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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の腹部より離れた１対の異なる部位であって、かつ、前記腹部を挟む位置にある
第１の部位および第２の部位にそれぞれ配置するための少なくとも１対の第１電極と、
　前記被験者の腹部の表面に配置するための、第１腹部電極を含む電極群とを備え、
　前記第１腹部電極は、前記腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方向として配置され
る１対の第２電極および１対の第３電極とを有し、
　前記第１電極および前記第３電極のいずれか１対を介して、前記被験者に電流を印加す
るための印加手段と、
　前記第１電極を介して電流を印加する第１の場合および前記第３電極を介して電流を印
加する第２の場合のそれぞれにおいて、２種類の電位差を検出するための検出手段とをさ
らに備え、
　前記検出手段は、前記第１の場合に、前記第１腹部電極のうちの所定の１対の電極間に
おける第１の電位差を検出し、前記第２の場合には、前記第２電極間における第２の電位
差を検出し、
　検出された前記第１の電位差および前記第２の電位差と、前記被験者の体格情報とに基
づいて、前記被験者の内臓脂肪量を算出するための内臓脂肪量算出手段をさらに備える、
体脂肪測定装置。
【請求項２】
　前記第３電極は、前記整列方向において前記第２電極を挟む位置にそれぞれ配置される
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、請求項１に記載の体脂肪測定装置。
【請求項３】
　前記所定の１対の電極は、前記第２電極である、請求項１に記載の体脂肪測定装置。
【請求項４】
　前記所定の１対の電極は、第１腹部電極のうちの、前記第２電極からなる対以外の対の
電極である、請求項１に記載の体脂肪測定装置。
【請求項５】
　前記第３電極は、前記整列方向において前記第２電極を挟む位置にそれぞれ配置され、
　前記所定の１対の電極は、前記第３電極である、請求項４に記載の体脂肪測定装置。
【請求項６】
　前記第１の電位差および前記第２の電位差のそれぞれに基づいて、２種類のインピーダ
ンスを算出するためのインピーダンス算出手段をさらに備え、
　前記内臓脂肪量算出手段は、算出された前記２種類のインピーダンスと、前記被験者の
前記体格情報とに基づいて、前記内臓脂肪量を算出する、請求項１に記載の体脂肪測定装
置。
【請求項７】
　前記内臓脂肪量算出手段は、前記２種類のインピーダンスと内臓脂肪量との関係の所定
の相関式によって、前記内臓脂肪量を算出する、請求項６に記載の体脂肪測定装置。
【請求項８】
　算出された前記内臓脂肪量を表示するための表示手段をさらに備える、請求項１に記載
の体脂肪測定装置。
【請求項９】
　検出された前記第２の電位差と、前記被験者の前記体格情報とに基づいて、前記被験者
の皮下脂肪量を算出するための皮下脂肪量算出手段をさらに備える、請求項１に記載の体
脂肪測定装置。
【請求項１０】
　前記体格情報は、前記被験者の腹部周長、腹部横幅、腹部厚み、身長および体重のうち
少なくとも１つを含む、請求項１に記載の体脂肪測定装置。
【請求項１１】
　前記第１の部位および前記第２の部位は、それぞれ、上肢および下肢を含む、請求項１
に記載の体脂肪測定装置。
【請求項１２】
　前記電極群は、第２腹部電極をさらに含み、
　前記第２腹部電極は、前記整列方向と略平行に配置され、かつ、前記第２電極および前
記第３電極それぞれに対応する第４電極および第５電極を有し、
　前記印加手段は、さらに、前記第５電極を介して前記被験者に電流を印加し、
　前記検出手段は、さらに、前記第５電極を介して電流が印加される場合に、前記第４電
極間における第３の電位差を検出し、
　前記内臓脂肪量算出手段は、前記第２の電位差および前記第３の電位差に対して平均処
理を行なうことで、前記内臓脂肪量を算出する、請求項１に記載の体脂肪測定装置。
【請求項１３】
　前記第１腹部電極は、さらに、１対の第６電極を有し、
　前記検出手段は、前記第２の場合に、さらに、前記第６電極における第４の電位差を検
出し、
　前記内臓脂肪量算出手段は、前記第２の電位差および前記第４の電位差に対して平均処
理を行なうことで、前記内臓脂肪量を算出する、請求項１に記載の体脂肪測定装置。
【請求項１４】
　前記第１腹部電極は、前記腹部の表面に接する第１の面と、前記第１の面に対向する第
２の面とを有し、
　前記第２の面が固定されるシート材をさらに備える、請求項１に記載の体脂肪測定装置
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。
【請求項１５】
　前記シート材は、前記被験者の臍位置に対応する位置決め手段を有する、請求項１４に
記載の体脂肪測定装置。
【請求項１６】
　前記位置決め手段は、前記シート材の所定の位置に付されたマークである、請求項１５
に記載の体脂肪測定装置。
【請求項１７】
　前記位置決め手段は、前記シート材の所定の位置に空けられた穴である、請求項１５に
記載の体脂肪測定装置。
【請求項１８】
　内臓脂肪量を算出する演算ユニットに制御されて、被験者に電流を印加した状態で前記
被験者の体表面に生じた電位差を測定するための測定ユニットであって、
　被験者の腹部より離れた１対の異なる部位であって、かつ、前記腹部を挟む位置にある
第１の部位および第２の部位にそれぞれ配置するための少なくとも１対の第１電極と、
　前記被験者の腹部の表面に配置するための、第１腹部電極を含む電極群とを備え、
　前記第１腹部電極は、前記腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方向として配置され
る１対の第２電極と、前記整列方向において前記第２電極を挟む位置にそれぞれ配置され
る１対の第３電極とを有し、
　前記演算ユニットからの信号に基づき、前記第１電極および前記第３電極のいずれか１
対を介して、前記被験者に電流を印加するための印加手段と、
　前記第１電極を介して電流を印加する第１の場合および前記第３電極を介して電流を印
加する第２の場合のそれぞれにおいて、２種類の電位差を検出するための検出手段とをさ
らに備え、
　前記検出手段は、前記第１の場合に、前記第１腹部電極のうちの所定の１対の電極間に
おける第１の電位差を検出し、前記第２の場合には、前記第２電極間における第２の電位
差を検出し、
　検出された前記第１の電位差および前記第２の電位差の情報を、前記演算ユニットに送
信するための送信手段をさらに備える、測定ユニット。
【請求項１９】
　被験者に電流を印加するための電流印加器と、前記被験者に電流を印加した状態で前記
被験者の体表面に生じた電位差を検出するための検出器とを備えた測定ユニットを制御し
、前記測定ユニットにおける測定結果に基づく体脂肪測定処理をコンピュータに実行させ
るための体脂肪測定プログラムであって、
　前記電流印加器に、前記被験者の腹部より離れた１対の異なる部位であって、かつ、前
記腹部を挟む位置にある部位にそれぞれ配置される少なくとも１対の腹部外電極を介して
電流を印加させるステップと、
　前記腹部外電極を介して電流を印加させた状態で、前記腹部の表面に配置され、かつ、
前記腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方向として配置される４個の電極のうち所定
の１対の電極における第１の電位差を前記検出器に検出させるステップと、
　前記電流印加器に、前記４個の電極のうち外側に位置する１対の第１腹部電極を介して
電流を印加させるステップと、
　前記第１腹部電極を介して電流を印加させた状態で、前記４個の電極のうち内側に位置
する１対の第２腹部電極における第２の電位差を前記検出器に検出させるステップと、
　検出された前記第１の電位差および前記第２の電位差を取得するステップと、
　取得した前記第１の電位差および前記第２の電位差と、前記被験者の体格情報とに基づ
いて、前記被験者の内臓脂肪量を算出するステップとをコンピュータに実行させる、プロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、体脂肪測定装置、測定ユニットおよび体脂肪測定プログラムに関し、特に、
インピーダンス法を用いて被験者の内臓脂肪量を測定可能な体脂肪測定装置、内臓脂肪量
の測定のために用いられる測定ユニット、および、体脂肪測定処理をコンピュータに実行
させるための体脂肪測定プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内臓脂肪量の測定は、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）による腹部断層画
像より実測を行なっている。そのため、Ｘ線ＣＴの設備を保有している医療機関でしか内
臓脂肪量の測定ができないという問題点がある。ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）
においてもＸ線ＣＴと同様の腹部断層画像の撮影は可能であるが、大型の設備が必要であ
ることには変わりがない。
【０００３】
　また、大型の設備を必要とせずに内臓脂肪量を測定するための提案が従来よりなされて
いる。たとえば、特許文献１には、被験者の身体特定化情報と四肢に電極を配置して測定
した全身のインピーダンスとに基づいて、内臓脂肪量を算出することが開示されている。
また、特許文献２には、測定者の身体情報（ウエスト長や性別など）と腹部の電圧値とに
基づいて、内臓脂肪量を算出することが開示されている。さらに、特許文献２には、被験
者が、複数の電極が予め配置されたベルトを腹部に巻くことで、腹部に電極を接触可能な
ことが開示されている。
【特許文献１】特開平７－７９９３８号公報
【特許文献２】特開２００２－３６９８０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された装置では、四肢のインピーダンスから内臓脂肪
量が推定されるものであり、積極的に皮下脂肪量の情報を用いて内臓脂肪量が算出される
ことについては開示されていない。また、特許文献２に開示された装置では、腹部だけに
電流を流すため、皮下脂肪の影響が避けられず、正確に内臓脂肪量を測定できないという
問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、その目的は、内
臓脂肪量を精度良く測定することのできる体脂肪測定装置、測定ユニットおよび体脂肪測
定プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明のある局面に従う体脂肪測定装置は、被験者の腹部より離れた１対の異なる部
位であって、かつ、腹部を挟む位置にある第１の部位および第２の部位にそれぞれ配置す
るための少なくとも１対の第１電極と、被験者の腹部の表面に配置するための、第１腹部
電極を含む電極群とを備え、第１腹部電極は、腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方
向として配置される１対の第２電極および１対の第３電極とを有し、第１電極および第３
電極のいずれか１対を介して、被験者に電流を印加するための印加手段と、第１電極を介
して電流を印加する第１の場合および第３電極を介して電流を印加する第２の場合のそれ
ぞれにおいて、２種類の電位差を検出するための検出手段とをさらに備え、検出手段は、
第１の場合に、第１腹部電極のうちの所定の１対の電極間における第１の電位差を検出し
、第２の場合には、第２電極間における第２の電位差を検出し、検出された第１の電位差
および第２の電位差と、被験者の体格情報とに基づいて、被験者の内臓脂肪量を算出する
ための内臓脂肪量算出手段をさらに備える。
【０００７】
　ここで、「腹部」とは、体幹部のうちの胸部を除く部分である。また、「腹部より離れ
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た部位」とは、上腕、前腕、手首、手指からなる上肢と、横隔膜より所定の距離（たとえ
ば略１０ｃｍ）以上離れた胸部と、肩、首および頭部を含む上体と、大腿、下腿、足首、
および足指からなる下肢とを含む。
【０００８】
　また、「内臓脂肪量」とは、内臓脂肪に関する量をいい、たとえば、内臓脂肪重量、内
臓脂肪面積および内臓脂肪体積のうち少なくとも１つを含む。
【０００９】
　第３電極は、整列方向において第２電極を挟む位置にそれぞれ配置されることが好まし
い。
【００１０】
　また、所定の１対の電極は、第２電極であることが好ましい。
　あるいは、所定の１対の電極は、第１腹部電極のうちの、第２電極からなる対以外の対
の電極であることが好ましい。
【００１１】
　さらに、第３電極は、整列方向において第２電極を挟む位置にそれぞれ配置され、所定
の１対の電極は、第３電極であることが好ましい。
【００１２】
　好ましくは、第１の電位差および第２の電位差のそれぞれに基づいて、２種類のインピ
ーダンスを算出するためのインピーダンス算出手段をさらに備え、内臓脂肪量算出手段は
、算出された２種類のインピーダンスと、被験者の体格情報とに基づいて、内臓脂肪量を
算出する。
【００１３】
　好ましくは、内臓脂肪量算出手段は、２種類のインピーダンスと内臓脂肪量との関係の
所定の相関式によって、内臓脂肪量を算出する。
【００１４】
　また、算出された内臓脂肪量を表示するための表示手段をさらに備えることが好ましい
。
【００１５】
　好ましくは、検出された第２の電位差と、被験者の体格情報とに基づいて、被験者の皮
下脂肪量を算出するための皮下脂肪量算出手段をさらに備える。
【００１６】
　「皮下脂肪量」とは、皮下脂肪に関する量をいい、たとえば、皮下脂肪重量、皮下脂肪
面積および皮下脂肪体積のうち少なくとも１つを含む。
【００１７】
　好ましくは、体格情報は、被験者の腹部周長、腹部横幅、腹部厚み、身長および体重の
うち少なくとも１つを含む。
【００１８】
　なお、「腹部周長」とは、腹部における横断面の外周の長さを表わし、好ましくは、中
腹部（臍部付近）における横断面の外周の長さを表わす。ウエスト長ともいう。「腹部横
幅」とは、腹部における左右の幅（長さ）を表わし、好ましくは、中腹部における左右の
幅を表わす。「腹部厚み」とは、腹部における前後の厚み（長さ）を表わし、好ましくは
、中腹部における前後の厚みを表わす。
【００１９】
　好ましくは、第１の部位および第２の部位は、それぞれ、上肢および下肢を含む。
　好ましくは、電極群は、第２腹部電極をさらに含み、第２腹部電極は、整列方向と略平
行に配置され、かつ、第２電極および第３電極それぞれに対応する第４電極および第５電
極を有し、印加手段は、さらに、第５電極を介して被験者に電流を印加し、検出手段は、
さらに、第５電極を介して電流が印加される場合に、第４電極間における第３の電位差を
検出し、内臓脂肪量算出手段は、第２の電位差および第３の電位差に対して平均処理を行
なうことで、内臓脂肪量を算出する。
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【００２０】
　好ましくは、第１腹部電極は、さらに、１対の第６電極を有し、検出手段は、第２の場
合に、さらに、第６電極における第４の電位差を検出し、内臓脂肪量算出手段は、第２の
電位差および第４の電位差に対して平均処理を行なうことで、内臓脂肪量を算出する。
【００２１】
　好ましくは、第１腹部電極は、腹部の表面に接する第１の面と、第１の面に対向する第
２の面とを有し、第２の面が固定されるシート材をさらに備える。
【００２２】
　好ましくは、シート材は、被験者の臍位置に対応する位置決め手段を有する。
　位置決め手段は、シート材の所定の位置に付されたマークであることが好ましい。
【００２３】
　あるいは、位置決め手段は、シート材の所定の位置に空けられた穴であることが好まし
い。
【００２４】
　この発明の他の局面に従う測定ユニットは、内臓脂肪量を算出する演算ユニットに制御
されて、被験者に電流を印加した状態で被験者の体表面に生じた電位差を測定するための
測定ユニットであって、被験者の腹部より離れた１対の異なる部位であって、かつ、腹部
を挟む位置にある第１の部位および第２の部位にそれぞれ配置するための少なくとも１対
の第１電極と、被験者の腹部の表面に配置するための、第１腹部電極を含む電極群とを備
え、第１腹部電極は、腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方向として配置される１対
の第２電極と、整列方向において第２電極を挟む位置にそれぞれ配置される１対の第３電
極とを有し、演算ユニットからの信号に基づき、第１電極および第３電極のいずれか１対
を介して、被験者に電流を印加するための印加手段と、第１電極を介して電流を印加する
第１の場合および第３電極を介して電流を印加する第２の場合のそれぞれにおいて、２種
類の電位差を検出するための検出手段とをさらに備え、検出手段は、第１の場合に、第１
腹部電極のうちの所定の１対の電極間における第１の電位差を検出し、第２の場合には、
第２電極間における第２の電位差を検出し、検出された第１の電位差および第２の電位差
の情報を、演算ユニットに送信するための送信手段をさらに備える。
【００２５】
　この発明のさらに他の局面に従う体脂肪測定プログラムは、被験者に電流を印加するた
めの電流印加器と、被験者に電流を印加した状態で被験者の体表面に生じた電位差を検出
するための検出器とを備えた測定ユニットを制御し、測定ユニットにおける測定結果に基
づく体脂肪測定処理をコンピュータに実行させるための体脂肪測定プログラムであって、
電流印加器に、被験者の腹部より離れた１対の異なる部位であって、かつ、腹部を挟む位
置にある部位にそれぞれ配置される少なくとも１対の腹部外電極を介して電流を印加させ
るステップと、腹部外電極を介して電流を印加させた状態で、腹部の表面に配置され、か
つ、腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方向として配置される４個の電極のうち所定
の１対の電極における第１の電位差を検出器に検出させるステップと、電流印加器に、４
個の電極のうち外側に位置する１対の第１腹部電極を介して電流を印加させるステップと
、第１腹部電極を介して電流を印加させた状態で、４個の電極のうち内側に位置する１対
の第２腹部電極における第２の電位差を検出器に検出させるステップと、検出された第１
の電位差および第２の電位差を取得するステップと、取得した第１の電位差および第２の
電位差と、被験者の体格情報とに基づいて、被験者の内臓脂肪量を算出するステップとを
コンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、腹部の横断面に対し略垂直の方向を整列方向として配置された電極間
の２種類の電位差に基づいて、内臓脂肪量が算出される。これにより、正確な内臓脂肪量
を測定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２８】
　［実施の形態１］
　＜体脂肪測定装置の構成および外観＞
　（構成について）
　図１は、本発明の実施の形態１における体脂肪測定装置１００の構成を示すブロック図
である。
【００２９】
　体脂肪測定装置１００は、測定ユニット１と演算ユニット２とを備える。測定ユニット
１は、電極部１０および測定処理装置１１を含む。測定ユニット１は、演算ユニット２に
制御されて、被験者に電流を印加した状態で、被験者の体表面に生じた電位差を測定する
ための装置である。
【００３０】
　電極部１０は、腹部電極部１０．１および四肢電極部１０．２を有する。四肢電極部１
０．２は、被験者の上肢に配置するための電極Ｈ１，Ｈ２と、被験者の下肢に配置するた
めの電極Ｆ１，Ｆ２とを含む。なお、ここでは、２対の電極Ｈ１，Ｈ２，Ｆ１，Ｆ２が含
まれるものとして説明するが、少なくとも１対の電極が含まれればよい。したがって、上
肢に配置される電極Ｈ１および電極Ｈ２のうちの１つと、下肢に配置される電極Ｆ１およ
び電極Ｆ２のうちの１つとからなる１対が含まれていればよい。また、ここでは、上肢と
下肢とにそれぞれ少なくとも１つの電極が配置されるものとして説明するが、必ずしも上
肢と下肢との対に限定されるものではなく、被験者の腹部より離れた１対の異なる部位で
あって、かつ、腹部を挟む位置にある部位であればよい。
【００３１】
　腹部電極部１０．１は、４つの腹部電極列Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４を含む。腹部電極列
Ｅ１は、４個の電極Ａ１，Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１を有し、腹部電極列Ｅ２は、４個の電極Ａ２
，Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２を有する。腹部電極列Ｅ３は、４個の電極Ａ３，Ｂ３，Ｃ３，Ｄ３を
有し、腹部電極列Ｅ４は、４個の電極Ａ４，Ｂ４，Ｃ４，Ｄ４を有する。なお、ここでは
、腹部電極部１０．１は、４つの腹部電極列Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４を含むものとするが
、少なくとも１つの腹部電極列を含んでいればよい。
【００３２】
　本実施の形態において、測定ユニット１は、後述するシート材をさらに含み、腹部電極
部１０．１は、シート材に予め固定される。なお、各腹部電極列の具体的な配置例につい
ては、後に詳述する。
【００３３】
　測定処理装置１１は、高周波の定電流（たとえば、５０ｋＨｚ，５００μＡ）を発生す
るための定電流発生部１２と、通電されている１対の電極間における電位差を検出するた
めの電圧検出部１３と、電極部１０に含まれる複数の電極の中から電流用電極および電圧
用電極を選択するための端子切替部１４と、演算ユニット２との間で通信を行なうための
Ｉ／Ｆ１５とを含む。
【００３４】
　端子切替部１４は、定電流発生部１２および電圧検出部１３と接続され、かつ、電極部
１０に含まれる各電極と接続される。端子切替部１４は、演算ユニット２により制御され
、電極部１０に含まれる電極のうち少なくとも１対の電流用電極を切替えて選択する。こ
れにより、定電流発生部１２で発生された定電流が、選択された電極を介して被験者に印
加される。また、端子切替部１４は、演算ユニット２により制御され、電極部１０に含ま
れる電極のうち１対の電圧用電極を切替えて選択する。これにより、電圧検出部１３は、
選択された電極ごとの電位差を検出することができる。検出された電位差の情報は、Ｉ／
Ｆ１５を介して、演算ユニット２に与えられる。端子切替部１４は、たとえば、複数のス
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イッチにより構成される。
【００３５】
　ここでは、定電流発生部１２および端子切替部１４によって、２対の電極Ｈ１，Ｈ２，
Ｆ１，Ｆ２、１対の電極Ａ１，Ｄ１、１対の電極Ａ２，Ｄ２、１対の電極Ａ３，Ｄ３、お
よび、１対の電極Ａ４，Ｄ４のいずれかを介して、被験者に電流が印加される。また、電
圧検出部１３および端子切替部１４によって、１対の電極Ｂ１，Ｃ１間、１対の電極Ｂ２
，Ｃ２間、１対の電極Ｂ３，Ｃ３間、および、１対の電極Ｂ４，Ｃ４間の電位差がそれぞ
れ検出される。
【００３６】
　なお、本実施の形態において、端子切替部１４は、定電流発生部１２および電圧検出部
１３の両方と接続され、電流用電極および電圧用電極の両方を選択するものとしたが、こ
のような構成に限定されるものではない。たとえば、端子切替部１４に代えて、定電流発
生部１２と接続され、電流用電極のみを選択する第１の切替部と、電圧検出部１３と接続
され、電圧用電極のみを選択する第２の切替部とを設けることとしてもよい。
【００３７】
　また、本実施の形態においては、端子切替部１４を介して、電流用電極および電圧用電
極を選択することとしたが、端子切替部１４を設けない構成としてもよい。この場合、た
とえば、電流用電極として機能する対の電極ごとに電流発生器を設けて、演算ユニット２
により各電流発生器が制御されてもよい。これにより、端子切替部１４を介すことなく、
順次、電流用電極を切替えることができる。また、同様に、電圧用電極として機能する対
の電極ごとに電圧検出器を設けて、演算ユニット２により各電圧検出器が制御されてもよ
い。これにより、端子切替部１４を介すことなく、順次、電圧用電極を切替えることがで
きる。
【００３８】
　演算ユニット２は、体脂肪測定装置１００の全体的な制御を行なう制御部２０と、測定
結果などを表示するための表示部２１と、後述する被験者情報などを入力するための入力
部２２と、記録媒体２３ｂに記録されたデータの読出および書込が可能な駆動装置２３ａ
と、測定処理装置１１との間で通信を行なうためのＩ／Ｆ２５とを備える。
【００３９】
　ここで、「被験者情報」とは、少なくとも体格情報を含む、被験者の身体に関する情報
であり、たとえば、ウエスト長（腹部周長）、腹部横幅、腹部厚み、身長、体重、年齢、
性別などの情報のうち、少なくとも１つを含む。本実施の形態において、体格情報は、ウ
エスト長に相当する情報であるものとして説明する。
【００４０】
　なお、体格情報は、ウエスト長に限定されるものではなく、腹部に関連する他の情報（
たとえば、腹部横幅、腹部厚み）や、全身に関連する情報（たとえば、身長、体重）など
であってもよい。また、体格情報は、１つの情報に限定されるものではなく、２以上の情
報を含んでいてもよい。
【００４１】
　制御部２０は、各種演算を行なうための演算処理部２６と、プログラムおよびデータを
記憶するための記憶部２７とを含む。なお、記録媒体２３ｂに記録された体脂肪測定プロ
グラムが、駆動装置２３ａにより読み出されて、以下に説明するような体脂肪測定処理が
実行されてもよい。
【００４２】
　表示部２１は、たとえば液晶等により構成される。入力部２２は、たとえば、ユーザが
押下可能な複数のキーにより構成される。
【００４３】
　なお、演算ユニット２は、一般的なＰＣ（Personal Computer）であってよい。したが
って、演算ユニット２の基本的な動作については、説明を省略する。
【００４４】
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　次に、演算処理部２６の機能構成を、図２に示す。
　図２を参照して、本実施の形態において、演算処理部２６は、被験者の２種類のインピ
ーダンスを算出するためのインピーダンス算出部２６１、および、被験者の体脂肪を算出
するための体脂肪算出部２６２を含む。本実施の形態において、体脂肪は、少なくとも内
臓脂肪量を含み、好ましくは、内臓脂肪量に加え、皮下脂肪量および体脂肪量を含む。「
体脂肪量」とは、体脂肪に関する量をいい、たとえば、体脂肪重量、体脂肪体積および体
脂肪率のうちの少なくとも１つを含む。なお、体脂肪量は、内臓脂肪量および皮下脂肪量
を含んでいるものとする。
【００４５】
　インピーダンス算出部２６１は、定電流発生部１２により発生される電流値と、測定処
理装置１１よりＩ／Ｆ２５を介して得られる２種類の電位差とに基づいて、２種類のイン
ピーダンスを算出する。２種類のインピーダンスのうちの１つは、被験者の腹部の横断面
における全体の脂肪量（すなわち、内臓脂肪量と皮下脂肪量との和）を反映するインピー
ダンスである。もう１つは、被験者の腹部の横断面における皮下脂肪量を反映するインピ
ーダンスである。以下の説明において、全体の脂肪量を反映するインピーダンスを「Ｚｔ
」、皮下脂肪量を反映するインピーダンスを「Ｚｓ」と表わす。
【００４６】
　体脂肪算出部２６２は、内臓脂肪量を算出するための内臓脂肪量算出部２６２Ａ、皮下
脂肪量を算出するための皮下脂肪量算出部２６２Ｂ、および、体脂肪量を算出するための
体脂肪量算出部２６２Ｃを有する。
【００４７】
　内臓脂肪量算出部２６２Ａは、算出された２種類のインピーダンスＺｔ，Ｚｓと、被験
者の体格情報（ウエスト長）とに基づいて、被験者の内臓脂肪量、たとえば内臓脂肪面積
（単位：ｃｍ２）を算出する。具体的には、たとえば、２種類のインピーダンスＺｔ，Ｚ
ｓおよび被験者のウエスト長と内臓脂肪量との関係を表わす以下のような式（１）によっ
て、内臓脂肪面積Ｓｖが算出される。
【００４８】
　　　Ｓｖ＝ａ＊Ｗ２－ｂ＊（１／Ｚｔ）－ｃ＊Ｗ＊Ｚｓ－ｄ　　　…（１）
　　　（ただし、ａ，ｂ，ｃ，ｄ：係数、Ｗ：ウエスト長）。
【００４９】
　皮下脂肪量算出部２６２Ｂは、算出されたインピーダンスＺｓと、被験者の体格情報（
ウエスト長）とに基づいて、被験者の皮下脂肪量、たとえば皮下脂肪面積（単位：ｃｍ２

）を算出する。具体的には、たとえば、インピーダンスＺｓおよび被験者のウエスト長と
皮下脂肪量との関係を表わす以下のような式（２）によって、皮下脂肪面積Ｓｓが算出さ
れる。
【００５０】
　　　Ｓｓ＝ｅ＊Ｗ＊Ｚｓ＋ｆ　　　　　…（２）
　　　（ただし、ｅ，ｆ：係数、Ｗ：ウエスト長）。
【００５１】
　体脂肪量算出部２６２Ｃは、算出されたインピーダンスＺｔと、被験者情報に含まれる
少なくとも１つの情報（たとえば体重）とに基づいて、被験者の体脂肪量、たとえば体脂
肪率（％）を算出する。具体的には、たとえば、体脂肪率は、除脂肪量ＦＦＭと被験者の
体重とに基づいて、以下のような式（３）により算出される。
【００５２】
　　　体脂肪率＝（Ｗｔ－ＦＦＭ）／Ｗｔ＊１００　　　　　…（３）
　　　（ただし、Ｗｔ：体重）。
【００５３】
　除脂肪量ＦＦＭ（単位：ｋｇ）は、インピーダンスＺｔおよび被験者情報に含まれる１
つの情報（たとえば身長）と除脂肪量との関係を表わす以下のような式（４）によって、
算出される。
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【００５４】
　　　ＦＦＭ＝ｉ＊Ｈ２／Ｚｔ＋ｊ　　　　　…（４）
　　　（ただし、ｉ，ｊ：係数、Ｈ：身長）。
【００５５】
　上記のような相関式（１），（２），（４）は、たとえばＭＲＩなどで測定されたリフ
ァレンスとの相関により定められるものとする。また、このような相関式は、年齢および
／または性別ごとに予め定められてもよい。
【００５６】
　（外観について）
　図３は、本発明の実施の形態１における体脂肪測定装置１００の外観を示す図である。
【００５７】
　図３（Ａ）は、体脂肪測定装置１００の外観を示す第１の図であり、図３（Ｂ）は、体
脂肪測定装置１００の外観を示す第２の図である。なお、これらの図において、四肢電極
部１０．２の図示は省略されているものとする。
【００５８】
　図３（Ａ）に示すように、測定処理装置１１と演算ユニット２とは、たとえば、配線４
を介した有線での通信を行なう。測定処理装置１１は、電極シート１９の表面（被験者の
腹部と接触する面に対向する面）に設置される。電極シート１９は、腹部電極部１０．１
とシート材とが一体的に形成されたものを表わす。
【００５９】
　このように、電極シート１９上に設置される測定処理装置１１と、演算ユニット２とを
別体とすることにより、測定処理装置１１を小型にすることができる。
【００６０】
　なお、本実施の形態において、電極シート１９の形状は、略長方形であるものとして説
明する。
【００６１】
　また、図３（Ｂ）に示すように、測定処理装置１１と演算ユニット２とは、通信装置２
９を介して無線で通信されてもよい。これにより、測定が簡便に行なえるようになる。こ
の場合、通信装置２９と演算ユニット２とは、Ｉ／Ｆ２５を介して接続されているものと
する。また、この場合、測定処理装置１１は、Ｉ／Ｆ１５と接続され、検出された電位差
の情報を通信装置２９に送信したり、通信装置２９からの制御信号を受信したりするため
の通信装置（図示せず）を内蔵していてもよい。
【００６２】
　図４は、体脂肪測定装置１００を用いて、被験者の体脂肪が測定される様子を示す図で
ある。この図において、被験者３００は、正面方向を向いているものとする。被験者３０
０の測定姿勢は、仰臥位であってもよいし、立位であってもよい。
【００６３】
　図４を参照して、電極Ｈ１は、被験者３００の右腕３０１に配置される。電極Ｈ２は、
被験者３００の左腕３０２に配置される。電極Ｆ１は、被験者３００の右脚３０４に配置
される。電極Ｆ２は、被験者３００の左脚３０５に配置される。電極シート１９は、たと
えば略長方形のシートであり、被験者３００の腹部３０３の表面に配置される。電極シー
ト１９は、電極シート１９の長手方向が、腹部３０３の左右方向に対応するように配置さ
れる。
【００６４】
　なお、上肢および下肢に配置される電極Ｈ１，Ｈ２，Ｆ１，Ｆ２は、腹部の表面に貼り
付けるタイプのものであってもよいし、クリップ状のものであってもよい。
【００６５】
　図５は、本発明の実施の形態１における測定ユニット１の概略図である。図５を参照し
て、測定処理装置１１には、電極部１０を構成する各電極と電気的に接続するための複数
の配線が接続される。測定処理装置１１と各電極とは、予め接続されていてもよいし、測
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定の度に接続されてもよい。
【００６６】
　また、配線のインピーダンスが均一になるように、個々の配線の長さおよび太さを調整
するようにしてもよい。
【００６７】
　（電極シートの具体的構成について）
　図６は、電極シート１９における腹部電極部１０．１の具体的な配置例を示す図である
。
【００６８】
　腹部電極列Ｅ１は、電極シート１９の長手方向と略直交する方向に、直線状に配置され
る。また、電極Ａ１，Ｄ１は、電極Ｂ１，Ｃ１を挟む位置にそれぞれ配置される。同様に
、他の３つの腹部電極列Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４も、電極シート１９の長手方向と略直交する方
向に直線状に配置され、かつ、電極Ａ２（Ａ３，Ａ４），Ｄ２（Ｄ３，Ｄ４）は、電極Ｂ
２（Ｂ３，Ｂ４），Ｃ２（Ｃ３，Ｃ４）を挟む位置にそれぞれ配置される。
【００６９】
　電極シート１９は、透明である。電極シート１９は、被験者３００の臍位置に対応する
位置決め手段としてのマークＰＳ１を有する。マークＰＳ１は、たとえば、腹部電極部１
０．１を構成する電極が、電極シート１９上において左右および上下対称となる位置（以
下「中心位置」という）に付される。本実施の形態においては、各腹部電極列Ｅの整列方
向と平行であって、かつ、腹部電極列Ｅ２と腹部電極列Ｅ３との中間を通る線と、各腹部
電極列Ｅの整列方向と直交し、かつ、電極Ｂ２（Ｂ３）と電極Ｃ２（Ｃ３）との中間を通
る線とが交わる位置が、中心位置となる。マークＰＳ１は、たとえば十字型のマークであ
る。
【００７０】
　このように、電極シート１９上にマークＰＳ１を設けることにより、容易に、被験者の
臍にあてるべき位置を特定することができる。また、これにより、電極シート１９の、被
験者の腹部への装着が容易になる。また、上述の相関式が臍位置を中心にとったリファレ
ンスにより定められているため、臍位置を正確に合わせることにより、測定精度を向上さ
せることができる。また、安定的に体脂肪の測定を行なうことができる。なお、マークＰ
Ｓ１の形状および大きさは、特に限定されるものではない。また、マークＰＳ１が付され
る位置は、必ずしも中心位置に限定されるものではない。
【００７１】
　測定処理装置１１は、電極シート１９の中心位置近傍に設置されることが望ましい。こ
れにより、測定処理装置１１の重みの影響を、腹部の左右に均等に拡散させることができ
る。
【００７２】
　各電極Ａ（Ａ１，…，Ａ４），Ｂ（Ｂ１，…，Ｂ４），Ｃ（Ｃ１，…，Ｃ４），Ｄ（Ｄ
１，…，Ｄ４）は、被験者の腹部の表面に接する第１の面と、第１の面に対向する第２の
面とを有する。これらの電極の第２の面は、たとえば２０ｍｍ四方の正方形の形状を有す
る。各列において、電極Ａと電極Ｂとの間、電極Ｂと電極Ｃとの間、および電極Ｃと電極
Ｄとの間の距離は、各々たとえば１０ｍｍである。また、電極Ａの中心点と電極Ｄの中心
点との間は、たとえば９０ｍｍである。また、電極Ａ１（Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１）の中心点と
電極Ａ２（Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２）の中心点との間の距離は、たとえば５０ｍｍである。同様
に、電極Ａ３（Ｂ３，Ｃ３，Ｄ３）の中心点と電極Ａ４（Ｂ４，Ｃ４，Ｄ４）の中心点と
の間の距離は、たとえば５０ｍｍである。
【００７３】
　電極シート１９の短辺の長さは、たとえば１１０ｍｍである。マークＰＳ１は、電極シ
ート１９の略中央の位置に設けられる。マークＰＳ１が設けられる位置から長辺への垂線
と、電極Ａ２（Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２）の中心点における長辺への垂線との間の距離は、たと
えば７０ｍｍである。同様に、マークＰＳ１が設けられる位置から長辺への垂線と、電極
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Ａ３（Ｂ３，Ｃ３，Ｄ３）の中心点における長辺への垂線との間の距離は、たとえば７０
ｍｍである。
【００７４】
　上述のような位置関係で、電極シート１９に各電極を配置させておくことにより、電極
シート１９を被験者の腹部の表面に装着するだけで、各電極が、被験者の腹部の表面上の
定められた位置に配置されることになる。つまり、腹部電極列Ｅに含まれる４個の電極Ａ
，…，Ｄは、被験者の腹部の横断面に対し略垂直の方向（以下「縦方向」という）を整列
方向として、腹部の表面に配置されることになる。
【００７５】
　また、電極シート１９に各電極を配置させておくことにより、ユーザ（医師や被験者な
ど）は、簡便に各電極を被験者の腹部の所定の位置に配置することができる。また、各電
極の位置関係が固定されることにより、測定の精度を向上させることができる。
【００７６】
　なお、図６に示した電極シート１９のサイズおよび具体的な電極間の距離の値は一例で
あり、このような値に限定されるものではない。たとえば、腹部電極列Ｅにおける電極間
の距離を全て１０ｍｍとしたが、このように均等でなくてもよい。また、各電極の形状は
、四角形に限定されるものではなく、たとえば円形などであってもよい。
【００７７】
　また、電極シート１９の裏面（被験者の腹部に接触する面）には、粘着シートを設ける
ことが望ましい。図７は、電極シート１９を裏面側から見た図である。図７を参照して、
電極シート１９には、電極シート１９の長手方向の両端部近傍で、かつ、腹部電極列Ｅ１
，Ｅ４よりも両端部側に、粘着シート５１がそれぞれ設けられる。このように、粘着シー
ト５１が両端部近傍に付されることにより、被験者の腹部の形状にかかわりなく、腹部電
極部１０．１をより十分に腹部に接触させることができる。したがって、測定の精度を向
上させることができる。なお、ここでは電極シート１９の長手方向の両端部近傍に、粘着
シート５１が設けられた例を示したが、長手方向の両端部以外の位置に設けられてもよい
。また、ここでは、各端部近傍に、一方の長辺から他方の長辺に亘って、１つの粘着シー
ト５１が設けられたが、一方の長辺から他方の長辺に亘って、点状の粘着シートが複数設
けられてもよい。また、電極シート１９の長辺に沿って、さらに他の１以上の粘着シート
が設けられてもよい。
【００７８】
　なお、本実施の形態では、腹部電極部１０．１を構成する電極は、シート材に予め固定
されているものとして説明するが、シート材に固定されていないものであってもよい。す
なわち、腹部電極部１０．１を構成する各電極を、被験者の臍位置を基準に、上記したよ
うな所定の位置に配置することとしてもよい。
【００７９】
　また、電極シート１９の形状は、略長方形であるものとして説明したが、このような形
状に限定されず、たとえば楕円形であってもよいし、正方形であってもよい。また、電極
シート１９の短辺が、腹部電極列Ｅの整列方向と平行な辺であるものとしたが、長辺が腹
部電極列Ｅの整列方向と平行な辺であってもよい。いずれにしても、電極シート１９にお
いて、腹部電極部１０．１を構成する複数の電極が、行列状に、所定の距離だけ離れて配
置されていればよい。
【００８０】
　なお、以上の例では、被験者の臍位置に対応する位置決めのための指標（以下「位置決
め指標」という）として、マークＰＳ１を用いたが、このような例に限られない。
【００８１】
　図８は、不透明な電極シート１９Ａにおける位置決め指標の一例を示す図である。図８
を参照して、不透明な電極シート１９Ａは、略中央の位置に、表面から裏面に貫通する穴
ＰＳ２を有する。これにより、医師または被験者は、穴ＰＳ２を通して被験者の臍を見る
ことができ、位置合わせを容易にすることができる。なお、穴ＰＳ２の形状は、たとえば
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丸型とすることができるが、特に限定されるものではない。また、透明な電極シート１９
に、このような穴ＰＳ２を設けてもよい。また、穴ＰＳ２は、必ずしも貫通しているもの
でなくてもよく、穴ＰＳ２を通して被験者の臍が確認できればよい。
【００８２】
　次に、電極シート１９，１９Ａの構造例について、図９を用いて説明する。
　図９（Ａ）は、電極Ａ１を含む電極シート１９の断面図である。図９（Ａ）を参照して
、（透明な）電極シート１９は、厚み方向において、表面から順に、シート材層６１Ａ、
粘着材層６２、電極基材層６３、電極層６４、およびゲル層６５により構成される。すな
わち、電極Ａ１を構成する電極およびゲルは、粘着材および電極基材を介してシート材に
固定される。
【００８３】
　シート材層６１Ａは、たとえば塩化ビニール等によって形成される。粘着材層６２の材
質としては、たとえばアクリル性粘着シートが用いられる。また、電極基材層６３の材質
としては、たとえばポリエステルフィルムが用いられる。電極層６４は、たとえば銀・塩
化銀電極、あるいは、カーボン電極により形成される。ゲル層６５は、電気導電性の高い
材質により形成され、たとえば、アクリル系樹脂にグリセリンと水と塩化ナトリウムとを
配合して形成される。
【００８４】
　図９（Ｂ）は、電極Ａ１を含む電極シート１９Ａの断面図である。図９（Ｂ）を参照し
て、（不透明な）電極シート１９Ａは、厚み方向において、表面から順に、シート材層６
１Ｂ、電極層６４、およびゲル層６５により構成される。すなわち、電極Ａ１を構成する
電極およびゲルは、直接、シート材に形成される。このように、粘着材を介さずに、電極
Ａ１が、たとえば蒸着やスパッタ法によって形成される。なお、ここでは、粘着材および
基材を介さずに電極Ａ１が形成される例を示したが、基材を介さず粘着材を介して形成さ
れてもよい。また、電極シート１９と同様に、粘着材および電極基材の両方を介して電極
Ａ１がシート材に固定されるものであってもよい。
【００８５】
　図９（Ａ）および（Ｂ）においては、電極Ａ１を代表として説明したが、腹部電極部１
０．１に含まれる他の電極を含む電極シート１９，１９Ａの断面構造も同様である。
【００８６】
　＜体脂肪測定装置の動作＞
　図１０は、本発明の実施の形態１における体脂肪測定処理を示すフローチャートである
。図１０のフローチャートに示す処理は、予めプログラムとして記憶部２７に格納されて
おり、演算処理部２６がこのプログラムを読み出して実行することにより、体脂肪測定処
理の機能が実現される。
【００８７】
　図１０を参照して、演算処理部２６は、体格情報（ウエスト長）を含む被験者情報の入
力を受付ける（ステップＳ２）。ここで受け付けた被験者情報は、たとえば記憶部２７に
一時的に記録される。
【００８８】
　次に、測定開始の指示があったか否かを判断する（ステップＳ４）。演算処理部２６は
、測定開始の指示があるまで待機する（ステップＳ４においてＮＯ）。測定開始の指示を
検知した場合（ステップＳ４においてＹＥＳ）、演算処理部２６は、電極の設定を行なう
（ステップＳ８）。より具体的には、端子切替部１４を制御して、２対の電極Ｈ１，Ｈ２
，Ｆ１，Ｆ２を電流用電極として、定電流発生部１２と接続させる。また、端子切替部１
４を制御して、電極Ｂ１，Ｃ１の対を、電圧用電極として、電圧検出部１３と接続させる
。
【００８９】
　続いて、演算処理部２６は、定電流発生部１２を制御して、電極Ｈ１および電極Ｈ２か
ら、電極Ｆ１および電極Ｆ２に定電流を印加させる（ステップＳ１０）。その状態におい
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て、演算処理部２６は、電圧検出部１３に、電極Ｂ１および電極Ｃ１間、電極Ｂ２および
電極Ｃ２間、電極Ｂ３および電極Ｃ３間、ならびに、電極Ｂ４および電極Ｃ４間の電位差
をそれぞれ検出させる（ステップＳ１２）。ステップＳ１２において、電圧用電極が、電
極Ｂ２，Ｃ２の対、電極Ｂ３，Ｃ３の対、および電極Ｂ４，Ｃ４の対に、順次切替えられ
ているものとする。
【００９０】
　なお、ステップＳ１０において、上肢から下肢の方向に電流を流す際に、電極Ｈ１と電
極Ｈ２とを短絡し、電極Ｆ１と電極Ｆ２とを短絡させることが好ましい。また、ステップ
Ｓ１０において、たとえば、電極Ｈ１，Ｈ２のうちの１つから電極Ｆ１，Ｈ２のうちの１
つに対し電流が印加されてもかまわない。
【００９１】
　インピーダンス算出部２６１は、ステップＳ１２で検出されたそれぞれの電位差に基づ
き、インピーダンスＺｔ１，Ｚｔ２，Ｚｔ３，Ｚｔ４を算出する（ステップＳ１４）。こ
こで算出されたインピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４の値は、たとえば記憶部２７に一時的
に記録される。
【００９２】
　次に、演算処理部２６は、電極の切替を行なう（ステップＳ１６）。より具体的には、
端子切替部１４を制御して、電流用電極を、電極Ｈ１、Ｈ２、Ｆ１、Ｆ２から、電極Ａ１
，Ｄ１に切替える。これにより、端子切替部１４において、電極Ｈ１、Ｈ２、Ｆ１、Ｆ２
と定電流発生部１２との接続が切断され、電極Ａ１および電極Ｄ１と定電流発生部１２と
が接続される。また、演算処理部２６は、端子切替部１４を制御して、電圧用電極を、電
極Ｂ４，Ｃ４から、電極Ｂ１，Ｃ１に切替える。これにより、端子切替部１４において、
電極Ｂ４，Ｃ４と、電圧検出部１３との接続が切断され、電極Ｂ１，Ｃ１が、電圧検出部
１３と接続される。
【００９３】
　続いて、演算処理部２６は、定電流発生部１２に、電極Ａ１と電極Ｄ１との間に電流を
印加させる（ステップＳ１８）。その状態において、演算処理部２６は、電圧検出部１３
に、電極Ｂ１と電極Ｃ１との間の電位差を検出させる（ステップＳ２０）。インピーダン
ス算出部２６１は、ステップＳ２０で検出した電位差に基づき、インピーダンスＺｓ１を
算出する（ステップＳ２２）。ここで算出されたインピーダンスＺｓ１の値は、たとえば
記憶部２７に一時的に記録される。
【００９４】
　次に、演算処理部２６は、電極の切替を行なう（ステップＳ２４）。より具体的には、
端子切替部１４を制御して、電流用電極を、電極Ａ１，Ｄ１から電極Ａ２，Ｄ２に切替え
る。これにより、端子切替部１４において、電極Ａ１，Ｄ１と定電流発生部１２との接続
が切断され、電極Ａ２および電極Ｄ２と定電流発生部１２とが接続される。また、演算処
理部２６は、端子切替部１４を制御して、電圧用電極を、電極Ｂ１，Ｃ１から、電極Ｂ２
，Ｃ２に切替える。これにより、端子切替部１４において、電極Ｂ１，Ｃ１と電圧検出部
１３との接続が切断され、電極Ｂ２，Ｃ２が電圧検出部１３と接続される。
【００９５】
　続いて、演算処理部２６は、定電流発生部１２に、電極Ａ２と電極Ｄ２との間に電流を
印加させる（ステップＳ２６）。その状態において、演算処理部２６は、電圧検出部１３
に、電極Ｂ２と電極Ｃ２との間の電位差を検出させる（ステップＳ２８）。インピーダン
ス算出部２６１は、ステップＳ２８で検出された電位差に基づいて、インピーダンスＺｓ
２を算出する（ステップＳ３０）。ここで算出されたインピーダンスＺｓ２の値は、たと
えば記憶部２７に一時的に記録される。
【００９６】
　次に、演算処理部２６は、電極の切替を行なう（ステップＳ３２）。より具体的には、
端子切替部１４を制御して、電流用電極を、電極Ａ２，Ｄ２から電極Ａ３，Ｄ３に切替え
る。これにより、端子切替部１４において、電極Ａ２，Ｄ２と定電流発生部１２との接続
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が切断され、電極Ａ３および電極Ｄ３と定電流発生部１２とが接続される。また、演算処
理部２６は、端子切替部１４を制御して、電圧用電極を、電極Ｂ２，Ｃ２から、電極Ｂ３
，Ｃ３に切替える。これにより、端子切替部１４において、電極Ｂ２，Ｃ２と電圧検出部
１３との接続が切断され、電極Ｂ３，Ｃ３が電圧検出部１３と接続される。
【００９７】
　続いて、演算処理部２６は、定電流発生部１２に、電極Ａ３と電極Ｄ３との間に電流を
印加させる（ステップＳ３４）。その状態において、演算処理部２６は、電圧検出部１３
に、電極Ｂ３と電極Ｃ３との間の電位差を検出する（ステップＳ３６）。インピーダンス
算出部２６１は、ステップＳ３６で検出された電位差に基づいて、インピーダンスＺｓ３
を算出する（ステップＳ３８）。ここで算出されたインピーダンスＺｓ３の値は、たとえ
ば記憶部２７に一時的に記録される。
【００９８】
　次に、演算処理部２６は、電極の切替を行なう（ステップＳ４０）。より具体的には、
端子切替部１４を制御して、電流用電極を、電極Ａ３，Ｄ３から電極Ａ４，Ｄ４に切替え
る。これにより、端子切替部１４において、電極Ａ３，Ｄ３と定電流発生部１２との接続
が切断され、電極Ａ４および電極Ｄ４と定電流発生部１２とが接続される。また、演算処
理部２６は、端子切替部１４を制御して、電圧用電極を、電極Ｂ３，Ｃ３から、電極Ｂ４
，Ｃ４に切替える。これにより、端子切替部１４において、電極Ｂ３，Ｃ３と電圧検出部
１３との接続が切断され、電極Ｂ４，Ｃ４が電圧検出部１３と接続される。
【００９９】
　続いて、演算処理部２６は、定電流発生部１２に、電極Ａ４と電極Ｄ４との間に電流を
印加させる（ステップＳ４２）。その状態において、演算処理部２６は、電圧検出部１３
に、電極Ｂ４と電極Ｃ４との間の電位差を検出させる（ステップＳ４４）。インピーダン
ス算出部２６１は、ステップＳ４４で検出された電位差に基づいて、インピーダンスＺｓ
４を算出する（ステップＳ４６）。ここで算出されたインピーダンスＺｓ４の値は、たと
えば記憶部２７に一時的に記録される。
【０１００】
　次に、内臓脂肪量算出部２６２Ａは、ステップＳ２で入力された体格情報（ウエスト長
）と、インピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４と、インピーダンスＺｓ１，…，Ｚｓ４とから
内臓脂肪面積Ｓｖを算出する（ステップＳ４８）。内臓脂肪面積Ｓｖは、上述の式（１）
により算出される。なお、本実施の形態のように、４つの腹部電極列Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，
Ｅ４が設けられる場合には、４つのインピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４の平均値が、相関
式（１）におけるインピーダンスＺｔに代入され、４つのインピーダンスＺｓ１，…，Ｚ
ｓ４の平均値が、相関式（１）におけるインピーダンスＺｓに代入されることとしてもよ
い。
【０１０１】
　同時に、皮下脂肪量算出部２６２Ｂは、ステップＳ２で入力された体格情報（ウエスト
長）と、インピーダンスＺｓ１，…，Ｚｓ４とから皮下脂肪面積Ｓｓを算出する（ステッ
プＳ５０）。皮下脂肪面積Ｓｓは、上述の式（２）により算出される。なお、この場合に
も、４つのインピーダンスＺｓ１，…，Ｚｓ４の平均値が、相関式（２）におけるインピ
ーダンスＺｓに代入されることとしてもよい。
【０１０２】
　さらに、体脂肪量算出部２６２Ｃは、ステップＳ２で入力された被験者情報（身長、体
重）とインピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４とに基づいて、体脂肪率を算出する（ステップ
Ｓ５２）。体脂肪率は、上述の式（３）および（４）により算出される。なお、この場合
にも、４つのインピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４の平均値が、相関式（４）におけるイン
ピーダンスＺｔに代入されることとしてもよい。
【０１０３】
　最後に、演算処理部２６は、測定結果を表示部２１に表示する（ステップＳ５４）。
　以上で本発明の実施の形態１における体脂肪測定処理を終了する。
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【０１０４】
　なお、インピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４の典型的な値は、それぞれ約５Ω程度である
。また、インピーダンスＺｓ１，…，Ｚｓ４の典型的な値は、それぞれ約８０Ω程度とな
る。
【０１０５】
　上述のように、２種類のインピーダンスＺｔ，Ｚｓともに、被験者の腹部の縦方向に配
置された電極Ｂ，Ｃ間の電位差に基づいて算出されるため、腹部の形状（腹部の横断面と
平行な方向への突出度合い）が異なる被験者間の電極間の湾曲度の差がより小さくなり、
この湾曲度の差による被験者間の電位差の検出範囲および検出感度のばらつきを低減させ
ることができる。また、呼吸の際に発生する腹部の横断面に平行な方向の電極位置の変動
による、電位差の変動を低減することもできる。これにより、測定精度を向上させること
ができる。
【０１０６】
　また、複数の腹部電極列Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４を設けて、複数の電位差を平均処理す
ることで、脂肪の分布や脂肪の厚みの影響を除去することができる。
【０１０７】
　なお、上記フローチャートでは、電位差が検出されるごとに、インピーダンスを算出す
ることとしたが、全ての電位差が検出されてから、一括して算出するものであってもよい
。また、電極の設定・切替および電位差の検出の順序は、上述の順序に限定されるもので
はない。つまり、ステップＳ８～Ｓ１４、ステップＳ１６～Ｓ２２、ステップＳ２４～Ｓ
３０、ステップＳ３２～Ｓ３８、および、ステップＳ４０～Ｓ４６の順序は、どのような
順序であってもよい。
【０１０８】
　また、体脂肪算出の際に、インピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４、インピーダンスＺｓ１
，…，Ｚｓ４をそれぞれ平均処理することとしたが、このような方法に限定されるもので
はない。四肢より電流を流すことで検出された複数の電位差の平均値に基づいて、インピ
ーダンスＺｔを算出し、腹部より電流を流すことで検出された複数の電位差の平均値に基
づいて、インピーダンスＺｓを算出しておいてもよい。
【０１０９】
　また、ここでは、インピーダンスＺｔ１，…，Ｚｔ４、インピーダンスＺｓ１，…，Ｚ
ｓ４は、それぞれ平均処理されて内臓脂肪量や皮下脂肪量の算出に用いられたが、平均処
理以外の処理が施されてもよい。たとえば、インピーダンスごとに相関式を設けて、内臓
脂肪量や皮下脂肪量が算出されてもよい。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、被験者の体脂肪として、内臓脂肪量（内臓脂肪面積）、皮下
脂肪量（皮下脂肪面積）および体脂肪量（体脂肪率）が算出されたが、少なくとも内臓脂
肪量が算出されるものであればよい。この場合、ステップＳ２において、体格情報（ウエ
スト長）のみが入力されてもよい。
【０１１１】
　（表示例について）
　図１１は、図１０のステップＳ５４における、測定結果の表示例を示す図である。図１
１を参照して、表示部２１には、それぞれ所定の領域に、「内臓脂肪面積　１１０ｃｍ2

」、「皮下脂肪面積　９０ｃｍ2」、および「体脂肪率　３０％」と表示され、算出され
た各値が数値として表示される。これにより、被験者および／または医師は、被験者の内
臓脂肪面積、皮下脂肪面積および体脂肪率の具体的な数値を把握することができる。また
、これらが同時に表示されることにより、被験者の脂肪のバランスを、さらに把握するこ
とができる。
【０１１２】
　なお、図１１のような表示例に限定されるものではなく、以下のように、測定結果が表
示されるものであってもよい。
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【０１１３】
　図１２（Ａ）は、内臓脂肪面積のみが表示された例を示す図であり、図１２（Ｂ）は、
内臓脂肪面積および皮下脂肪面積が表示された例を示す図である。
【０１１４】
　また、測定結果に加え、被験者情報がさらに表示されてもよい。
　図１３（Ａ）は、測定結果に加え、被験者情報がさらに表示された例を示す第１の図で
ある。ここでは、被験者情報として、たとえば、体格情報であるウエスト長の他、患者Ｉ
Ｄ、年齢、性別、身長および体重の情報が表示されている。また、測定結果としては、内
臓脂肪面積、皮下脂肪面積および体脂肪率が表示されている。
【０１１５】
　図１３（Ｂ）は、測定結果に加え、被験者情報がさらに表示された例を示す第２の図で
ある。ここでも、被験者情報として、たとえば、体格情報であるウエスト長の他、患者Ｉ
Ｄ、年齢、性別、身長および体重の情報が表示されている。また、測定結果としては、内
臓脂肪面積および皮下脂肪面積が表示されている。
【０１１６】
　また、測定結果を表示する際に、内臓脂肪面積の基準値をさらに表示してもよい。「内
臓脂肪面積の基準値」とは、日本肥満学会が内臓脂肪型肥満の判定基準とする値であり、
具体的には、１００ｃｍ2に相当する。
【０１１７】
　図１４は、内臓脂肪面積の基準値がさらに表示される例を示す図である。図１４を参照
して、表示部２１には、図１１と同様の測定結果が表示され、さらに、内臓脂肪面積の基
準値（１００ｃｍ2）が、内臓脂肪面積の測定値（１１０ｃｍ2）と並べて表示されている
。このように、内臓脂肪面積の測定値と併せてその基準値を表示することにより、被験者
および／または医師は、生活習慣病につながるリスクが高いとされる内臓脂肪型肥満かど
うかを、容易に把握することができる。また、図１４に示されるように、体脂肪率の測定
値（３０％）と並べてその標準値（たとえば１０～２０％）がさらに表示されてもよい。
【０１１８】
　また、測定結果とともに、過去の測定値をグラフで表示することとしてもよい。図１５
は、測定結果とともに、過去の測定値がグラフ表示される場合の一例を示す図である。図
１５を参照して、表示部２１には、面積（単位：ｃｍ2）を縦軸に、時間を横軸にとった
、測定値の軌跡（推移）を表わすグラフが表示される。また、この際、内臓脂肪面積の基
準値（１００ｃｍ2）の位置を併せて表示してもよい。この図において、折れ線Ｌ１は、
内臓脂肪面積の過去の測定値の軌跡を示しており、折れ線Ｌ２は皮下脂肪面積の過去の測
定値の軌跡を示している。また、横軸と平行な直線Ｌ３は、内臓脂肪面積の基準値を示す
基準線である。なお、ここでは、内臓脂肪面積および皮下脂肪面積についての情報が表示
されることとしたが、内臓脂肪面積についての情報のみが表示されることとしてもよい。
また、内臓脂肪面積に関する折れ線Ｌ１のグラフと、皮下脂肪面積に関する折れ線Ｌ２の
グラフとが別々に表示されてもよい。
【０１１９】
　以上説明した実施の形態１では、腹部電極列Ｅ（Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４）に含まれる
電極Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのうち、四肢から電流を流す場合と、腹部で電流を流す場合とのいず
れも、内側に位置する電極Ｂ、Ｃの対を、電圧用電極として共通に用いたが、このように
、いずれの場合も共通に用いるものでなくてもよい。たとえば、四肢から電流を流す場合
には、電極Ｂ，Ｃの対以外の対を、電圧用電極として用いてもよい。たとえば、外側に位
置する電極Ａ，Ｄの対を電圧用電極として用いると、測定される値が大きくなるため、正
確な値の測定という観点からは望ましい。なお、電極Ａ，Ｂの対や、電極Ｂ，Ｄの対など
であってもよい。
【０１２０】
　また、本実施の形態では、４つの電極Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのうち、外側に位置する電極Ａ，
Ｄの対を電流用電極として機能させ、内側に位置する電極Ｂ，Ｃの対を電圧用電極として



(18) JP 4529862 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

機能させることとしたが、これらが逆であってもよい。すなわち、電極Ａ，Ｄの対を電圧
用電極として機能させ、電極Ｂ，Ｃの対を電流用電極として機能させてもよい。
【０１２１】
　また、腹部電極列Ｅには、４つの電極Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが含まれることとしたが、同整列
方向に配置される１対の電極がさらに含まれることとしてもよい。この場合、上記ステッ
プＳ１８，Ｓ２６，Ｓ３４，Ｓ４２においては、たとえば、６個の電極のうち、最も外側
に位置する１対の電極を介して電流を印加することとする。その状態において、内側に位
置する２対の電極の電位差をそれぞれ検出する（ステップＳ２０，Ｓ２８，Ｓ３６，Ｓ４
４）。また、四肢から電流を流す場合にも、各列において、たとえば、内側に位置する２
対の電極の電位差をそれぞれ検出する。そして、各列において、検出された２つの電位差
を平均処理することで、各々のインピーダンスを算出する。なお、検出された２つの電位
差は、体脂肪算出の際に、平均処理されていればよい。
【０１２２】
　また、本実施の形態では、検出された電位差よりインピーダンスを算出し、算出された
インピーダンスに基づいて内臓脂肪量等を算出することとしたが、検出された電位差より
直接、内臓脂肪量等が算出されてもよい。すなわち、たとえば上記した相関式（１）は、
２種類のインピーダンスＺｔ，Ｚｓを用いた式であったが、２種類の電位差を用いた式で
あってもよい。
【０１２３】
　［実施の形態２］
　次に、本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置について説明する。
【０１２４】
　上記した実施の形態１に係る体脂肪測定装置１００では、測定処理装置１１と演算ユニ
ット２とが別に設けられたが、実施の形態２に係る体脂肪測定装置は、測定処理装置１１
と演算ユニット２とを一体的に備えるものである。以下に、実施の形態１との違いについ
て説明する。
【０１２５】
　図１６は、本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置２００の構成を示す図である。
　図１６を参照して、体脂肪測定装置２００は、電極部１０および測定演算装置３を備え
る。測定演算装置３は、定電流発生部１２、電圧検出部１３、端子切替部１４、Ｉ／Ｆ１
５’、制御部２０、表示部２１、入力部２２および駆動装置２３ａを含む。
【０１２６】
　Ｉ／Ｆ１５’は、定電流発生部１２、電圧検出部１３、端子切替部１４および制御部２
０と接続される。
【０１２７】
　図１７は、本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置２００における測定演算装置３
の一例を示す概略図である。
【０１２８】
　図１７を参照して、測定演算装置３の前面に、表示部２１および入力部２２が備えられ
る。入力部２２は、テンキー、決定キー、バックスペースキー、および、画面上のカーソ
ルを上下左右に移動するためのカーソルキーなどを含む。また、入力部２２は、測定開始
を指示するための測定開始キー３１、および、測定中止を指示するための測定中止キー３
２をさらに含む。
【０１２９】
　図１８は、体脂肪測定装置２００を用いて、被験者の体脂肪が測定される様子を示す図
である。この図において、被験者３００は、正面方向を向いているものとする。被験者の
測定姿勢は、仰臥位であってもよいし、立位であってもよい。
【０１３０】
　測定演算装置３は、電極シート１９の表面側と、測定演算装置３の背面（前面に対向す
る面）側とが接せられる。これにより、被験者３００の腹部３０３に電極シート１９を載
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せた状態で、医師等が測定結果を確認することができる。
【０１３１】
　図１９は、測定演算装置３に内蔵される２つの電池の配置例を示す図である。図１９に
示されるように、２つの電池７１は、それぞれ、測定演算装置３の中心より左右または上
下均等な位置にそれぞれ内蔵されることが望ましい。これにより、測定演算装置３本体の
重量のバランスを良くすることができる。また、これにより、測定演算装置３の厚みを薄
く（小型化）することも可能となる。ここでは、測定演算装置３の中心より左右均等な位
置に表示部２１が設けられているため、電池７１が、表示部２１の左右両側の位置に内蔵
された例が示される。なお、２つの電池７１に限定されるものではなく、１つまたは３つ
以上の電池が、測定演算装置３のバランスを保てるように内蔵されればよい。
【０１３２】
　なお、被験者３００が、測定結果を容易に確認可能とするために、測定演算装置３の形
態を図２０に示すようなものとしてもよい。図２０は、本発明の実施の形態２に係る体脂
肪測定装置２００における測定演算装置３の他の例を示す概略図である。図２０において
は、その形態の違いにより、測定演算装置３Ａと記す。
【０１３３】
　図２０を参照して、測定演算装置３Ａにおいて、表示部２１を含む第１の筐体３４と、
たとえば端子切替部１４や入力部２２を含む第２の筐体３５との間に、ヒンジ３３が設け
られる。ヒンジ３３の位置や形状は、特に限定されるものではない。被験者が、測定姿勢
のままで測定結果を確認できるように、第１の筐体３４が傾けばよい。なお、この場合、
被験者の脚部側に第１の筐体３４が、被験者の頭部側に第２の筐体３５が配置されること
が好ましい。
【０１３４】
　また、本発明の体脂肪測定装置、あるいは、演算ユニットが行なう、体脂肪測定方法を
、プログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ（Co
mpact Disc-ROM）などの光学媒体や、メモリカードなどのコンピュータ読取り可能な記録
媒体にて記録させて、プログラム製品として提供することもできる。また、ネットワーク
を介したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。
【０１３５】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録され
た記録媒体とを含む。
【０１３６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明の実施の形態１における体脂肪測定装置の構成を示すブロック図である。
【図２】演算処理部の機能構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１における体脂肪測定装置の外観を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１における体脂肪測定装置を用いて、被験者の体脂肪が測定
される様子を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１における測定ユニットの概略図である。
【図６】電極シートにおける腹部電極部の具体的な配置例を示す図である。
【図７】電極シートを裏面側から見た図である。
【図８】不透明な電極シートにおける位置決め指標の一例を示す図である。
【図９】（Ａ）は、透明な電極シートの断面図であり、（Ｂ）は、不透明な電極シートの
断面図である。
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【図１０】本発明の実施の形態１における体脂肪測定処理を示すフローチャートである。
【図１１】測定結果の表示例を示す図である。
【図１２】（Ａ）は、内臓脂肪面積のみが表示された例を示す図であり、（Ｂ）は、内臓
脂肪面積および皮下脂肪面積が表示された例を示す図である。
【図１３】（Ａ）および（Ｂ）は、測定結果に加え、被験者情報がさらに表示された例を
示す第１および第２の図である。
【図１４】測定結果とともに、内臓脂肪面積の基準値がさらに表示される例を示す図であ
る。
【図１５】測定結果とともに、過去の測定値がグラフ表示される場合の一例を示す図であ
る。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置の構成を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置における測定演算装置の一例を示
す概略図である。
【図１８】本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置を用いて、被験者の体脂肪が測定
される様子を示す図である。
【図１９】測定演算装置に内蔵される２つの電池の配置例を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態２に係る体脂肪測定装置における測定演算装置の他の例を
示す概略図である。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　測定ユニット、２　演算ユニット、３，３Ａ　測定演算装置、４　配線、１０　電
極部、１０．１　腹部電極部、１０．２　四肢電極部、１１　測定処理装置、１２　定電
流発生部、１３　電圧検出部、１４　端子切替部、１９，１９Ａ　電極シート、２０　制
御部、２１　表示部、２２　入力部、２３ｂ　記録媒体、２３ａ　駆動装置、２６　演算
処理部、２７　記憶部、２９　通信装置、３１　測定開始キー、３２　測定中止キー、３
３　ヒンジ、５１　粘着シート、６１Ａ　シート材層、６１Ｂ　シート材層、６２　粘着
材層、６３　電極基材層、６４　電極層、６５　ゲル層、７１　電池、１００，２００　
体脂肪測定装置、２６１　インピーダンス算出部、２６２　体脂肪算出部、２６２Ａ　内
臓脂肪量算出部、２６２Ｂ　皮下脂肪量算出部、２６２Ｃ　体脂肪量算出部、３００　被
験者、３０１　右腕、３０２　左腕、３０３　腹部、３０４　右脚、３０５　左脚、Ａ１
，Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１，Ａ２，Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２，Ａ３，Ｂ３，Ｃ３，Ｄ３，Ａ４，Ｂ４，
Ｃ４，Ｄ４，Ｈ１，Ｈ２，Ｆ１，Ｆ２　電極、Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４　腹部電極列、Ｐ
Ｓ１　マーク、ＰＳ２　穴。
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