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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動物を立たせることが可能な基板と、
　前記基板上に配置され、前記基板上に立たされた動物の足に接触する少なくとも１つの
電流印加用電極と少なくとも１つの電圧測定用電極とをそれぞれ含む複数の電極体と、
　動物の動きを阻止する動き阻止部と、
　前記動き阻止部によって動物の動きが阻止される間、電流印加用電極に接触する動物の
足に電流を印加し、電圧測定用電極に接触する動物の足に印加される電圧を測定する測定
部と、
　前記測定部によって測定された電圧から動物の生体インピーダンスを計算して、計算さ
れた動物の生体インピーダンスから当該動物の体成分を分析する体成分分析部と
　を含み、
　前記動き阻止部は、動物の習性に応じて前記基板上に立たされた動物が動きをためらう
ように前記複数の電極体の物理的な運動を制御して前記動物の動きを阻止することを特徴
とする動物用体成分分析装置。
【請求項２】
　前記物理的な運動が、
　前記複数の電極体の同時移動、前記複数の電極体それぞれの個別的な移動、前記複数の
電極体の垂直方向への昇降、前記複数の電極体の水平方向への移動、前記複数の電極体の
ランダムな方向への移動、前記複数の電極体の回転および前記複数の電極体の振動のうち
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少なくとも１つであることを特徴とする
　請求項１に記載の動物用体成分分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動物の体成分を分析することができる動物用体成分分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人とは異なり犬や猫などのような動物の体成分を測定する場合、動物の頻繁に動こうと
する傾向のために動物の正確な体成分の測定は困難である。したがって、犬や猫などのよ
うな動物の正確な体成分を測定するためには、動物の動きを制限することができる特別な
対策が必要である。
【０００３】
　よって、本発明者は、犬や猫などの動物の体成分測定時の動物の動きを効果的に制限す
ることができ、より正確に動物の体成分を測定できる技術に対する研究を行うこととなっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０００５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記趣旨の下に発明されたものであり、動物の体成分測定時に動物の動きを
効果的に制限することができる動物用体成分分析装置を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記のような目的を達成するための本発明の一態様によれば、動物用体成分分析装置が
、動物の足と接触する電極体の物理的な運動を制御することによって動物の動きを阻止す
ることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の一態様によれば、動物用体成分分析装置が、動物が動きをためらうよう
に動物の足が接触する電極体を地面に対して特定の高さに離隔して設けたことを特徴とす
る。
【０００８】
　また、本発明の一態様によれば、動物用体成分分析装置が、動物の動きを視覚的または
聴覚的な手段によって阻止し、動物の動きが阻止される間に体成分情報を測定することを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、動物の体成分測定時に動物の動きを効果的に制限することができ、より正確
に動物の体成分を測定できる非常に有用な効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る動物用体成分分析装置の一実施形態の構成を示すブロック図である
。
【図２】複数の電極体を同時に移動させる実施形態を示す図である。
【図３】複数の電極体をそれぞれ個別的に移動させる実施形態を示す図である。
【図４】電極体を垂直方向へ昇降させた実施形態を示す図である。
【図５】電極体を水平方向に移動させた実施形態を示す図である。
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【図６】電極体を回転させる一実施形態を示す図である。
【図７】電極体を回転させる他の実施形態を示す図である。
【図８】電極体を垂直方向に振動させる実施形態を示す図である。
【図９】電極体の電極配列の一例を示す図である。
【図１０】電極体の電極配列の他の例を示す図である。
【図１１】本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態の構成を示すブロック図で
ある。
【図１２】本発明に係る動物用体成分分析装置の一実施形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図１３】動き阻止部に透明ガラスを採用した実施形態を示す図である。
【図１４】動き阻止部に水平鏡を採用した実施形態を示す図である。
【図１５】動き阻止部に垂直鏡を採用した実施形態を示す図である。
【図１６】動き阻止部に光出力器を採用した実施形態を示す図である。
【図１７】動き阻止部に音響出力器を採用した実施形態を示す図である。
【図１８】本発明に係る動物用体成分分析装置の一実施形態の構成を示すブロック図であ
る。
【図１９】本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態を示す図である。
【図２０】本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態を示す図である。
【図２１】本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付する図面を参照しながら、記述する好適な実施形態によって、本発明を当業
者が容易に理解して再現できるように詳細に記述することにする。
【００１２】
　本発明を説明するにあたり、関連する公知の機能または構成に対する具体的な説明が本
発明の実施形態の要旨を不要に曖昧にするものと判断される場合には、その詳細な説明を
省略する。
【００１３】
　本発明の明細書全般に亘って用いられる用語は、本発明の実施形態における機能を考慮
して定義された用語であって、ユーザまたは運用者の意図、慣例などによって十分に変形
し得る事項であるため、この用語の定義は本明細書の全般に亘る内容を基に定められるべ
きである。
【００１４】
　図１は、本発明に係る動物用体成分分析装置の一実施形態の構成を示すブロック図であ
る。図１に示すように、この実施形態に係る動物用体成分分析装置１００は、複数の電極
体１１０と、駆動部１２０と、測定部１３０と、体成分分析部１４０とを含む。
【００１５】
　複数の電極体１１０は、動物の足に接触する少なくとも１つの電流印加用電極１１１と
、少なくとも１つの電圧測定用電極１１２とをそれぞれ含む。電流印加用電極１１１は動
物の足に電流を印加するための電極であり、電圧測定用電極１１２は動物に印加された電
圧を測定するための電極である。
【００１６】
　駆動部１２０は、動物の動きを阻止するように複数の電極体１１０の物理的な運動を制
御する。すなわち、この駆動部１２０は、動物の動きを物理的な運動によって制限するた
めの構成であり、駆動部１２０を介して動物の足に接触する複数の電極体１１０を物理的
に運動させれば、動物の習性上、動物が動きをためらうようになる。
【００１７】
　測定部１３０は、駆動部１２０によって電極体１１０が運動する間、すなわち動物が動
きをためらう間に電流印加用電極１１１に接触する動物の足に電流を印加し、電圧測定用
電極１１２に接触する動物の足に印加される電圧を測定する。これによって、測定部１３
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０は、動物が動かない状態で動物の生体に印加される正確な電圧を測定できるようになる
。
【００１８】
　体成分分析部１４０は、測定部１３０によって測定された電圧から動物の生体インピー
ダンスを計算して、計算された動物の生体インピーダンスから当該動物の体脂肪などの体
成分を分析する。
【００１９】
　例えば、動物の左前足と左後足に接触する電極体１１０の電流印加用電極１１１を介し
て電流を印加し、動物の左前足と右後足に接触する電極体１１０の電圧測定用電極１１２
で電圧を検出すれば、動物の胴体のインピーダンスを手に入れることができる。
【００２０】
　動物の体成分分析の際に、脚に比べて胴体のインピーダンス値が重要となり、脚に比べ
て胴体のインピーダンス値が非常に小さいため、動物が動く場合には正確な体成分分析が
不可能である。
【００２１】
　したがって、動物の足に接触する複数の電極体１１０を駆動部１２０を介して物理的に
運動させて、動物の動きを物理的に制限した状態で、測定部１３０を介して動物の胴体に
印加されるインピーダンスを正確に測定し、測定されたインピーダンスを体成分分析部１
４０を介して分析することによって、正確な体成分分析が可能である。
【００２２】
　一方、図１において、図面符号１５０と１６０は、それぞれ体成分情報出力部１５０と
操作部１６０である。体成分情報出力部１５０は、体成分分析部１４０によって分析され
た体成分情報を画面出力したり、音声出力したり、ネットワーク出力したり、印刷出力す
ることによってユーザが動物の体脂肪などの体成分情報を知ることができるようにする。
【００２３】
　操作部１６０は、体成分分析を始める命令などの各種ユーザ入力のためのインターフェ
ースであり、この操作部１６０を介してユーザ入力がなされる。例えば、操作部１６０で
キーボタンを採用してもよい。
【００２４】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の電極体１１０の同時移動であって
もよい。図２は、複数の電極体を同時に移動させる実施形態を示す図である。
【００２５】
　図２に示すように複数の電極体１１０を１つの基板上に実現し、複数の電極体１１０が
備えられた１つの基板を駆動部１２０を介して同時に移動させるように実現してもよい。
例えば、駆動部１２０に電極体１１０が備えられた基板を往復運動させることができる油
圧シリンダを採用してもよい。
【００２６】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の各電極体１１０の個別的な移動で
あってもよい。図３は、複数の電極体をそれぞれ個別的に移動させるように実現した実施
形態を示す図である。
【００２７】
　図３に示すように、電極体１１０が備えられた複数の各基板を複数の駆動部１２０を介
して個別的に移動させるように実現してもよい。例えば、駆動部１２０に電極体１１０が
備えられた基板を往復運動させることができる油圧シリンダを採用してもよい。
【００２８】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の電極体１１０の垂直方向への昇降
であってもよい。図４は、電極体を垂直方向へ昇降させるように実現した実施形態を示す
図である。
【００２９】
　図４に示すように、電極体１１０が備えられた基板を駆動部１２０を介して垂直方向に
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昇降させるように実現してもよい。例えば、駆動部１２０に電極体１１０が備えられた基
板を垂直方向に昇降運動させることができる油圧シリンダを採用してもよい。
【００３０】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の電極体１１０の水平方向への移動
であってもよい。図５は、電極体を水平方向に移動させるように実現した実施形態を示す
図である。
【００３１】
　図５に示すように、電極体１１０が備えられた基板を駆動部１２０を介して水平方向に
移動させるように実現してもよい。例えば、駆動部１２０に電極体１１０が備えられたラ
ックと、正逆モータによって回転してラックを水平方向に移動させるピニオンギヤとを採
用してもよい。
【００３２】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の電極体１１０のランダムな方向へ
の移動であってもよい。この実施形態は、図３に示した電極体１１０が備えられた複数の
各基板を複数の駆動部１２０を介して個別的に移動させる構成において、各駆動部１２０
が電極体１１０が備えられた基板を互いに異なる移動方向に駆動させるように実現した実
施形態である。
【００３３】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の電極体１１０の回転であってもよ
い。この時、図６に示すように複数の電極体１１０が備えられた１つの基板を駆動部１２
０を介して垂直方向に回転するように実現してもよく、図７に示すように電極体１１０が
備えられた複数の各基板を複数の駆動部１２０を介して垂直方向にそれぞれ回転するよう
に実現してもよい。この時、電極体１１０が備えられた基板を回転させる駆動部１２０に
正逆モータを採用してもよい。
【００３４】
　発明の付加的な態様によれば、物理的な運動が複数の電極体１１０の振動であってもよ
い。図８は電極体を垂直方向に振動させるように実現した実施形態を示す図である。
【００３５】
　図８に示すように、複数の電極体１１０が備えられた基板を駆動部１２０を介して垂直
方向に振動するように実現してもよい。例えば、複数の電極体１１０が備えられた基板を
振動させる駆動部１２０にピエゾ振動素子を採用してもよい。
【００３６】
　発明の付加的な態様によれば、電極体１１０が他の電極体と対向する部位に近いほど電
流印加用電極１１１または電圧測定用電極１１２の間の配列間隔がさらに狭くなるように
実現してもよい。
【００３７】
　この実施形態は、動物の場合には大きさが小さいほど足もまた小さくなる可能性が高い
ため、動物の足の大きさよって電流印加用電極１１１または電圧測定用電極１１２の間の
配列間隔を適応的に実現することによって、より容易な体成分測定を可能にした実施形態
である。
【００３８】
　図９は、電極体の電極配列の一例を示す図であり、図９で電極体１１０が他の電極体と
対向する部位に近いほど電流印加用電極１１１または電圧測定用電極１１２の間の配列間
隔がさらに狭いことを見ることができる。
【００３９】
　発明の付加的な態様によれば、電極体１１０が他の電極体と対向する部位に近いほど電
流印加用電極または電圧測定用電極の大きさがさらに小さくなるように実現してもよい。
【００４０】
　この実施形態は、動物の場合に大きさが小さいほど足もまた小さくなる可能性が高いた
め、動物の足の大きさよって電流印加用電極１１１または電圧測定用電極１１２の大きさ
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を適応的に実現することによって、より容易な体成分測定を可能にした実施形態である。
【００４１】
　図１０は、電極体の電極配列の他の例を示す図であり、図１０で電極体１１０が他の電
極体と対向する部位に近いほど電流印加用電極１１１または電圧測定用電極１１２の大き
さが小さいことを見ることができる。
【００４２】
　発明の付加的な態様によれば、図１１に示すように動物用体成分分析装置１００がカメ
ラ部１７０と動き検出部１８０とをさらに含むことができる。図１１は、本発明に係る動
物用体成分分析装置のまた他の実施形態の構成を示すブロック図である。
【００４３】
　カメラ部１７０は、動物映像をリアルタイムで撮影する。動き検出部１８０は、カメラ
部１７０によってリアルタイムで撮影される動物映像から動物の動きを検出する。
【００４４】
　この時、駆動部１２０が動き検出部１８０によって動き検出時、動物の動きを阻止する
ように複数の電極体１１０の物理的な運動を制御する。
【００４５】
　すなわち、この実施形態は、動物の動きをリアルタイムで検出して、動物の動きによっ
て適応的に動物の足が接触する複数の電極体１１０の物理的な運動を制御するように実現
し、より正確に動物の体成分を測定できるようにしたものである。
【００４６】
　図１２は、本発明に係る動物用体成分分析装置の一実施形態の構成を示すブロック図で
ある。図１２に示すように、この実施形態に係る動物用体成分分析装置５００は、複数の
電極体５１０と、動き阻止部５２０と、測定部５３０と、体成分分析部５４０とを含む。
【００４７】
　複数の電極体５１０は、動物の足に接触する少なくとも１つの電流印加用電極５１１と
、少なくとも１つの電圧測定用電極５１２とをそれぞれ含む。電流印加用電極５１１は動
物の足に電流を印加するための電極であり、電圧測定用電極５１２は動物に印加された電
圧を測定するための電極である。
【００４８】
　動き阻止部５２０は、動物の動きを視覚的または聴覚的に阻止する。すなわち、この動
き阻止部５２０は、動物の動きを視覚的または聴覚的な手段によって制限するための構成
であり、動物が視覚的に恐れまたは好奇心を感じたり、聴覚的に恐れまたは好奇心を感じ
る場合に、動きをためらう習性を利用したものである。
【００４９】
　測定部５３０は、動き阻止部５２０によって動物の動きが阻止される間、電流印加用電
極に接触する動物の足に電流を印加し、電圧測定用電極に接触する動物の足に印加される
電圧を測定する。これによって、測定部５３０は、動物が動かない状態で動物の生体に印
加される正確な電圧を測定できるようになる。
【００５０】
　体成分分析部５４０は、測定部５３０によって測定された電圧から動物の生体インピー
ダンスを計算して、計算された動物の生体インピーダンスから当該動物の体成分を分析す
る。
【００５１】
　例えば、動物の左前足と左後足に接触する電極体５１０の電流印加用電極５１１を介し
て電流を印加し、動物の左前足と右後足に接触する電極体５１０の電圧測定用電極５１２
で電圧を検出すれば、動物の胴体のインピーダンスを手に入れることができる。
【００５２】
　動物の体成分分析の際に、脚に比べて胴体のインピーダンス値が重要となり、脚に比べ
て胴体のインピーダンス値が非常に小さいため、動物が動く場合には正確な体成分分析が
不可能である。
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【００５３】
　したがって、視覚的または聴覚的な手段によって動物が恐れや好奇心を感じるようにし
、動物の動きを制限させた状態で測定部５３０を介して動物の胴体に印加されるインピー
ダンスを正確に測定し、測定されたインピーダンスを体成分分析部５４０を介して分析す
ることによって、正確な体成分分析が可能である。
【００５４】
　一方、図１２において、図面符号５５０と５６０は、それぞれ体成分情報出力部５５０
と操作部５６０である。体成分情報出力部５５０は、体成分分析部５４０によって分析さ
れた体成分情報を画面出力したり、音声出力したり、ネットワーク出力したり、印刷出力
することによってユーザが動物の体脂肪などの体成分情報を知ることができるようにする
。
【００５５】
　操作部５６０は、体成分分析を始める命令などの各種ユーザ入力のためのインターフェ
ースであり、この操作部５６０を介してユーザ入力がなされる。例えば、操作部５６０で
キーボタンを採用してもよい。
【００５６】
　発明の付加的な態様によれば、動き阻止部５２０が複数の電極体５１０の間、または複
数の電極体５１０の下部に設けられて、視覚的に動物に恐れまたは好奇心を感じさせるよ
うにする透明ガラスであってもよい。
【００５７】
　図１３は、動き阻止部に透明ガラスを採用した実施形態を示す図であり、例えば動物の
足が接触する複数の電極体５１０を高い位置に設けて、複数の電極体５１０の間に透明ガ
ラス５２１を設けて底が見えるように実現することによって、動物が透明ガラス５２１を
介して底を見る場合、高い位置に置かれていることを感知して恐れを感じるようにするこ
とによって、動物の動きを阻止するようにした実施形態である。
【００５８】
　発明の付加的な態様によれば、動き阻止部５２０が複数の電極体５１０の間、または複
数の電極体５１０の下部に設けられて、視覚的に動物に恐れまたは好奇心を感じさせるよ
うにする水平鏡５２２であってもよい。
【００５９】
　図１４は、動き阻止部に水平鏡を採用した実施形態を示す図であり、例えば動物の足が
接触する複数の電極体５１０の間に水平鏡５２２を設けて動物自身の姿や天井などを投影
するように実現することによって、動物が水平鏡５２２を介して投影された自身の姿や天
井などを見る場合、好奇心や恐れを感じるようにすることによって動物の動きを阻止する
ようにした実施形態である。
【００６０】
　発明の付加的な態様によれば、動き阻止部５２０が、足が電極体に接触した状態にある
動物の正面に設けられて、視覚的に動物に恐れまたは好奇心を感じさせるようにする垂直
鏡５２３であってもよい。
【００６１】
　図１５は、動き阻止部に垂直鏡を採用した実施形態を示す図であり、例えば動物の足が
電極体５１０に接触した状態にある動物の正面に垂直鏡５２３を設けて動物自身の姿を投
影するように実現することによって、動物が垂直鏡５２３を介して投影された自身の姿を
見る場合、好奇心を感じるようにすることによって動物の動きを阻止するようにした実施
形態である。
【００６２】
　発明の付加的な態様によれば、動き阻止部５２０が足が電極体に接触した状態にある動
物の正面に設けられて、視覚的に動物に恐れまたは好奇心を感じさせるようにする光出力
器５２４であってもよい。
【００６３】
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　図１６は、動き阻止部に光出力器を採用した実施形態を示す図であり、例えば動物の足
が電極体５１０に接触した状態にある動物の正面に短い周期で光が点滅されるＬＥＤなど
の光出力器５２４を設けて動物の視覚を刺激して好奇心を感じさせるようにすることによ
って、動物の動きを阻止するようにした実施形態である。
【００６４】
　発明の付加的な態様によれば、動き阻止部５２０が動物に恐れまたは好奇心を感じさせ
るようにする音響を出力する音響出力器５２５でもある。
【００６５】
　図１７は、動き阻止部に音響出力器を採用した実施形態を示す図であり、例えばスピー
カなどの音響出力器５２５を介して動物の聴覚を刺激して好奇心を感じさせることができ
る音響を出力することによって、動物の動きを阻止するようにした実施形態である。
【００６６】
　図１８は、本発明に係る動物用体成分分析装置の一実施形態の構成を示すブロック図で
ある。図１８に示すように、この実施形態に係る動物用体成分分析装置１１００は、複数
の電極体１１１０と、支持部１１２０と、測定部１１３０と、体成分分析部１１４０とを
含む。
【００６７】
　複数の電極体１１１０は、動物の足に接触する少なくとも１つの電流印加用電極１１１
１と、少なくとも１つの電圧測定用電極１１１２とをそれぞれ含むが、動物が動きをため
らうように地面に対して特定の高さに離隔して設けられる。
【００６８】
　電流印加用電極１１１１は動物の足に電流を印加するための電極であり、電圧測定用電
極１１１２は動物に印加された電圧を測定するための電極であり、動物の足に接触する電
流印加用電極１１１１と電圧測定用電極１１１２とが地面より高く設置されれば、動物の
習性上おびえて動きをためらうようになる。
【００６９】
　支持部１１２０は、電極体１１１０を下部で支持する。この時、支持部１１２０が電極
体１１１０を一体に含むように実現してもよく、支持部１１２０と電極体１１１０が分離
可能な形態で実現してもよい。一方、電極体１１１０が地面に対して特定の高さに離隔す
るように、支持部１１２０が特定の高さに固定された脚や高さ調整可能な脚を備えてもよ
い。
【００７０】
　測定部１１３０は、電極体１１１０の電流印加用電極１１１１に接触する動物の足に電
流を印加し、電圧測定用電極１１１２に接触する動物の足に印加される電圧を測定する。
これによって、測定部１１３０は、動物が動かない状態で動物の生体に印加される正確な
電圧を測定できるようになる。
【００７１】
　体成分分析部１１４０は、測定部１１３０によって測定された電圧から動物の生体イン
ピーダンスを計算して、計算された動物の生体インピーダンスから当該動物の体成分を分
析する。
【００７２】
　例えば、動物の左前足と左後足に接触する電極体１１１０の電流印加用電極１１１１を
介して電流を印加し、動物の左前足と右後足に接触する電極体１１１０の電圧測定用電極
１１１２で電圧を検出すれば、動物の胴体のインピーダンスを手に入れることができる。
【００７３】
　動物の体成分分析の際に、脚に比べて胴体のインピーダンス値が重要となり、脚に比べ
て胴体のインピーダンス値が非常に小さいため、動物が動く場合には正確な体成分分析が
不可能である。
【００７４】
　したがって、動物が動きをためらうように動物の足が接触する電極体を地面に対して特
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定の高さに離隔して設けた状態で測定部１１３０を介して動物の胴体に印加されるインピ
ーダンスを正確に測定し、測定されたインピーダンスを体成分分析部１１４０を介して分
析することによって、正確な体成分分析が可能である。
【００７５】
　一方、図１８において、図面符号１１５０と１１６０は、それぞれ体成分情報出力部１
１５０と操作部１１６０である。体成分情報出力部１１５０は、体成分分析部１１４０に
よって分析された体成分情報を画面出力したり、音声出力したり、ネットワーク出力した
り、印刷出力することによってユーザが動物の体脂肪などの体成分情報を知ることができ
るようにする。
【００７６】
　操作部１１６０は、体成分分析を始める命令などの各種ユーザ入力のためのインターフ
ェースであり、この操作部１１６０を介してユーザ入力がなされる。例えば、操作部１１
６０でキーボタンを採用してもよい。
【００７７】
　図１９は、本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態を示す図である。図１９
に示すように、この実施形態によれば、支持部１１２０が電極体１１１０と他の電極体と
対向する側に動物の足の移動を妨げる移動防止壁１１２１を含むように実現してもよい。
【００７８】
　動物が動きをためらうように、動物の足が接触する電極体１１１０を地面に対して特定
の高さに離隔して設けた状態で動物の四つ足がそれぞれ複数の電極体１１１０に接触すれ
ば、動物はおびえ、ためらいながらも足を動かして電極体１１１０の外に離脱することも
ある。
【００７９】
　したがって、支持部１１２０の電極体１１１０と他の電極体と対向する側に動物の足の
移動を妨げる移動防止壁１１２１を形成して、動物が足を動かしても動物の足が電極体１
１１０の外に離脱しないようにすることによって手軽かつ正確に動物の体成分を分析する
ことができる。
【００８０】
　図２０は、本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態を示す図である。図２０
に示すように、この実施形態によれば、電極体１１１０が支持部１１２０の内部に設けら
れるよう、支持部１１２０が動物の足の移動を妨げる複数の溝１１２２を含むように実現
してもよい。
【００８１】
　動物が動きをためらうように、動物の足が接触する電極体１１１０を地面に対して特定
の高さに離隔して設けた状態で動物の四つ足がそれぞれ複数の電極体１１１０に接触すれ
ば、動物はおびえ、ためらいながらも足を動かして電極体１１１０の外に離脱することも
ある。
【００８２】
　したがって、支持部１１２０に複数の溝１１２２を形成し、各溝１１２２内に電極体１
１１０を設けることによって、動物の足が溝１１２２内の電極体１１１０に接触する場合
に自然に溝１１２２に動物の足が挿入され、動物の足の移動を妨げて動物の足が電極体１
１１０の外に離脱しないようにすることによって手軽かつ正確に動物の体成分を分析する
ことができる。
【００８３】
　図２１は、本発明に係る動物用体成分分析装置の他の実施形態を示す図である。図２１
に示すように、この実施形態によれば、支持部１１２０が外郭に動物の離脱を防止する離
脱防止壁１１２３を含んでもよい。
【００８４】
　動物が動きをためらうように動物の足が接触する電極体１１１０を地面に対して特定の
高さに離隔して設けた状態で、動物の四つ足がそれぞれ複数の電極体１１１０に接触すれ
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【００８５】
　したがって、支持部１１２０の外郭に離脱防止壁１１２３を設けて動物が地面に飛び降
りることを妨げることによって、手軽かつ正確に動物の体成分を分析することができる。
【００８６】
　以上にて説明したように、本発明は、動物の体成分測定時に動物の足に接触する複数の
電極体の物理的な運動制御によって動物の動きを効果的に制限することができ、より正確
に動物の体成分を測定することができるため、上記にて提示した本発明の目的を達成する
ことができる。
【００８７】
　また、本発明は、動物の体成分測定時視覚的または聴覚的な手段によって動物の動きを
効果的に制限することができ、より正確に動物の体成分を測定することができるため、上
記にて提示した本発明の目的を達成することができる。
【００８８】
　それだけでなく、本発明は、動物の体成分測定時に動物の足が接触する電極体を地面に
対して特定の高さに離隔して設けて、動物が動きをためらうようにすることによって手軽
かつ正確に動物の体成分を測定することができるため、上記にて提示した本発明の目的を
達成することができる。
【００８９】
　本発明は、添付する図面によって参照される好適な実施形態を中心に記述したが、この
ような記載から後述する特許請求の範囲によって包括される範囲内で本発明の範疇を外れ
ることなく、多様な変形が可能であるということは明白である。
【符号の説明】
【００９０】
　１００：動物用体成分分析装置
　１１０：電極体
　１１１：電流印加用電極
　１１２：電圧測定用電極
　１２０：駆動部
　１３０：測定部
　１４０：体成分分析部
　１５０：体成分情報出力部
　１６０：操作部
　１７０：カメラ部
　１８０：動き検出部
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