの長距離が得意な傾向がある
○ 栄養や酸素を全身に運ぶ供給力に優れる
○ 瞬発性や回復力も高い

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

有酸素運動のトレーニングの中でも、「20mシャトルラン」のような反復的な運動は、中長距離などの距離感
を競い合うスポーツに有効ですし、最大酸素摂取量の増加も期待できます。（※20メートルシャトルランは、
有酸素運動能力に対する体力測定の方法。往復持久走とも言う。20m間隔で平行に引かれた2本の線の一方に立
ち、合図音に合わせて他方の線へ向けて走り出し、次の合図音で反対方向へ向けて走り出し、スタートの線を足
で越えるかタッチし向きを変える。合図音に合わせてこの走行を繰り返す。）筋肉は体全体の基礎代謝の大部分
を担っていて、エネルギーをたくさん消費します。筋肉がエネルギーを消費すると熱が発生し、身体を温めてく
れます。そのため筋肉を増やすことで体温を上げることができ、冷え性の改善にも繋がります。また、筋肉量が
増えると消費するエネルギーの量が増え、痩せやすい体質になりスタイルアップも期待することができます。

エネルギー産生の活性が一定的なので、長距離というよりも中長距離やそれより短い距離を走りきる競技の方が
この遺伝子型には際立って優れる可能性があります。統計的なデータではありますが、CC型の［エネルギー産
生の活性が一定的なタイプ］の人の割合は高く、これは競争率の高さにも置換することができます。中長距離や
短い長距離は、タイムを競い合うものであり、完走は前提となります。このようなフィールドだけではなく、
もっと長い距離にもチャレンジすることが大切です。陸上競技以外で言えば、フィールドを縦横無尽に走る回る
球技なども、おすすめです。サッカーの１試合における走行距離は長くて10～13km程度だと言われています。

特性を活かす

中長距離・短い長距離・球技 等

おすすめのスポーツ

○ 短い距離を走る反復運動が効果的
○ エネルギーを消費して回復することで、持久力をアップしよう
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



mitochondria

mtDNA
= ミトコンドリアDNA
DNAというものは、核という物質の中に折りたたまれ
ていますが、実は、核の染色体以外にも存在します。
細胞質にあるミトコンドリアという、エネルギー産生
や呼吸代謝の役目をもつ特殊な小器官の中にも小さな
DNAが存在し、これがミトコンドリアDNA
（mtDNA）と呼ばれています。ミトコンドリアの機
能のかなりの部分は、核の中のDNAの遺伝情報に入っ
ていますが、この“ミトコンドリアDNA” にも、役割の
数は少ないのですが、遺伝子があるのです。
ヒトのミトコンドリアDNAは、あらゆる生物種を通じ
てその全塩基配列が解読された最初の例と言われてい
ます。ヒトにもっとも近縁な動物はチンパンジーです
が、ヒトとチンパンジーで比較すると、約9％ほど異
なっていることが知られています。ところが、ミトコ
ンドリアでなく核のDNAにおいて、二種間の同じ遺伝
子配列を調べると、わずか1％しか相違がないのです。
共通の祖先から分岐した後の時間はミトコンドリアも
核も同じなのに、ミトコンドリアDNAだけが、互いの
変化（進化）が如実に現れたことになります。つまり、
ミトコンドリアDNAの方が核DNAより9倍変化速度が
速いのです。このような特徴から、生物の進化の過程
やスピードの研究にも使用される不思議な遺伝子のひ
とつと言われています。ミトコンドリアDNAの面白い
特徴として、“母性遺伝” ということが知られています。
ミトコンドリアDNAは、母親のものだけが子どもに伝
わり、父親のミトコンドリアDNAは次世代にはまった
く関与しないという、核DNAとは異なった遺伝様式を
とることが報告されています。

このことは、父系と母系の入り混じった核DNAとちがい、系統関係を復元するのにミト
コンドリアDNAがきわめて適していることを示しています。（つまり祖先を辿りやすい
遺伝子ということです）例えば、わたしたち一人一人の10世代前の祖先は1,024人存在
します。わたしたちの持つ核のDNAは、祖先の染色体の全部で40,714本（46本
×1,024人）のうちの46本に由来するものを持っています。したがって、各染色体が10
世代前のどの祖先に由来するのかを特定することはほぼ不可能です。一方、ミトコンド
リアDNAでは、確実に10世代前の一人の母系の祖先の持っていたミトコンドリアDNA
に行き着くことができます。また、ミトコンドリアDNAは数の多さでも特徴があります。
一個の細胞にミトコンドリアは、数百個含まれていて、ミトコンドリア一個にミトコン
ドリアDNAが5、6個あるため、細胞当たりでは、1000個以上も存在することになりま
す。そのため、組織から大量に収集することができ、分析しやすくなっています。ヒト
では、後で述べるように胎盤をすりつぶし、一個一個の細胞にしてミトコンドリアDNA
を取り出し、さらにいろいろな精製作業を経て単一のきれいなDNA産物として精製する
ことができます。

ミトコンドリアは細胞の中にある器官で、その働きは「体を動かすエンジン」。わたし
たちのカラダの中にあるエネルギー産生工場として働く“ミトコンドリア”には、個人差
があり、また老化と共に減少していきます。これを強化する秘訣は、“エネルギー不足の
状態” をわざと作ることです。これによりミトコンドリアを増やす細胞のスイッチが、オ
ンになるといわれています。“運動”の方法 や“食事” のカロリー制御による、空腹の時間
を長くとることでもミトコンドリアは増えてくれます。年齢問わず、夏バテなどの“疲
れ”もミトコンドリアによるスタミナ強化で、解消することができます。

ミトコンドリアでスタミナを強化する

mtDNA遺伝子（ミトコンドリア
DNA）は、細胞エネルギーを代
謝する機能のタンパク質を配列
します。ミトコンドリアのエネ
ルギー合成および機能への影響
を与え、筋肉の代謝にも影響を
与えます。運動時の筋肉が収縮
する為のエネルギー源ミトコン
ドリアは、すべての細胞に数百
から数千個含まれているエネル
ギー産生工場。そのエネルギー
産生効率が高ければ運動機能、
特に持続力に有利に働くことが
考えられます。

mitochondria
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少しきつめの運動をしよう
スタミナ＝持久力をアップさせるポイントは、細胞の中のミトコンドリアを増やすこと。ミトコンドリアは、食事か
ら得た糖や脂質、そして呼吸から得た酸素を使って、ATPという物質を作っています。ATPは、体を動かす“エネル
ギーのもと”。手足や心臓の筋肉、脳の活動など私たちが生きていくために欠かせないもので、スタミナの有無に大
きく関係しています。「少しキツイな…」と思うくらいの運動活動を心がけること。細胞の中には「細胞内のATPの
量」を監視している酵素という物質があります。日常的なウォーキングなどの場合は、それほどエネルギーを使わな
いためATPが不足することはなく、この酵素が働くことはありません。でも、少しキツイなと思える運動を継続的に
行うことで、ATPが不足し、酵素の働きスイッチが入ります。より多くのATPを作ろうと、ミトコンドリアが分裂を
始めて増えてくれるという仕組みです。この「少しキツイな」の意識運動の継続は、バカにできないほどスタミナ強
化につながります。幼少の頃からこういった経験を積むことで、メンタル的な強化にもつながりますので是非チャレ
ンジしてみてください。

1分ずつ繰り返す

「早歩き3分間→ゆっくり歩き3分間」×5回（計30分）を週に4日以上行うトレーニングで法は、筋力アップとして
も“スタミナ（持久力）アップ”にも効果があります。30分の時間を取れない場合でも、ミトコンドリアを増やす“ス
イッチ”は、少しキツめの運動を1分続けるだけでONになります。
小まめに1分ずつ早歩きをしたり、エレベーターを使わず階段を上ったりするだけでも効果があります。ポイントは
「少しだけ、きついな」と思うくらいの負荷を体にかけること。動けなくなるほどキツイ強度は必要ありません。家
の中でスクワットを10回するだけでもOKです。スイッチは1回ONになると、一定時間その効果が続きます。
小まめに繰り返すことで、ミトコンドリアが着実に増え、スタミナアップ＝疲れにくい体を手にいれること
ができます。お子様と一緒に遊ばれる中に取り入れるのも良いでしょう。

食事でミトコンドリアを増やす

ミトコンドリアは「カロリー制限」をしたり、「空腹感を
感じる」ことでも増やすことができます。これも遺伝子
の働きだとされています。逆に食べ過ぎは、ミトコン
ドリアがATPを作り出すのに必要な量より、糖や脂質
を摂取することになり、“メタボ”へとつながっていく
のです。子どもの“肥満”も増えてきています。空腹感
を経由した食事摂取の習慣化と、与える量にも気を配り
ましょう。※ただし、子どものうちは、たくさんの栄
養素を与えることが最も大切です。肥満になること
よりも、痩せすぎないことに気を配りましょう。
ミトコンドリアを増やしたり、その働きを助ける栄養素
もあります。イカやタコ、貝類などに多く含まれる
「タウリン」は、ミトコンドリアを増やす働きがあると
されています。一方、ウナギや豚肉などに多く含まれる
「ビタミンB群」、レバーなどに多く含まれる「鉄」は、
ミトコンドリアがATPを作り出すのを助ける働きをしてい
ます。
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COMT
しー・おー・えむ・てぃー
Catechol-O-methyltransferse
やる気

あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

GG型 ドーパミンが分解されやすいタイプ 47%

AG型 ドーパミンがやや分解されやすいタイプ 40%

AA型 ドーパミンが分解されにくいタイプ 13%

34

◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、GG型の［ドーパミンが分解されやすいタイプ］となりました。
遺伝子COMTは、ある特定の神経伝達物質（ドーパミン・エピネフリン・ノルエピネフリンなど）転化酵素配列です。大脳神
経細胞のシナプスの間に幅広く存在しています。 この遺伝子の機能は脳の“情報処理速度”と顕著に関連していて、思考スピー
ドに影響すると言われています。この機能が脳内物質、つまりストレス（ドーパミンなど）の分解にも深く関係するため「や
る気」などのモチベーションも左右します。GG型の［ドーパミンが分解されやすいタイプ］は、遺伝子COMTの活性が高く、
前頭葉での細胞外ドーパミン濃度が低いことがわかっています。ドーパミンの役割には一長一短あります。下記のようなイ
メージです。
【A】ドーパミン濃度が低い→やる気が出ない、集中できない、ストレスを感じにくい、心配しない、ポジティブ思考
【B】ドーパミン濃度が高い→やる気が出やすい、集中力がある、ストレスを感じる、心配性になる、ネガティブ思考
注意が必要なのは、COMT遺伝子は、ドーパミンなどの“分泌” ではなく“分解”と関係しています。つまり、GG型は、こういっ
たのうない物質を効率良くたくさん分解します。そのため、分泌されるドーパミンなどが少ない場合は【A】である傾向が高い
です。基本的には、嫌なことを処理するときに有利なタイプです。ドーパミンを分泌させることがキーとなります。たくさん
分泌させることができれば効率の良いドーパミン処理力があるので、上手にやる気や集中力もアップし、より良いパフォーマ
ンスを示すでしょう。
※GG型：Valタイプとも言う

ドクター解説

Do
ct
or
s
Co
m
m
en
t

○ ポジティブシンキング
○ ストレスを感じにくい
○ 心配しない
○ ドーパミン分泌が高ければ集中・やる気もアップする

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

GG型のお子様には、「もの事を少し慎重に考える・行動する」ことを育ませることをおすすめします。GG型の
その特徴から、あまり些細なことを気にしないことがあります。よって、慎重性が低い可能性があります。
その一方で、ドーパミンをたくさん分泌させてあげる環境作りもおこなっていきましょう。子どもは、遊びの中
からドーパミンの分泌サイクルを形成することができます。キーワードは“遊びの変化”です。今まで経験したこ
とのない不確実性のある遊びを体験しましょう。わくわくドキドキしながら成功する可能性が少し高めのチャレ
ンジをたくさん与えてあげてください。

GG型は、ストレスに耐性（ポジティブに考えられる）があるので、ある程度ストレスを受けやすい仕事でもこ
なせる可能性があります。会社環境や重労働によるストレスは、離職率にも繋がりますので、その点でGG型は
最適です。ただし、ドーパミンが分泌されていなければ、やる気も起きません。他人と会話するとドーパミンは
よく分泌されますので、コミュニケーションを必要とするお仕事も特徴を活かすフィールドでしょう。
※下記の保育士、化粧品販売、オペレーターは、ストレス度の高い職業と言われています。

特性を活かす

俳優、タレント業界・美容業界・ホテル、観光、セレモニー業界、保育士、化粧品販売、オペレーター等

おすすめのお仕事

○ 遊びに変化を与えよう
○ 経験したこのない遊びを体験しよう
○ 成功する可能性の方が少し高めのチャレンジを
○ 時には慎重な判断を
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



遺伝子COMTは、ある特
定の神経伝達物質転化
（分解）酵素配列です。
大脳の神経細胞のシナプ
スの間に幅広く存在して
いて、 この遺伝子の機能
は、脳の情報処理速度と
顕著に関連しており、思
考のスピードに影響して
いることがわかっていま
す。COMTはドーパミン、
エピネフリン、ノルエピ
ネフリンなど、「やる
気」などに関係する脳内
物質を分解する酵素です。
COMT遺伝子のSNP（一
基塩基多型）という、私
たちのヒトの個性に関係
する配列の領域のさらに
158番目のアミノ酸に違
いにより、COMTの活性
（前頭葉のでの細胞外
ドーパミン濃度など）の
高さに個人差があること
がわかっています。

COMT
= カテコール
- O
- メチル基転移酵素

“やる気” とドーパミン

この検査結果を制作するにあたり、とても長い時間を使いました。
必要な情報を調べたり、文章の構成、デザインなど…やるべきこと
が多いので、どうしてもやる気が起きない時もありました。誰でも、
やらなければいけないことは分かっていてもついつい…なんてこと
あるかと思います。このような状態は、私たちの脳の中の働きが影
響を起こしています。やる気がどこから出てくるのか…。その秘密
は、脳の中。
そこでは、私たちを集中させ、仕事に向き合わせるために、神経伝
達物質によって化学的なメッセージが発せられています。特にやる
気に関係の深い神経伝達物質のひとつが、ドーパミンです。ドーパ
ミンの科学信号が、ニューロンから隣のニューロンに伝えられる時
にニューロン間にあるシナプスに存在するさまざまな受容体とやり
とりをします。単純なようですが、脳全体で見るとその効果は何倍
にもなり、きわめて複雑なものとなります。受容体やニューロンに
はいくつか種類があり、神経伝達物質の伝わる経路も複数あります
から、あっという間に複雑になっていきます。

特にやる気に関して言えば、ドーパミンがどういう経路をたどるか
がとても重要になります。脳の中央部を基点にして大脳皮質などさ
まざまな場所に枝を広げている中脳辺縁系路は、脳内でもっとも重
要な報酬系の神経系です。報酬が予測された場合、側坐核では、
フィードバックとしてドーパミンが増えます。脳は、何か重要なこ
と（良いことも、悪いことも）が起きそうだと認識して行動のため
のやる気を放出するのです。
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ドーパミンの役割は、快楽だけ？
ドーパミンという言葉を耳にする機会は、意外と少なくなく、それが脳と快楽に関係するというイメージ
は、浸透されています。ドーパミンと快楽の関係は特に研究実績が多く、広く世界に報告（報道）されて
います。たしかに、ドーパミンは脳の快楽物質です。しかし、それだけではなく、“快楽”はドーパミンが
持つさまざまな役割のごく一部にしかすぎないのです。ドーパミンの人体への影響は、下記のように広範
囲に及びます。

ドーパミンの役割
やる気 記憶 行動と認識 注意 睡眠 気分 学習 など

上記のような役割の中、快楽に通じる報酬は、そのうちのひとつなのです。また、ドーパミンの研究は、
快楽を出発点として研究されてきましたが、次第に他の特徴が明らかになりました。例えば、PTSDとい
う心的外傷後ストレス障害を患った兵士が銃声を聞くとドーパミンが増加したと報告されています。この
ことから、ドーパミンは、強いストレスのかかった瞬間に突発的に増えることがわかっています。ストレ
スも銃声も“快楽”とは直接結びつきませんが、ドーパミンは増加するのです。

ドーパミンは、実際に報酬をもらう前に機能します。つま
り、本当の役割は、わたしたちに行動を促し、目的の達成
や悪い結果の回避のために、やる気を出させることなので
す。コネティカット大学のジョン・D・ソロモン教授は、
ラットを用いた実験で、その関係性を確かめました。ラッ
トの前にひと山のエサを置き、小さなフェンスの向こうに
その倍の量のエサを置いたところ、ドーパミン濃度の低い
ラットは、ほぼ毎回簡単な方（少ないエサ）を選びました。
フェンスを越えて掴むことのできる大きな報酬よりも簡単
な小さな報酬を選んだのです。

また、ヴァンダービルド大学の研究では、「行動的な人」と「怠け者」の脳を
マッピングしました。その結果、報酬のために労を惜しまない行動派では、線
条体と前頭前皮質という、どちらもやる気と報酬に影響を及ぼすことが知られて
いる2つの領域で、ドーパミン濃度が高いことがわかりました。一方、怠け者の
場合は、前部島皮質という、感情や危険認識に関係する脳領域にドーパミンが見
られました。ソロモン教授は、「人でも動物でも、ドーパミン濃度が低いと、物
事に取り組もうという気が起きにくくなります。このことから、ドーパミンは快
楽そのものではなく、やる気や費用対効果の分析に関係していると言えます」と
説明しています。
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CHRNA4
しー・えいち・あーる・えぬ・えー・4
Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4
リスク価値

あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

CC + GG型 リスクを最重要視するタイプ 16%

CC + AG型 CT + GG型 リスクを重視するタイプ 21%

CT + AG型 CC + AA型 TT + GG型 リスクをやや重視するタイプ 33%

CT + AA型 TT + AG型 リスクを恐れないタイプ 17%

TT + AA型 リスクを全く恐れないタイプ 13%
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、●●+●●型の［リスクを重視するタイプ］となりました。CHRNA4は、他の遺伝子
と違い、2つ塩基の組み合わせによってその評価を得ることができます。つまり、CHRNA4-1の結果が［●●］、CHRNA4-2
の結果が［●●］という解釈となります。「CHRNA4」遺伝子は、お金の損得のゲーム等に対してどのようなプレイスタイル、
つまりどういった価値観で臨むか？という実験で、リスクのとり方と遺伝子（SNP）の関係性について調べられた研究結果を
参照しています。その他にもいくつかの遺伝子が調べられましたが、最も有意に関係があったのがこの遺伝子CHRNA4です。
この遺伝子の結果評価は、5段階に分けることができ［リスクを最重要視するタイプ］と［リスクを全く恐れないタイプ］が両
極に位置付けられています。●●+●●型は、［リスクを最重要視するタイプ］の次に位置付けられ、2番目にリスクを取らな
いタイプです。結末にリスクがある場合は、回避することを選択する傾向があります。必ず成功するという根拠を大切にする
“リスク”においては、少し慎重なタイプかもしれません。成功率が高まるのであれば、それが自信に繋がり次の行動が生まれま
すので良い傾向です。ただし、慎重であるがために、先走ったリスクヘッジをしてしまう可能性もあります。お子様の日常行
動の中に、そういった傾向が垣間見える時や、大会やテストといったイベント等のいざという時は、背中を押してくれる同士
や家族の支えが、大きな力となるでしょう。また、一人でお金を持ち、決済を行うようになる時期も今回の遺伝子結果を印象
付けるような行動が見て取れるかもしれません。お金の価値観も一長一短ありますので、親御様が考える価値観を共有してあ
げること。何よりも観察していくことが大切でしょう。

ドクター解説
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○ ５段階の中で2番目にリスクをとらないタイプ
○ リスクにおいては慎重派
○ チャレンジにおける成功率は高い可能性がある

キーポイント

で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。



特性を伸ばす

危機管理がうまくいかず、大きな失敗をすることは、ドーパミンの分泌（脳の発達）やストレス的にもお子様の成長に良いとは
言えません。つまり、十分なリスクヘッジは必要です。とにかく成功することが大切です。事前のシミュレーションや情報収
集、分析などリスクを減らすことを学び、訓練しいくことが意識として必要です。その上で、踏み出せない一歩には背中を押し
てサポートしてあげてください。また、お金の教育に早すぎることはありません。お子様が何かを買ってと欲しいと強請るよう
なら、それはお金の教育を始めるチャンスです。まずは、お金でものが買える・お金は貯めることができる・お金でものの価値
を測ることができる・お金は使えばなくなる・お金を貯めることには我慢が必要でそうすることで欲しいものが手に入るという
“お金の根本”を学びましょう。

リスクのない職業がこの世に存在するかどうかが疑問ではありますが、比較的リスクの高い仕事は、もらえる給料も高い傾向に
あります。また、日本の場合でアルバイトであれば責任が低いかもしれません。しかし、例えば、非正規雇用であっても、やは
り仕事は仕事です。ある程度の社会、経済、健康的リスクは前提とした方が良いでしょう。その上で、やはりハイリスクローリ
ターンのものを選択しないような指標を構築していきましょう。また、リスクのない資産運用や投資も存在しないでしょう。企
業することもまたリスクです。リスクの価値観は、ケースバイケースで選択し、バランスが大切でしょう。ハイリスクを背負い、
ストレスを感じながら勤めることは、健康被害にも影響しますので十分な考慮が必要です。そういう意味では、［リスクを重視
するタイプ］のバランス力は高いかもしれません。

特性を活かす

公的機関・銀行員・その他リスクを伴わない仕事 等
※リスクゼロのお仕事は、ほとんどありません。報酬や健康、やりがいなどを考慮して選択することが大切です。

おすすめのお仕事

○ 情報収集やシミュレーション、分析力を高めよう
○ 時にはリスクをとって一歩を踏み出そう
○ 成功することが失敗よりも大切です
○ お金の根本を早い時期に学ぼう
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



CHRNA4 遺伝子は
［リスク］の感じ方（価値観）を

左右 させます。

CHRNA4遺伝子の研究では、お金の損得ゲームに対してどの
ようなプレイスタイルで挑むのか等を観察し、［リスク］の
取り方と遺伝子の関係性について調べられました。その結
果、遺伝子型によって［リスク］の取り方に特徴があること
が報告されました。［リスク］とはお金や時間、健康の損失
を指しています。

A：お金のリスク
（大きな掛け金などによるお金の損失）
B：時間のリスク
（スケジュールや人生設計による時間の損失）
C：健康のリスク
（生活習慣などよる疾患や発病の危険）

私たちは日常的に、何かをかけることによって何かを得ると
いう対価交換をおこなっています。（※ハイリターンも含
む。）ギャンブルでは、お金をかけることにより、ゲームに
勝つと、それよりも大きなお金をもらえます。また、運動や
栄養バランスの良い食事をすることで、健康な体を得ること
もできます。それらのすべてにおいて時間の損失などが複雑
に絡み合っています。しかし、すべてのリターン（報酬や健
康な体など）には、リスク（損金や無駄な時間など）が伴い
ます。CHRNA4が関係している［リスク］とは、このよう
に、日常に潜む危険な物事をさしています。ハイリスクハイ
リターンという言葉があるように、リスクとリターンを天秤
にかけた時にリスクをどれだけ意識するのかをCHRNA4遺
伝子で測ることがでるのです。

メカニズム

CHRNA4遺伝子は、脳の中で、アセ
チルコリンという自律神経や副交感
神経などに刺激を与える神経伝達物
質を受け取る受容体のひとつです。
受容体とは、生物のからだにあって、
外界や体内からの何らかの刺激を受
け取り、情報として利用できるよう
に変換する仕組みを持った構造のこ
とです。アセチルコリンの受容体は、
1種類ではなく、CHRNA４遺伝子は、
ニコチン性受容体のアルファタイプ
4という受容体を担っています。ア
セチルコリンは、脳神経において、
様々なところで神経機能を調節して
いますが、交感神経や副交感神経な
ど自律神経を調節する役割（神経ペ
プチド）としても役割を果たしてい
ます。
また、脳の部位や細胞のタイプに
よって、“アドレナリン受容体” “ドー
パミン受容体” のように受容体とた
んぱく質の組み合わせによって働き
や影響が違ってきます。CHRNA4遺
伝子では、リスクを避ける傾向があ
るかを判断することができるのです。
※精神疾患の有無とは関係なかった
ので、病気の有無とは別のところで
脳内処理されている機能ということ
が報告されています。

リスクの定義
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キーワード：アセチルコリン

いろいろな働きをもつ
アセチルコリンを“増やす”。

アセチルコリンは、CHRNA4遺伝子の作用の他にも、運
動神経系への作用など多くの作用があり、体内で働く神
経伝達物質の中でも特に重要な物質の一つです。
▼こんな作用があります
○副交感神経を刺激する
○血圧の低下
○脈拍を減少させる
○唾液の産生を促す
○消化機能を亢進させる
○瞳孔の縮小
○発汗
○内蔵機能への関与
○排泄、排尿への作用
○運動神経では骨格筋を興奮させる
○記憶、認知、学習機能への働き
○睡眠と覚醒
アセチルコリンは自律神経系のうち、特に副交感神経系
を刺激する作用があり、代謝の下降、心拍数と脈拍の現
象、血圧の下降、消化と排尿の促進、瞳孔の縮小などの
作用を及ぼします。アセチルコリンは、ドーパミンとと
もに運動機能の制御をしていて、運動神経の刺激を末端
の筋肉に伝達して、筋肉を収縮させる働きをしています。

運動で増やす
アセチルコリンは運動神経を通じて、体の末
端にある骨格筋や心筋、内蔵筋などに作用す
るアセチルコリン受容体を持ちます。その
為、運動をして筋肉に刺激を与えると、アセ
チルコリン受容体も活性化され、アセチルコ
リンの消費が増えるため、その分必要な分泌
量も増加すると考えられます。また、アセチ
ルコリンは、自律神経系のうち、交感神経系
と副交感神経系の両方で神経伝達を行う物質
です。適度な運動をすることで交感神経系が
程よく興奮しアセチルコリンの分泌が促進さ
れます。その後に休息を取ると、今度は副交
感神経系が活性化して、やはりアセチルコリン
の分泌が促進されます。また、運動をすると
自律神経系の働きにメリハリが生まれ、自律
神経系のバランスが整いやすくなります。自
律神経系が正常に働くことで、アセチルコリ
ン受容体の感度も上がり、アセチルコリンも
正常に分泌されやすい状態を作ることができ
ます。

学習して増やす
人が歳を取るにつれて、新しいことを覚えるの
が苦手になったり、物忘れが激しくなったり
するのは、長年生きてきて、多くのことを見
聞きし、経験した結果、新しいことを学ぶ必
要性そのものが低下してしまうことによっ
て、新しいことを記憶したり学習したりす
る、脳の海馬で認知・学習機能が衰えること
が原因とも考えられています。日常の中で海
馬への刺激が減ってしまうと、そこで元来働
いていたアセチルコリンなどの物質もリストラ
されてしまい、必要な分泌量が低下してしま
うことが考えられます。逆に、何歳になって
も新しいことを学んだり経験したりすること
で、常に海馬にも新しい刺激が伝わり、それ
を記憶・学習するためにアセチルコリンの分
泌も活性化されます。運動にしても学習にして
も、あまり使われない機能が低下してしまう
のは必然ですから、適度な運動や生涯学習な
どを通じて、アセチルコリンの分泌を増やす
ことを心がけたいですね。
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アセチルコリンを増やすためには、食事でアセチルコリ
ンの原料を補給すること、運動で筋肉や自律神経系に刺
激を与えること、学習で脳の海馬を刺激することが重要
です。

食事で増やす
アセチルコリンは『コリン』や『レシチン』といった物
質を材料として合成されます。そのため、食事でアセチ
ルコリンを増やすには、コリンやレシチンを豊富に含ん
だ食事をすることが効果的です。レシチンは大豆や卵黄、
レバー、ナッツ類、うなぎなどに豊富に含まれています。
アセチルコリンは自律神経系の働きを支える重要な神経
伝達物質であり、また、脳の記憶や学習、運動神経に働
くなど、その働きは多岐に渡ります。働きが多岐に渡る
ということは、その分消費が激しいため、しっかりと原
材料を補給してあげないと、不足してしまう可能性もあ
りますので、バランスのよい食事を心がけ、コリンやレ
シチンを補給しましょう。



5HTT
5・えいち・てぃー・てぃー
The serotonin transporter gene

������

あなたの遺伝子型 あなたはこんなタイプ 同じ遺伝子を
持っている人の割合

SS型 セロトニンの発現量が少ないタイプ 81%

SL型 セロトニンの発現量がやや少ないタイプ 12%

LL型 セロトニンの発現量が多いタイプ 6%
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結果、SS型の［セロトニンの発現量が少ないタイプ］となりました。5-HTT
は、2,500人以上の26年間にわたる人生を調査する研究で、“落ち込みやすさ”との関係性が報告された遺伝子
です。SS型というのは、“short”の略で、2本あるDNAの両方ともが“短い（short+short）”ということを指し
ます。つまり遺伝子の長さで、特徴に差異が生じます。［セロトニンの発現量が少ないタイプ］は、ひどい悲
しみなどのストレスがあったときに、深く落ち込みやすいということが報告されています。大きなストレスに
対しては、耐性が低く、トラブルにあった時に考え込んでしまう傾向があります。言い換えれば、感受性が強
く、1つの物事に対して深々と考え、人の痛みや気持ちを察することのできる優しい遺伝子の持ち主です。
また、5-HTTは、メディアでは「幸福の遺伝子」とも掲載されています。自身が「幸福だ」と思う人には、LL
（long+long）型の方が多いと報告されています。セロトニンの分泌量が脳内における感情を司るためです。
アジア人の多くがSS型と言われ、欧米などの他国はLL型が多いとされています。ただし、あくまで個々人の幸
福レベルを形成するために役立っている遺伝子の１つであり、私たちの幸福はこの１つの遺伝子によって決定
されているわけではなく、他の遺伝子や特に人生の過程における体験も含めて、個人の幸福を決定付けている
ことはしっかりと認識しながら、自身が幸せだと思えるような環境づくりや気持ちのスタンスを持つ事を優先
的に考えましょう。

○ 落ち込みやすい
○ 感受性が高い、優しい
○ 幸福を感じにくい
○ アジア人の割合が多い遺伝子型

ドクター解説
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で 標 記 さ れ て い る も の が
あ な た の 検 査 結 果（ 遺 伝 子 型 ）で す 。

キーポイント



特性を伸ばす

アジア人の多くがSS型ということで、人種としての宿命を感じてしまいますが、メカニズムは、結局脳の中のセロトニンという
物質の活性にあります。これを活性させるトレーニングがストレス耐性を強化させます。セロトニンは、規則正しい生活をす
る・太陽の光を浴びる等、簡単なことでも分泌されますが「褒める」ことでも分泌することがわかっています。同じく神経伝達
物質であるドーパミンは行動をうながす働きがありますが、褒めることでセロトニンとドーパミンの両方が分泌されます。逆に
「○○しなさい」といわれているとき、子供は考えることそのものをやめてしまうのでセロトニンもドーパミンも分泌されませ
ん。押し付けて禁止するよりも、今お子様がしていることに対してどう親が関わっていくかということの方が重要です。また、
子供が長い時間テレビ鑑賞やゲームをやっているとセロトニンは不足してきます。特に最近では、動画投稿サイトや映画・テレ
ビ配信サービスなど気軽に何度でも映像を観ることできます。真新しい映像が飛び込んでこないと脳は、セロトニンもドーパミ
ンも分泌せず、働いてくれません。現代を生きるお子様の教育には、“制限”も非常に重要なファクターとなります。

ストレス社会において、少しでもストレスオフな環境を求めることは大切です。受けるストレスが高いと、自分を装って仕事を
していたり、休むことに罪悪感があったりと、マイナス的なマインドが構築されてしまいます。特にSS型は、これを考慮した
仕事選びが、長く働き続けるポイントとなるかもしれません。コンサルタントや会社役員、獣医師、高校教師が順に低ストレス
者の多い職業として報告されています。また、同じ職種でも役職や部署によって様々ですが、やはり高ストレス者の多い職業を
避け、ストレスフリーで、スキルも高めることができ、結果的に自分が幸福だと思える仕事に就くことが大切です。なりたい職
業を決める前にその仕事の“ストレス指数”を調査してみるのも判断材料として今後のプラスとなるでしょう。

特性を活かす

コンサルタント・会社役員・獣医師・高校教師 等

おすすめのお仕事

○ たくさん褒めましょう
○ 押し付けて禁止することは控えましょう
○ テレビ鑑賞などの脳の活性を起こさない行動には制限を
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※遺伝子で得意または不得意な職種や業種を断定することはできません。

おすすめのトレーニング



セロトニンは気分を調節する重要な神経たんぱ
く質です。5-HTとはセロトニンのことであり、
5-HTTはセロトニントランスポーターの略語に
なります。トランスポーターとは細胞外に放出
されたセロトニンを再度細胞に取り込むたんぱ
く質のことをさします。その機能が落ちれば、
細胞外のシナプス間隙にあるセロトニンが増え
て、セロトニンシグナルがより持続的に伝わり
ますから、セロトニンの機能が上がると考えら
れます。
今回の遺伝子検査では、セロトニントランス
ポーターの発現量を調節するプロモーターとい
う領域の違いを調べました。参考文献によると、
この遺伝子の繰り返される配列の長さが長いほ
どストレス耐性があり（うつ病にもなりくい）、
短い人の方がストレスに弱い傾向にあったとあ
ります。
※病気としてのリスクというほどの差はないと
いう研究報告もあり、さらに他の参考文献では、
うつ病のなりやすさとセロトニントランスポー
ターの関係は若い人だけに当てはまるのではと
考察されています。日常生活の中でのストレス
耐性の差として解釈することが妥当です。

セロトニントランスポーター

幸せホルモン
Are you Happy?

幸せホルモンと呼ばれる
セロトニンが欠乏する
と、ネガティブになった
り、不眠症に陥ったり、
さまざまなうつ症状が起
きるといわれています。
現代人はパソコンの浸透
によって、知らないうち
にセロトニンが分泌され
にくい生活に陥りがちだ
ということもわかってい
ます。

セロトニン神経の活性を高めるには？

単純なリズム運動が
セロトニンを活性化させます

運動不足も、セロトニン欠乏の原因の一つとのこと。運動をすることで、セロトニンの分泌には効果的なのです。単
純なリズム運動が、セロトニン神経を活性化させる最も重要な因子です。特にウォーキングがおすすめです。他には、
ジョギング、スクワット、自転車をこぐのもいいでしょう。また、ちょっと意外なところでは、ゆっくりと簡単な動
きを繰り返すフラダンスもいいです。激しく小刻みに動くようなダンスなどの有酸素運動は、肥満や糖尿病予防など
には効果があります。ですが、セロトニン神経の活性化には、単純な動きを繰り返すことが必要なのです。ですから、
激しい運動をしても、難しい動きをしても、セロトニン神経の活性化には効果がないのです。リズム運動は、最低5
分くらいでも効果的です。そして、最高でも30分以内でやめること。疲労しない程度で終えることがポイントです。
ただし、このとき大切なのはしっかりと集中すること。セロトニン神経の活性化には集中が不可欠なのです。

例えばウォーキングをするなら、人通りの少ない時間帯や場所を選んでください。早朝の公園や、自然の多い場所な
どが、気が散りにくくて良いでしょう。
毎朝30分歩けば、太陽の光も浴びれるので一石二鳥です。これを3カ月程度続ければ、成果が出てくるといわれてい
ます。何となく気分が落ち込みぎみだったり、寝られないといった症状に悩まされている場合は、特に効果的です。
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また、生きるためにわたしたちの意識とは別に活動している呼吸は「吸
う」ということがメイン。まず吸って、それをやめると、自然と吐くとい
う行為が行われます。この呼吸法では、主に横隔膜が使われます。一方で、
セロトニン神経を活性化させる呼吸は「吐く」ことがメインになります。
つまり、生きるための呼吸法とは逆で、最初に息を吐くのです。それをや
めると、自然に吸うという行為が行われるのです。この呼吸法は、別名
「丹田（たんでん）呼吸法」と呼び、横隔膜ではなく、下腹部の丹田とい
う部位が使われます。このリズム呼吸法を、毎日5分以上30分以内で行う
と、セロトニン神経は活性化されます。座禅やヨガ、太極拳などは、この
呼吸法を取り入れているため、メンタルバランスやバイタリティに効果が
あるのです。

丹田呼吸法

ガムを噛む？
咀嚼（そしゃく）のリズム運動
といって、“かむ” という行為も
非常に良いとされています。よ
くスポーツ選手が試合中に、ガ
ムをかんでいます。あれは、か
むというリズム運動によってセ
ロトニンの分泌が盛んになり、
ネガティブな気持ちを解消する
という目的があるといわれてい
ます。
他には、カラオケなどで歌うこ
とも、息を吐くという腹筋のリ
ズム運動になるので、良いとさ
れています。

バナナはセロトニンを
分泌させる立役者
セロトニンは、トリプトファンという必須アミノ酸を取り込んで、合成さ
れます。このトリプトファンを多く含んでいるのが、大豆製品。だから、
納豆やみそ汁といった日本食は、セロトニン分泌にとても良いです。また、
乳製品もトリプトファンを多く含んでいるので、洋食なら乳製品を用いた
メニューを選ぶといいでしょう。
その他にも、炭水化物やビタミンB6を含む食材が、セロトニンの分泌を促
します。このトリプトファン、炭水化物、ビタミンB6をバランスよく摂る
ことが大事ですが、バナナにはこれらが全部入っています。だから、バナ
ナヨーグルトなどは、とてもオススメです。

2時間の勉強が台無しになる？
原因はスマホに。
一般的に考えて、長時間勉強している子どもの方が成績がよいだろう
と予想しますが、現代では、そうでもないことが最近の研究で発表
されました。スマホに夢中になって勉強がおろそかになったから、
という単純な時間の問題ではありません。“前頭葉の活力低下”が
可能性としてあげられています。例えば、テレビを見たりゲーム
をしている時は脳の前頭前野という部分（物事を考えたり、自分
の行動をコントロールする力にとって重要な部分）の血流が下が
り、働きが低下します。そのため、使用した後の30分～1時間程
度は、前頭前野が十分に働かない状態なので、この状態で本を呼
んでも理解力が低下してしまうのです。スマホを長時間使用すれ
ば、テレビやゲームを長時間視聴した後の脳と同じ状態になり、

学習の効果は失われてしまう可能性があるのです。
研究では、算数・数学の勉強時間が2時間以上でスマホ使用が4時
間以上の場合の子どもたち（小学生7万人を対象）の正答率が55％

なのに対し、勉強時間が30分未満でスマホを全く使用しない場合の正答
率は60％という結果となりました。

これは、家庭で平日に2時間以上も勉強している子が、ほとんど勉強してい
ない子より成績が悪いという結果となります。

太陽の光をしっかり浴びる
まずは、太陽の光を浴びること
です。それによって網膜から刺
激が入り、脳に伝わります。朝
起きたら、暗い部屋でダラダラ
せず、カーテンを開けて、太陽
の光をしっかり浴びてください。

TOPIC
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遺伝子名称 関係する項目（潜在能力） 遺伝子型 評価 保有比率 チェ
ック

脳の機能や学習に関係する遺伝子

BDNF 脳由来神経栄養因子で
記憶などの脳機能に関係する

GG 意 味 記 憶 タ イ プ 35% □

AG 宣 言 的 記 憶 タ イ プ 49% □

AA エ ピ ソ ー ド 記 憶 タ イ プ 16% □

SNAP25 知性や知能・認知、
動作性IQに関係する

GG 動作性IQが高いタイプS 58% □

AG 動作性IQがやや高いタイプS 33% □

AA 言語性IQが高いタイプS 8% □

CHRM2 判断や分析、理解や推理力、
動作性IQに関係する

TT 動作性IQが高いタイプC 80% □

AT 動作性IQがやや高いタイプC 16% □

AA 言語性IQが高いタイプC 3% □

カラダの体質的な機能や運動に関係する遺伝子

ACE
血管中の血液供給量を調節する機
能のタンパク質配列。ヒトの運動
の機体にエネルギーを提供する機
能（耐久力）に関係する。

II 瞬発的なエネルギー供給力が高いタイプ 43% □

ID 瞬発的なエネルギー供給力がやや高いタイプ 43% □

DD 持続的なエネルギー供給力が高いタイプ 14% □

ACTN3
主に骨格筋の速筋線維中に発現し、
筋肉に必要なタンパク質を造る働
き（速度、瞬発力、持久力）に関
係する。

TT 持続的に小さな筋力が発揮されるタイプ 30% □

CT 瞬間的に大きな筋力がやや発揮されるタイプ 46% □

CC 瞬間的に大きな筋力が発揮されるタイプ 25% □

mtDNA
細胞エネルギーの産生（持久力）
の効率に関係し、筋肉の代謝（エ
ネルギー）にも影響を与える。

TT エネルギー産生の活性が高いタイプ 1% □

CT エネルギー産生の活性がやや高いタイプ 6% □

CC エネルギー産生の活性が一定的なタイプ 93% □

脳のストレス耐性や感性に関係する遺伝子

COMT
ある特定の神経伝達物質転化酵
素配列。脳の情報処理速度と顕
著に影響し、ドーパミンなど、
やる気に関係する。

GG ドーパミンが分解されやすいタイプ 47% □

AG ドーパミンがやや分解されやすいタイプ 40% □

AA ドーパミンが分解されにくいタイプ 13% □

CHRNA4
交感神経や副交感神経など自律
神経を調節する神経ペプチドの
受容体。脳神経の調節機能を担
う。リスク回避に関係する。

CC＋GG リスクを最重要視するタイプ 16% □

CC＋AG
リスクを重視するタイプ 21% □

CT＋GG

CT＋AG

リスクをやや重視するタイプ 33% □CC＋AA

TT＋GG

CT＋AA
リスクを恐れないタイプ 17% □

TT+AG

TT＋AA リスクを全く恐れないタイプ 13% □

5-HTT
セロトニントランスポーターの
発現量を調節する。DNA配列の
長さによってストレス耐性に関
係する。

SS セロトニンの発現量が少ないタイプ 81% □

SL セロトニンの発現量がやや少ないタイプ 12% □

LL セロトニンの発現量が多いタイプ 6% □
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結果を
チェック
しよう

今回、検査した遺伝子とその結果項目を一覧にまとめました。あなたの結果はどうでしたか？それぞれの遺伝子には、わたしたちのカラダの構成や脳の機能
などに役割を持っていて、それぞれが機能することよって、ヒトとしての個性を形作っています。一方では、知能に優れているけれど、もう一方の遺伝子で
は、それとは、矛盾するような遺伝子型になることも少なくありません。こうした遺伝子たちのそれぞれの特徴が中から外へと放たれて具現化されていきま
す。あなたが該当した遺伝子結果にチェックを入れて総合的に見直してみましょう。新たな発見が垣間見えるかもしれません。

検査した遺伝子の一覧表



豊かな暮らしとは、何か。とても大きな課題ではありますが、せめて、これから輝く夢に向かって走る続ける子どもた
ちが日常に［ 豊かさ ］を感じ、何事にも前向きにチャレンジできる心の成長がとても大切なのだと思います。だからこ
そ、私たち親ができることの一つとして、これから訪れる新しい概念や技術（テクノロジー）を受け入れ、それらを使
いこなすマインドが必要かもしれません。今回の検査が、そのマインドセットの一助となれると信じています。

また、子どもたちは、私たち親の知らない10～20年後の未来に大人になります。AIの誕生や海外派遣労働者の増加など
により、減少する職種。経済的な理由による学力格差。諸外国との外交関係の変化など、考えられないほどの未来を
フィールドにすることでしょう。そして、日本という国は、自ら命を絶つ行為が先進国の中でも、トップクラスの不思議
な国です。この理由には、経済的な制裁や、社会での役割の喪失。家庭でのトラブルなど、精神的なダメージが生きる気
力を失わせてしまいます。特に若年層におけるこの数字はとても深刻で、親である私たちにとって本当に悲しい現実です。

※解析した遺伝子は、各能力に深く関与していることが多数の研究や論文で発表されていますが、

人間の才能や体質はひとつの遺伝子で決まるものでは決してありません。複数の遺伝子や脳などの

生物学的な機能そして後天的な環境要因などが複雑に絡み合って生み出されています。
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遺伝子解析をする
医師 ノリノリ先生

この度は［子どもの能力遺伝子検査］をご利用いただき誠にありがとうございます。
日々の育児や教育によって［ 大人 ］になるために成長していく子どもたちですが、
際立って優れるほどの能力は、生まれながらにして持つ［ 才能 ］と周囲の
［ 環境 ］で開花します。この検査では親御様から遺伝したお子様の
先天的な特性に関係する代表的な遺伝子の説明とその遺伝子型の
解析結果を［ 学習 ］［ 身体 ］［ 感性 ］の３つのジャンルから
お知らせします。激しい競争社会で才能をいち早く開花していか
なければならない［ 子どもたち ］や、それをサポートする
［ 親の皆さま ］に役立つ情報を検査機関に従事している
医師のアドバイスとして掲載しています。結果を通して、
お子様の［ 個性 ］や［ 能力 ］を伸ばすための［ 自信 ］
と［ 確信 ］を得ることを目的とし、目指したい才能や、
伸ばしたいと思っていた事に自信を持たせ、チャレンジする
一歩を踏み出すことができます。踏み出さなければ気づかずに
眠らせてしまうお子様の性質を発見・理解し、その可能性を拡げて
みて下さい。今後のお子様の成長にお役立ちできることを心より願って
おります。

親 権 者 の 皆 様 へ

遺伝子検査は、お子様の才能を見つけて育てるツール
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