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体力は，我々の身体全体の能力を表すことばである．形態は，その体力を反映しています．

それぞれのヒトを全体的に観察すると，それぞれに特質をもっているといわれています．

それは，身体の型や大きさなどの形態的なものにも特質がみられることです．

そこで身体計測（anthropometry）は，主観的誤差を最小限にするための方法を駆使し

作成されたものです．

既に，このシステムはマルチン研究所や人体計測の第一人者であるローマン博士，日本で

は九州大学名誉教授 Syuichi Komiya，の開発した式を用いており，これらの式は全て多く

の学会雑誌等で公表されているものです．　従いまして，このシステムは測定者への個人

結果はもちろんですが，それ以外にも化学論文の推定値としても認められるものです．

システムインストール方法

以下の手順で式に必要なプログラムをインストールしてください．

１．使用する PCがネットワークに接続されていることをご確認ください．

２．http://www.fr-japan.co.jp の jp の後に購入されました CDのケースにあるNTID を

　　入れてホームページに入ってください．

３．以下のようなユーザー名とパスワード入力画面がでます．→

４．購入されました CDケースのユーザー名とパスワードを

　　入力してOKボタンをクリックしてください．

５．画面の指示に従ってインストールしてください．
　　　※本バージョン (Ver.2) のアフターサービスは 2013 年 3月までとさせて頂いております．

６．全てのシステムのインストールが終了していることを確認する．

７．これ以降は，ホームページを閉じても結構です．

８．Microsoft Excel 2010 を開いて左上のMicrsoft マークをクリック→

　　　　　　　　　　　　　または，ファイルのオプションをひらく．

９．下の Excel オプションをクリックします．↓

10．Excel オプションのセキュリティセンターの『セキュリティセンターの設定』をクリック

11．全てのマクロを有効にする･･････↓をチェックしてOKをクリックする．

※8以降の作業は，HDが毎回書き換えられるような system( 共通 PC）の場合は毎回行わねばなりま

　せんが，Win7OS を個人専用で使用されている PCの場合は 1度 8以降の設定変更をするだけで結構です．
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測定部位と測定方法

形態測定法 

形態測定は，マルチン（Martin.R.）法と呼ばれる人類学的計測法によって行われる．

1）　計測の対象

　一般に形態測定は，長育・幅育・量育・周育に大別できる．

　　① 長育は，身体各部の長さや高さの測度（身体の長軸にそった計測値で身長・下肢長など）

　　② 幅育は，身体各部の幅に関する測度で（身体の長軸と直角に交わる方向の計測値で，肩幅・腰幅など）

　　③ 量育は身体の量的計測値で，体重・皮下脂肪厚などである．

　　④ 周育は，身体の周囲を計測するもので，胸囲･上腕囲などである．

　　　　　従って，量育と周育は，身体の栄養状態･肥満度などを表す測度である．

2）　計測器

　測定には，その目的に応じて，種々の計測器が用いられる．計測器は，その目的と形態から以下の 5つに大別できる，

　　① 直線距離を測定するもの【身長計桿状計（図 1）・滑動計（図 2）・触角計（図 3）】

　　② 曲線や周囲の長さを測定するもの【巻尺】

　　③ 角度を測定するもの【角度計】

　　④ 重さを量るもの【体重計】

　　⑤ 一定厚で厚さを測定するもの【皮下脂肪厚計（図 4）】

   

図１  桿状計 

 

   

図２ 触角計 図３  滑動計 図４ （栄研式）皮下脂肪厚計 
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1） 計測点（Landmark） 

形態測定には,各目的に応じた計測部位が定められており,これを規定したものが計測点である． 

計測点は．主として解剖学的な骨格に基準が置かれ，体表面から簡単にふれられる点が選ばれ

ている．本実習で用いる計測点を図 5に示した． 

 

 

図 5 本実習で用いる計測点 

また，左右両方で測定値が得られる部位は，身体の右側を計測する． 
2）計測実施上の注意点 

計測の実施にあたって，測定値の精度を高め，かつ安全，迅速に実施できるように，以下のよ
うな注意が必要である． 
① 適切な計測場所を設定する． 
② 計測順，器具の配置，照明，室温に注意する． 
③ 測定器は，事前にキャリブレーションして調整する． 
④ 測定者は，測定技術になれ，正確な計測点の判定と計測法に習熟する 
⑤ 測定者のほかに．記録する補助者をおく 
⑥ 記録者は．測定値を記録するときに数値を必ず復唱する 
⑦ 自信のない測定は，もう一度計測し直す 
⑧ 対象者のプライバシーを守る 

 

形態測定の実際 
1. 長育と幅育 

1) 長育 

① 身長<Standing height, Stature> 

 意義：身長は，人体の長さを表す最も一般的な測度で，長育の基準として用いられる．

また，体格・体型を表す種々の指数の基準としても使われる．また，身体機能とも関

係のあることが知られていて，体力測定には欠かせない測度である． 

 計測点床面（sitting plane）から頭頂点（vertex；図 5）までの垂直距離 

 計測器：身長計或いはアンソロポメータ 

 計測法：被験者は，身長計に踵を揃え・下腿の後面・臀部・背部を軽くつけ，両足先

を自然に開き，肩のカを抜いて直立姿勢をとる（図 8）．検者は．被験者の頭部を耳眼

水平面（図 6）（左右の耳珠
じじゅ

点 tragion と左の眼窩
がんか

点 orbitale によって決まる平面；

Frankfort plane）に一致させる．目盛りを読む際，目盛りと同じ目の高さで読む． 

 計測単位：計測単位はcmとし少数点第1位まで求める．身長には日内変動があるため． 

※１日の平均身長を示す午前 10 時を中心に午前中に測定を行うのが望ましい． 
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図 6 身長計による測定法 

① 上肢長<Upper limb length> 

 意義：上肢長は．上腕長（肩峰点から橈骨点までの直線距離；図 7），前腕長（橈骨点

から茎突突起での直線距離）手長（指先点から前腕の両側の茎突点を結ぶ直線の中点

までの直線距離）を合計した値である．上肢長は，利き手でその長さが異なる傾向に

あるため,運動や労働によって比較的影響を受けやすい． 

 計測点：肩峰点（図 5・7）から指先点（図 5）までの垂直距離 

 計測器：桿状計 

 計測法：肩峰点は．肩甲骨の最も外側にとびだした点であるが，腕を挙げさせたとき

肩の部分につくられるくぼみが肩峰点の目安である． 

 計測単位：計測単位は，cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第 1位まで求める． 

 

  

図 7 上肢の長さ 図 8 下肢の長さ 
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① 下肢長<Lower limb length> 

 意義：下肢は，後天的な環境に左右されやすい．人間の移動運動は，下肢によって行

われるので，体力医学的な意味が大きく，下肢の長短は，歩行や疾走にとって重要な

要因ともなる， 

 計測点：床面から転子点（図 8）までの垂直距離 

 計測器：アンソロポメータ 

 計測法：計測点（転子点）がわかりにくいので注意が必要である．大腿骨の大転子を

親指で圧迫しながらさぐり，さらに大転子の上縁部である転子点に触れる．正確にみ

つけることが困難であるため，腰をツイストさせてさぐる．国際体力テスト標準化委

員会では，大転子高を下肢長としているが，本実習では，計測点（転子点）の確認が

難しいため，腸骨 棘
きょく

の高を測定して，身長に応じて以下の数値を引き算することで求

める， 

身  長 腸 骨 棘 

130cm まで -1.3cm まで 

130～150cm -2.0cm 

151～165cm -3.0cm 

166～175cm -4.0cm 

175cm 以上 -5.0cm 

 腸骨 棘
きょく

高の測定法：床面から腸棘点（図 8）までの垂直距離 

 計測単位：計測単位は．cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第 1位まで求める． 
 

1) 幅 育 

① 肩峰幅（肩幅）<Shoulder breadth> 

 計測点：左右の肩峰点（図 5）間の直線距離（図 9） 

 計測器：桿状計或いは大型触角計 

 計測法：上腕を体側に密着させ，次にその上腕を水平に挙げさせて,肩で最も左右に幅

広いところを計測する．肩峰点は，肩の最も外側より後ろにある（図 13）． 

 計測単位：計測単位は，cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第１位まで求める． 

 

  

図 9 肩峰点の位置 
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② 胸矢状径（胸厚）<Chest depth> 

 意  義：胸厚は，小さいほど胸部の横断面が扁平であり，大きいほど胸部が丸みをお

びている．この指数は，子どもの頃の円筒形からやや扁平になり，男子では 14 歳頃に

一層篇平になり，女子は 12 歳頃から指数が大きくなって丸みをおびてくる． 

 計測点：胸骨中点（図 5）を通る水平面上で胸椎 棘
きょく

突起の先端までの距離． 

 計測器：大型触角計 

 計測法：触角計を水平にあて，胸骨中点（図 5）に触角計の一端をあて，その高さで

胸の厚さを計測する（図 10）．上腕の外側から計測できない時は，上腕を挙げさせて

計測する．いずれも安静呼吸の状態で呼気と吸気の間に計測する． 

 計測単位：計測単位は．cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し．第 1位まで求める． 

  

図 10 胸矢状径のはかり方 

③ 腸骨稜幅（腰幅）<Hip breadth> 

 意義：腸骨稜幅（腰幅）は，女子の思春期以降の発育がめざましく，第二次性徴の影

響をうける．また，骨盤の発育不良が異常分娩等に関連することから，この測度は産

科学的にも重要な意義をもっている 

 計測点：左右の腸稜点（図 5）間の直線距離（図 11） 

 計測器：大型触角計 

 計測法：腸骨稜点は，直立姿勢で腸骨稜の最も外側にある点である．皮下脂肪の発達

により，計測点が不明瞭な場合には，腹部側面を下に向かっておさえながら腸稜点を

触知する．非常にくすがったがるので，迅速にかつ正確に計測する（図 11）． 

 計測単位：計測単位は．cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第 1位まで求める． 

  

図 11 腸骨稜幅のはかり方 
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② 上腕骨端幅（肘幅）<Bicondylar humerus> 

 意義： 上腕骨端幅と大腿骨端幅は，発育期の骨成長を計る項目として古くからある．

現在では骨密度が主流で骨端幅はあまり使われていない．Heath-Carter のソマトタイ

プの測定で必要な測定項目である． 

 計測点：上腕内側・外側間の直線距離 

 計測器：滑動計 

 計測法：座位で肘関節を 90°に保ち，肘の下方約 45°の方向から計測器を当て皮下組

織をしっかり圧迫し，上腕骨内顆と外顆間の直線距離の幅を計測する．（図 12） 

 計測単位：計測単位は．mm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第 1位まで求める． 

③ 大腿骨端幅（膝幅）<Bicondylar femur> 

 計測点：大腿骨内側・外側間の直線距離 

 計測器：滑動計 

 計測法：座位で膝関節を 90°に保ち，皮下組織をしっかり圧迫し，大腿骨内側・外側

上顆点の間の直線距離を計測する．（図 13） 

 計測単位：計測単位は．mm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第 1位まで求める． 

 

 

図 12 上腕骨端幅のはかり方 図 13 大腿骨端幅のはかり方 
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2．量育と周育 

1) 量育 

① 体重<Body weight, Body mass> 

 意義：身長とともに形態測定項目の代表的な尺度であるが，身長か長さの尺度である

のに対して体重は，長さの三乗である重さの尺度である．また，身体の全ての部分の

発育を総括して表しているが，体重は，身長より後天的環境の影響をうけやすく，栄

養摂取状況などによって変化する．体重が大きいことは，一般に横の発育を伴い，筋・

内臓諸器官の発育が良好であることを示す．そのため，体重は健康状態を評価する指

標の一つとして重要視されている． 

 計測器：体重計 

 計測法：体重は，身体の総重量であるため，裸体で測定するのか原測であるが，少量

の衣類をつけて計測する場合は，衣類の重量を測定値から差し引く．計測前に排尿さ

せ，膀胱を空にし，体重計の中央に静かに登るように指示する．１日の平均値を示す

午前 10 時前後に計測するめが望ましい．食事や飲み物，運動による発汗などとで値が

変動するので条件を一定にすることが重要である．体重計さえ正確であれば，計測者

による個人差は非常に少ない． 

 計測単位：計測単位は，kg とし，少数第 1 位で求めても良いが小児の場合は少数第 2

位まで求めるのが望ましい． 

 

2) 周育 

① 胸囲<Chest girth> 

 意  義： 胸囲は，人体の幅と深さを示す測度である．胸部は，心臓や肺など臓器が納

められているので，胸囲の大小は，納められている器官の大小および昨日の発達と密

接な関係をもつ．また，胸囲は心臓の横径や肺の大きさに比例するといわれている．

胸囲が大きいことは，血管の発達がよく，心臓の作業効率が高く，持久力に優れてい

るといわれている．従って胸囲は呼吸・循環機能の重要な間接的計測項目である． 

 計測点： 両乳頭の中心と肩甲骨下角のすぐ下を通る周径（図 14 図 15） 

 計測器：巻尺 

 計測法： 両腕を少し身体から離し，前面は，両方の乳頭の中心，後面は肩甲骨下角を

通るように巻尺を当てる．乳房の発達した女子では，巻き尺が乳頭のやや高いところ

を通るようにして計測する．さらに，乳房のすぐ下を通るようにして計測する方法も

あるので，計測法を付記する必要がある． 被験者に安静呼吸をとらせ，呼吸が終わ

った静止期に測定する． 

 計測単位： 計測単位は cm とし，小数点第 2 位以下は四捨五入し，第 1 位まで求める． 
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図 14 径囲の計測部位 図 15 胸囲の測定位置 

① 胴囲（腹囲）<abdominal girth> 

 意  義： 胴囲は，腹囲；最小寛上囲；ウエスト囲（腹囲の最小囲）などとも呼ばれ，

皮下脂肪厚による変化が大きいので体質，栄養，体型などを評価する指数として使わ

れる． 

 計測点： 前からみた胸郭（肋骨弓）の一番下と腸骨稜の間で女性は，くびれた位置の

水平囲．（図 16） 

 計測器：巻尺 

 計測法： 被験者には，腹部の筋を緊張させず，腹部の最小囲を床面と水平に計測する． 

 計測単位：計測単位は．cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し．第 1位まで求める， 

 

 

図 16 男女の胴囲（腹囲）の測定位置 

② メタボ腹囲 <metabolic abdominal girth> 
 意  義： メタボ腹囲は，2008 年 4 月より始まった 40～74 歳までの公的医療保険加入

者全員を対象とした保険制度（特定検診・特定保健指導）の検診対象項目となった．

基準値は男性 85 ㎝，女性 90cm 以上の対象者は血糖,脂質，血圧，喫煙習慣の有無によ

りクラス分けされる．しかし，メタボ健診の基準値が日本人に適切であるか否かにつ

いては疑問視されているようである． 

 計測点： 男女とも臍の真上（図 16） 

 計測器：巻尺 

 計測法： 被験者には，腹部の筋を緊張させず，臍の真上を床面と水平に計測する． 

 計測単位：計測単位は．cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し．第 1位まで求める， 
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図 19 伸展上腕囲の測定位置 図 20 屈曲上腕囲の測定位置 

 

① 大腿囲<Thigh girth> 

 意義：大腿部は，上腕部より皮下脂肪が沈着しているので，栄養状態の指標としては，

上腕部より評価すべき測度であるが，計測部位が不確実になりやすいので，実用的な

価値は上腕囲に劣る． 

 計測点：臀溝（臀部と大腿部の境目）の下で，大腿の内側で最も膨隆している部位（最

も太った部位）の周径囲（図 21） 

 計測器＝巻尺 

 計測法；立位で踵を約 15cm ほど開いて，両足に体重を均等にかけ，大腿の長軸に垂直

に巻尺をあて，大腿部の最大囲を計測する（図 21）． 

 計測単位：計測単位は cm とし，小数点第 2位以下は四捨五入し，第 1 位まで求める． 

  

図 21 大腿囲と下腿囲の測定位置 

② 下腿最大囲<Lower leg girth> 

 意義：主として筋力的指標として利用されるが，女子では，皮下脂肪の沈着も多い． 
 計測点：下腿部の腓腹部（ふくらはぎ）の最もふくらんだ部位の周径囲（図 21） 
 計測器二巻尺 
 計測法：大腿囲の計測時と同様に踵を約 15cm 開き，体重を両足に均等にかけて，ふく

らはぎの最も膨隆した部位で，下腿の長軸に垂直に巻尺をあて，計測する．ふくらは
ぎの最も膨隆している計測部位は必ず正面と後面からみて決定する． 

 計測単位：計測単位は．cm とし，少数点第 2位以下は四捨五入し，第 1位まで求める． 

 

身体組成測定法 
体重は，人体を構成する要素の総計である．従って，身体組成（body composition）は，人体を構成する

成分を意味している，身体組成を評価する意義には，大きく 2 つある．その 1 つは，体重の構成要素の種類
とその量を明らかにする解剖学的意義である．しかし，もう 1 つの重大な意義は，身体組成と人体の生理的
機能との関連を明らかにする生理学的意義である．従って，身体組成の評価は，運動機能との関連からスポ
ーツ選手の身体組成を知るための重要な測定項目であり，一般人を対象とした肥満判定にとっても重要な測
定項目である， 体力科学や健康科学などでは，体重を構成する身体組成を体脂肪量（body fat mass：BFM）
と除脂肪量（fat-free mass：FFM）の 2分割する 2一成分モデルが多く用いられる． 

1. システムインストール方法

　　(FRJネットワーク接続方法）

2. 測定部位と測定方法

3. 入力方法

4. 個人結果報告の印刷

〒818-0101 
福岡県太宰府市観世音寺1-18-1-２F
電話:（092）928-7519  　
Fax：  (092）928-7569
www.fr-japan.co.jp

形態計測入力システム仕様書
　　　　　　　　　（FR-J-23 Ver.2)

(株)ファイン･ライズ･ジャパン
Anthropometry Analysis SyestemFine Rise Japan ,Co.,Ltd

- 10 -



身体組成を測定する方法は，種々存在するが，本実習では皮下脂肪厚法（Skinfold Method）と生体電気イ
ンピーダンス法（Bioelectrical Impedance Method：BIA）を実施する． 

 

1. 皮下脂肪厚法 

1) 計測の対象 

皮下脂肪厚の測定部位は，上腕背側部，肩甲骨下部．腸骨上部．腹部，大腿部などが一般的である．
本実習では．皮下脂肪量と体内深部脂肪量を推定する目的から，頬骨下縁．舌骨部，胸部，側胸部，
腹部，腰部，上腕背側部，上腕前部，肩甲骨下部，膝蓋部，大腿前部，大腿後部，下腿部の 13 部位
（図 22）の計測を行う． 

  

図 22 皮下脂肪厚 12 部位測定部位 

2) 計測器 

皮下脂肪厚の測定は，専用の皮下脂肪厚測定器（skinfold caliper）を使用する．このキャリパー

は，2点間の距離を計測するマイクロメータと同一原理であり，キャリパーの接点（皮下脂肪を挟む

ところ）には 10ｇ/mm 圧の国際規定圧がかかるように設計されている，栄研式キャリパー（図 4）の

場合，接点の面積は 20mm であるため，全体にかかる圧は 200g となっている，（図 23） 
 

  

図 23 皮下脂肪厚測定時の断面図 図 24 皮下脂肪厚の測定例 

3) 計測点 

本実習での計測点は,図 22 のとおりであるが,計測点の詳細は,各測定部位のところに記述する． 

4) 計測実施上の注意点 

測定方法は，右手にキャリパーをもち，左手の親指と人差し指で上から皮下脂肪組織をつまみ，皮下脂

肪組織の下にある筋をつままないように軽く揺さぶり，指から 1cm～2cm 離れた下にキャリパーの接点

をあてる．接点には国際規定圧がかかっているので，2秒以内に指針を読みとる．計測単位は mm とし，

0.5mm か 1.0mm 単位で求める． 

同一の部位を 3回測定して，平均値を記録する． 
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2. インピーダンス（BIA）法 

 

1) 計測の対象 

表面一電極法を用い,右足から右手までの 2点間に交流電流を流した時の抵抗値(Ω)を測定する（図 25）． 

2) 計測器

インピーダンスの測定は，電圧 10Ｖｐ－ｐ，周波数 50ｋＨｚ，500μＡの定電流を発するように設計さ

れている生体電気インピーダンス測定器を用いる， 

3) 計測点 

電極の貼付場所等は，インピーダンス測定の実際の項で述べる． 

4) 計測実施上の注意点 

日本においては，タニタやパナソニックなどの立位姿勢での測定機器が目立つ． しかし，このような

立位姿勢の測定機器は主に日本と韓国で製造販売されているものであり，世界的には立位姿勢でのイン

ピーダンス測定は認められていない．これは，インピーダンスによる体組成の測定は体水分法の間接法

であり，体水分から除脂肪量（脂肪以外の重量）を推定する方法である．従って，生体に均等に水分を

安定させることが重要であるため，図 25 のように仰臥位で測定されることが望ましいとされている． 

  

皮下脂肪厚測定の実際 
1． 側胸部の計測点 

右の腋窩と腸骨稜（図 5）を結ぶ中点で，身体の長軸に対して平行な縦ひだ（図 26） 

2． 腹部の計測点 

へその 2ｃｍ右横で，身体の長軸に対して平行な縦ひだ（図 27） 

3． 腸骨上部(腰部)の計測点 

右腸骨稜（図 5）の 2cm 上で，身体の長軸に対して平行な縦ひだ（図 28） 

4． 上腕背側部の計測点 

右の肩峰突起と肘頭突起（肘）の中点で,上腕の後部を腕の長軸に対して平行な縦ひだ（図 29） 

5． 肩甲骨下部の計測点 

右肩甲骨下角の 1cm 下を背骨に対して 45 度の斜めひだ（図 30） 

6． 大腿前部の計測点 

右大腿前部の中点で，脚の長軸に対して平行の縦ひだ（図 31） 

7． 下腿部の計測点 

最大の下腿囲を示す部位の内側部を脚の長軸に対して平行な縦ひだ（図 32） 

    

図 26 側胸部 図 27 腹部 図 28 腸骨上部(腰部） 図 29 上腕背側部 

   

 

図 30 肩甲骨下部 図 31 前大腿部 図 32 下腿部  

 

 

図 25 全身インピーダンス測定の基準電極配置
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入力方法

体格指数の算出(Relative body weight) 
 

１．比体重（Relative body weight） 

 意義：Quetelet LAJ によって提唱されたため，‘センチメーター体重’とも呼ばれ，

身長に対する体重の発育指数である．同一身長の場合，一般に比体重が大きいほど肉

付きが良く，体幹の筋の発達が良い．また，身長が高い方が比体重は大きくなる傾向

にある．つまり，同性，同年齢，同身長の者についての評価の意義はある． 

 計算式：【体重(kg)－身長(cm) 】×100 

 

２．ローレル指数(Roher’s index) 

 意義：身体充実指数と呼ばれ，Rohrer が発表した指数である．この指数は，人体の比

重を 1 とするとき，人体の容積，つまり体重は，身長を一辺とする正立方体と百分比

関係にあるという考え方である．従って，身長を一辺とした立方体に，体重分の重さ

が詰まっていると書えたとき 1ｃｍ３中にどの位の重さが入っているかを示す値であ

る．骨格・筋肉・内臓諸器官の発育状態を示す尺度で，栄養状態を判定する基準にも

なっている． 

 計算式：【体重(kg)÷身長(cm)３】×100 

身 長 ローレル指数の肥満判定基準 

110～129cm 180 以上 

130～149cm 170 以上 

170cm 以上 160 以上 
 
３．ボディ・マス・インデックス（Body Mass Index） 

意義：身長と体重から肥満度を判定する指標の 1 つである．BMI は，国際的にも使わ 

 れている体格指数であって，原名は，ケトレー指数（Quetelet index）で，以前日本

ではカウプ指数(Kaup index)の名前で便われていた．BMI を用いる利点は，身長あた

りの平均値がほぼ一定であるため，どの身長でも同じ基準で評価できることである， 

 計算式＝体重(kg)÷身長(m)２ 

日本肥満学会 

BMI<18.5 低 体 重 

18.5≦BMI＜25.0 ふつう体重 

25.0≦BMI＜30.0 肥満（1度） 

30.0≦BMI＜35.0 肥満（2度） 

35.0≦BMI＜40.0 肥満（3度） 

40.0≦BMI 肥満（4度） 

１．標準体重（Standard weight） 

 意義：日本肥満学会は，日本人の死亡率や疾病罹患率が最も低いBMI が 22 であるとし

て標準体重を定めている． 

 計算式 22×身長(m)２ 

２．標準体重からの％偏差（％deviation from standard weight） 

 意義：個人の体重が標準体重から何％であるかによって肥満度を評価する方法である． 

 計算式：【（実測体重一標準体重）÷標準体重】×ｌ00 

－10％以下 痩せ －10％ ～ ＋10％ 正常 ＋10％ ～ ＋20％ 過体重 ＋20％以上肥満 

３． ウエスト・ヒップ比（west-hip ratio：WHR） 

 意義ＷＨＫは，体脂肪量を表す指標ではないが．腹腔内脂肪量を反映した指標である 

 計算式：胴回÷腰回 
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身体組成値の算出 
１． 体密度（Body density）の算出 

 意義：人体の密度（density：D）は，体脂肪の密度（0.94ml）と除脂肪の密度（1.14ml）

の和である．従って，人体の密度は 0.9-1.14ml の範囲にある．体密度は，体重一

体積であるので，体積を水中体重秤量法で求めなければならない．しかし，この測

定法が，非常に煩雑であるため，皮下脂肪厚から休密度を推定する式が開発されて

いる． 

 計算式： 

年 齢 男 性 女 性 

9～11 歳 D＝ 1.0879-0.00151×皮下脂肪厚和 D＝ 1.0794-0.00142×皮下脂肪厚和 
12～14 歳 D＝ 1.0868-0.00133×皮下脂肪厚和 D＝ 1.0888-0.00153×皮下脂肪厚和 
15～18 歳 D＝ 1.0977-0.00146×皮下脂肪厚和 D＝ 1.0931-0.00160×皮下脂肪厚和 
18 歳以上 D＝ 1.0913-0.00116×皮下脂肪厚和 D＝ 1.0897-0.00133×皮下脂肪厚和 

※ 皮下脂肪厚和＝上腕背側部皮下脂肪厚＋肩甲骨皮下脂肪厚 

２． 体脂肪率（Percentage body fat：%Fat）の算出 

 意義：体脂肪率(%Fat)とは，体重に占める体脂肪量(Fat)の割合である．肥満は，摂取

エネルギー＞消費エネルギーという相対的過食状態から生じた余剰のエネルギーが中

性脂肪として体内に異常に蓄積した状態である．従って，肥満の判定には，%fat が算

出され，肥満がスクリーニングされている． 

 計算式：上の体密度(D)を用いて体脂肪率(％Fat）を求める経験式がつくられている 
 

 

 

 

１． 除脂肪量（Fat-Free mass:FFM の算出 
 意義：除脂肪量は，体脂肪量とともに体重を構成する主要な成分であり，非必須

脂質＋蛋白質＋ミネラル＋グリコーゲン＋残余化合物などからなっている．筋組
織と骨組織は FFM の半分以上を占め，全身の代謝や生理機能と密接に関連してい
る． 

 計算式：先ず，体脂肪量(kg)＝（体脂肪率×体重）÷100 を求める． 
 次に，除脂肪量(kg)を以下の式から算出する． 

  除脂肪量(kg)＝体重(kg)－体脂肪量(kg) 
２． 脂肪量指数(Fat mass index：FMI)と除脂肪量指数(Fat-free mass index)の算出 

 意義：ボディ・マス・インデックス(BMI)は，身長で調節した体重の指数である．
つまり，BMI は，体重を身長の二乗で割った(BMI＝体重÷身長２)身長とは無関係な
体重の指数といえる． ところが，体重は除脂肪量(FFM)と脂肪量（FM）からなっ
ているため，BMI＝（除脂肪量÷身長２）＋（脂肪量÷身長２）となる． ここで，
除脂肪量÷身長２を(FFMI)，脂肪量÷身長２を脂肪量指数(FMI)という． これらの
指数を用いていると，身長の異なった人たちの除脂肪量や脂肪量に関する臨床学
的な解釈にとって有効になる． 

 計算式：除脂肪指数(FFMI)＝除脂肪量(FFM)÷身長(m)２ 
 脂肪量指数(FMI)＝脂肪量(FM)÷身長(m)２ 

性
別 

年齢 
軽度肥満 中度肥満 高度肥満 

皮脂厚(mm) %Fat 皮脂厚(mm) %Fat 皮脂厚(mm) %Fat 

男 

6～8 歳 20 20 30 25 40 30 
6～11 歳 23 20 32 25 40 30 
12～14 歳 25 20 35 25 45 30 
15～18 歳 30 20 40 25 50 30 
18 歳以上 35 20 45 25 55 30 

女 

6～8 歳 25 25 35 30 45 35 
6～11 歳 30 25 37 30 45 35 
12～14 歳 35 25 40 30 50 35 
15～18 歳 40 30 50 35 55 40 
18 歳以上 45 30 55 35 60 40 
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１． ソマトタイプ(Somatotype)の算出 
 意義：ソマトタイプ(Somatotype)は，体型を 1)脂肪質で丸みを帯びた内胚葉型

(endorphy)，2)筋肉質で丈夫な内胚葉型(mesomorpy)，3)細身で神経系，皮膚の発
達した外胚葉型(ectomorphy)の 3 つに分類（１～７点まで）する方法である．
Sheldon(1940 年)は裸体を写真で撮影し主観的に 3 つの分類に点数を付けていた
が，Heath＆Carter（1967 年）以降，生体の計測法と計算式によって判別する方法
が主流となった． 

 計算式：X=(肩甲下部皮脂厚+上腕背側部皮脂厚+腰部皮脂厚)×170.18 / 身長 
内胚葉型スコア＝-0.7182+0.1451(X)-0.00068(X２)+0.0000014(X３) 
中胚葉型スコア＝[(0.858×上腕骨端幅)+(0.601×大腿骨端幅)+0.188×(屈曲上腕囲-上腕背側部皮脂

厚/10)+0.161×(下腿囲-下腿部皮脂厚/10)]-0.131×身長＋4.50 
外胚葉型スコア＝ 

身長/３√体重≧40.75 であれば＝0.732×(身長/３√体重)-28.58  を用いる， 
38.25<身長/３√体重<40.75 であれば＝0.463×(身長/２√体重)-17.63 を用いる， 
身長/３√体重≦38.25 であれば ＝0.1 とする． 

皮下脂肪厚 

測定箇所 １回目 ２回目 ３回目 平 均 

側胸部 mm mm mm mm 

腹  部 mm mm mm mm 

腰  部 mm mm mm mm 

上腕背側部 mm mm mm mm 

肩甲骨下部 mm mm mm mm 

大腿前部 mm mm mm mm 

下腿部 mm mm mm mm 

※ ３回の測定平均値は，小数点以下は四捨五入 

 

測定項目 結   果 測定項目 結   果 

身  長 cm 体  重 Kg 

上 肢 長 cm 胸  囲 cm 

下 肢 長 cm 胴  囲 cm 

肩峰幅（肩幅） cm メタボ腹囲 cm 

胸矢状径（胸厚） cm 腰  囲 cm 

腸骨稜幅（腰幅） cm 上腕囲 cm 

上腕骨端幅 cm 屈曲上腕囲 cm 

大腿骨端幅 cm 大腿囲  cm 

BIA(ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ) Ω ← インピーダンスは 3 桁の数値 
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入力方法

１．形態計測入力システムを開く

２．右の BOX がでたら OK をクリック

　　　　※表示されない場合は仕様書の 1頁を

　　　　　　　　参照ください．(マクロの解放）

３．学籍番号，氏名などを教務からもらった名簿をコピーする場合，

　　以下の点に注意してください．

　　教務の名簿を貼り付ける際の手順について

　　　　A)【入力一覧シートを開く】のボタンをクリックする ⇒

　　　　B) 入力一覧シートの該当する場所に結果のみを貼り付ける

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　C) なるべく入力一覧シートの列や行をまとめて削除しないでください．

　　　　D) 入力は全て入力一覧シートに御願いします．

４．数値の入力は単位を入力せずに数値のみ入力してください．

５．全ての入力が終了したら右上の印刷ボタンを押してください

　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細な方法はホームページをご参照ください．

　

個人結果報告の印刷

１．基データ sheet の右上にある印刷ボタンを押す．

２．右図のメッセージボックスが出る．

３．連続印刷をする場合は必要な印刷

　　枚数のボタンを押す．

　　　　　　　　(順番に印刷されます）

４．希望の被験者番号を入力した場合は

　　　指定された番号の被験者のみの個人

　　　結果のみ 1枚印刷されます．

５．全ての印刷が終了したら右上の【保存】ボタンを押して終了できます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※通常の Excel での保存作業は不要です．
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