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健康運動指導士養成講習会 

講義資料 No. 2 （九州大学名誉教授：小宮 秀一著） 

肥満判定の手技 

はじめに	 

	 	 本資料は,	 「肥満判定の手技」について記述したものである.	 	 

	 	 	 従って,	 肥満判定法の実習として実施する,	 体脂肪量	 (率)	 の測定法である「皮下脂肪厚法」と「イン	 

	 ピーダンス法」の測定値を用いた肥満判定及び身長と体重による肥満判定などについて記述する.	 	 
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     1. 肥満判定と身体組成の関係      

         1) 肥満の定義 

                                     ＜資料  – 1＞  

                         

                肥満は, 英語で obesityと云うが, この英語は obesusと云うラテン語からきており, eat away (どんどん食 

              べる) を意味する. また, 英語の adiposity (脂肪過多) はラテン語の aleiphaに由来しており, 固まった脂肪 

              である fatを意味している.  

                即ち, 肥満とは単に体重が重いことではなく, 体脂肪(Fat) が過剰に蓄積した状態と定義される. しか 

              し, 体重の増加は必ずしも体脂肪量の増加だけを意味しないので, 本質的には肥満(obesity) と過体重 

              (over weight) とは異なる.  

           2) 過体重の定義 

                過体重とは, ある特定の身長に対する平均体重を基準にして, これを大きく上回る体重を指すだけで, 

              体重を構成する中身(即ち, 脂肪)については考慮されていない.  

           3) 肥満判定 

＜資料  – 2＞  
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               肥満は,肥満度として表現されるが,	 これは体格としての「太っている状況」の判定である.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 例えば,	 身長	 ‒	 体重表などから求められる肥満度は,	 単に「太った人」を表現するに過ぎない.	 つま	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 り,体脂肪の「異常蓄積」が量的に測定されて肥満の判定は可能になる.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 しかし,	 どこまでが正常な体脂肪量であり,	 どこからが異常な体脂肪の蓄積量であるかを決定するこ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 とは非常に困難である.いずれにしても,	 肥満の定義にある「体脂肪の過剰蓄積」と云う一言が肥満の判定	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を曖昧なものにしている.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 一方,医療における肥満の評価では,	 医学的に対応が必要な肥満,	 つまり,「肥満症」と云う観点から治	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 療を必要とする状態にあるかどうかを表現する評価法も必要である.	 

2.	 形態計測法	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 体格指数	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 身長と体重と定数を加減乗除し,	 体格指数として肥満を判定する	 (Broca-桂変法, Rohler指数, Quetlet 

            指数, Body Mass Index)のであれば,	 肥満者とは単に「太った人」に過ぎない.	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 標準体重	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜資料	 –3＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜資料	 –4＞	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 ボディマス・インデックス	 (Body Mass Index; BMI)	 

             日本肥満学会では, 日本人成人に関する各種疾病異常の有無 (疾病率) と BMI (体重, kg / 身長,m2 ) 

            の関係から, 日本人成人で最も疾病率が低い BMIは 22であるとして, 標準体重 (理想体重) は 22×身 

            長(m2) で求められるとしている.  

           (2)  標準体重 

           標準体重 = 身長 (m2) ×22 

           肥満度 (標準体重からの%偏差) = [ (実測体重	 — 標準体重)  / 標準体重 ]×100 

     3. 体脂肪測定法  

	 	 	 	 	 	 	 脂肪量は,関心の高い主要な身体組成ではあるが,	 脂肪組織量を直接測定する実用的な方法はない.	 従っ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 て,直接測定できる構成要素と特定の身体組成間で成立する定常状態を利用して間接的に未知の構成要素を推	 
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	 	 	 	 	 	 	 	 定することになる.	 	 

＜資料	 – 5＞	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

                                    	 	 	 	 ＜資料  – 6＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

         生体における脂肪(Fat)と除脂肪(Lean Body Mass, LBM)成分は, 化学的水分法 (hydrometric method)と物 

        理的密度法 (densitometric method)の二つの一般的な方法によって間接的に推定される.  

          その他, 周径囲や皮下脂肪厚測定などの人体計測学的方法や生体の電気抵抗値を利用して間接的に推定 

        する簡便法などがある.  

         1) 身体密度計測法	                    <資料  – 7＞  
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     身体密度計測法は, 「物体の一部または全部が流体(液体または気体)の中にある時, 物体には, 物体が押し 

   のけた部分の流体の重さに等しい浮力が働く」と云うアルキメデスの原理によるものである.  

     アルキメデスは, 全体の比重を測定し, 2つの成分からなる混合物のそれぞれの既知の比重からその相対的 

   な割合を推定する原理を発見した.  

     からだを FatとLBMの 2成分から構成されると考えると, この原理は身体組成の評価に直接応用できる. そ 

   れは, 全体重を水に沈めて, からだの体積を求め, それから体密度を計算することである.  

    2) 体密度法の原理と仮定 

＜資料  – 8＞  

            密度 (D)は, 体重(BM) / 体積(BV)であるため, 体重と体積がわかれば密度は計算できる. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

              水中秤量法(または水中体重法)は,	 体積を測定する.	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 水中体重法は空気中で測定した体重(Wa)と水に潜って測定した重量(Ww)との差として体積を計算する.	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 つまり,	 (DB) = BM / BVは,	 次のようになる.	 DB = Wa / (Wa – Ww)  

           しかし, この関係式には, 次の 3点が考慮されなければならない.  

           (1) 温度による水の密度 (Dw)	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2) 肺の残気量 (RV) の補正 

           (3) 消化管中の空気量 (100ml)の補正：消化管中の空気量は定量が困難であるため, 通常は 100mlと仮 

          定されるが, 無視されることもある.  

        3) 皮下脂肪厚法                       ＜資料  – 9＞  
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	 	 	     皮下脂肪厚 (skinfold thickness, fatfold thickness)とは, 比較的一定である皮膚と一定でない脂肪組織を 

        含む皮下組織の二重の層を意味するが, ヒトの皮膚はわずかに 0.5 ~ 2.0mmの厚さであるため, 大部分は 

        皮下脂肪 (subcutaneous fat)である.  

          ● 皮下脂肪厚の原理 

             皮下脂肪厚法の原理は, 皮膚の直下にある皮下脂肪量と体内の深部にある脂肪 (internal fat) の量と 

           に相関関係があり, これらの値が体密度に関連しているということである. 従って, 皮下脂肪厚法は,  

           身体密度計測法の簡便法である.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜資料  – 10＞  

             皮下脂肪厚の測定には専用の皮下脂肪厚測定器 (キャリパー)を使用する.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

             キャリパーの接点には 10g/mm2の国際規定圧がかかるように設計されている.  

          ● 推定式 

             皮下脂肪厚と体密度が比較的高い負の相関を示すことから, 数カ所の皮下脂肪厚から体密度を推 

           定する式が数多く開発されている.  

             しかし, 推定式が開発された母集団については妥当性は高いが, 他の集団に応用した場合には大 

           きな誤差が生じ, 年齢・性・人種による影響を受けて必ずしも高い精度を示さない.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                 ＜資料  – 11＞  
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           1951年と 1955年の FAO / WHOの合同栄養専門委員会は, 計測しやすく, 体密度との相関も比較 

         的高いと云う理由から右上腕背側部 (triceps) と右肩甲骨下部 (subscapular) の 2部位を体密度の 

         計算に使うことを提唱した.  

          ● 問題点 

             しかし, a. 体脂肪の分布には個体差がある, b. 各皮下脂肪厚は総体脂肪の変化に対して異なった 

           応答を示す. c. 単一の測定値は総体脂肪の絶対値や変化の割合を推定する力が弱い.また, 測定者に 

           よって測定値にバラツキが大きく客観性に問題がある.  

                                       ＜資料  – 12＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

        また, 若い成人の総体脂肪量の約半分は皮下脂肪であるが, 年齢の増加に伴って脂肪の多くは皮 

      下より内部に多く蓄蔵されるため, 同一皮下脂肪であっても高齢者の場合は, 相対的に大きな深部 

      脂肪を示し, 皮下脂肪厚から体脂肪を推定するためには年齢補正式が必要である.  

      4) 体水分量法 

＜資料  – 13＞  
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         5) 生体電気インピーダンス (BI) 法 

              インピーダンス法 (Bioelectrical impedance analysis; BIA)は, 人体に無痛の弱い交流電流を流したとき 

            の生体電気抵抗値, 即ちインピーダンス (Z, Ω)を応用する方法である.  

           (1) インピーダンス法の原理 

                インピーダンス法の原理は, 有機体に電流を流した時の伝導 (conduction)に基づいている. つま 

              り, 人体を脂肪組織と除脂肪組織に 2分して導体 (conductor)と考えると, 組織における伝導は導体 

              に含まれる水分とその中に溶解している電解質量に比例する. 従って, 蛋白質を含んでいるが, 実質 

              的には水分と電解質から構成されている LBMは, 水分を含まない Fat に比例して伝導率 

              (conductivity)が大で, 抵抗率 (resistivity)が小さく電流が流れやすいと云う原理が成立する. つまり,  

              インピーダンス法は, 体水分法の簡便法と位置づけられる.  

           (2) インピーダンス法の仮定 

                人体を単純な幾何学的系, つまり円柱形のような導体だと仮定すると, インピーダンスは導体の 

              長さと横断面積の関数として表すことができる. ＜資料 – 14＞ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 ここで, 一定の周波数を用い, 導体の組成をほぼ均一であると仮定すると, インピーダンス (Z, Ω)   

              は導体の長さ (L, cm)に比例し, 横断面積 (a, cm2) に逆比例する.  

                つまり, 式(1)となる. 

Z(Ω) = ρL/a       式(1) 

               上記の原理と仮定に基づいて, 以下の関係式から総体水分量 (TBW)を推定するものである.  

                式(1)の右辺に L/Lを乗じると,  

Z (Ω) = ρL2/al       式(2) 

                 aLは, 横断面積×長さであり, 導体容量である TBW (V)を意味するので, 次の式(3)に置き換える 

                ことができる.  

Z (Ω) = ρL2/V                     式(3) 

                 従って, 求めようとする V (TBW)について展開すると, 

                              TBW = ρL2/ Z                       式(4) 

                 つまり , 総体水分量 = 身長 2 / インピーダンス      式(5) となる.  
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             即ち, 総体水分量と身長 2 / インピーダンスは比例することになるため, 身長とインピーダンスを 

           測定して, 経験式から総体水分量を予測することができる. また, LBMに占める TBWの割合が 

           73.2%で一定であると云う原理から,  

                         LBM = TBW /0.732                  式(6) 

           と云うことになり, 身体組成の一方である LBMがわかれば, 体重(BM) - LBMから脂肪量(FM)を知 

           ることができる. 

     (3) 仮定上の問題点 

         ●人体は複雑な形をしており, 横断面積も均一ではなく, 組成も部位によって異なるため, 人体は単 

           純な導体ではない. 

         ●ρは体積抵抗率 (volume resistivity; 1 / ρは導電率)であり, 個体差が考えられるが, これを一定と 

           仮定している.  

       6) その他の方法 

            前述した方法以外に, 超音波法や近-赤外線分光法などがあるが, 近-赤外分光法は現在殆ど使われない 

          ため, ここでは超音波法について簡単に記述する.  

          (1) 超音波法 

               基礎知識：超音波とは, 「ヒトの耳には聞こえない程高い音」と定義される. 健康な成人の耳に聞こ  

             える周波数範囲は, 約 20Hzから約 2万 Hzであると云われているため, これ以上高い周波数の音のこ 

             とである. 例えば, ピアノの 1番右端のキーを叩くと, 4000Hzの音が出る. 

          (2) 測定原理：超音波が密度の異なる生体組織に当たると反射する性質を利用する.  

               超音波パルスを生体内に入射すると, 音響インピーダンスの異なる構造が相接している (例えば,  

             皮下脂肪と筋)場合, 超音波の一部は反射して戻ってくる.       

＜資料 – 15＞ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
                Weiss, L.W.と Clark, FC. (1985)は, 7.5MHz (750万 Hz, M = 100万) の周波数が皮下脂肪と筋の境界 

              を識別できると報告しているので, ピアノが出す最も高い音の更に 2,000倍近い周波数と云うことに 

              なる.  
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                超音波が体内を伝わるのに多少の時間がかかるため, 発射点に近いところからの反射波は早く, 遠 

              い所からは遅れて戻ってくる. この反射波を受信してブラウン管上に表示して皮下脂肪の厚さを測 

              定する.  

＜資料  – 16＞  

	 	 	 	 	 	 	       

         (3) データの表示法：代表的な表示法に 2種類ある.  

               A – mode (amplitude modulation)・・・反射の起こった深さに応じて一定の部位にエコーが生じるが,  

             それを振幅の変化として表示する方法であり, 皮下脂肪と筋の境界からの反射波は一元的にしか表示 

             できない.  

               B-mode (brightness modulation)・・・ エコーの振幅に応じて明るさの強弱として表示する方法で,  

             皮下脂肪と筋の境界を二次元的に画像として映し出せる長所をもっている.  

               キャリパー法も超音波法も皮下脂肪厚を測定するものである.  

               キャリパー法も超音波法もその原理は, 皮下脂肪厚と体密度が比較的高い負の相関を示すことから,  

               数カ所の皮下脂肪厚から体密度を推定して体脂肪率を推定するものである.  

               キャリパー法と同様に体密度を超音波で測定した皮下脂肪厚から推定する回帰式が開発されて 

               いる. しかし, 皮下脂肪厚の測定法が異なり, キャリパー法は皮膚直下の脂肪層を指でつまみ上 

               げてその厚さを測定するが, 超音波法は皮膚直下の脂肪層に超音波を照射してそのエコーを手が 

               かりに厚さを測定する方法である.  

                 従って, 超音波法は皮下脂肪が厚くつまみ上げられない肥満者でも, 皮下脂肪層のつまみだしの 

               程度や皮膚の張り具合などに関係なく測定できる利点がある.  
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   7) 体脂肪測定法の位置づけ 

＜資料  – 17＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	  

            ヒトが生きた状態で除脂肪量や体脂肪量を推定する間接法は, 直接測定できる要素と特定の要素間で 

          成立する定常状態を利用する.  

            一般に, 体脂肪を生体で直接測定する方法がないので, 直接測定できる要素と除脂肪量間で成立してい 

          る定常状態を利用する.  

            例えば, 物理的密度法に分類される身体密度計測法は, 全身の密度が直接測定でき, 除脂肪量の密度が 

          1.1で定常状態にあることを利用する.  

            化学的水分法に分類される体水分法は, 全身の水分量が直接測定でき, 除脂肪量の水分が 73.2%で定常 

          状態にあることを利用する.  

            皮下脂肪厚法は, 特定部位の皮下脂肪厚から体密度を間接的に推定し, 生体電気インピーダンス法は,  

          全身の電気的抵抗値から体水分量を間接的に推定するもので, いずれも簡便法である. 従って, これらの 

          簡便法は, ある程度の測定誤差を伴い精度も劣ると云わざるを得ない.  

＜資料  – 18＞  
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           また, 重要なことは, 身体組成を比較する場合は少なくとも同一方法でなされるべきであり, 特に身体 

          組成の変化を検討する場合は, 同一方法での繰り返し測定によって行われるべきである.  

       8) FFMIと FMIと云う概念 

           BMIは, 身長(HT)で調整した体重(WT)の指数である.  

            FFM(Fat Free Mass)と FM(Fat Mass) をボディ・サイズで調整する 1つの方法は, FFMと FMから構 

          成される体重(WT)を身長(HT)で調整し, 次にこの調整したWTを FFMと FMの 2成分に分けることであ 

          る. 従って, 下記の式が成り立つ： 

BMI = WT/HT2 = FFM/HT2 + FM/HT2. 

           ここで, FFM (kg) / HT2 (m2)は, 除脂肪量指数 (Fat-free mass index; FFMI), FM (kg) /HT2 (m2)は脂肪量 

          指数 (Fat mass index; FMI)と呼ばれている.  

＜資料  – 19＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

          (1) FFMIと FMI使用の利点 

               BMIと FFMI及び FMIは, それぞれ別のものであるが, いずれもボディ・サイズで調整した指数 

            である. BMIを FFMIと FMIに分けることは, 身体組成の測定なしには不可能であるが, これらの指 

            数の計算は容易であり, 共通の kg/m2と云う単位で表すことができる. 

                                    ＜資料  – 20＞  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

被験者A 被験者 B

身長  ( 170.4 cm)
体重  ( 70.6 kg)
BMI   (24.3 kg/m 2)
FFMI (21.2 kg/m2)
FMI   (3.1  kg/m2)

身長  ( 185.3cm)
体重  ( 69.1 kg)
BMI   (20.1 kg/m 2)
FFMI (17.7 kg/m2)
FMI   (2.4  kg/m2)

FM (9.0 kg, 13%) FM (8.4 kg, 12%)

FFM (61.6 kg, 87%) FFM (60.7 kg, 88%)

（健康な被験者） （栄養障害患者）

　　　体重と身 体組成が殆ど 同じ健康な被 験者と栄養障 害患
         Van Itallie et al. (1990)を著者修正.
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            FFMIや FMIと云う指数を用いることは身長の異なった被験者の FFMや FMに関する臨床学的な 

           解釈にとって有効である.  

             例えば, 体重が殆ど同じで身長が低い健康な被験者 (A) と身長が高く栄養障害にある被験者(B)を 

           仮定して, Aと Bの FFMや FMを絶対値やパーセンテージで比較すると, 両者の身体組成は殆ど同 

           じに評価される.  

             しかし, 両被験者には身長差があるため, FFMと FMを身長で調整すると, 被験者 Bの FFMIと FMI 

          は被験者 Aより小さな値となり, 被験者 Bが痩せ傾向にあることがわかる.  

＜資料  – 21＞  

            次に, ダイエットによる減量の評価に FFMIと FMIと云う指数を用いてみる. ダイエット期間は 

           24週間で, 体重の減少は初期体重の 24%であったと仮定する.  

 

             大きな体重減少に伴って, %FMは低下を示すが, 前述したように, もう 1つの体重の構成成分で 

          ある FFMの相対値 (%FFM)は体重減少にも関わらず増大したと云う結果を示す. しかし, ダイエ 

          ットによって身長は減少しないため, FFMと FMを身長で調整して FFMIと FMIを求めると, 両指 

          数は明らかに減少傾向を示す.  

おわりに	 

	 	 肥満判定の問題点	 

	 	 	 	 (1)	 脂肪量を正確に,	 かつ簡便に測定しうる方法はまだ十分には確立されていない.	 	 

        (2) 体脂肪の過剰蓄積が幾つからと云う客観的な指標がない. 

        (3) 身長と体重から判定する方法は, 単に「太っている」状態を評価しているに過ぎない.  

        (4) 治療を必要とする病的な肥満, つまり「肥満症」と云う観点から治療を必要とする状態にあるか 

           どうかを表現する判定法も必要である.  


