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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の腹部背面において体軸方向に配置するための第１電極対および第２電極対と、
　前記第１電極対の電極間に電流を流す電流生成部と、
　前記第１電極対の電極間に電流を流した場合における前記第２電極対の電極間の電位差
を検出する電位差検出部と、
　前記検出した前記第２電極対の電極間の電位差に基づいて前記被験者の内臓脂肪量を算
出する内臓脂肪量算出部とを備える内臓脂肪測定装置。
【請求項２】
　前記内臓脂肪測定装置は、さらに、
　前記被験者の腹部前面において体軸方向に配置するための第３電極対および第４電極対
を備え、
　前記電流生成部は、前記第１電極対の電極間および前記第３電極対の電極間に選択的に
電流を流し、
　前記電位差検出部は、前記第１電極対の電極間に電流を流した場合における前記第２電
極対の電極間の電位差と、前記第３電極対の電極間に電流を流した場合における前記第４
電極対の電極間の電位差とを検出し、
　前記内臓脂肪量算出部は、前記検出した前記第２電極対の電極間の電位差および前記検
出した前記第４電極対の電極間の電位差に基づいて前記被験者の内臓脂肪量を算出する請
求項１記載の内臓脂肪測定装置。
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【請求項３】
　前記第２電極対は、前記被験者の腹部背面において、前記第１電極対の両電極を通る軸
から間隔をあけて、かつ体軸方向に配置される請求項１記載の内臓脂肪測定装置。
【請求項４】
　前記第２電極対の電極の各々は、対応の前記第１電極対の電極と体軸に略垂直な方向に
一列に配置される請求項１記載の内臓脂肪測定装置。
【請求項５】
　前記第２電極対は、前記被験者の腹部背面において、前記第１電極対の両電極を通る軸
上に配置される請求項１記載の内臓脂肪測定装置。
【請求項６】
　前記第２電極対は、前記被験者の腹部背面において、前記第１電極対の両電極を通る軸
上に配置され、かつ前記第１電極対に挟まれる位置に配置される請求項５記載の内臓脂肪
測定装置。
【請求項７】
　前記内臓脂肪測定装置は、さらに、
　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、前記被験者の腹部を挟
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第５電極対を備え、
　前記電流生成部は、前記第１電極対の電極間および前記第５電極対の電極間に選択的に
電流を流し、
　前記電位差検出部は、前記第１電極対の電極間に電流を流した場合における前記第２電
極対の電極間の電位差と、前記第５電極対の電極間に電流を流した場合における前記検出
した前記第２電極対の電極間の電位差とを検出し、
　前記内臓脂肪量算出部は、前記第１電極対の電極間に電流を流した場合において検出し
た前記第２電極対の電極間の電位差と、前記第５電極対の電極間に電流を流した場合にお
いて検出した前記第２電極対の電極間の電位差とに基づいて前記被験者の内臓脂肪量を算
出する請求項１記載の内臓脂肪測定装置。
【請求項８】
　前記第１の部位は上肢を含み、前記第２の部位は下肢を含む請求項７記載の内臓脂肪測
定装置。
【請求項９】
　前記内臓脂肪測定装置は、さらに、
　前記被験者の腹部背面において体軸方向に配置するための第６電極対および第７電極対
を備え、
　前記電流生成部は、前記第１電極対の電極間および前記第６電極対の電極間に選択的に
電流を流し、
　前記電位差検出部は、前記第１電極対の電極間に電流を流した場合における前記第２電
極対、前記第６電極対または前記第７電極対の電極間の電位差と、前記第６電極対の電極
間に電流を流した場合における前記第１電極対、前記第２電極対または前記第７電極対の
電極間の電位差とを検出し、
　前記内臓脂肪量算出部は、前記第１電極対の電極間に電流を流した場合において検出し
た前記電極間の電位差と、前記第６電極対の電極間に電流を流した場合において検出した
前記電極間の電位差とに基づいて前記被験者の内臓脂肪量を算出する請求項１記載の内臓
脂肪測定装置。
【請求項１０】
　前記内臓脂肪量算出部は、
　前記検出した前記第２電極対の電極間の電位差および前記被験者の体格情報に基づいて
前記被験者の内臓脂肪量を算出する請求項１記載の内臓脂肪測定装置。
【請求項１１】
　前記内臓脂肪測定装置は、さらに、
　前記検出した前記第２電極対の電極間の電位差に基づいて、前記第１電極対の電極間に



(3) JP 4905197 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

対応する前記被験者のインピーダンスを算出するインピーダンス算出部を備え、
　前記内臓脂肪量算出部は、前記算出したインピーダンスに基づいて前記被験者の内臓脂
肪量を算出する請求項１記載の内臓脂肪測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内臓脂肪測定装置に関し、特に、被験者の腹部背面に配置された電極間の電
位差を検出することにより被験者の内臓脂肪量を測定する内臓脂肪測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内臓脂肪量は、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）によって得られる腹部断層画
像を用いて測定されている。このため、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）
によってもＸ線ＣＴと同様の腹部断層画像を撮影することは可能であるが、大型の設備が
必要であることには変わりがない。
【０００３】
　このような問題点を解決するために、大型の設備を必要とせずに内臓脂肪量を測定する
ための装置が提案されている。たとえば、特許文献１には、以下のような第１の装置が開
示されている。すなわち、人体のへそ位置を基準にして、人体の腹部表面上への配置の位
置が決定される一つ以上の電極からなる第１電極群と、人体の背中表面上に配置される一
つ以上の電極からなる第２電極群と、人体の表面上で第１電極群と第２電極群との略中間
の位置に配置される二つ以上の電極からなる第３電極群と、第１電極群から選択した一つ
の電極及び第２電極群から選択した一つの電極間に電流を流し、第３電極群の内の二つの
電極間に発生する電圧を測定し、測定された電圧値に基づいて人体腹部の脂肪量を算出す
る制御部とを有する。
【０００４】
　さらに、特許文献１には、以下のような第２の装置が開示されている。すなわち、被測
定体のへそ位置を基準にして、被測定体の腹部表面上への配置の位置が決定される一つ以
上の電極からなる第１電極群と、被測定体の背中表面上に配置される三つ以上の電極から
なる第２電極群と、第２電極群から選択した二つの電極間に電流を流し、第１電極群から
選択した一つの電極及び第２電極群から選択した一つの電極間に発生する電圧を測定する
測定手段と、該電圧値に基づいて被測定体の腹部の脂肪量を算出する算出手段とを有する
。
【特許文献１】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】
【０００５】
　特許文献１記載の第１の装置では、人体の腹部表面および背中表面間に電流を流して第
３電極群の電極間の電圧を測定する。そして、測定された電圧が内臓脂肪量と相関する値
であるとして内臓脂肪量を算出する構成である。また、特許文献１記載の第２の装置では
、人体の腹部表面に配置された電極間または背中表面に配置された電極間に電流を流して
人体の腹部表面および背中表面間の電圧を測定する。そして、測定された電圧が皮下脂肪
量と相関する値であるとして、内臓脂肪量を算出する構成である。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の第１の装置および第２の装置では、内臓脂肪量を算出
するために測定した電圧が、皮下脂肪、内臓脂肪および除脂肪（人体の筋肉、骨および内
臓等）のすべての影響を受けてしまうことから、内臓脂肪量を正確に測定することができ
ないという問題点があった。
【０００７】
　それゆえに、本発明の目的は、内臓脂肪量を正確に測定することが可能な内臓脂肪測定
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装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わる内臓脂肪測定装置は、被験者
の腹部背面において体軸方向に配置するための第１電極対および第２電極対と、第１電極
対の電極間に電流を流す電流生成部と、第１電極対の電極間に電流を流した場合における
第２電極対の電極間の電位差を検出する電位差検出部と、検出した第２電極対の電極間の
電位差に基づいて被験者の内臓脂肪量を算出する内臓脂肪量算出部とを備える。
【０００９】
　好ましくは、内臓脂肪測定装置は、さらに、被験者の腹部前面において体軸方向に配置
するための第３電極対および第４電極対を備え、電流生成部は、第１電極対の電極間およ
び第３電極対の電極間に選択的に電流を流し、電位差検出部は、第１電極対の電極間に電
流を流した場合における第２電極対の電極間の電位差と、第３電極対の電極間に電流を流
した場合における第４電極対の電極間の電位差とを検出し、内臓脂肪量算出部は、検出し
た第２電極対の電極間の電位差および検出した第４電極対の電極間の電位差に基づいて被
験者の内臓脂肪量を算出する。
【００１０】
　好ましくは、第２電極対は、被験者の腹部背面において、第１電極対の両電極を通る軸
から間隔をあけて、かつ体軸方向に配置される。
【００１１】
　好ましくは、第２電極対の電極の各々は、対応の第１電極対の電極と体軸に略垂直な方
向に一列に配置される。
【００１２】
　好ましくは、第２電極対は、被験者の腹部背面において、第１電極対の両電極を通る軸
上に配置される。
【００１３】
　より好ましくは、第２電極対は、被験者の腹部背面において、第１電極対の両電極を通
る軸上に配置され、かつ第１電極対に挟まれる位置に配置される。
【００１４】
　好ましくは、内臓脂肪測定装置は、さらに、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、被験者の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
配置するための第５電極対を備え、電流生成部は、第１電極対の電極間および第５電極対
の電極間に選択的に電流を流し、電位差検出部は、第１電極対の電極間に電流を流した場
合における第２電極対の電極間の電位差と、第５電極対の電極間に電流を流した場合にお
ける検出した第２電極対の電極間の電位差とを検出し、内臓脂肪量算出部は、第１電極対
の電極間に電流を流した場合において検出した第２電極対の電極間の電位差と、第５電極
対の電極間に電流を流した場合において検出した第２電極対の電極間の電位差とに基づい
て被験者の内臓脂肪量を算出する。
【００１５】
　より好ましくは、第１の部位は上肢を含み、第２の部位は下肢を含む。
　好ましくは、内臓脂肪測定装置は、さらに、被験者の腹部背面において体軸方向に配置
するための第６電極対および第７電極対を備え、電流生成部は、第１電極対の電極間およ
び第６電極対の電極間に選択的に電流を流し、電位差検出部は、第１電極対の電極間に電
流を流した場合における第２電極対、第６電極対または第７電極対の電極間の電位差と、
第６電極対の電極間に電流を流した場合における第１電極対、第２電極対または第７電極
対の電極間の電位差とを検出し、内臓脂肪量算出部は、第１電極対の電極間に電流を流し
た場合において検出した電極間の電位差と、第６電極対の電極間に電流を流した場合にお
いて検出した電極間の電位差とに基づいて被験者の内臓脂肪量を算出する。
【００１６】
　好ましくは、内臓脂肪量算出部は、検出した第２電極対の電極間の電位差および被験者
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の体格情報に基づいて被験者の内臓脂肪量を算出する。
【００１８】
　好ましくは、内臓脂肪測定装置は、さらに、検出した第２電極対の電極間の電位差に基
づいて、第１電極対の電極間に対応する被験者のインピーダンスを算出するインピーダン
ス算出部を備え、内臓脂肪量算出部は、算出したインピーダンスに基づいて被験者の内臓
脂肪量を算出する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、内臓脂肪量を正確に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】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。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り返さない。
【００２１】
　以下に示す本発明の実施の形態においては、内臓脂肪量のみならず、全身の脂肪量およ
び身体の特定部位別の脂肪量（上肢および下肢それぞれの脂肪量、体幹の脂肪量ならびに
腹部における皮下脂肪量等）を測定することが可能に構成された体脂肪測定装置を例示し
て説明を行なう。すなわち、「体脂肪測定装置」は「内臓脂肪測定装置」を含む。
【００２２】
　なお、「腹部」とは、体幹部のうちの胸部を除く部分である。また、「腹部より離れた
部位」とは、上腕、前腕、手首および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。また、「体軸」とは、被験者の腹部の横断面に対し略
垂直な方向の軸である。また、「腹部前面」とは、被験者の腹部のうち、被験者を正面か
ら観察した場合に視認可能な部分を含む。たとえば、被験者の腹部のうち、被験者のへそ
および背骨を通るとともに被験者の体軸と垂直な軸に沿って、被験者をへそ側から観察し
た場合に視認可能な部分を含む。また、「腹部背面」とは、被験者の腹部のうち、被験者
を後ろから観察した場合に視認可能な部分を含む。たとえば、被験者の腹部のうち、被験
者のへそおよび背骨を通るとともに被験者の体軸と垂直な軸に沿って、被験者を背骨側か
ら観察した場合に視認可能な部分を含む。
【００２３】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置の機能ブロック図である。ま
ず、この図１を参照して、体脂肪測定装置の構成について説明する。
【００２４】
　図１を参照して、体脂肪測定装置１は、制御部１０と、定電流生成部２１と、端子切替
部２２と、電位差検出部２３と、体格情報計測部２４と、被験者情報入力部２５と、表示
部２６と、操作部２７と、電源部２８と、メモリ部２９と、複数の電極とを主として備え
ている。制御部１０は、演算処理部１１を含む。
【００２５】
　体脂肪測定装置１は、複数の電極として、被験者の腹部背面に装着される腹部電極対Ａ
Ｐ１～ＡＰ４と、被験者の上肢に装着される上肢電極Ｈ１１，Ｈ２１と、被験者の下肢に
装着される下肢電極Ｆ１１，Ｆ２１とを備えている。
【００２６】
　制御部１０は、たとえばＣＰＵ（Central Processor Unit）によって構成され、体脂肪
測定装置１の全体的な制御を行なう。具体的には、制御部１０は、上述した各種機能ブロ
ックに対して指令を送出したり、得られた情報に基づいて各種の演算処理を行なったりす
る。このうち各種の演算処理については、制御部１０に設けられた演算処理部１１によっ
て行なわれる。
【００２７】
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　腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４は、それぞれ体軸方向に被験者の腹部背面の表面に装着され
る。上肢電極Ｈ１１，Ｈ２１は、好適には右手の手首の表面と左手の手首の表面とにそれ
ぞれ装着される。下肢電極Ｆ１１，Ｆ２１は、好適には右足の足首の表面と左足の足首の
表面とにそれぞれ装着される。腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４、上肢電極Ｈ１１，Ｈ２１、お
よび下肢電極Ｆ１１，Ｆ２１は、それぞれ端子切替部２２と電気的に接続されている。
【００２８】
　端子切替部２２は、たとえば複数のリレー回路によって構成される。端子切替部２２は
、制御部１０から受けた指令に基づいて、上述した複数の電極の中から選択した特定の電
極対と定電流生成部２１とを電気的に接続するとともに、上述した複数の電極の中から選
択した特定の電極対と電位差検出部２３とを電気的に接続する。これにより、端子切替部
２２によって定電流生成部２１と電気的に接続された電極対が定電流印加電極対として機
能するようになるとともに、端子切替部２２によって電位差検出部２３と電気的に接続さ
れた電極対が電位差検出電極対として機能するようになる。端子切替部２２による電気的
な接続は、測定動作中において種々切り替えられる。
【００２９】
　定電流生成部２１は、制御部１０から受けた指令に基づいて定電流を生成し、生成した
定電流を端子切替部２２に供給する。定電流生成部２１は、たとえば、体組成情報を測定
するために好適に使用される高周波電流（たとえば、５０ｋＨｚ，５００μＡ）を供給す
る。これにより、端子切替部２２によって定電流生成部２１と電気的に接続された電極対
、すなわち定電流印加電極対を介して定電流が被験者に印加されることになる。
【００３０】
　電位差検出部２３は、端子切替部２２によって電位差検出部２３と電気的に接続された
電極対、すなわち電位差検出電極対の電極間における電位差を検出し、検出した電位差を
制御部１０へ出力する。これにより、定電流が被験者に印加された状態における電位差検
出電極対の電極間の電位差が検出されることになる。
【００３１】
　体格情報計測部２４および被験者情報入力部２５は、制御部１０の演算処理部１１にお
いて行なわれる演算処理に利用される被験者情報を得るための部位である。ここで、被験
者情報とは、被験者に関する情報を意味し、たとえば年齢、性別および体格情報等の情報
のうちの少なくともいずれか１個を含む。また、体格情報とは、被験者の身体の特定の部
位におけるサイズに関する情報、たとえば、ウエスト長（腹部周長）、腹部横幅および腹
部厚み等のうちの少なくともいずれか１個を含む情報と、身長および体重等の情報とを含
む。体格情報計測部２４は、被験者の体格情報を自動計測する部位であり、計測した体格
情報を制御部１０へ出力する。一方、被験者情報入力部２５は、被験者情報を入力するた
めの部位であり、入力された被験者情報を制御部１０へ出力する。
【００３２】
　なお、図１に示される機能ブロック図においては、体格情報計測部２４および被験者情
報入力部２５の両方が体脂肪測定装置１に設けられた場合を例示しているが、これら体格
情報計測部２４および被験者情報入力部２５は、必ずしも必須の構成ではない。これら体
格情報計測部２４および／または被験者情報入力部２５を設けるか否かについては、制御
部１０の演算処理部１１において行なわれる演算処理に利用される被験者情報の種類に基
づいて適宜選択される。また、被験者情報のうち、体格情報については、体格情報計測部
２４で自動計測を行なうように構成してもよいし、被験者情報入力部２５において被験者
自らが体格情報を入力する構成としてもよい。
【００３３】
　演算処理部１１は、インピーダンス算出部１２と各種脂肪量算出部１３とを含んでいる
。インピーダンス算出部１２は、定電流生成部２１によって生成された定電流の電流値と
、電位差検出部２３において検出されて制御部１０が受けた電位差情報とに基づいて各種
インピーダンスを算出する。
【００３４】
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　各種脂肪量算出部１３は、インピーダンス算出部１２において得られたインピーダンス
情報と、体格情報計測部２４および／または被験者情報入力部２５から受けた被験者情報
とに基づいて各種脂肪量を算出する。各種脂肪量算出部１３は、たとえば被験者の全身の
体脂肪量を算出する体脂肪量算出部１４、被験者の身体の特定部位別の脂肪量を算出する
部位別脂肪量算出部１５、被験者の内臓脂肪量を算出する内臓脂肪量算出部１６および被
験者の腹部における皮下脂肪量を算出する皮下脂肪量算出部１７のうちの少なくともいず
れか１個を含む。なお、体脂肪量算出部１４および皮下脂肪量算出部１７は、内臓脂肪量
算出部１６に含まれる構成であってもよい。
【００３５】
　表示部２６は、演算処理部１１において算出された各種脂肪量の情報を表示する。表示
部２６としては、たとえばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）が利用可能である。なお、
表示部２６において表示される脂肪量としては、たとえば被験者の全身の体脂肪量、被験
者の身体の特定部位別の脂肪量、内臓脂肪量および腹部における皮下脂肪量等が挙げられ
る。ここで、脂肪量とは、たとえば脂肪重量、脂肪面積、脂肪体積および脂肪レベル等、
脂肪の量を指し示す指標を意味し、特に内臓脂肪量については、内臓脂肪重量のみならず
、内臓脂肪面積、内臓脂肪体積および内臓脂肪レベルのうちの少なくともいずれか１個を
指す。
【００３６】
　操作部２７は、体脂肪測定装置１に対して被験者が命令を入力するための部位であり、
たとえば被験者が押下可能なキー等によって構成される。
【００３７】
　電源部２８は、制御部１０等に電力を供給するための部位であり、バッテリ等の内部電
源および商用電源等の外部電源等が含まれる。
【００３８】
　メモリ部２９は、体脂肪測定装置１に関する各種のデータおよびプログラムを記憶する
ための部位であり、たとえば上述した被験者情報、算出された内臓脂肪量、および後述す
る体脂肪測定処理を実行するための体脂肪測定プログラム等を記憶している。
【００３９】
　次に、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置１において行なわれる演算処理
の一例について説明する。上述したように、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定
装置１は、各種脂肪量算出部１３において各種の脂肪量が測定可能であるが、以下におい
ては内臓脂肪量を示す指標としての内臓脂肪面積の算出の際に実施される演算処理を例示
する。
【００４０】
　図１を参照して、インピーダンス算出部１２は、定電流生成部２１において生成される
電流値と、電位差検出部２３において検出される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一方は、被験者の腹部における除脂肪量を
反映するインピーダンス（以下、インピーダンスをＺｔとも称する。）である。他方のイ
ンピーダンスは、被験者の腹部における皮下脂肪量を反映するインピーダンス（以下、イ
ンピーダンスをＺｓとも称する。）である。
【００４１】
　内臓脂肪量算出部１６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，Ｚｓお
よび被験者のウエスト長と内臓脂肪面積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。
【００４２】
　　　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）。
【００４３】
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　また、皮下脂肪量算出部１７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：ｃｍ
2）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
と皮下脂肪面積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。
【００４４】
　　　Ｓｓ＝ｅ×Ｗ×Ｚｓ＋ｆ　　　　　…（２）
　　　（ただし、ｅ，ｆ：係数、Ｗ：ウエスト長）。
【００４５】
　また、被験者の全身の体脂肪量を算出する場合には、体脂肪量算出部１４は、算出され
たインピーダンスＺｔと、被験者の体格情報に含まれる１個の情報（たとえば身長）とに
基づいて除脂肪量ＦＦＭ（単位：ｋｇ）を算出する。具体的には、たとえば、インピーダ
ンスＺｔおよび被験者の身長と除脂肪量との関係を表わす以下のような式（３）によって
、除脂肪量ＦＦＭが算出される。
【００４６】
　　　ＦＦＭ＝ｉ×Ｈ2／Ｚｔ＋ｊ　　　　　…（３）
　　　（ただし、ｉ，ｊ：係数、Ｈ：身長）。
【００４７】
　上記のような式（１），（２），（３）の各々における係数は、たとえばＭＲＩによる
測定結果に基づく回帰式により定められる。また、式（１），（２），（３）の各々にお
ける係数は、年齢および／または性別ごとに定められてもよい。
【００４８】
　そして、体脂肪量算出部１４は、算出されたインピーダンスＺｔと、被験者情報に含ま
れる少なくともいずれか１個の情報（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ＦＦ
Ｍと被験者の体重とに基づいて、以下のような式（４）により算出される。
【００４９】
　　　体脂肪率＝（Ｗｔ－ＦＦＭ）／Ｗｔ×１００　　　　　…（４）
　　　（ただし、Ｗｔ：体重）。
【００５０】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置における電極の配置例を示す
図である。図２では、４対の電極が配置された状態が示されている。
【００５１】
　図２を参照して、体脂肪測定装置１は、電極シート３１を備える。電極シート３１は、
腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４とシート材とが一体的に形成されたものであ
る。腹部電極対ＡＰ１は、腹部電極Ａ１１およびＡ２１を含む。腹部電極対ＡＰ２は、腹
部電極Ａ１２およびＡ２２を含む。腹部電極対ＡＰ３は、腹部電極Ａ１３およびＡ２３を
含む。腹部電極対ＡＰ４は、腹部電極Ａ１４およびＡ２４を含む。
【００５２】
　腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４は、被験者の腹部背面において体軸方向に
配置され、かつ体軸と略垂直な方向に互いに間隔をあけて配置される。たとえば、腹部電
極対ＡＰ２は、腹部電極対ＡＰ１の腹部電極Ａ１１，Ａ２１を通る軸から所定距離離れて
配置される。
【００５３】
　腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４の各々の電極間距離は略等しい。たとえば
、腹部電極対ＡＰ１の腹部電極Ａ１１，Ａ２１間の距離と腹部電極対ＡＰ２の腹部電極Ａ
１２，Ａ２２間の距離とは略等しい。腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４の電極
の各々は、対応する他の電極対の電極と体軸に略垂直な方向に整列して配置される。すな
わち、腹部電極Ａ１１，Ａ１２，Ａ１３，Ａ１４は体軸と略垂直な方向に一列に配置され
る。腹部電極Ａ２１，Ａ２２，Ａ２３，Ａ２４は体軸と略垂直な方向に一列に配置される
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。
【００５４】
　なお、腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４は、体軸方向に一列に配置される構
成であってもよい。すなわち、腹部電極対ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４は、腹部電極対ＡＰ１
の腹部電極Ａ１１，Ａ２１を通る軸上に配置される構成であってもよい。
【００５５】
　また、ある腹部電極対が他の腹部電極対を挟む位置に配置される構成であってもよい。
たとえば、腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２が体軸方向に一列に配置され、かつ腹部電極対ＡＰ
１が腹部電極対ＡＰ２を挟む位置に配置される。また、腹部電極対ＡＰ３，ＡＰ４が体軸
方向に一列に配置され、かつ腹部電極対ＡＰ３が腹部電極対ＡＰ４を挟む位置に配置され
る構成であってもよい。
【００５６】
　定電流生成部２１は、端子切替部２２によって定電流生成部２１と電気的に接続された
電極対（以下、電流電極対とも称する）の電極間に電流を流す。
【００５７】
　そして、電位差検出部２３は、端子切替部２２によって電位差検出部２３と電気的に接
続された電極対（以下、電圧電極対とも称する）の電極間の電位差を検出する。
【００５８】
　内臓脂肪量算出部１６は、電位差検出部２３によって検出された電圧電極対の電極間の
電位差に基づいて被験者の内臓脂肪量を算出する。
【００５９】
　［体脂肪測定装置の動作］
　次に、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置が内臓脂肪量を測定する際の動
作について説明する。
【００６０】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置が内臓脂肪量を測定する際の
動作手順を定めたフローチャートである。図３のフローチャートに示す処理は、予めプロ
グラムとしてメモリ部２９に格納されており、制御部１０がこのプログラムを読み出して
実行することにより、内臓脂肪測定処理の機能が実現される。
【００６１】
　図３を参照して、制御部１０は、体格情報（ウエスト長）を含む被験者情報の入力を受
け付ける（ステップＳ２）。ここで受け付けた被験者情報は、たとえばメモリ部２９に一
時的に保存される。
【００６２】
　次に、制御部１０は、測定開始の指示があったか否かを判断する（ステップＳ４）。制
御部１０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）。制御部
１０は、測定開始の指示を検知した場合（ステップＳ４においてＹＥＳ）、電極の設定を
行なう（ステップＳ８）。
【００６３】
　より具体的には、制御部１０は、まずインピーダンスＺｔの算出処理を行なう。すなわ
ち、制御部１０は、たとえば１対の上肢電極Ｈ１１，下肢電極Ｆ１１および１対の上肢電
極Ｈ２１，下肢電極Ｆ２１をそれぞれ電流電極対として選択し、腹部電極対ＡＰ１を電圧
電極対として選択する。端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、１対の上肢電
極Ｈ１１，下肢電極Ｆ１１および１対の上肢電極Ｈ２１，下肢電極Ｆ２１を定電流生成部
２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ１を電位差検出部２３と電気的に接続する（
ステップＳ８）。ここで、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、選択されて
いない電極と定電流生成部２１および電位差検出部２３との電気的接続を切断する。
【００６４】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、上肢から下肢の方向に電流を流す
。たとえば、定電流生成部２１は、上肢電極Ｈ１１および上肢電極Ｈ２１から下肢電極Ｆ
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１１および下肢電極Ｆ２１へ電流を流す（ステップＳ１０）。この場合、端子切替部２２
は、上肢電極Ｈ１１と上肢電極Ｈ２１とを短絡し、かつ下肢電極Ｆ１１と下肢電極Ｆ２１
とを短絡させる構成であることが好ましい。なお、定電流生成部２１および端子切替部２
２は、上肢電極Ｈ１１，Ｈ２１のいずれか１個から下肢電極Ｆ１１，Ｆ２１のいずれか１
個へ電流を流す構成であってもよい。
【００６５】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ１の腹部電極Ａ１１，Ａ２１間の電位差を検出する（ステップＳ１２）。
【００６６】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４を順番に電圧電極対として
選択する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ
２，ＡＰ３，ＡＰ４を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ８）。そ
して、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ２，ＡＰ３，
ＡＰ４の各々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ１２）。
【００６７】
　インピーダンス算出部１２は、すべての電極対の組み合わせに対して電位差の検出が終
了した場合、ここでは腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４の各々の電極間におけ
る電位差の検出が終了した場合（ステップＳ１３でＹＥＳ）、定電流生成部２１が流した
電流値と、電位差検出部２３が検出した各電位差とに基づいて、インピーダンスＺｔ１～
Ｚｔ４を算出する（ステップＳ１４）。インピーダンス算出部１２が算出したインピーダ
ンスＺｔ１～Ｚｔ４の値は、たとえばメモリ部２９に一時的に保存される。
【００６８】
　次に、制御部１０は、インピーダンスＺｓの算出処理を行なう。
　すなわち、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ１を電流電極対として選択し、腹部電極対Ａ
Ｐ２を電圧電極対として選択する。端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹
部電極対ＡＰ１を定電流生成部２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ２を電位差検
出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。ここで、端子切替部２２は、制御部１
０の制御に基づいて、各腹部電極対を選択的に電位差検出部２３と電気的に接続し、選択
されていない腹部電極対、上肢電極および下肢電極と定電流生成部２１および電位差検出
部２３との電気的接続を切断する。
【００６９】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ１の腹部電極Ａ１
１，Ａ２１間に電流を流す（ステップＳ１８）。
【００７０】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ２の腹部電極Ａ１２，Ａ２２間の電位差を検出する（ステップＳ２０）。
【００７１】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４を順番に電圧電極対として選択
する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３お
よびＡＰ４を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。そして、
電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４の各
々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ２０）。
【００７２】
　次に、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ２を電流電極対として選択し、腹部電極対ＡＰ１
を電圧電極対として選択する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づい
て、腹部電極対ＡＰ２を定電流生成部２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ１を電
位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。
【００７３】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ２の腹部電極Ａ１
２，Ａ２２間に電流を流す（ステップＳ１８）。
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【００７４】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ１の腹部電極Ａ１１，Ａ２１間の電位差を検出する（ステップＳ２０）。
【００７５】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４を順番に電圧電極対として選択
する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３お
よびＡＰ４を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。そして、
電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４の各
々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ２０）。
【００７６】
　同様に、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４を順番に電流電極対として選択
し、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４の各々について腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４のうちの電
流電極対以外の腹部電極対を順番に電圧電極対として選択し、電圧電極対の電極間の電位
差をそれぞれ検出する（ステップＳ１６～Ｓ２０）。
【００７７】
　インピーダンス算出部１２は、すべての電極対の組み合わせに対して電流の印加および
電位差の検出が終了した場合（ステップＳ２１でＹＥＳ）、定電流生成部２１が流した電
流値と、電位差検出部２３が検出した各電位差とに基づいて、インピーダンスＺｓ１～Ｚ
ｓ１２を算出する（ステップＳ２２）。インピーダンス算出部１２が算出したインピーダ
ンスＺｓ１～Ｚｓ１２の値は、たとえばメモリ部２９に一時的に保存される。
【００７８】
　次に、内臓脂肪量算出部１６は、ステップＳ２で制御部１０が受け付けた体格情報（ウ
エスト長）と、インピーダンスＺｔ１～Ｚｔ４と、インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ１２とに
基づいて内臓脂肪面積Ｓｖを算出する（ステップＳ２４）。内臓脂肪面積Ｓｖは、上述の
式（１）により算出される。なお、本発明の第１の実施の形態のように、体脂肪測定装置
１が４個の腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４を備える場合には、たとえば、４個のインピーダン
スＺｔ１～Ｚｔ４の平均値が式（１）におけるインピーダンスＺｔに代入され、１２個の
インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ１２の平均値が式（１）におけるインピーダンスＺｓに代入
される。
【００７９】
　また、皮下脂肪量算出部１７は、ステップＳ２で制御部１０が受け付けた体格情報（ウ
エスト長）と、インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ１２とに基づいて皮下脂肪面積Ｓｓを算出す
る（ステップＳ２６）。皮下脂肪面積Ｓｓは、上述の式（２）により算出される。なお、
本発明の第１の実施の形態のように、体脂肪測定装置１が４個の腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ
４を備える場合には、たとえば、１２個のインピーダンスＺｓ１～Ｚｓ１２の平均値が、
式（２）におけるインピーダンスＺｓに代入される。
【００８０】
　また、体脂肪量算出部１４は、ステップＳ２で入力された被験者情報（たとえば身長）
とインピーダンスＺｔ１～Ｚｔ４とに基づいて、除脂肪量ＦＦＭを算出する（ステップＳ
２８）。除脂肪量ＦＦＭは、上述の式（３）により算出される。なお、本発明の第１の実
施の形態のように、体脂肪測定装置１が４個の腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４を備える場合に
は、たとえば、４個のインピーダンスＺｔ１～Ｚｔ４の平均値が、式（３）におけるイン
ピーダンスＺｔに代入される。
【００８１】
　また、体脂肪量算出部１４は、ステップＳ２で入力された被験者情報（体重）とステッ
プＳ２８で算出した除脂肪量ＦＦＭとに基づいて、体脂肪率を算出する（ステップＳ３０
）。体脂肪率は、上述の式（４）により算出される。
【００８２】
　そして、表示部２６は、制御部１０の制御に基づいて、各測定結果を表示する（ステッ
プＳ３２）。
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【００８３】
　以上で体脂肪測定装置１は体脂肪測定処理を終了する。
　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～Ｚｓ１２の典型的な値は、それぞれ約８０Ω程度である。
【００８４】
　ところで、特許文献１記載の第１の装置および第２の装置では、内臓脂肪量を算出する
ために測定した電圧が、皮下脂肪、内臓脂肪および除脂肪（人体の筋肉、骨および内臓等
）のすべての影響を受けてしまうことから、内臓脂肪量を正確に測定することができない
という問題点があった。
【００８５】
　しかしながら、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置は、被験者の腹部背面
において体軸方向に配置するための腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４を備える。電位差検出部２
３は、腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４のうちのいずれか１個の電極対の電極間に電流を流した
場合における他の電極対の電極間の電位差を検出する。そして、内臓脂肪量算出部１６は
、検出した電位差に基づいて被験者の内臓脂肪量を算出する。このような構成により、内
臓脂肪および除脂肪の影響が排除された皮下脂肪のみと相関する電位差を検出することが
できるため、検出した電位差に基づいて内臓脂肪量を正確に測定することができる。
【００８６】
　また、一般的に、皮下脂肪は腹部前面よりも腹部背面の方が多い。ここで、本発明の第
１の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、定電流生成部２１は、被験者の腹部背面にお
いて体軸方向に配置された電流電極対の電極間に電流を流す。そして、内臓脂肪量算出部
１６は、被験者の腹部背面において体軸方向に配置された電圧電極対の電極間の電位差に
基づいて内臓脂肪量を算出する。このような構成により、皮下脂肪とより相関の大きい電
位差を検出することができるため、検出した電位差に基づいて内臓脂肪量を正確に測定す
ることができる。
【００８７】
　また、上記のような構成により、腹部の形状すなわち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において、電流電極対の電極間の湾曲度の差および電圧電極対
の電極間の湾曲度の差をより小さくすることができる。これにより、電極間の湾曲度の差
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することができる。
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。したがって、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定
装置では、内臓脂肪量の測定精度を向上させることができる。
【００８８】
　また、皮下脂肪量は、被験者の体軸方向と略垂直な方向には均一である場合が多いが、
被験者の体軸方向では大きく異なる場合が多い。ここで、本発明の第１の実施の形態に係
る体脂肪測定装置では、上記のような構成により、ばらつきの大きい被験者の体軸方向に
おける皮下脂肪量を測定することができるため、内臓脂肪量を正確に測定することができ
る。
【００８９】
　また、電極シート３１の体軸方向の幅は、大きすぎると装着しにくくなり、また、体脂
肪測定装置が大型化してしまう。このため、腹部電極間の体軸方向の距離および腹部電極
の個数はある程度小さい方が好ましい。ここで、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪
測定装置では、腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４は、被験者の腹部背面におい
て体軸方向に配置され、かつ体軸と略垂直な方向に互いに間隔をあけて配置される。この
ような構成により、電極シート３１の体軸方向の幅を小さくすることができるため、体脂
肪測定装置の装着性の向上および小型化を図ることができる。
【００９０】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、複数の腹部電極対ＡＰ１
，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４を設けて、測定した各電極対の電極間の電位差に基づいて、複
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数のインピーダンスＺｔおよび複数のインピーダンスＺｓをそれぞれ算出し、インピーダ
ンスＺｔおよびインピーダンスＺｓの各々の平均値を用いて内臓脂肪量を算出する。この
ような構成により、脂肪の分布および脂肪の厚みのばらつきによる影響を除去することが
できる。
【００９１】
　なお、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、図３のフローチャートに
おいて、インピーダンス算出部１２は、すべての電極対の組み合わせに対応する電位差が
検出されてから、一括してインピーダンスを算出する構成であるとしたが、これに限定す
るものではない。電極対の電極間の電位差が検出されるたびに、インピーダンスを算出す
る構成であってもよい。また、電流電極対および電圧電極対の設定順序は、図３のフロー
チャートに示す順序に限定されるものではない。また、インピーダンスＺｓを算出してか
らインピーダンスＺｔを算出する構成であってもよい。
【００９２】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、図３のフローチャートに
おいて、内臓脂肪量算出部１６は、インピーダンスＺｔ１～Ｚｔ４の平均値を式（１）に
おけるインピーダンスＺｔに代入し、インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ１２の平均値を式（１
）におけるインピーダンスＺｓに代入する構成であるとしたが、これに限定するものでは
ない。インピーダンス算出部１２が、上肢電極および下肢電極間に電流が流された場合に
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を算出する。また、イ
ンピーダンス算出部１２が、腹部電極対の電極間に電流が流された場合に検出された複数
の電位差の平均値に基づいて、インピーダンスＺｓを算出する構成であってもよい。
【００９３】
　また、インピーダンス算出部１２が、インピーダンスＺｔおよびＺｓの各々について相
関式を設けて、インピーダンスＺｔおよびＺｓを算出する構成であってもよい。また、イ
ンピーダンスＺｔおよびＺｓの代表値をそれぞれ選択する構成であってもよい。代表値は
、たとえば算出した複数のインピーダンスの最大値等、所定の条件に基づいて選択される
。
【００９４】
　また、一般的に、除脂肪量は、被験者の体格による差が小さい。したがって、本発明の
第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置のように、上肢電極および下肢電極間に電流を流
した場合における腹部電極対の電極間の電位差に基づいて除脂肪量に対応するインピーダ
ンスＺｔを算出する構成に限らず、インピーダンスＺｔを固定値として保存し、保存され
ているインピーダンスＺｔを内臓脂肪量の算出に用いる構成であってもよい。
【００９５】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、体格情報としてウエスト
長を用いて内臓脂肪量を算出したが、これに限定するものではなく、ウエスト長の代わり
に腹部横幅および腹部厚みを体格情報として用いる構成であってもよい。
【００９６】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、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、被験
者情報入力部２５が得る被験者情報は体格情報（ウエスト長）のみであってもよい。
【００９７】
　次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。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り返さない。
【００９８】
　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態は、腹部前面に配置される腹部電極対を追加した体脂肪測定装置に関する
。以下で説明する内容以外は第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置と同様である。
【００９９】
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　図４は、本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置における電極の配置例を示す
図である。
【０１００】
　図４を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置は、本発明の第１の
実施の形態に係る体脂肪測定装置と比べて、さらに、電極シート３２を備える。電極シー
ト３２は、腹部電極対ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８とシート材とが一体的に形成され
たものである。腹部電極対ＡＰ５は、腹部電極Ａ１５およびＡ２５を含む。腹部電極対Ａ
Ｐ６は、腹部電極Ａ１６およびＡ２６を含む。腹部電極対ＡＰ７は、腹部電極Ａ１７およ
びＡ２７を含む。腹部電極対ＡＰ８は、腹部電極Ａ１８およびＡ２８を含む。なお、電極
シート３２は電極シート３１と一体に形成されていてもよいし、分離されていてもよい。
【０１０１】
　腹部電極対ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８は、被験者の腹部前面において体軸方向に
配置され、かつ体軸と略垂直な方向に互いに間隔をあけて配置される。たとえば、腹部電
極対ＡＰ６は、腹部電極対ＡＰ５の腹部電極Ａ１５，Ａ２５を通る軸から所定距離離れて
配置される。
【０１０２】
　腹部電極対ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８の各々の電極間距離は略等しい。たとえば
、腹部電極対ＡＰ５の腹部電極Ａ１５，Ａ２５間の距離と腹部電極対ＡＰ６の腹部電極Ａ
１６，Ａ２６間の距離とは略等しい。腹部電極対ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８の電極
の各々は、対応する他の電極対の電極と体軸に略垂直な方向に整列して配置される。すな
わち、腹部電極Ａ１５，Ａ１６，Ａ１７，Ａ１８は体軸と略垂直な方向に一列に配置され
る。腹部電極Ａ２５，Ａ２６，Ａ２７，Ａ２８は体軸と略垂直な方向に一列に配置される
。
【０１０３】
　なお、腹部電極対ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８は、体軸方向に一列に配置される構
成であってもよい。すなわち、腹部電極対ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８は、腹部電極対ＡＰ５
の腹部電極Ａ１５，Ａ２５を通る軸上に配置される構成であってもよい。
【０１０４】
　また、ある腹部電極対が他の腹部電極対を挟む位置に配置される構成であってもよい。
たとえば、腹部電極対ＡＰ５，ＡＰ６が体軸方向に一列に配置され、かつ腹部電極対ＡＰ
５が腹部電極対ＡＰ６を挟む位置に配置される。また、腹部電極対ＡＰ７，ＡＰ８が体軸
方向に一列に配置され、かつ腹部電極対ＡＰ７が腹部電極対ＡＰ８を挟む位置に配置され
る構成であってもよい。
【０１０５】
　定電流生成部２１は、端子切替部２２によって定電流生成部２１と電気的に接続された
電極対すなわち電流電極対の電極間に電流を流す。
【０１０６】
　そして、電位差検出部２３は、端子切替部２２によって電位差検出部２３と電気的に接
続された電極対すなわち電圧電極対の電極間の電位差を検出する。
【０１０７】
　内臓脂肪量算出部１６は、電位差検出部２３によって検出された腹部背面における電圧
電極対の電極間の電位差と、電位差検出部２３によって検出された腹部前面における電圧
電極対の電極間の電位差とに基づいて被験者の内臓脂肪量を算出する。
【０１０８】
　［体脂肪測定装置の動作］
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置が内臓脂肪量を測定する際の動
作について説明する。
【０１０９】
　本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置が内臓脂肪量を測定する際の動作手順
を定めたフローチャートは、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置と同様に、



(15) JP 4905197 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

図３で示される。図３のフローチャートに示す処理は、予めプログラムとしてメモリ部２
９に格納されており、制御部１０がこのプログラムを読み出して実行することにより、内
臓脂肪測定処理の機能が実現される。
【０１１０】
　図３を参照して、制御部１０は、体格情報（ウエスト長）を含む被験者情報の入力を受
け付ける（ステップＳ２）。ここで受け付けた被験者情報は、たとえばメモリ部２９に一
時的に保存される。
【０１１１】
　次に、制御部１０は、測定開始の指示があったか否かを判断する（ステップＳ４）。制
御部１０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）。制御部
１０は、測定開始の指示を検知した場合（ステップＳ４においてＹＥＳ）、電極の設定を
行なう（ステップＳ８）。
【０１１２】
　より具体的には、制御部１０は、まずインピーダンスＺｔの算出処理を行なう。すなわ
ち、制御部１０は、たとえば１対の上肢電極Ｈ１１，下肢電極Ｆ１１および１対の上肢電
極Ｈ２１，下肢電極Ｆ２１をそれぞれ電流電極対として選択し、腹部電極対ＡＰ１を電圧
電極対として選択する。端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、１対の上肢電
極Ｈ１１，下肢電極Ｆ１１および１対の上肢電極Ｈ２１，下肢電極Ｆ２１を定電流生成部
２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ１を電位差検出部２３と電気的に接続する（
ステップＳ８）。ここで、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、選択されて
いない電極と定電流生成部２１および電位差検出部２３との電気的接続を切断する。
【０１１３】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、上肢から下肢の方向に電流を流す
。たとえば、定電流生成部２１は、上肢電極Ｈ１１および上肢電極Ｈ２１から下肢電極Ｆ
１１および下肢電極Ｆ２１へ電流を流す（ステップＳ１０）。この場合、端子切替部２２
は、上肢電極Ｈ１１と上肢電極Ｈ２１とを短絡し、かつ下肢電極Ｆ１１と下肢電極Ｆ２１
とを短絡させる構成であることが好ましい。なお、定電流生成部２１および端子切替部２
２は、上肢電極Ｈ１１，Ｈ２１のいずれか１個から下肢電極Ｆ１１，Ｆ２１のいずれか１
個へ電流を流す構成であってもよい。
【０１１４】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ１の腹部電極Ａ１１，Ａ２１間の電位差を検出する（ステップＳ１２）。
【０１１５】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４，ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７
，ＡＰ８を順番に電圧電極対として選択する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０
の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４，ＡＰ５，ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ
８を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ８）。そして、電位差検出
部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４，ＡＰ５，
ＡＰ６，ＡＰ７，ＡＰ８の各々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ１２）。
【０１１６】
　インピーダンス算出部１２は、すべての電極対の組み合わせに対して電位差の検出が終
了した場合、ここでは腹部電極対ＡＰ１，ＡＰ２，ＡＰ３，ＡＰ４，ＡＰ５，ＡＰ６，Ａ
Ｐ７，ＡＰ８の各々の電極間における電位差の検出が終了した場合（ステップＳ１３でＹ
ＥＳ）、定電流生成部２１が流した電流値と、電位差検出部２３が検出した各電位差とに
基づいて、インピーダンスＺｔ１～Ｚｔ８を算出する（ステップＳ１４）。インピーダン
ス算出部１２が算出したインピーダンスＺｔ１～Ｚｔ８の値は、たとえばメモリ部２９に
一時的に保存される。
【０１１７】
　次に、制御部１０は、腹部背面におけるインピーダンスＺｓの算出処理を行なう。
　すなわち、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ１を電流電極対として選択し、腹部電極対Ａ
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Ｐ２を電圧電極対として選択する。端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹
部電極対ＡＰ１を定電流生成部２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ２を電位差検
出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。ここで、端子切替部２２は、制御部１
０の制御に基づいて、各腹部電極対を選択的に電位差検出部２３と電気的に接続し、選択
されていない腹部電極対、上肢電極および下肢電極と定電流生成部２１および電位差検出
部２３との電気的接続を切断する。
【０１１８】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ１の腹部電極Ａ１
１，Ａ２１間に電流を流す（ステップＳ１８）。
【０１１９】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ２の腹部電極Ａ１２，Ａ２２間の電位差を検出する（ステップＳ２０）。
【０１２０】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４を順番に電圧電極対として選択
する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３お
よびＡＰ４を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。そして、
電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４の各
々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ２０）。
【０１２１】
　次に、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ２を電流電極対として選択し、腹部電極対ＡＰ１
を電圧電極対として選択する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づい
て、腹部電極対ＡＰ２を定電流生成部２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ１を電
位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。
【０１２２】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ２の腹部電極Ａ１
２，Ａ２２間に電流を流す（ステップＳ１８）。
【０１２３】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ１の腹部電極Ａ１１，Ａ２１間の電位差を検出する（ステップＳ２０）。
【０１２４】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４を順番に電圧電極対として選択
する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３お
よびＡＰ４を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。そして、
電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４の各
々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ２０）。
【０１２５】
　同様に、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４を順番に電流電極対として選択
し、腹部電極対ＡＰ３およびＡＰ４の各々について腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ４のうちの電
流電極対以外の腹部電極対を順番に電圧電極対として選択し、電圧電極対の電極間の電位
差をそれぞれ検出する（ステップＳ１６～Ｓ２０）。
【０１２６】
　次に、制御部１０は、腹部前面におけるインピーダンスＺｓの算出処理を行なう。
　すなわち、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ５を電流電極対として選択し、腹部電極対Ａ
Ｐ６を電圧電極対として選択する。端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹
部電極対ＡＰ５を定電流生成部２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ６を電位差検
出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。ここで、端子切替部２２は、制御部１
０の制御に基づいて、各腹部電極対を選択的に電位差検出部２３と電気的に接続し、選択
されていない腹部電極対、上肢電極および下肢電極と定電流生成部２１および電位差検出
部２３との電気的接続を切断する。
【０１２７】
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　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ５の腹部電極Ａ１
５，Ａ２５間に電流を流す（ステップＳ１８）。
【０１２８】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ６の腹部電極Ａ１６，Ａ２６間の電位差を検出する（ステップＳ２０）。
【０１２９】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ７およびＡＰ８を順番に電圧電極対として選択
する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ７お
よびＡＰ８を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。そして、
電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ７およびＡＰ８の各
々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ２０）。
【０１３０】
　次に、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ６を電流電極対として選択し、腹部電極対ＡＰ５
を電圧電極対として選択する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づい
て、腹部電極対ＡＰ６を定電流生成部２１と電気的に接続し、かつ腹部電極対ＡＰ５を電
位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。
【０１３１】
　定電流生成部２１は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ６の腹部電極Ａ１
６，Ａ２６間に電流を流す（ステップＳ１８）。
【０１３２】
　この状態において、電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対Ａ
Ｐ５の腹部電極Ａ１５，Ａ２５間の電位差を検出する（ステップＳ２０）。
【０１３３】
　そして、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ７およびＡＰ８を順番に電圧電極対として選択
する。すなわち、端子切替部２２は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ７お
よびＡＰ８を順番に電位差検出部２３と電気的に接続する（ステップＳ１６）。そして、
電位差検出部２３は、制御部１０の制御に基づいて、腹部電極対ＡＰ７およびＡＰ８の各
々の電極間の電位差を順番に検出する（ステップＳ２０）。
【０１３４】
　同様に、制御部１０は、腹部電極対ＡＰ７およびＡＰ８を順番に電流電極対として選択
し、腹部電極対ＡＰ７およびＡＰ８の各々について腹部電極対ＡＰ５～ＡＰ８のうちの電
流電極対以外の腹部電極対を順番に電圧電極対として選択し、電圧電極対の電極間の電位
差をそれぞれ検出する（ステップＳ１６～Ｓ２０）。
【０１３５】
　インピーダンス算出部１２は、すべての電極対の組み合わせに対して電流の印加および
電位差の検出が終了した場合（ステップＳ２１でＹＥＳ）、定電流生成部２１が流した電
流値と、電位差検出部２３が検出した各電位差とに基づいて、インピーダンスＺｓ１～Ｚ
ｓ２４を算出する（ステップＳ２２）。インピーダンス算出部１２が算出したインピーダ
ンスＺｓ１～Ｚｓ２４の値は、たとえばメモリ部２９に一時的に保存される。
【０１３６】
　次に、内臓脂肪量算出部１６は、ステップＳ２で制御部１０が受け付けた体格情報（ウ
エスト長）と、インピーダンスＺｔ１～Ｚｔ８と、インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ２４とに
基づいて内臓脂肪面積Ｓｖを算出する（ステップＳ２４）。内臓脂肪面積Ｓｖは、上述の
式（１）により算出される。なお、本発明の第２の実施の形態のように、体脂肪測定装置
１が８個の腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ８を備える場合には、たとえば、８個のインピーダン
スＺｔ１～Ｚｔ８の平均値が式（１）におけるインピーダンスＺｔに代入され、２４個の
インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ２４の平均値が式（１）におけるインピーダンスＺｓに代入
される。
【０１３７】
　また、皮下脂肪量算出部１７は、ステップＳ２で制御部１０が受け付けた体格情報（ウ
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エスト長）と、インピーダンスＺｓ１～Ｚｓ２４とに基づいて皮下脂肪面積Ｓｓを算出す
る（ステップＳ２６）。皮下脂肪面積Ｓｓは、上述の式（２）により算出される。なお、
本発明の第２の実施の形態のように、体脂肪測定装置１が８個の腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ
８を備える場合には、たとえば、２４個のインピーダンスＺｓ１～Ｚｓ２４の平均値が、
式（２）におけるインピーダンスＺｓに代入される。
【０１３８】
　また、体脂肪量算出部１４は、ステップＳ２で入力された被験者情報（たとえば身長）
とインピーダンスＺｔ１～Ｚｔ８とに基づいて、除脂肪量ＦＦＭを算出する（ステップＳ
２８）。除脂肪量ＦＦＭは、上述の式（３）により算出される。なお、本発明の第２の実
施の形態のように、体脂肪測定装置１が８個の腹部電極対ＡＰ１～ＡＰ８を備える場合に
は、たとえば、８個のインピーダンスＺｔ１～Ｚｔ８の平均値が、式（３）におけるイン
ピーダンスＺｔに代入される。
【０１３９】
　また、体脂肪量算出部１４は、ステップＳ２で入力された被験者情報（体重）とステッ
プＳ２８で算出した除脂肪量ＦＦＭとに基づいて、体脂肪率を算出する（ステップＳ３０
）。体脂肪率は、上述の式（４）により算出される。
【０１４０】
　そして、表示部２６は、制御部１０の制御に基づいて、各測定結果を表示する（ステッ
プＳ３２）。
【０１４１】
　以上で体脂肪測定装置１は体脂肪測定処理を終了する。
　なお、インピーダンスＺｔ１～Ｚｔ８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～Ｚｓ２４の典型的な値は、それぞれ約８０Ω程度である。
【０１４２】
　その他の構成および動作は第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置と同様であるため、
ここでは詳細な説明を繰り返さない。
【０１４３】
　したがって、本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、被験者の腹部背面
において検出した電位差と、さらに被験者の腹部前面において検出した電位差とに基づい
て内臓脂肪量を算出するため、本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置と比べて
さらに、内臓脂肪量を正確に測定することができる。
【０１４４】
　なお、本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置では、内臓脂肪量算出部１６は
、腹部前面および腹部背面の両方に対応するインピーダンスに基づいて内臓脂肪量を算出
する構成であるとしたが、これに限定するものではない。内臓脂肪量算出部１６が、腹部
前面および腹部背面のいずれか一方に対応するインピーダンスを選択して内臓脂肪量を算
出する構成であってもよい。たとえば、内臓脂肪量算出部１６が、腹部前面に対応するイ
ンピーダンスと腹部背面に対応するインピーダンスとで大きい方を選択する構成であって
もよい。
【０１４５】
　また、内臓脂肪量算出部１６が、腹部前面における測定結果に基づく内臓脂肪量と腹部
背面における測定結果に基づく内臓脂肪量とで大きい方を選択する構成であってもよい。
【０１４６】
　また、内臓脂肪量算出部１６が、腹部前面における測定結果に基づく内臓脂肪量、およ
び腹部背面における測定結果に基づく内臓脂肪量の平均値を求めて代表値とする等、所定
の条件に基づいて内臓脂肪量の代表値を算出する構成であってもよい。
【０１４７】
　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
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る。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る体脂肪測定装置における電極の配置例を示す図
である。
【図３】本発明の第１の実施の形態および本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装
置が内臓脂肪量を測定する際の動作手順を定めたフローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る体脂肪測定装置における電極の配置例を示す図
である。
【符号の説明】
【０１４９】
　１　体脂肪測定装置、１０　制御部、１１　演算処理部、１２　インピーダンス算出部
、１３　各種脂肪量算出部、１４　体脂肪量算出部、１５　部位別脂肪量算出部、１６　
内臓脂肪量算出部、１７　皮下脂肪量算出部、２１　定電流生成部、２２　端子切替部、
２３　電位差検出部、２４　体格情報計測部、２５　被験者情報入力部、２６　表示部、
２７　操作部、２８　電源部、２９　メモリ部、３１，３２　電極シート、ＡＰ１～ＡＰ
８　腹部電極対、Ｈ１１，Ｈ２１　上肢電極、Ｆ１１，Ｆ２１　下肢電極、Ａ１１～Ａ１
８，Ａ２１～Ａ２８　腹部電極。

【図１】 【図２】
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