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はじめに  

体力は, 我々の身体全体の能力を表す言葉である. 形態は, その体力を反映している.

我々が, 普段或る人の背が高いとか, 太っているとか, 脚が長いとか云う時, 意識せずに,自分の

所属している集団のそれらと比較し, 或はそれらを物差しとして云っている場合が多い.しかし,それ

ぞれに物差しが違っているため, それは主観的な表現に過ぎない. このことは, 時に, 甚だしい誤り

を犯す危険がある.

形態測定(人体計測; anthropometry)とは,このような誤りを犯さないように, ヒトのからだや部分の

大きさ(size)やかたち(form)をより客観的に数量的に表す方法の一つである.

形態測定とは, 一定の計測器(測定器)を用い, 一定の計測部位(測定部位)を一定の方法に従って計

測(測定)し, それらを数量的に記録することである.

このようにして得られた数値によって, 個体(個人)のからだの客観的な大きさやかたち, 或るいは

特徴を知ることができる. また, 個人間で比較することもでき, 統計的な処理によって, 集団内での

分布や個人の位置を知ることができ, 2 つ以上の集団の特徴を比較することもできる. 時には, 個人

や集団を時間経過に従って測定して, 発育経過や形態の変化を客観的に知ることもできる.

 

I. 形態測定      

  1. 体力の概念

体力には,身体的要素と精神的要素の 2要素がある. 広義の体力概念では. 精神的要素も体力

に含めるが, 狭義の体力概念では, 体力を精神力に対して用いる言葉として捉え,精神的要素を体

力に含めるべきではないと云う捉え方もある.

精神的要素を体力に加えるか否かに関係なく, 体力は行動体力と防衛体力に分けることができ

る.

行動体力とは, スポーツ活動などの行動を起こす能力, 行動を持続させる能力, 行動をコント

ロールする能力であり, 「作業能力」や「活動能力」にあたる.

2. 行動体力の分類

行動体力は, 大きく形態と機能に分けられる.

1)機能

機能には, エネルギー系の要素(筋力, 持久力, スピード, 瞬発力)とコントロール系の

要素（敏捷性, 平衡性, 協調性, 柔軟性）とがある. これらの要素は, 個別に測定すること

も可能であるが, これらの要素は, 個別的でなく, 相互に関係しあって総合的に機能するこ

とが多い.
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2)形態

形態とは, 所謂“身体の大きさ(size)とかたち(form)”であり, 体格(physique), 身体組成

(body composition)を含めて, これらの測定手法を形態測定(anthropometry)と呼ぶ.

形態測定(人体計測)とは, ヒトのからだの大きさ(size)やかたち(form)を, より客観的に

数量的に表す方法の一つである.

形態測定とは, 一定の計測器(測定器)を用い, 一定の計測部位(測定部位)を一定の方法に

従って計測(測定)し, それらを数量的に記録することである.

3. 形態の分類

1)体格(physique)

骨格,筋肉, 皮下脂肪などを指標とした身体の外観的状態であり, 具体的には身長

(height),体重(body weight), 胸囲(chest girth)と云った 1つ 1つの身体計測値そのものが体格を

意味する.

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であり, 身体の長軸にそった計測値で, 身長・

下肢長などである.

② 幅育は, 身体各部の幅に関する測度であり, 身体の長軸と直角に交わる方向の計測値

で, 肩幅, 腰幅などである.

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)身体組成(body composition)

からだを構成している要素を身体組成と云う. 人体を構成する多くの要素は, 原子, 分子,

細胞, 組織の各レベルに分類でき, それらは有機的組織体として全身体を構成する.

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)に 2分割する 2-成分モデルが多く用いられる.
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4. 形態の正確な測定

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)正確な測定に際しての一般的な注意事項

測定の実施にあたって, 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科学的な態度をもち, 毅然として測定すること. 被験者に不快感を与えるような言動は

慎むこと.

②胸囲や皮下脂肪厚を測る時は, 被験者の羞恥心などを考慮して人権問題を念頭に置くこ

と.

③被験者はなるべく裸体に近い状態が望ましい. しかし, 女性の測定では, 軽い下着の着

用が望まれる.

④測定が長引くと, 被験者の姿勢が乱れたり, 協力的であった態度が次第に消極的になり

がちである. このことが測定精度を低下させるので, なるべく短時間で, 正確に計測で

きるように十分訓練をしておくこと.

⑤測定補助者は, 被験者の姿勢などに注意し, 測定の円滑化と正確化に協力すること.

⑥測定者は, はっきりと値を読み上げ, 記録者は, この値を復唱すること.

⑦測定する時刻は, なるべく午前 10 時頃に設定すること.

⑧測定器具の尖った部分などに注意し, 危険防止につとめること.

⑨左右に存在する計測部位は, 原則右側を測定する.

⑩誕生日や測定日は西暦で記入するのが望ましい.

⑪適切な計測場所を設定する.

⑫計測順, 器具の配置, 照明, 室温に注意する.

⑬測定器は, 事前にキャリブレーションして調整する.

⑭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.

⑮測定者のほかに, 記録する補助者をおく.

⑯記録者は, 測定値を記録する時に数値を必ず復唱する.

⑰自信のない測定は, もう一度計測し直す.

⑱対象者のプライバシーを守る.

2)測定器具

形態測定の意義からも, 計測器, 計測点, 計測法などがまちまちでは, 得られた数値の価

値は殆どないに等しい.

人類学の分野での形態測定法を集大成したものがマルチン(R. Martin)の人類学教科書

(Lehrebuch der Anthropologie, 1928: K. Sallerによる改訂版は,1957)であり, 現在, 多くの研究者 
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        がこの方法に従って測定している. 

形態測定には, アンソロポメータ, 桿状計, 滑動計, 触角計, 巻尺などがセットになった

マルチン式人体計測器が使われ, これに皮下脂肪厚計と体重計を加えたものが一般的であろ

う.

①アンソロポメータ

＊2つの目盛りがつけてある(下から上に, 上から下に)4 本の管をつないで使う.

＊身長等を測るアンソロポメータは, 下から上に目盛ってある方を使う.

＊可動枠(カーソル)にブレード(横尺)を差し込み, 上端の固定枠には差し込まない.

＊数値は, カーソルの窓の上縁に出た数字(下から目盛られた)を読み取る.

②桿状計(資料-1)

＊アンソロポメータの上の方の 1ないし 2 本を使用する.

＊上部の固定枠と可動枠の両方に横尺を差し込んで使用する(差し込んだ長さは 2本とも

同じにする.

＊数値の読み取りは, カーソルの窓と反対側で, カーソルの上縁にでる上から目盛られ

た値で行う.

③滑動計(資料-2)

＊2 種類の横尺が準備されているが, 形態測定では, 先端の尖っていない方を使用する.

固定横尺の反対端の目盛りは 5cm まで逆に目盛ってあるが, これは別の測定に使用す

る.

④触角計(資料-3)

＊器具の先端をそれぞれ親指と人差し指の先でつまむ.

＊この状態で, 計測点を探りながら計測する.

＊目盛りが縮小されているので, 注意が必要であり, 奇数値と偶数値が目盛り線の上下

に分けて刻印されているので, 注意が必要である.

⑤巻き尺

＊布に樹脂コーティングしたものが一般的であるが, スチール製は縁が鋭利であるから

注意が必要である.

＊布製は古くなると精度が落ちる.

⑥皮下脂肪厚計(資料-4)

＊栄研式(目盛り幅 0.5 mm)とハーペンデン式(目盛り幅 0.2 mm)のキャリパーが一般的で

ある.

＊キャリパーは, 測定部分(接点)に一定圧(10 g/cm2)がかかるようになっている.

＊測定前に, 指針がゼロにきているかどうかをチェックすること.
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＊計測直後は, 必ずハンドルに軽く力を加えて先端部を開いて皮膚から離すこと.

⑦体重計

＊デジタル式で高精度(最小目盛り 20 g)のものが良い.

3)生体計測点

形態測定には, それぞれの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, 体表から容易に触れ

求められる点が選ばれているが, 主な計測点は, (資料-5と-6)の通りである. 皮下脂肪厚な

どの軟部組織の量によっては, 探し出すのに苦労することもある. 肩峰点(左右)と前腸骨棘

点(右)には, 予め皮膚鉛筆(デルマトグラフ)や水性ペンで印しをつけておくと良い.

II.形態測定の実際
1.長育と幅育

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：(sitting plane)床面から頭頂点(vertex; 資料-6)までの垂直距離

●計測器：身長計(資料-7)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, 肩の力を抜いて直立姿勢をとる(資料-7)

検者は, 被験者の頭部を耳眼水平面(資料-8) (左右の耳珠点 tragionと左の目窩点 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 時を中心に測定を行うのが望

ましい.

2)上肢長(Upper limb length)

●意義：上肢長は, 上腕長(肩峰点から撓骨点までの直線距離(資料-9 の 47),前腕長(撓骨点

から茎突起までの直線距離(資料-9 の 48),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：資料-9 の 49)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(資料-6)から指先点(資料-6)までの垂直距離

●計測器：桿状計(資料-1)

●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, 腕を挙げさせた時肩の部
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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.

3)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(資料-6)までの垂直距離 

        ●計測器：アンドロポメータ 

        ●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. 正確に見つけることが 

          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, 計測点（転子点）の 

            確認が難しいため, 腸骨棘(キョク)高を測定して, 身長に応じて(資料-10)の数値を引き算 

            することで求める. ＊腸骨棘高とは, 床面から上前腸骨棘尖端(資料-6)までの垂直距離 

            (資料-11)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.

4)肩峰幅(肩幅) (Shoulder breadth)

●計測点：左右の肩峰点(資料-6)間の直線距離(資料-12, 13)

●計測器：桿状計(資料-1)

●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.

●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.

5)胸矢状径(胸厚) (Chest depth)

●意義：胸指数(胸矢状径/胸横径×100)は,小さい程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 歳頃に一層扁平になり,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.胸横

径は,胸骨中点(資料-6)で,胸郭の前後面に垂直に計測した胸郭の横径である.

●計測点：胸骨中点(資料-6)を通る水平面上で胸椎棘突起の先端までの距離(資料-12; 37(2)).

●計測器：触角計(大型) (資料-3)

●計測法：触角計を水平にあて, 胸骨中点(資料-6)に触角計の一端をあて, その高さで胸の

厚さを計測する.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

安静時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.
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 6)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目ざましく, 第二性徴期の影響をう

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(資料-6)間の直線距離(資料-13)

●計測器：触角計(大型) (資料-3)

●計測法：腸骨稜点は, 直立姿勢で腸骨稜(資料-6)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骨点を

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.

●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.  

 2. 量育と周育  

       1) 体重  (Body weight, Body mass) 

        ●意義：身長と共に形態測定項目の代表的な尺度であるが, 身長が長さの尺度であるのに対し 

          て体重は, 長さの 3乗である重さの尺度である. また, 身体の全て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受けやすく, 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 1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, 裸体で測定するのが原則であるが, 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時前後に測定 

          するのが望ましい. 食事や飲み物, 運動による発汗など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) 胸囲  (Chest girth) 

       ●意義：胸囲は, 人体の幅と深さとを示す測度である. 胸部は, 心臓や肺などの臓器が収めら 

          れているので, 胸囲の大小は, 収められている器官の大小及び機能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云われている. 胸囲が大きいこと 

          は, 血管の発達が良く, 心臓の作業能率が高く, 持久力に優れていると云われている. 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(資料-14) 

       ●計測器：巻き尺 
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       ●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 

          に巻き尺をあてる. 乳頭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(資料-15). 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.

3) 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最もくびれた位値の水平囲(資料

-14)

●計測器：巻き尺

●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.

4) 腰囲 (ヒップ囲) (Hip girth)

●意義：腰囲は, 骨盤の周径の目安であると共に, 大腿上部, 臀部の筋の発達と皮下脂肪厚

の沈着を合わせて示す測度である.

●計測点：大転子のあたりで, 臀部最後方突出部と恥骨部を通る周径(資料-16)

●計測器：巻き尺

●計測法：被験者を両足を揃えて自然に立たせ, 臀部最後方突出部で水平周径を計測する.

●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.

5) 上腕囲 (伸囲) (Upper arm girth)

●意義：上腕囲は, 上腕の最大周径である. 伸展位と屈曲囲の計測法があるが, 国際体力テ

スト標準化委員会では, 伸位で計測すると定めている. 上腕囲は, 筋の発達と皮下脂肪の

沈着を含んだ全身の栄養状態の判定尺度である.

●計測点：右上腕二頭筋の最も膨隆したところの周径囲(資料-17)

●計測器：巻き尺

●計測法：被験者は, 手のひらを前面に向けて肘と指を伸ばしたまま身体の側方に垂らし,

上腕の筋をリラックスさせる. 検者は, 上腕二頭筋の最大膨隆部位を長軸に直角に巻き尺

をまわして計測する.

●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.

6) 大腿囲 (Thigh girth)

●意義：大腿囲は, 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
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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,上腕囲より劣る.

●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)の周径位(資料-18).

●計測器：巻き尺

●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

き尺をあて, 大腿部の最大囲を計測する(資料-14, 資料-18).

●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.

7) 下腿最大囲 (Lower leg girth)

●意義：下腿囲は, 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)の最も膨らんだ部位の周径囲(資料-18)

●計測器：巻き尺

●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き尺をあて, 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,小数点第 2 位以下は四捨五入し, 第 1位まで求める.

III. 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(body fat mass: BFM)と除脂

肪量(fat-free mass: FFM)に 2分割する 2-成分モデルが多く用いられる.

身体組成を測定する方法は, 種々存在するが, 本資料では皮下脂肪厚法(Skinfold Method)と生

体電気インピーダンス法(Bioelectrical Impedance Method: BIA)について記述する.

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(資料-19).  
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           本資料には, 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, 肩甲骨下部, 膝蓋部, 大腿前部, 大腿後部, 下腿部の 12の 

         計測部位も示しておく(資料-19).  

        2) 計測器 

           皮下脂肪厚の測定は, 専用の皮下脂肪厚測定器(資料-4; skinfold caliper)を使用する. この 

         キャリパーの接点(皮下脂肪を挟むところ)には 10g/mm2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(資料-4). の場合, 接点の面積は 20mm2であるため, 全体にかか 

         る圧は 200gとなっている.  

        3) 計測点 

           計測点は, 資料-19の通りである.  

        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当てる. 接点には国際規定圧がかかっているので, 2秒以 

           内に指針を読み取る.  

             計測単位は mmとし, 0.5mmか 1.0mm単位で求める. 同一部位を 3回測定して, 平均値 

           を記録する.  

        5) 皮下脂肪厚測定の実際 

          (1) 頬骨下縁の計測点 

             右頬の 1cm下を身体の長軸に対して平行な縦ひだ(資料-19).  

          (2) 舌骨部の計測点 

             オトガイ(下顎の先端) と喉頭隆起(喉ぼとけ)の中点で, 身体の長軸に対して平行な縦ひ 

             だ. 

          (3) 胸部の計測点 

             右の乳頭と腋窩を結ぶ中点で, 身体の長軸に対して斜めひだ(資料-20).  

          (4) 側胸部の計測点 

             右の腋窩と腸骨稜(骨盤をつくっている腸骨の上縁の部分を結ぶ中点で, 身体 

             の長軸に対して平行な縦ひだ(資料-21). 

          (5) 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(資料-22).  

          (6) 腰部の計測点 

             右腸骨稜の 2cm上で, 身体の長軸に対して平行な縦ひだ(資料-23).  
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          (7) 上腕背側部の計測点 

              右の肩峰突起(資料-6)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(資料-24).  

          (8) 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(資料-25).  

          (9) 膝蓋部の計測点 

             右膝蓋部(膝頭)の 1cm上を脚の長軸に対して平行な縦ひだ.  

         (10) 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(資料-26).  

         (11) 大腿後部の計測点 

             右大腿後部の中点で, 脚の長軸に対して平行な縦ひだ(大腿前部の真裏).  

         (12) 下腿部の計測点 

             椅子に座り右膝を 90度に曲げ, 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(資料-27).  

   2. インピーダンス(BIA)法  

        1) 計測の対象 

            4表面-電極法を用いて, 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(イン 

          ピーダンス)を測定する(資料-28).  

         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(資料-29: Body composition analyzer,  

          TP-202K；著者作成)を用いる.   

         3) 計測点 

          電極の貼付場所等は, 4) インピーダンス測定の実際の項で記述する.  

      4) インピーダンス測定の実際 

       (1) 測定前の条件 

        ①インピーダンスの測定は, 最低でも 2時間の絶食後に行う 

        ②運動やアルコール摂取から少なくとも 8時間後に行う 

        ③測定直前に排尿し, 膀胱を空にする 

       (2) 測定室の条件 

        ①測定室は, 室温を 23℃前後に調整する 

        ②平坦な非伝導性(電気を通さない)ベッドを準備する.  

        ③金属の物体や分析器以外の電気装置は, ベッド及び測定器から 1m以上離すこと 
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   (3) 測定時の姿勢(資料-30) 

        ①ベッド上に仰向けで横になる 

        ②両腕は, 脇腹に触れないように少し体幹から離す 

③両脚は足首が少なくとも 20cm離れるように開く(両方の大腿が触れない) 

        ④頭は, ベッドに触れるか, 薄い枕で少しもちあげる 

        ⑤靴・靴下を脱ぎ, 金属製の装飾品などはからだに着けない 

       (4) 電極の貼付(資料-31) 

        ①規定の表面電極を 4個使う 

        ②右手のセンサー電極(赤)は, 茎状突起間で手首の中間に貼る 

        ③右足のセンサー電極(黄)は, 顆間で足首の中間に貼る 

        ④右手のソース電極(黒)は, 赤の電極から 5cm以上離し, 第 3中手の指骨関節の上に貼る 

        ⑤右足のソース電極(黒)は, 黄の電極から 5cm以上離し, 第 3中足の指骨関節の上に貼る 

        ⑥電極を貼る皮膚の部分は, 皮膚抵抗率を小さくするため, アルコールで軽く拭き, 乾燥 

          してから電極を貼る 

       (5) 測定時の条件 

        ①被験者は, 測定の間中動かない 

        ②通常の呼吸をする 

        ③被験者が横になって 5分以内に測定する 

IV. 形態測定値の評価  

   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程肉付きが良く, 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・・・小数第 1位まで, 単位なし 

          計算例：男子：身長 171.6 cm  体重 64.1 kg 

                  女子：身長 158.8cm 体重 51.7kg 

                  男子 = (64.1÷171.6)×100 = 37.4 

                  女子 = (51.7÷158.8)×100 = 32.6 

   2. ローレル指数(Rohrer’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 

          とする時, 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云 

          う考え方である. 従って, 身長を一辺として立方体に, 体重分の重さが詰まっていると考え 
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          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(cm3)]×107 ・・・小数第 1位まで, 単位なし 

          計算例：男子：身長 171.6 cm  体重 64.1 kg  

                  女子：身長 158.8cm 体重 51.7kg 

          計算順：❶身長を 3回かける❷体重をそれで割る❸それに 10000000をかける(少数点を右に 

          7つずらす) 

          計算例：男子：[64.1÷(5053029.696)]×10000000 = 126.9 

                  女子：[51.7÷(4004529.472)]×10000000 = 129.1 

      ローレル指数による肥満の判定基準は, (資料-32)の通りである.  

   3. ボディ・マス・インデックス (Body mass index; BMI) ・・・小数第 1位まで, 単位：kg/m2 

      ●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)の名前で使われていた. 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(m2) 

        計算例：男子：身長 171.6 cm (1.716m)  体重 64.1 kg  

                女子：身長 158.8cm (1.588m) 体重 51.7kg 

        計算順：❶身長を mに直す❷それを 2回かける❸体重をそれで割る 

                男子 = (64.1÷2.944656) = 21.8 

                女子 = (51.7÷2.521744) = 20.5 

      BMIによる肥満の判定基準は(資料-33;日本肥満学会)の通りである.  

   4. 標準体重(Standard weight)・・・小数第 1位まで, 単位：kg 

       ●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(m2) 

         計算例：男子：身長 171.6 cm (1.716m)   

                 女子：身長 158.8cm (1.588m)  

         計算順：❶身長を mに直す❷それを 2回かける❸22にそれをかける 

                 男子：22× (2.944656) = 64.8 

                 女子：22× (2.521744) = 55.5 
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   5. 桂標準体重(Katsura’s standard weight)・・・小数第 1位まで, 単位：kg 

       ●意義：この標準体重は, 肥満のスクリーニング法として使われるが, 多少痩せを良しと判定 

         する傾向にあり, また, 高齢女子には不適当であるため, 慎重な配慮が必要である.  

       ●計算式：[ 身長(cm) – 100 ]×0.9 

         計算例：男子：身長 171.6 cm   体重 64.1kg 

                 女子：身長 158.8cm    体重 51.7kg 

         計算順：❶身長を cmから 100を引く❷それに 0.9をかける 

                 男子 = (171.6 – 100)×0.9 = 64.4 

                 女子 = (158.8 - 100)×0.9 = 52.9 

       ●肥満度の計算式：体重÷桂の標準体重 

                 男子 = 64.1÷64.4 = 1.00 

                 女子 = 51.7÷52.9 = 0.98 

       ●肥満の判定基準：正常(~ 1.2), 肥満(1.3 ~), 高度肥満( 1.5 ~) 

   6. 標準体重からの%偏差(% deviation from standard weight)・・・小数第 1位まで, 単位：+ か - を 

      つけた% 

       ●意義：個人の体重が標準体重(上記 4.)から何%隔たってい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 – 標準体重) ÷ 標準体重 ]×100 

         計算例：男子 64.1kg 

                 女子 51.7kg 

         計算順❶標準体重は上記 4. で求めた標準体重を使う❷体重から標準体重を引く❸それを標 

         準体重で割る❹それに 100をかける 

                     男子：[ (64.1 – 64.8)÷(64.8)]×100 = - 1.1 

                     女子：[ (51.7 – 55.5)÷(55.5)]×100 = - 6.8 

       ●肥満の判定基準：痩せ( ~10%以下), 正常(-10% ~ +10%), 過体重(+10% ~ +20%),  

         肥満(+20%以上) 

   7. ウエスト・ヒップ比(Waist-to-hip ratio (WHR)・・・少数第 2位まで 単位なし 

    ●意義：WHRは, 体脂肪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：胴囲÷腰囲 

      計算例：男子：胴囲 72.2cm   腰囲 89.4cm 

              女子：胴囲 63.8cm   腰囲 88.5cm 

      計算順：❶胴囲を腰囲で割る 

                   男子：(72.2)÷(89.4) = (0.81) 
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                   女子：(63.8)÷(88.5) = (0.72) 

V.  身体組成値の評価  

   1. 体密度(Body density)の算出・・・小数第 4位まで   単位：g/ml 

       ●意義：人体の密度(density; D)は, 体脂肪の密度(0.9 g/ml)と除脂肪の密度(1.1g/ml)の和である.  

         従って. 人体の密度は, 0.9 – 1.1 g/mlの範囲にある. 体密度は, 体重÷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,  

         皮下脂肪厚から体密度を推定する式が開発されている.  

       ●計算式：皮下脂肪厚和(上腕背側部皮下脂肪厚＋肩甲骨下部皮下脂肪)から体密度を推定する 

         式(資料-34).  

         計算例：男子(20歳)：上腕背側部皮下脂肪厚 11.2 mm 肩甲骨下部皮下脂肪厚 12.6 mm 

                 女子(20歳)：上腕背側部皮下脂肪厚 17.3 mm 肩甲骨下部皮下脂肪厚 17.0 mm 

         計算順：❶ 2つの皮下脂肪厚をプラスする❷それに男子は 0.00116を, 女子は 0.00133をか 

                 ける❸それを男子 1.0913から, 女子は 1.0897から引く 

                 男子：(1.0913) – (0.00116×23.8) = (1.0913) – (0.027608) = 1.0637 

                 女子：(1.0897) – (0.00133×34.3) = (1.0897) – (0.045619) = 1.0441 

   2. 体脂肪率(Percentage body fat: %Fat)の算出・・・小数第 1位まで   単位：% 

    ●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＞消費エネルギーと云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：(資料-34)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.  

                          %Fat = [ (4.570÷体密度) – 4.124]×100 

      計算順：❶4.570を上記 1. で計算した体密度 Dで割る❷それから 4.124を引く❸それに 100 

              をかける 

      計算例：男子：[(4.570÷(1.0637) – 4.124)×100 = 17.2 

              女子：[(4.570÷ 1.0441) – 4.124]×100 = 25.3 

    ●肥満の判定基準：%Fatによる肥満(軽度・中度・高度)の判定基準(資料-35) . (皮脂厚とは, 上 

      腕背側部と肩甲骨下部の皮下脂肪厚和である).  

3. 体脂肪量 (Fat mass: FM)の算出・・・小数第 1位まで   単位：kg 

    ●計算式：Fat, kg = (体脂肪率×体重)÷100 

      計算例：男子：体重 64.1kg 

              女子：体重 51.7kg 

      計算順：❶体脂肪率に体重をかける❷それを 100で割る 
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      計算例：男子：[(17.2)×(64.1)]÷100 = 11.0 

              女子：[(25.3)×(51.7)]÷100 = 13.1 

4. 除脂肪量(Fat-free mass: FFM)の算出・・・小数第 1位まで   単位：kg 

    ●意義：除脂肪量は, 体脂肪量と共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(%Fat)×体重(kg)]を求める. 次に, 除脂肪量(kg)を 

      次の式から算出する. 除脂肪量(kg) = 体重(kg) – 体脂肪量 (kg) 

      計算例：男子：(64.1) – (11.0) = 53.1 

              女子：(51.7 ) – (13.1) = 38.6 

5. 体脂肪量指数 (Fat mass index: FMI)の算出・・・小数第 1位まで   単位：kg/m2 

    ●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云える. 

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を除脂肪量指数 (FFMI) と云い,  

      脂肪量÷身長２を脂肪量指数 (FMI) と云う. これらの指数を用いると, 身長の異なった人達 

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：脂肪量指数 (FMI) = 脂肪量 (FM)÷身長(m)2 

      計算例：男子：身長 1.716m   体脂肪量  53.1kg 

              女子：身長 1.588m   体脂肪量   38.6 kg 

      計算順：❶ mに直した身長を二乗する❷ 3.で計算した体脂肪量をそれで割る 

              男子：(11.0) ÷ (2.944656) = 3.7 

              女子：(13.1) ÷ (2.521744) = 5.2 

6. 除脂肪量指数 (Fat-free mass index: FFMI)の算出・・・小数第 1位まで   単位：kg/m2 

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

      計算例：男子：身長 1.716m 

              女子：身長 1.588m 

      計算順：❶ mに直した身長を二乗する❷ 4.で計算した除脂肪量をそれで割る 

              男子：(53.1) ÷ (2.944656) = 18.0 

              女子：(38.6) ÷ (2.521744) = 15.3 

VI. 評価法  

      評価には, 何故評価が必要かと云う目的が設定される必要がある. その目的は, 現状をどのよ 
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    うに理解し, 今後の改善の方法を考えるために必要な判断の根拠を求めることである. 従って, 目 

    的にあった評価基準が必要である.  

      評価の方法としては, 予め基準が存在する場合には「絶対評価( absolute evaluation)」を, 集団 

    内での順位や位置を評価する場合には「相対評価(relative evaluation)」を用いている.  

   1. 絶対評価法と相対評価法 

       ❶絶対評価法：絶対的評価基準が存在する場合に行われ, 発達の異常性の発見や日常生活にお 

         ける必要性を基準に評価する場合に用いられる. 例えば, 乳児の反射機能を用いた神経機能 

         発達の評価, 衣服の着脱や排尿・排便が一人でできるかどうか等の評価がこれにあたる.  

       ❷相対評価：集団内での順位や位値が問題となる場合で, 絶対的な基準が設定できない場合に 

         用いられる. 例えば, 形態測定値等, どの程度の大きさを有していれば良いのかを厳密に決 

         められない場合等に用いられる.   

   2. 評価基準の概念 

        客観的な評価を行うには, 先ず「正しい合理的な基準値」の作成が重要である. 評価される 

      個人或いは集団がどのような規模のものか, どのような性質を持っているかと云う条件によっ 

      て, 評価に必要な尺度は, 性別・年齢別・地域別など多くのものが存在しうる. 一般に, 評価の 

      基準値は, 最大規模の集団を対象とした全国的なものである(例えば, 文部科学省：体力・運動能 

      力調査報告書：体力・運動能力統計調査報告書, 厚生労働省：乳幼児身体発育値など).   

        基準値には, 理想的な性格をもったものと現状値的な性格をもったものと 2種類がある 

       ❶理想値：何の障害もなく, 望ましい発育を遂げた場合, どのような経過をたどるかと云う考 

         えに基づいた基準値である. しかし, 望ましい理想的な発育を具体的に定義することは困難 

         であり, 個人差を無視して基準値を設定することも無理である. つまり, 「望ましい状態」の 

         定義が難しく, 理想値の作成は極めて困難である.   

       ❷現状値：ある集団の現状を把握しようと云う考え方に基づいて作られた基準値である. 従っ 

         て, 統計的に偏りのない抽出法で選ばれた多数の代表値によって表現される. しかし, 現状 

         値は, ある時期, ある集団の状態を示すものであって, その状態は時代, 環境の変化で変わ 

         るため, 現状値に基づいた基準値は, 再調査され, 更新される必要がある.  

   3. 評価基準の作成 

        集団の代表値として平均値を用いるものが多いが, 測定値の分布の広がりを考慮して階級区 

      分をつくる基準値も多い.  

        1) 平均値 (X
ー

)と標準偏差 (SD)を利用する方法 

           性別・年齢別の平均値を中心として標準偏差を用いて階級区分を作成する方法である. 

        ＃平均値(X
ー

)：平均値とは, 測定値の総和を測定値の数(人数)で割ったものである.  

        ＃標準偏差 (Standard deviation, SD)：全体の結果は平均のところにまとまっているか, 散らば 
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          っているかを表す指標で, データのバラツキ(分布)の度合いを表す数値である.  

          SD = √Σ(X - X
ー

)2 / (N – 1); Xは測定値, X
ー

は平均値, Nは測定値数(人数) 分布が正規分布 

          (資料-36)であるとき, 平均値を中心に±1/2 SDで階級区分を作ると, データは大 31%, 中 

          38%, 小 31%の割合で分布する. (正規分布：平均値を中心に左右対称の分布). (資料-37) し 

          かし, 多少歪んだ分布を示す場合, それぞれの分布比率が食い違ってくることが問題であ 

          る. (資料-38) (資料-39) 

     2) 標準得点を利用する方法 

          ある得点に基づいて得点化することで, その測定値の意味を解釈する方法である.  

      ＃ Z – スコア：(X - X
ー

) / SD・・・(-3 ~ +3の範囲にあるが, 負の値を取り得る) 

      ＃ T – スコア：(10×Z-スコア) + 50・・・(20 ~ 80の範囲で, 平均 = 50) 

        得点化することにより単位がなくなるため, 異なる項目間の比較が可能になる.  

     3) パーセンタイル (percentile; %ile)を利用する方法 

          パーセンタイル値は, その値の下に全データの何%が位置するかと云うことで表現され 

       る. 例えば, 被験者の集団で 95%ileの身長の人がいたとすると, その身長は集団の 95%の人 

       より背が高いと云うことになる. 上下同数の中央値(median)は 50%ileに相当する.  

         パーセンタイル法は, ある分布について, 累積度数百分率が小さい方から或決められた 

       パーセント(3, 10, 25, 50, 75, 90, 97%)の該当するところに境界を設定するものである.  

         この方法の特徴は, 歪んだ分布でも均等に区分できることであり, 数量的にわかりやす 

       く表現できると云う点である.  

VII. 基本統計量  (資料-40) 
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資料 6生体計測点



耳眼水平位

資料‐7身長計による方法
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資料‐,上肢長(上腕長十前腕長+手長)



資料‐10腸骨棘高を測定して,身長に応して以下の

数値を引き算して下肢長を求める

上前腐僣棘尖織

鹿脅内果尖端

資料‐11下肢長

餞●●●●̈ ●L鮨 ■●●●

資料‐12胸郭矢状径
層峰幅
(層幅)

賜骨議幅
(腰幅)

,1●|●

“ `ゝ
●‐|"

)1腕■路ll

人嗅 ,■喘

離

“

130‐ 150cnl

151‐ 165clll

166‐ 1 75clll

(3■0)

資料‐13生体幅径の計測部位



Neck_

Shoul●er

上腕囲
胸 囲

胴 囲
Abdominal

腰 囲VVrist

PrK ximal thigh

下腿最大囲

大腿囲 一一一

Oistal th 9h

資料‐15胸囲の計測点

Ank e―――̈ ―――

資料 14身体周径囲の計測部位

′/ 1
資料‐16

日 ｀

ヽ
骨盤囲

,オ

"節
囲ヒ

前●|●ヵ、囲

資料‐17上肢の周囲

″田

前腱最大囲

腋8上範囲

上腕囲

下腱最大国

資料‐18大腿囲と下腿囲



資料‐19皮下脂肪厚の測定部位

資料,0胸部の皮下脂肪厚測定 資料‐21側胸部の皮下脂肪厚測定



資料 22腹部の皮下脂肪厚測定 資料 23腰部の皮下脂肪厚測定

資料‐24上腕背側部の皮下脂肪厚測定 資料 25肩 甲骨下部の皮下脂肪厚測定



資料‐26大腿前部の皮下脂肪厚測定 資料‐27下腿部の皮下脂肪厚測定

資料 284表面 ―電極法 資料‐29イ ンピーダンス測定装置

資料‐30測定時の姿勢



枷
”
／Ｍ鷹け］
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彦下鮨 睛― ″lt■婉背償部 慮下 贈防菫 +薔中曇下 部 0下 1旨睛 巨であ ス

資料‐35皮下脂肪厚和から推定した体密度lDlから算出した%Fatによる肥満度の判定基準

資料‐32ローレル指数による肥満判定基準

資料‐31電極の貼付場所

資料‐33 Bmに よる肥満度の判定基準

日本田議学会

BMIK18 5 L 体 重
18.5≦ BMI●50 彗 通 体 重

250≦BMI●0.0 肥馬 (1度〉

30.0≦BMI●50 肥満 (2度)

350≦BMIK4110 肥満 (3度 )

40.0≦BMI 肥馬 (4度 )

資料 34皮下脂肪厚和から体密度lDlを推定する式

年  齢 男   性 女   性

,‐ 11 D‐ 10879‐ αm151× 反下脂防厚和 D‐ 10794‐ ■

“

142× 皮下脂肪厚和

12‐ 14 D‐ 10068ユ∞133X皮下館肪摩和 D‐ 10888‐ 0∞153X反下躊腑厚和

1518 D‐ 10977-■Ol1146X皮下1旨肪摯和 D‐ 10931●∞160× 皮下脂肪摩和

18以上 D‐ 1013‐ O10116× 皮下1旨肪厚和 D‐ ■0897‐ Cm133X皮 下1日肪摩和

性別 年齢

軽度肥満 中度肥満 日度IB満

皮脂厚 (mい %F8t 劇旨厚 (mい %F“ 躍 6ω %Fat

男

6‐ 3 211 20 30 25 411 30

9‐ 11 23 20 32 25 411 30

12‐ 14 25 20
●
０ 25 45 30

15‐ 18 31 ヽ
´

40 25
"

30

18以上 35 20 45 25 55 30

女

6‐ 3 25 ,S 3S 30 45 35

9‐ 11
"

25 37 311 45 35

12‐ 14 3S ＾
´

“

30 50 ，
″

15‐ 18 al 30 Sll
●
０ 55 411

18以上 45 30 55 3S ω 40

身  長 ローレル指数の肥満判定基準

110‐ 129 cm 100以上

130‐ 149 cm 171以上

171 cm以上 160以上
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02

01

‐1      0      1

資料‐3“ 標準正規分布

fず均値

資料‐38標準偏差の異なる2つの正規分布

資料・39正規分布における平均値のまわりの測定値分布

資料3■ 正規分布における±172 SD区分

測定値 測定値の含まれる確率

X± lSD 68.260/.

X=2SD 95.440/c

X± 3SD 99,740/.

-1/2 SD´ x +`172 SD



資料・4眈 基本統計量

涎定値 (■ )

データ数 c… →

平均値 (M●an:工 )=Σ ■ ′■

不偏分散 (Unbl●ed"山回嘔
`)=Σ

(■ ‐

'メ

′._′

標準偏差 (S●ndam“¨面m,s)=√ ♂

標準誤差 (S●ndm a"B Ft)=F/√
"

変動係数 (C“饉蒟 t OFv●轟輸 :4)=s/1
最大値 (Mはmm,Ma)=_(Ⅲ ル ・・・・ ,■ )

最小値 (M出Ⅲ■m;“短)=満  (ぅ,コリ・・・・ ,毛 )

範囲 (R呵襲 R)=M饉 ‐血

合計 (S■m,島‐)= Σ■
中央値 (M輸 邦″)‐大きさの順の中央の値,50●/.に位置する値




