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2 InBody430の概要について 

InBody＝高精度体成分分析装置 

BIA法という原理を応用して、体内の水分や筋肉、

脂肪など様々な体成分を提供する機器です。 

病院・ 
クリニック 

フィットネス・ 
公共運動施設 

教育・研究機関 デイサービス 

様々な分野で有効活用 



3 測定に関する注意事項 

① ペースメーカー   絶対に測定しない！ 
InBodyは微弱な電流で測定しますので、ペースメーカーに影響が出る可能性がありますので、装着されている方は、絶対に測定しないで下さい。 
 
② 妊 婦   参考値に！ 
妊娠中は羊水があり、“水分”として判断される場合もあれば、“脂肪”として判断してしまう場合もあります。 
また、胎児に全く影響がないとは言い切れませんので、特に安定期に入るまでは測定は避けて下さい。 
 
③ 電 極   小さい電極（手の親指部、踵部）をメインに！ 
InBodyの測定は、全ての電極に接触する事により測定が出来ます。特に手の親指部、踵部に接触する電極は、他の電極に比べて小さい為、少しでも接触が悪い 
（ズボンのすそが挟まる、手・脚の乾燥など）と測定できません。 
 
④ 手、脚の乾燥や角質    電解ティッシュを使用！ 
全ての電極に接触しているにも関わらず、 手や脚（特に手の親指や踵）が乾燥していたり、角質が硬い場合には、測定出来ない場合があります。その場合は、付属の
電解ティッシュを使い、被験者の手や脚の裏を拭いてから測定して下さい。 
 
⑤ 測定中動作   動かず、喋らず、笑わずに！ 
InBodyの測定は、体内に電気を流して抵抗値を測定しています。人体は、心拍、体温、呼吸などによって抵抗値は常に変化します。よって、被験者が動いたり、喋った
り、笑ったりしますと、測定の大きな誤差に繋がる可能性があります。 
 
⑥ 衣 服     着衣量を引く！ 
衣服や腕時計など身に着けている物は、全て“脂肪”として判断されますので、軽装で測定して頂く事をお勧めしますが、InBodyで着衣量を引く事は出来ます。なお、ア
クセサリーなどの金属製品を着けて測定しても人体に影響はありません。 
 
⑦ 食 事   食事前に測定しましょう！ 
食事をすると体重が変化する様に、測定結果にも変化が現れます。臓器（胃や腸など）の中にあるものは、全て“脂肪”として判断されますので、体脂肪率が上がるなど
の誤差が生じます。飲み物をたくさん飲んだ場合も同じです。食事した場合、2時間経ってから測定する事が望ましいです。 
 
⑧ 便、尿   排便排尿後が理想的！ 
上記⑦と同じ様に、誤差が生じますので、排便排尿後が理想的です。 
 
⑨ 運 動   運動前が理想的！ 
運動中や運動後に測定すると、発汗や筋肉の張りなどで体成分に誤差が生じます。運動前に測定するのが理想的です。 
 
⑩ 金属製部品（インプラント）の埋め込み   測定は可能！ 
InBodyは、体内の水分中に電気を流し測定しますが、骨折などで金属製部品を体内に埋め込んでいる場合、水分よりも伝導率の良い金属製部品に電気が流れてし
まいます。その為、“水分が多い”＝“筋肉が多い”と判断して誤差が生じますが、測定出来ない事はありません。また、金属製部品の交換をしなければ、経時的変化で体
成分の増減を見て頂けます。 



4 InBody430本体設定 

InBody430本体の上段部にある電源をONにします。 
※ソフトを使用する場合、InBody本体の電源が立ち上がってからソフトを起動してください。 

InBody430の電源を入れるとウォーミングアップが始
まりますので約1分間お待ちください。 
ウォーミングアップ中は、自己点検と内部回路調整を
行いますので本体を動かさないようにして下さい。 ウォーミングアップ画面です。 

ウォーミングアップ進行状況が見られます。 

立ち上げ完了画面です。 
ボタン②を押し必ず左の画面へ。 

 

この画面で設定完了です。 
※ソフトと通信する為にはこの画面へ移動が必須です。 



5 測定の手順 

１．靴下やストッキングを脱ぐ。（専用ティッシュで手掌と足の裏を湿らす。） 
 
２．両足の踵を丸い電極に合わせて立つ。→体重計測をする。 

３．体重計測が終了すると情報画面に切り替わり、画面上部に個人データを入力します。 
   入力後にEnterボタンを押します。 
  ※データを保存する為にはIDの入力が必須です。 

５.  両脚、両手が電極に触れるとオートスタート。 
  
６.  測定中はしゃべらない、動かない状態を保つ。測定時間は30秒~40秒程度。 
  
７.  測定が終了すると、測定が完了した旨がインフォメーションウィンドウに表示されます。 
 
８. 手用の電極を戻し、測定台から降りる。自動印刷を待ちます。 
 

<悪い例> <良い例> 

４．測定姿勢をとります。手の電極を左右握る（４本指で裏の電極を握り、親指で丸い電極を押す）。  
  右図のように脇を15度ぐらい開きます。 

<悪い例> <良い例> 



6 測定姿勢 

腕と体が接しないようにします。 

腕をまっすぐに伸ばします。 

太ももと太ももが触れ合わないように
します。 

4本の指が全て手電極の表面に触れるように握り、 
親指は丸い電極に接触させます。 

かかとを丸い足裏電極に
合わせます。 

素足になって体重計に乗ります。 

正確な値を出すためには正しい測定姿勢が必須です。 



7 測定の流れ 

※手足が乾燥している方は、測定ができないか、または不正確
に測定されることがあります。電解ティッシュで手及び足を拭いて
から測定して下さい。 



8 InBody430結果帳票 



9 体成分分析 

体成分分析 
体を構成する４大成分の測定値を表示します。  

低 標準 高 

体 水 分 泣き顔 笑い顔 普通顔 

タ ン パ ク 質 泣き顔 笑い顔 笑い顔 

ミ ネ ラ ル 泣き顔 笑い顔 笑い顔 

体 脂 肪 普通顔 笑い顔 泣き顔 

① 体水分(kg): 細胞内水分、細胞外水分を含めた体内の総水分量です。 
② タンパク質(kg): 体内の総タンパク質量です。 
③ ミネラル(kg): 体内の総ミネラル量です。 
④ 体脂肪(kg): 体内の総脂肪量です。  

※ 体水分が泣き顔となった場合、 
  身体に浮腫みが生じております。 

※ 体水分が高なのに普通顔となるのは、 
  装置が判断しきれない、むくみの可能性が 
  あるためです。 

タンパク質 
タンパク質量が標準値の90%未満なら、タンパク質不足であり、低体重によく現われます。 
これは筋肉不足や栄養状態が悪い場合に現われます。 
 
ミネラル 
ミネラル量は、標準ミネラル量の90％未満のとき不足だとチェックされ不足と判定します。 
ミネラル量が不足なら、関節炎、骨折、骨粗鬆症の注意が必要です。 
 
脂肪量 
体脂肪量は筋肉量との相互比較を通じて、不足、良好、過多で表示します。 
標準体脂肪量の160%以上なら過多、80%未満なら不足、その間は良好です。 



10 骨格筋・脂肪 

骨格筋・脂肪 
体重を構成している中身である筋肉と脂肪のバランスを表示します。  

① 体重(kg) 
標準体重は被験者の身長に比例した理想的な値を示します。 
InBody430はBMIの標準に基づいて範囲を提供します。 
 
② 骨格筋量(kg) 

骨格筋量は人体筋肉の中で運動により発達できる筋肉で、四肢の筋肉に基づいて計算されます。  
骨格筋量が100％であるということは、被験者の理想体重で骨格筋量が標準であることを意味します。 
標準範囲は標準骨格筋量の90～110％を用いています。  
 
③ 体脂肪量(kg) 
体脂肪量が100％であるということは、被験者の理想体重で体脂肪が標準値であることを意味します。 
標準範囲は標準体脂肪量の80～160％を用いています。筋肉量に比べて体脂肪量は人によって様々です。 
棒グラフは被験者の体成分を標準値と比べた場合の理解の手助けになります。 
特に体脂肪量は人によって筋肉よりも変化するのでこの2つのグラフの目盛りは異なっています。  



11 

「体重」「骨格筋量」「体脂肪量」の棒グラフの先端を線で結んで確認します。 
体重に対しての骨格筋量と脂肪量、どちらが多いか少ないかを認識して下さい。  
 

骨格筋・脂肪 



12 部位別バランス 

部位別バランス 
部位別に筋肉と脂肪のバランスを評価いたします。  

① 部位別筋肉バランス 
右腕、左腕、体幹、右脚、左脚の筋肉分布を示しています。 
量だけでなく、その発達率と評価も表示しますので、部位ごとの筋肉発達程度が明確に分かります。 
筋肉量の評価が発達率を基準にしており、上半身の標準範囲は男性85～115%、女性が80～120%です。 
胴体と下半身の標準範囲は男女ともに90～110%です。 
 
② 部位別脂肪バランス 
右腕、左腕、体幹、右脚、左脚の脂肪分布を示しています。 
量だけでなく、それぞれの部位における体脂肪率とその評価も表示します。 
ダイエットすべき部位が明確に分かります。 



13 腹部評価・適正体重 

腹部評価・適正体重  
腹部の肥満情報と理想的な体型にするための調整値を提供します。 

①腹部脂肪チェック： 腹部脂肪評価を基に、上から低・標準・高の評価をしています。 
②ウエスト周り： InBodyで推定した臍周りの周囲長を表示します。 
③内臓脂肪レベル： 内臓脂肪のレベルを表します。10を超えると注意が必要です。 
 ウエスト周りの測定 
InBodyは部位別測定を通じて各部の筋肉（除脂肪）の分布を得て、脂肪の分布を決定します。 
そうすることで各部の大きさ及び周囲長を算出することが出来ます。  

適正体重は被験者個人によるものです。 
身長などから算出されるBMI22だけではなく、測定された筋肉量などの体成分を考慮した 
適正な体重です。 
適正体重と現在の体重の差が体重調節量として表示されます。 
標準体重以下の方はBMIで求められる体重が適正体重となり、標準体重以上の方は 
除脂肪量、体脂肪率が考慮され、適正体重が算出されます。 
体重は適正でも筋肉や、脂肪の調整値が示されることも良く見受けられます。 



14 体型チェック・経時変化・スコア 

①BMI：WHOで示した成人基準によって範囲を提示します。 
    標準範囲は18.5～25.0です。 
 
②体脂肪率：標準体脂肪率は成人男性の場合15%、女性は23%です。 
    標準範囲は男性の場合10～20%、女性の場合には18~28%です。 
 
※ 体型のイメージは、体型チェックが何処に入るかによって変わります。 

 

直近2回分の履歴を表示します。 
 
※IDを入力して測定する場合に限ります。 

一般の方が体成分検査結果を簡単に理解できるように点数化したものです（医学的学
問の背景は無し）。体重、除脂肪量、脂肪量のそれぞれと標準値と実測値を総合的に
見て点数を算出しています。フィットネススコアは80ポイントを基準とし、体重調節の欄の表
示で筋肉量が＋1㎏、脂肪量が－1㎏ごとにフィットネススコアは1ポイント下がります。また
筋肉量が標準より1㎏大きくなればフィットネススコアは1ポイントずつ上がります。 
点数が高い場合は筋肉が多くて脂肪が少ない良い状態で、逆に点数が低くなればなるほ
ど筋肉と脂肪のバランスが良くない状況です。この点数に上限はなく、70～90ポイントが標
準です。「90以上で筋肉量が多いアスリート型」、「70以下は虚弱型、肥満型」になります。 

肥満型 標準型 やせ型 筋肉型 

体型チェック・経時変化・スコア  
体型チェックでは現在の体型のイメージを、経時変化では過去の履歴を、スコアは体成分の状態を点数化して評価いたします。 



15 基礎代謝量・インピーダンス 

一日に何の活動をしなくても使われるエネルギー量です。 
基礎代謝量は1日に消費するエネルギー量の約６～７割を占めると言われています。 
この数値が高いと食べた物を活発に消費できます。よって基礎代謝量の高い人は太り
にくいとされています。 
基礎代謝量から1日に消費されるエネルギー量を算出し、1日の摂取するエネルギー
量の目安を立てることが可能になります。 
InBodyから算出される基礎代謝量は除脂肪量を利用する「カニンガム」の式を基に
年算出しています。 
REE=21.6×FFM（除脂肪量）+370 
表示される基礎代謝量は、現在の除脂肪量から算出します。 
標準範囲は、90%～110%で、89%以下は低、111%以上は高を示します。 
また、数値横のグラフは、現在の体重からみた、現在の除脂肪量で評価しています。 

この欄に示されている値は上から5、50、250kHzの周波数、左から右腕、左腕、体幹、
右脚、左脚の各部位毎のインピーダンス値になります。 
正常な測定であればインピーダンスが上から下に向かって、赤点線の様に各列段々に
小さくなります。 
測定結果がおかしい時は、まずこの欄のインピーダンス値を確認してください。 
また、右腕と左腕の値が特別な理由でない限りこの値は近く、右脚、左脚も同様です。 
どこかの値の1つが大きくなっていたり、下の数値より上の数値が小さい場合は、途中で
電極と手が離れてしまった等が考えられるので再測定をしてください。 

基礎代謝量・インピーダンス  
基礎代謝では安静時の消費カロリーを、インピーダンスでは正しく測定できているのかの情報を提供します。 



16 結果用紙のポイント 

①骨格筋・脂肪 
体重の中身である筋肉、脂肪のバランスを評価します。 
⇒3つの棒グラフの先端を線で結び、どのような形を描くかに
よって評価を実施。  

②部位別バランス 
部位別の筋肉と脂肪のバランスを表示します。 
⇒①で筋肉量や体脂肪のバランスを確認した後、部位別
バランスを確認して、筋肉の不足している部位や、脂肪の
過剰な部位を特定、弱点を重点的にフォロー。  

③適正体重 
体格と性別に対して必要とする体重、筋肉や脂肪の調整
量を表示します。 
⇒体重の中身のバランス、部位の弱点を確認の上、客観
的目標を提示。  

結果用紙のポイント  
結果の内容を3点に絞って評価します。 



17 まとめ 

InBodyは全ての体成分分析装置の中で唯一、体幹を
含めた全ての部位の生データを算出することが可能です。 
 
それは一般的な統計データから推測して、測定不可な
部位を求める必要が無い為、特異体型の方（過体重、
低体重、高齢ながら体組成を維持されている方、アス
リート等）であっても正確に測定が可能です。 
 
正確な診断、治療効果のモニタリング、そして患者様との
コミュニケーションツールとして、是非ご活用下さい。 

InBody = 体成分分析装置 

The Precision Body Composition Analyzer 


