
JP 2017-70599 A 2017.4.13

10

(57)【要約】
【課題】測定素子の脱落や衣服の損傷を抑制することが
できるウエアラブル生体センサを提供する。
【解決手段】ウエアラブル生体センサ１は、生体が着衣
可能な布部１０と、前記衣服に取り付けられ、前記衣服
を着た生体の生体信号の測定に用いる生体電極２０や圧
力センサ３０測定部と、を備える。布部１０には、配線
６０を収容する筒状の収容部１７が設けられている。
【選択図】図１



(2) JP 2017-70599 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体が着衣可能な衣服と、
　前記衣服に取り付けられ、前記衣服を着た生体の身体活動に関する情報である身体活動
情報を測定する測定部と、
　を備え、
　前記測定部の少なくとも一部を収容する筒状の収容部が前記衣服に設けられていること
を特徴とするウエアラブル生体センサ。
【請求項２】
　前記収容部は、前記筒状の軸方向が前記衣服を着た生体の四肢又は躯幹の長手方向に相
当する方向に沿って形成されている請求項１に記載のウエアラブル生体センサ。
【請求項３】
　前記衣服に縫い目が設けられており、
　前記収容部は、前記衣服の縫い目に沿って形成されている請求項１又は請求項２に記載
のウエアラブル生体センサ。
【請求項４】
　前記測定部は測定素子及び当該測定素子に接続される配線を備えており、
　前記配線が前記収容部に収容されている請求項１～３のうちのいずれか一項に記載のウ
エアラブル生体センサ。
【請求項５】
　前記収容部における軸方向の途中位置に、前記収容部の一部を縮径する絞り部が形成さ
れ、
　前記測定素子を収容する測定素子収容部が前記絞り部によって前記収容部に形成されて
いる請求項４に記載のウエアラブル生体センサ。
【請求項６】
　前記収容部が、伸縮性材料で形成されている請求項１～５のうちのいずれか一項に記載
のウエアラブル生体センサ。
【請求項７】
　前記測定部が取得した情報を処理して学習する演算記憶部を有する請求項１～６のうち
のいずれか一項に記載のウエアラブル生体センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエアラブル生体センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スポーツ、日常生活、あるいはリハビリテーションなどの運動中の身体活動に関する情
報（以下「身体活動情報」という）を計測して記録する技術は、基礎研究、選手の強化育
成、医学的治療などのさまざま分野で重要となる技術である。そこで、剛体リンクモデル
若しくは粘弾性モデルによって得られたデータ、又は生体の筋電図等の情報を用いて、運
動中の身体活動情報を記録する技術が開示されている（例えば、非特許文献１参照）。し
かしながら、この技術では、運動計測に専門的な知識と技術が必要となったり、運動計測
の場所に制約があったりした。
【０００３】
　上記の身体情報を計測するにあたり、腕時計型、胸バンド型、ゴーグル型などの取付型
のウエアラブルセンサが用いられることがある。これらのウエアラブルセンサでは、比較
的容易に運動計測を行うことができる。しかし、これらのウエアラブルセンサでは、加速
度などの身体活動情報を測定できるにすぎず、医学やスポーツ生理学研究で用いられるよ
うな、高精度かつ多面的な身体活動情報を収集することは困難であった。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】小林一敏　ランニングのバイオメカニクス　スポーツ産業学研究　１９
９１年　１３－１６頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この問題に対して、電極やセンサなどの測定素子及び測定素子に接続される配線を衣服
（ウエア）と一体化させたウエアラブル生体センサの研究が行われている。ウエアラブル
生体センサは、測定素子及び配線を衣服に取り付けて生体の信号を測定するため、高精度
かつ多面的な身体活動情報の収集に役立っている。ところが、ウエアラブル生体センサを
着る生体は、動作を行うことがある。特に、スポーツ中の身体活動情報などを記録する際
には、ウエアラブル生体センサを着る生体の動作を行う機会が多くなる。また、衣服には
伸縮性が高い素材が用いられることが多いのに対して、測定素子や配線は強直性で伸縮性
を持たないことが多い。このため、衣服の伸縮に配線が追従することができず、配線が断
線したり、センサや電極などの測定素子が固定位置から脱落したり、衣服に損傷を与えた
りするなど、衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブルが生じるおそれがあった
。
【０００６】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、衣服に測定素子を取り付けることに基づく
トラブルを抑制することができるウエアラブル生体センサを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、生体が着衣可能な衣服と、前記衣服に取り付けられ、前記衣服を着
た生体の身体活動に関する情報である身体活動情報を測定する測定部と、を備え、前記測
定部の少なくとも一部を収容する筒状の収容部が前記衣服に設けられているウエアラブル
生体センサである。
【０００８】
　本発明の一態様は、上記のウエアラブル生体センサであって、前記収容部は、前記筒状
の軸方向が前記衣服を着た生体の四肢又は躯幹の長手方向に相当する方向に沿って形成さ
れている。
【０００９】
　本発明の一態様は、上記のウエアラブル生体センサであって、前記衣服に縫い目が設け
られており、前記収容部は、前記衣服の縫い目に沿って形成されている。
【００１０】
　本発明の一態様は、上記のウエアラブル生体センサであって、前記測定部は測定素子及
び当該測定素子に接続される配線を備えており、前記配線が前記収容部に収容されている
。
【００１１】
　本発明の一態様は、上記のウエアラブル生体センサであって、前記収容部における軸方
向の途中位置に、前記収容部の一部を縮径する絞り部が形成され、前記測定素子を収容す
る測定素子収容部が前記絞り部によって前記収容部に形成されている。
【００１２】
　本発明の一態様は、上記のウエアラブル生体センサであって、前記収容部が、伸縮性材
料で形成されている。
【００１３】
　本発明の一態様は、上記のウエアラブル生体センサであって、前記測定部が取得した情
報を処理して学習する演算記憶部を有する。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明により、測定素子の脱落や衣服の損傷を抑制することができるウエアラブル生体
センサを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態のウエアラブル生体センサを示す図であり、（Ａ）は側面図、（
Ｂ）は正面図、（Ｃ）は平面図である。
【図２】第１の実施形態のウエアラブル生体センサを示す図であり、（Ａ）は底面図、（
Ｂ）は（Ａ）の部分拡大図、（Ｃ）は圧力センサの取付位置を変更した底面図である。
【図３】（Ａ）～（Ｆ）は、いずれも電極取付部の一例の断面図である。
【図４】第２の実施形態のウエアラブル生体センサを示す図であり、（Ａ）は背面図、（
Ｂ）は側面図、（Ｃ）は底面図である。
【図５】（Ａ）～（Ｃ）は、いずれも第３の実施形態のウエアラブル生体センサを示す側
面図である。
【図６】（Ａ）はウエアラブル生体センサを着用する被験者の歩行時の経時変化を示すグ
ラフ、（Ｂ）はその走行時の経時変化を示すグラフである。
【図７】ウエアラブル生体センサを着用する被験者がフィールドで自転車を走行させる際
の腓腹筋の筋電位の経時変化を示すグラフであり、（Ａ）はスタート時、（Ｂ）は加速中
、（Ｃ）は定速走行中のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態に係るウエアラブル生体センサについて、図面を参照して説明
する。なお、以下の各実施形態について、共通する構成については同一の符号を付し、そ
の説明を省略することがある。
【００１７】
［第１の実施形態］
　本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、第１の実施形態に係るウエアラブ
ル生体センサを示す図であり、（Ａ）は側面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は平面図である
。図２は、第１の実施形態のウエアラブル生体センサを示す図であり、（Ａ）は底面図、
（Ｂ）は（Ａ）の部分拡大図、（Ｃ）は圧力センサの取付位置を変更した底面図である。
図１（Ａ）～（Ｃ）に示すように、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ１は、靴下
型のウエアラブル生体センサである。ウエアラブル生体センサとしては、靴下型、手袋型
、シャツ型、スパッツ型、などの衣服に類似する形状のものがあるが、本実施形態では、
靴下型について説明する。
【００１８】
　ウエアラブル生体センサ１は、布部１０を備えている。布部１０は、使用者（生体）が
着衣可能な衣服であり、布帛を縫い合わせて形成されている。布部１０は、布製であり、
例えば織物、編物、不織布で構成されている。布部１０は、織物、編物、及び不織布を接
合されて構成されていてもよい。布部１０は、伸縮性材料からなり、伸縮性を備えている
。布部１０は、図示しない生体の足部に装着して使用される。布部１０は、足底部１１、
甲部１２、および胴部１３を備えている。生体が布部を装着した際、足底部１１は、生体
の足底に当接する。また、甲部１２は、生体の足の甲に当接する。また、胴部１３は、生
体の脛部及び脹脛部に当接する。
【００１９】
　ウエアラブル生体センサ１は、複数の生体電極２０及び圧力センサ３０を備えている。
生体電極２０及び圧力センサ３０は布部１０に取り付けられている。図１に示す例では、
４つの圧力センサ３０が足底部１１の裏側に取り付けられている。また、４つの生体電極
２０が胴部１３の前側及び後ろ側の高い位置にそれぞれ取り付けられている。生体電極２
０及び圧力センサ３０は、測定部の一つである。
【００２０】
　生体電極２０は、ウエアラブル生体センサ１を着た生体の生体信号の測定に用いる測定
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素子である。生体電極２０の測定対象となる生体信号には、筋電や心電位などの信号があ
る。布部１０に形成された電極取付部１４に取り付けられている。電極取付部１４として
は、ポケット式の収容部としたり、布部１０の一部がそのまま生体電極となって取り付け
られたりする構造がある。図１に示す電極取付部１４は、ポケット式の収容部である。こ
のポケット式の電極取付部１４について、図３（Ａ）を参照して説明する。
【００２１】
　図３（Ａ）は、電極取付部１４の一例を断面図である。布部１０は、表地１０Ａとなる
布帛と裏地１０Ｂとなる布帛とが縫い合わされた布帛の２重構造をなしている。また、表
地１０Ａと裏地１０Ｂとが、矩形のうち、上方を開放した形状で縫糸１０Ｃによって縫い
付けられて電極取付部１４としての電極収容部１４Ａが形成される。電極収容部１４Ａは
、表地１０Ａ、裏地１０Ｂ、及び縫糸１０Ｃによって形成されている。
【００２２】
　電極収容部１４Ａは、表地１０Ａ、裏地１０Ｂと縫糸１０Ｃによって一部が開放された
筒状をなしている。また、電極収容部１４Ａは、生体電極２０が収容される構造である。
生体電極２０が電極収容部１４Ａに収容されることで、生体電極２０の位置が安定保持さ
れ、表地１０Ａ及び裏地１０Ｂの断面が露出せず装着時に違和感が少なくなる。電極収容
部１４Ａに収容された生体電極２０は、裏地１０Ｂを挟んで身体活動情報を検出する。
【００２３】
　図１及び図２に示すように、圧力センサ３０は、生体からかけられる圧力を検出する。
圧力センサ３０は、可とう性を有する面圧センサである。例えば、圧力センサ３０は、接
点がフィルムにパターン印刷されたセンサである。圧力センサ３０は、圧力を検出するに
あたって、加圧によるたわみを利用する。圧力センサ３０の接点の接触状態は、加圧によ
って変化する。圧力センサ３０は、接点の接触状態の変化によって抵抗値や静電容量が変
わることを利用して圧力を検出する。
【００２４】
　生体電極２０及び圧力センサ３０は、布部１０に対して着脱可能とされている。生体電
極２０及び圧力センサ３０の着脱は、布部１０における所望の位置で行うことができる。
甲部１２の先端部には、副センサ４０が取り付けられている。副センサ４０は、角度を検
出する角度センサや振動を検出する振動センサである。副センサ４０は、測定部の一部で
ある。副センサ４０は、生体のつま先の角度や、つま先にかかる振動を検出する。副セン
サ４０としては、加速度センサ、ジャイロセンサ、方位センサ、角度検出スイッチ、屈曲
センサ等の各種センサを用いることができる。
【００２５】
　胴部１３の側部における高い位置には、トランスミッタ５０が取り付けられている。ト
ランスミッタ５０には、無線送受信機及び生体信号増幅器が内蔵されている。トランスミ
ッタ５０は、測定部の一部である。生体電極２０、圧力センサ３０、及び副センサ４０は
、配線６０を介してトランスミッタ５０に接続されている。配線６０は、測定部の一部で
ある。生体電極２０は、検出した生体の身体活動情報をトランスミッタ５０に送信する。
圧力センサ３０は、検出した圧力をトランスミッタ５０に送信する。副センサ４０は、検
出した角度及び振動をトランスミッタ５０に送信する。なお、測定部には、上記の生体電
極２０、圧力センサ３０、副センサ４０、トランスミッタ５０、配線６０のほか、電子回
路などの電子部品もある。
【００２６】
　図２（Ａ）に示すように、布部１０における足底部１１の先端部には、先端センサ取付
構造１５が形成されている。足底部１１の後端部には、後端センサ取付構造１６が形成さ
れている。先端センサ取付構造１５は、縫い目１５Ａ及び複数の取付部１５Ｂを備えてい
る。後端センサ取付構造１６は、縫い目１６Ａ及び複数の取付部１６Ｂを備えている。セ
ンサ取付構造１５，１６は、足底部１１に布帛を縫い付けて構成されている。センサ取付
構造１５，１６は、足底部１１の布帛と、足底部１１に縫い付けられた布帛とで布帛の２
重構造をなしている。縫い目１５Ａは格子状に形成されている。取付部１５Ｂはマス目状
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に区画されて形成されている。取付部１５Ｂには、生体電極２０や圧力センサ３０などの
測定素子が着脱可能とされている。センサ取付構造１５，１６は、いずれも可とう性及び
伸縮性を備えている。また、圧力センサ３０は可とう性を有するので、取付部１５Ｂ，１
６Ｂへの圧力センサ３０の取付は容易となる。なお、縫い目１５Ａは、直線をつないだ格
子状に形成されているが、直線に代えて曲線とすることもできる。
【００２７】
　先端センサ取付構造１５は、３×３のマス目状の取付部１５Ｂと、これらの取付部１５
Ｂの右下位置から右側に突出する１つの取付部１５Ｂと、を備えている。取付部１５Ｂの
うち、前端中央の足趾下部に位置する取付部１５Ｂ－１、後端最左側の母指球下部１１Ｂ
に位置する取付部１５Ｂ－２、及び後端最右側の外側部に位置する取付部１５Ｂ－３に圧
力センサ３０が取り付けられている。後端センサ取付構造１６は、前後方向に並ぶ３つの
取付部１６Ｂを備えている。取付部１６Ｂのうち、中央の踵中央部に位置する取付部１６
Ｂ－１に圧力センサ３０が取り付けられている。
【００２８】
　また、圧力センサ３０の取付位置は、センサ取付構造１５，１６の取付部１５Ｂ，１６
Ｂのいずれのマス目にも取付可能とされている。例えば、図２（Ｂ）では、圧力センサ３
０が後端センサ取付構造１６における踵前端部に位置する取付部１６Ｂ－２に取り付けら
れる構造とすることができる。あるいは、図２（Ｃ）に示すように、圧力センサ３０が後
端センサ取付構造１６における踵中央部に位置する取付部１６Ｂ－１に取り付けられる構
造とすることもできる。さらには、圧力センサ３０は、センサ取付構造１５，１６の他の
取付部１５Ｂ，１６Ｂの位置に取り付けられる構造とすることもできる。
【００２９】
　取付部１６Ｂ，１６Ｂに取り付けられる圧力センサ３０は、２重構造となっている布帛
の間に挟み込まれる形で取り付けられている。圧力センサ３０に接続される配線６０は、
センサ取付構造１５，１６において２重構造の布帛の間に挟み込まれている。配線６０は
、縫い目１５Ａ，１６Ａの切れ目部分を通して配置されている。
【００３０】
　図１に示すように、胴部１３の側部には、下方位置にから上方位置にわたって収容部１
７が設けられている。収容部１７は、図１（Ｃ）に示すように、トンネル状又はチューブ
状とも称される筒状をなしており、下端部から上端部の近傍位置にまで延在している。収
容部１７には、配線６０が収容されている。配線６０は、圧力センサ３０や副センサ４０
とトランスミッタ５０とを接続する。筒状の収容部１７の軸方向は、使用者がウエアラブ
ル生体センサ１を着衣した際に、使用者の脚部の長手方向に相当する方向に沿っている。
脚部は、使用者の四肢の一部である。
【００３１】
　収容部１７の上方位置には、絞り部１７Ａが設けられている。収容部１７の途中位置は
、絞り部１７Ａによって縮径されている。収容部は、絞り部１７Ａに縮径されることで、
トランスミッタ収容部１７Ｂと通路部１７Ｃとに仕切られている。トランスミッタ収容部
１７Ｂは、測定素子収容部であり、トランスミッタ５０が収容されている。絞り部１７Ａ
は、トランスミッタ収容部１７Ｂの下側に位置している。このため、トランスミッタ収容
部１７Ｂに収容されたトランスミッタ５０は、トランスミッタ収容部１７Ｂに固定されて
いる。通路部１７Ｃには、配線６０が収容されている。
【００３２】
　また、電極取付部１４は、上記の態様のほか、種々の態様で形成することができる。以
下、図３（Ｂ）～（Ｆ）において、電極取付部１４の例について説明する。
【００３３】
　図３（Ｂ）に示す電極取付部１４としての電極収容部１４Ｂは、布部１０と表生地１０
Ｄとで形成されている。この例では、布部１０は、裏地１０Ｂのみで形成されている。布
部１０の表面に生体電極２０よりも面積が大きい表生地１０Ｄが縫糸１０Ｃで縫い合わさ
れて形成されている。これらの表生地１０Ｄ、裏地１０Ｂ、及び縫糸１０Ｃによって、生
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体電極２０を収容する電極収容部１４Ｂが形成されている。電極収容部１４Ｂは、一部が
開放された筒状の収容部である。
【００３４】
　図３（Ｂ）に示す電極収容部１４Ｂでは、電極収容部１４Ｂを形成するための表生地１
０Ｄの面積を小さくすることができる。電極収容部１４Ｂに収容された生体電極２０は、
裏地１０Ｂを挟んで心電位などの生体電位を検出する。さらに、電極収容部１４Ｂの構造
は、電極収容部１４Ｂに圧力センサ３０を収容する場合には、裏地１０Ｂによる厚みを押
さえ、圧力変化の検出精度が向上する構造である。
【００３５】
　図３（Ｃ）に示す電極取付部１４Ｃは、布部１０の一部が生体電極２０となっているも
のである。この例では、生体電極２０は、導電性高分子を含浸させた繊維状贓物である導
電性繊維構造物で構成されている。この生体電極２０で使用される繊維構造物の形態は、
織物、編物、又は不織布とされている。繊維構造物に含浸させる導電性樹脂（導電性高分
子）の量が不足すると、繰り返し使用での洗濯耐久性が得られなくなるため、繊維構造物
の目付けは、例えば、５０ｇ／ｍ２以上３００ｇ／ｍ２以下であることが好ましい。また
、繊維構造物の厚みは０．２ｍｍ以上２．０ｍｍ以下であることが好ましい。図３（Ｃ）
に示す例では、導電性繊維構造物である生体電極２０が、布部１０を構成する布地と一体
となって構成されている。
【００３６】
　図３（Ｃ）に示す電極取付部１４Ｃでは、裏地に相当する布部１０の部分的な領域が測
定素子として機能する。この構造では、布部１０における段差、厚みの変化、縫い目が生
じないようにできるので、装着時の違和感を少なくできる。また、測定素子の位置は固定
されるものの、生体と直接接触するので、生体内から発せられる身体活動情報に基づく生
体信号を同時測定することができる。
【００３７】
　図３（Ｄ）に示す電極取付部１４Ｄは、図３（Ｃ）に示す電極取付部１４Ｃと同様、布
部１０の一部が生体電極２０となっている。また、布部１０のうち、生体電極２０に対応
する位置において、生体電極２０よりもわずかに広い範囲で表生地１０Ｄが縫糸１０Ｃに
よって縫い付けられている。生体電極２０で使用される繊維構造物は、図３（Ｃ）に示す
電極取付部１４Ｃと同様である。これらの表生地１０Ｄ、生体電極２０、及び縫糸１０Ｃ
によって、測定素子を収容する収容部が形成される。収容部は、一部が開放された筒状を
なしている。
【００３８】
　図３（Ｄ）に示す電極取付部１４Ｄは、図３（Ｂ）と同様の筒状の収容部を構成する。
このため、収容部には、他の測定素子、例えば圧力センサを生体電極２０と重ねて収容す
ることができる。したがって、測定素子を設置する際のスペースを小さくできるとともに
、同一箇所における異なる検出項目についての検出を行うことができる。
【００３９】
　図３（Ｅ）に示す電極収容部１４Ｅは、布部１０に設けられた筒状部１０Ｅによって構
成されている。筒状部１０Ｅは、編物や布帛の溶着などの布の接合によって構成されてい
る。生体電極２０は、筒状部１０Ｅに形成された空隙に設置される。
【００４０】
　図３（Ｅ）に示す電極収容部１４Ｅは、単に布の接合によって単純な構成を有している
ものの、布の伸縮性によって、筒状部１０Ｅの伸縮性は確保されている。このため、生体
電極２０が伸縮性を有しないものであっても、生体電極２０を電極収容部１４Ｅに容易に
収容することができる。
【００４１】
　図３（Ｆ）に示す電極収容部１４Ｆは、布部１０に設けられた筒状部１０Ｅによって構
成されている。筒状部１０Ｅは、編物や布帛の溶着などの布の接合によって構成されてい
る。生体電極２０は、溶着などの接合手段によって筒状の電極収容部１４Ｆにおける生体
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側の布部１０Ｅに接触した状態で取り付けられている。
【００４２】
　図３（Ｆ）に示す電極収容部１４Ｆでは、図３（Ｅ）に示す電極収容部１４Ｅと同様、
生体電極２０が伸縮性を有しないものであっても、電極収容部１４Ｆを構成する筒状部１
０Ｅが伸縮性を有する電極収容部１４Ｆを単純な構成で設けることができる。また、図３
（Ｃ）に示す電極取付部１４Ｃと同様、裏地１０Ｂにおける段差、厚みの変化、縫い目な
どの発生を抑制できるので、装着時の違和感を少なくできる。また、測定素子の位置は固
定されるものの、生体と直接接触するので、生体内から発せられる身体活動情報に基づく
生体信号を同時測定することができる。
【００４３】
　次に、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ１の作用について説明する。
　本実施形態に係るウエアラブル生体センサ１は、使用者が足部に装着して使用するもの
である。ウエアラブル生体センサ１は、装着者の活動を妨げることなく身体活動情報を測
定する。例えば、身体活動情報には、運動中の生体信号、圧力、振動、衝撃、床反力があ
る。ウエアラブル生体センサ１は、測定した身体活動情報をフィードバックする。ウエア
ラブル生体センサ１の生体電極２０は、使用者の生体の身体活動情報を測定する。圧力セ
ンサ３０は、使用者からかかる圧力を測定する。副センサ４０は、使用者のつま先の角度
や、つま先の振動を検出する。
【００４４】
　ウエアラブル生体センサ１は、生体電極２０、圧力センサ３０などの測定素子が布部１
０の所定の位置に固定して配置されている。このため、使用者は、衣服を着衣するだけで
、身体の所望の位置に各測定素子を配置することができる。さらに、これらの各測定素子
は、電極取付部１４、センサ取付構造１５，１６、収容部１７などにそれぞれ取り付けら
れている。これらの位置は、使用者の運動の妨げとなりにくい位置とされているので、使
用者の運動中の身体活動情報を記録する際の使用者の妨げとなることを防止できる。
【００４５】
　また、生体電極２０は、測定した筋電や心電位などの生体信号をトランスミッタ５０に
対して配線６０を介して送信する。圧力センサ３０や副センサ４０も、検出した圧力など
の生体信号をトランスミッタ５０に対して配線６０を介して送信する。トランスミッタ５
０では、送信された生体信号を記録する。さらには、トランスミッタ５０は、記録した生
体信号をウエアラブル生体センサ１の外部にあるサーバなどに送信する。
【００４６】
　ここで、運動状態にある使用者の身体活動情報を測定素子によって測定するにあたり、
使用者は、動作を行うことが多い。このようなウエアラブル生体センサ１を装着した使用
者が動作を行うと、ウエアラブル生体センサ１を取り付けることに基づくトラブルが懸念
される。このトラブルには、使用者の動作によって生体電極２０、圧力センサ３０、副セ
ンサ４０などの測定素子が布部１０から脱落したり、配線６０が引っかかって衣服を損傷
したり、配線６０が断線したりすることが含まれる。
【００４７】
　この点、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ１は、測定素子や配線６０を収容す
る筒状の収容部を備えている。具体的には、胴部１３に設けられた生体電極２０は、筒状
の電極収容部１４Ａに収容されている。トランスミッタ５０は、筒状の収容部１７に形成
されたトランスミッタ収容部１７Ｂに収容されている。このため、生体電極２０やトラン
スミッタ５０などの測定素子は、電極収容部１４Ｂ又は筒状のトランスミッタ収容部１７
Ｂの内側において、電極収容部１４Ｂ又はトランスミッタ収容部１７Ｂの軸方向に沿って
移動が可能となる。したがって、布部１０の伸縮に伴う測定素子の脱落を抑制できる。さ
らに、測定素子の移動が可能となることで、布部１０が伸長した場合でも、測定素子に接
続された配線６０が引っ張られることを抑制できる。したがって、配線の断線の可能性を
低減できる。また、配線６０がトランスミッタ収容部１７Ｂに収容されることで、布部１
０の外側で垂れ下がる状態を抑制できる。したがって、測定素子の脱落や配線６０の引っ
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かかりによる衣服の損傷、さらには配線６０の断線を抑制することができる。したがって
、衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブルを抑制できる。
【００４８】
　また、運動中の使用者の身体活動情報を測定する際、ウエアラブル生体センサ１には、
使用者に極力負担を強いることをなくすことが求められる。さらには、ウエアラブル生体
センサ１には、自然な着心地で確実な測定を行うことが求められる。この点、本実施形態
に係るウエアラブル生体センサ１では、配線６０が収容部１７に収容されている。このた
め、配線６０の露出や垂れ下がりを避けることができる。また、測定素子は、それぞれの
位置に取り付けられているので、衣服による関節や筋とその周囲組織の締め付けによる拘
束を避けることができる。したがって、使用者に極力負担を強いることなく、自然な着心
地で確実な測定を行うことができる。
【００４９】
　また、ウエアラブル生体センサ１は、測定素子などの測定部を収容する筒状の収容部を
備えている。このため、測定素子の設置位置の微調整、取り付け、取り外しを容易とする
ことできる。また、ウエアラブル生体センサ１は、専門家の精細な測定実験に用いられた
り、一般ユーザの日常的な使用に用いられたりする。専門家は、精細な測定実験を行うこ
とができる。一般ユーザは、日常的な使用に求められる洗濯時の取り外しやセンサの交換
作業を容易に行うことができる。
【００５０】
　さらには、配線６０の一部、特に配線６０のうちの長尺となる部分は、筒状の収容部１
７の通路部１７Ｃに収容されている。このため、配線６０がぶら下がった状態となること
を抑制できるので、使用者が配線６０に引っかけてしまったり、配線６０が断線したりと
いう不具合を抑制できる。したがって、衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブ
ルを抑制できる。
【００５１】
　また、筒状の収容部１７は、使用者がウエアラブル生体センサ１を着衣した際に、使用
者の四肢の一部である脚部の長手方向に相当する方向に沿って形成されている。このため
、長尺となりやすい配線６０をなるべく直線に近い形で収容することができる。したがっ
て、配線６０の断線をさらに抑制することができ、さらには、配線６０の絡まりを抑制す
ることもできる。したがって、衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブルを抑制
できる。
【００５２】
　また、収容部１７に形成されるトランスミッタ収容部１７Ｂは、絞り部１７Ａによって
形成されている。このため、トランスミッタ収容部１７Ｂを設けるために別途布帛などの
布を用いる必要がないので、ウエアラブル生体センサ１を製造する際の部品点数の削減に
寄与できる。また、ウエアラブル生体センサ１では、簡易な構造でトランスミッタ５０の
脱落を抑制することができる。収容部１７を構成する布部１０（胴部１３）は、布帛によ
って構成されて可とう性を有している。このため、収容部１７における絞り部１７Ａを容
易に形成することができる。また、布帛として伸縮性を有する伸縮性材料を用いることで
、絞り部１７Ａをより容易に形成することができる。
【００５３】
　また、さらに靴下型のウエアラブル生体センサ１は、足底部１１に繰り返して強い圧迫
や衝撃を受ける。このため、足底部１１に取り付けられた圧力センサ３０や配線６０は劣
化が進みやすく。劣化に応じて交換が必要になる。また汗や雨による濡れ、洗濯のために
も電子部品の着脱のしやすさを考慮する必要がある。
【００５４】
　この点、足底部１１においては、センサ取付構造１５，１６が設けられている。このセ
ンサ取付構造１５，１６に圧力センサ３０が取り付けられ、配線６０が収容されている。
センサ取付構造１５，１６は、可とう性及び伸縮性を備えていることから、圧力センサ３
０や配線６０に与えられる圧迫や衝撃を小さくすることができる。さらには、圧力センサ



(10) JP 2017-70599 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

３０や配線６０の交換を容易に行うことができる。
【００５５】
　また、身体活動情報の記録と解析は、骨格筋の筋活動に伴って発生する筋電位などの微
弱な生体信号の測定が役立つ。このため、筋活動の検出が望まれる。しかし、被測定者が
運動弱者やリハビリ患者等の身体的にあまり強くない者である場合、筋電位の信号強度が
極端に小さく、筋活動の検出が困難な場合がある。筋活動の検出が困難である場合におい
ては、関節の動きや関節動作に伴う押し圧を測定することで筋活動を検出できる。本実施
形態に係るウエアラブル生体センサ１では、圧力センサ３０が設けられており、圧力セン
サ３０によって関節の動きや関節動作に伴う押し圧を測定する。このため、運動弱者やリ
ハビリ患者等の身体的にあまり強くない者が使用者である場合でも、筋活動を検出するこ
とができる。また、トランスミッタ５０は演算記録部を有し、計測信号を情報処理し学習
することができる。また、トランスミッタ５０はが無線送受信機の機能を有するので、タ
ブレットやスマートフォンなどの情報端末とのデータを送受信し、情報端末に表示するこ
とによって各種データを使用者にフィードバックすることができる。
【００５６】
　筋電位、心電位、脳波等の生体電位を測定するにあたり、電位差を測定するためには、
複数の生体電極２０の設置が必要である。さらには、複数の生体電極が安定的に設置され
ることが求められる。この点、ウエアラブル生体センサ１では、複数の生体電極２０が所
望の位置に設けられている。このため、使用者は、ウエアラブル生体センサ１を着衣する
だけで生体電位を測定することができる。生体電位の測定には、上記の導電性高分子複合
繊維の生体電極が好適に用いられる。また、複数の生体電極２０を設けるにあたっては、
身体表面の長軸（縦）又は短軸（横）方向に異なる少なくとも２点に生体電極２０を設け
るようにしてもよい。
【００５７】
　なお、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ１によって測定できる身体活動情報と
しては、筋電位、心電位、誘発電位等の生体信号、及び圧力、振動、加速度、関節角度な
どの身体活動情報がある。さらに、これらの身体活動情報から推定できる情報としては、
運動や活動時の力の発揮の仕方と経時変化、活動時の左右バランス、運動中の力の発揮、
陸上距離走の力の発揮の推移などの各種情報がある。例えば、陸上距離走の力の発揮の推
移には、スタートダッシュ時のキック力、変化、左右バランス、姿勢の推移を挙げること
ができる。
【００５８】
　ウエアラブル生体センサ１による身体活動情報の測定結果は、使用者のパフォーマンス
評価に用いることができる。具体的なパフォーマンス評価の項目としては、運動量・仕事
量、物理的な仕事量、生物学的な活動量、力みなどの項目がある。このうち、生物学的な
活動量としては、姿勢保持、抑え、支持、拮抗・抵抗動作がある。また、力みは、不必要
な筋緊張によって評価される場合がある。また、力みとしては、筋の動きはないが筋電図
のパルスが観察される場合がある。また、ウエアラブル生体センサ１による身体活動情報
の測定結果は、消費カロリーの精緻な計算に必要な情報、運動時に発揮される運動量・パ
ワー、スポーツ選手やスポーツ愛好家のリハビリの状況及び回復の状況、圧力と筋電の複
合情報を活用した活動記録、並びに活動に関する自動アノテーションに用いることができ
る。
【００５９】
　ウエアラブル生体センサ１による身体活動情報の測定結果は、圧力と筋電を利用した運
動の開始と終了の自動判定に用いることができる。例えば、運動の開始及び終了の判定は
、ウエアラブル生体センサ１によって測定された測定圧力及び測定筋電位と、あらかじめ
設定された設定圧力（例えば踏み込み圧力）及び設定筋電パルス（例えば設定電位）との
比較結果に基づいて行われる。例えば、ウエアラブル生体センサ１を着衣した使用者が運
動を開始したことの判定では、測定圧力及び設定圧力をウエアラブル生体センサ１で測定
する。ここで測定された測定圧力と設定圧力及びあらかじめ設定された測定筋電位と設定
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筋電位とに基づいて、圧力及び筋電位にバーストが発生したか否かが判断される。この判
断の結果、バーストが発生したと判断されたときにウエアラブル生体センサ１の使用者が
運動を開始したことが検出される。あるいは、測定筋電位及び設定筋電位に基づいて、筋
収縮に起因する筋の膨張を判定する。この筋の膨張から筋周囲の圧変化を求め、圧変化が
あらかじめ設定された所定値を超えた場合に、ウエアラブル生体センサ１の使用者が運動
を開始したことが検出される。さらには、例えば、ウエアラブル生体センサ１を着衣した
使用者が運動を開始したことの判定では、測定圧力及び測定筋電位が所定の設定値を下回
った時間があらかじめ設定された一定時間に到達したことを判断する。この時間が一定時
間に到達したと判断された場合に、測定圧力及び測定筋電位が設定値を下回った時点から
ウエアラブル生体センサ１の使用者の運動が終了したことが検出される。こうして、ウエ
アラブル生体センサ１を用いることによって、運動の開始と終了とを自動的に検出するこ
とができる。このときの各設定値は、マニュアル調整だけでなく、機械学習等で自動的に
決定してもよい。
【００６０】
　［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、本実施形態の説明において、
上記第１の実施形態と共通する部分については、その説明を省略することがある。図４は
、第２の実施形態のウエアラブル生体センサを示す図であり、（Ａ）は背面図、（Ｂ）は
側面図、（Ｃ）は底面図である。図４に示すように、本実施形態に係るウエアラブル生体
センサ２は、手袋型のウエアラブル生体センサである。
【００６１】
　ウエアラブル生体センサ２は、布部２１を備えている。布部２１は、使用者（生体）が
着衣可能な衣服であり、布帛を縫い合わせて形成されている。布部２１は、布製であり、
例えば織物、編物、不織布で構成されている。布部２１は、織物、編物、及び不織布を接
合されて構成されていてもよい。布部２１は、伸縮性材料からなり、伸縮性を備えている
。布部２１は、図示しない生体の手部に装着して使用されるものであり、掌側シート２Ａ
及び甲側シート２Ｂが縫合されて構成されている。
【００６２】
　ウエアラブル生体センサ２は、生体の腕に当接する腕部２２、生体の手の甲に当接する
甲部２３、生体の掌に当接する掌部２４を備えている。また、生体の親指を包む親指部２
４Ａ、人差し指を包む人差し指部２４Ｂ、中指を包む中指部２４Ｃ、薬指を包む薬指部２
４Ｄ、小指を包む小指部２４Ｅを備えている。また、ウエアラブル生体センサ２の側部に
は、甲部２３と掌部２４とを縫合する縫合部２５が設けられており、縫合部２５に沿って
筒状の収容部２６が設けられている。
【００６３】
　ウエアラブル生体センサ２は、複数の生体電極２０及び圧力センサ３０を備えている。
生体電極２０及び圧力センサ３０は布部２１に取り付けられている。さらに、甲側シート
２Ｂの甲部２３には、副センサ４０が取り付けられている。また、甲側シート２Ｂの腕部
２２には、トランスミッタ５０が取り付けられている。生体電極２０、圧力センサ３０、
及び副センサ４０は、配線６０を介してトランスミッタ５０に接続されている。配線６０
のうちの長尺となる部分は、収容部２６に収容されている。
【００６４】
　掌側シート２Ａ及び甲側シート２Ｂにおける腕部２２には、それぞれ手根筋群の生体電
極２０が取り付けられている。また、掌側シート２Ａの掌部２４、親指部２４Ａ、人差し
指部２４Ｂ、中指部２４Ｃ及び腹部２７には、生体電極２０が取り付けられている。
【００６５】
　このうち、甲側シート２Ｂの腕部２２には、第１の実施形態における電極取付部１４と
同様の電極取付部が設けられている。また、掌側シート２Ａの掌部２４、親指部２４Ａ、
人差し指部２４Ｂ、中指部２４Ｃ、及び腹部２７には、第１の実施形態におけるセンサ取
付構造１５，１６と同様のセンサ取付構造が設けられている。センサ取付構造は、いずれ
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も格子状の縫い目とマス目状の取付部を備えている。
【００６６】
　次に、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ２の作用について説明する。
　本実施形態に係るウエアラブル生体センサ２は、測定素子や配線６０を収容する筒状の
収容部２６を備えている。このため、生体電極２０やトランスミッタ５０などの測定素子
の脱落や配線６０の引っかかりによる衣服の損傷、さらには配線６０の断線を抑制するこ
とができる。したがって、衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブルを抑制でき
る。
【００６７】
　また、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ２は、使用者が手に取り付けて装着し
て使用するものである。また、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ２では、筒状の
収容部２６が縫合部２５に沿って形成されている。縫合部２５は、掌側シート２Ａと甲側
シート２Ｂとの継ぎ目部分に相当する。
【００６８】
　このように、ウエアラブル生体センサ２では、縫合部２５に沿って収容部２６が形成さ
れている。この場合、長軸の縫い目に一定幅の生地を余白として取り、その余白を筒状に
形成することで縫製の手順を簡略化することができる。したがって、縫合部２５に沿って
収容部２６を形成することで、縫合部を容易に製造することができる。また、縫合部２５
は、ウエアラブル生体センサ２の側面に配置されている。このため、収容部２６が関節運
動の妨げになることを抑制できる。収容部２６は、関節の屈側に形成することでも関節運
動の妨げになりにくくすることができる。さらに、収容部２６に上記第１の実施形態と同
様の絞り部を形成することにより配線やセンサのずれ、抜けや脱落を防止できる。さらに
は、収容部２６を伸縮性素材とすることで、収容部２６を押し広げながら配線６０やトラ
ンスミッタ５０などの測定素子を所望の位置に容易に固定できる。
【００６９】
　［第３の実施形態］
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。なお、本実施形態の説明において、
上記第１の実施形態又は第２の実施形態と共通する部分については、その説明を省略する
ことがある。図５は、（Ａ）～（Ｃ）は、いずれも第３の実施形態のウエアラブル生体セ
ンサを示す側面図である。図５（Ａ）に示すように、本実施形態に係るウエアラブル生体
センサ３Ａは、スパッツ型のウエアラブル生体センサである。また、図５（Ｂ）（Ｃ）に
示すように、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ３Ｂは、サポータ型を組み合わせ
てスパッツ型を模したウエアラブル生体センサである。
【００７０】
　図５（Ａ）に示すように、ウエアラブル生体センサ３Ａは、布部３１を備えている。布
部３１は、使用者（生体）が着衣可能な衣服であり、布帛を縫い合わせて形成されている
。布部３１は、布製であり、例えば織物、編物、不織布で構成されている。布部３１は、
織物、編物、及び不織布を接合されて構成されていてもよい。布部３１は、伸縮性材料か
らなり、伸縮性を備えている。布部３１は、生体の脚部に装着して使用されるものである
。布部３１は、前側シート３１Ａ及び後側シート３１Ｂがウエアラブル生体センサ３Ａの
側部における縫合部で縫合されて構成されている。また、縫合部の近傍には、筒状の収容
部３２が上下方向に沿って設けられている。
【００７１】
　また、前側シート３１Ａの太腿部及び後側シート３１Ｂの太腿部には、それぞれ生体電
極２０が取り付けられている。前側シート３１Ａの脛部及び後側シート３１Ｂの脹脛部に
生体電極２０が取り付けられている。後側シート３１Ｂの足底部に圧力センサ３０が取り
付けられている。前側シート３１Ａの足甲部には、副センサ４０が取り付けられている。
なお、これらの生体電極２０や圧力センサ３０に代えて、圧力センサ３０や生体電極２０
が取り付けられていてもよく、他の測定素子が取り付けられていてもよい。
【００７２】
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　後側シート３１Ｂの臀部近傍には、トランスミッタ５０が取り付けられている。生体電
極２０、圧力センサ３０、及び副センサ４０は、配線６０を介してトランスミッタ５０に
接続されている。また、配線６０のうちの長尺となる部分は、収容部３２に収容されてい
る。
【００７３】
　次に、本実施形態に係るウエアラブル生体センサ３の作用について説明する。本実施形
態に係るウエアラブル生体センサ３Ａでは、上記の第１の実施形態に係るウエアラブル生
体センサ１と同様、測定素子や配線６０を収容する筒状の収容部２６が設けられている。
このため、生体電極２０やトランスミッタ５０などの測定素子の脱落や配線６０の引っか
かりによる衣服の損傷、さらには配線６０の断線を抑制することができる。したがって、
衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブルを抑制できる。
【００７４】
　また、本実施形態に係るスパッツ型のウエアラブル生体センサ３Ａに代えて、図５（Ｂ
）（Ｃ）に示すように、サポータ型を組み合わせてスパッツ型としたウエアラブル生体セ
ンサ３Ｂとすることもできる。図５（Ｂ）（Ｃ）に示すように、サポータ型のウエアラブ
ル生体センサ３Ｂは、太腿サポータ３３、足首サポータ３４、及び足部サポータ３５を備
えて構成されている。太腿サポータ３３及び足首サポータ３４は、筒状をなしており、使
用者Ｈは、太腿サポータ３３及び足首サポータ３４をそれぞれ太腿部及び足首に装着して
使用する。太腿サポータ３３及び足部サポータ３５は、いずれも足先を挿入することで装
着できる。
【００７５】
　このうち、太腿サポータ３３及び足首サポータ３４には、それぞれ生体電極２０が取り
付けられており、それぞれ配線６０が接続されている。また、足部サポータ３５には、そ
の足裏部に圧力センサ３０が取り付けられており、甲部に副センサ４０が取り付けられて
いる。さらに、太腿サポータ３３及び足首サポータ３４には、配線６０を収容する筒状の
収容部３６が設けられている。さらに、太腿サポータ３３及び足首サポータ３４の側部に
おいて、上下方向に沿って延在する収容部３７が設けられている。足部サポータ３５の足
裏部には、上記第１の実施形態と同様のセンサ取付構造が設けられており、このセンサ取
付構造に圧力センサ３０が収容されている。また、センサ取付構造に配線６０の一部が収
容されている。
【００７６】
　また、太腿サポータ３３、足首サポータ３４、及び足部サポータ３５は、互いに独立し
ており、図５（Ｃ）に示すように、太腿サポータ３３、足首サポータ３４、及び足部サポ
ータ３５に設けられた配線６０は、部材間配線６１によって接続されている。さらに、部
材間配線６１は、使用者Ｈの臀部近傍の取り付けられるトランスミッタ５０と接続されて
いる。
【００７７】
　本実施形態に係るサポータ型を組み合わせてスパッツ型を模したウエアラブル生体セン
サ３Ｂは、上下方向に延在する収容部３７を備えている。この収容部３７に配線６０が収
容されている。このため、生体電極２０やトランスミッタ５０などの測定素子の脱落や配
線６０の引っかかりによる衣服の損傷、さらには配線６０の断線を抑制することができる
。したがって、衣服に測定素子を取り付けることに基づくトラブルを抑制できる。
【００７８】
　また、ウエアラブル生体センサは、上記の各実施形態に対して、種々の変更を加えたも
のとしてもよい。例えば、上記の各実施形態では、靴下型、手袋型、スパッツ型の各ウエ
アラブル生体センサを説明したが、シャツ型のウエアラブル生体センサとしてもよい。シ
ャツ型のウエアラブル生体センサの場合、配線などの測定部の一部を収容する筒状の収容
部としては、その軸方向が使用者の躯幹の長手方向に相当する方向に沿って形成されてい
るようにしてもよい。この場合、長尺となりやすい配線６０をなるべく直線に近い形で収
容することができる。したがって、配線６０の断線をさらに抑制することができ、さらに
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は、配線６０の絡まりを抑制することもできる。
【００７９】
　また、上記の第１の実施形態で説明した電極取付部として、図３（Ｃ）などに示す布部
１０の一部が生体電極２０となっているものである場合、測定部として圧力感受性を有す
る生体電極を用いてもよい。圧力感受性を有する生体電極では、圧力と生体信号とを１つ
のセンサで同時に測定可能である。このため、圧力情報及び生体信号を基に、接触や加圧
に伴う基線変動や雑音をキャンセルすることができる。
【００８０】
　特に、圧力感受性を有する生体電極としては、少なくとも２種の導電性材料からなる圧
力を抵抗値又は静電容量に変換する線状又は面状の感圧部を２次元的に備えた生地からな
る圧力センサを用いてもよい。この圧力センサは、感圧部の導電性素材の少なくとも一つ
は繊維状であって、２種の導電性材料間の接触の状態変化、特に接触面積と圧縮による導
電路の短縮という変化により圧力による導電特性や容量成分への変換を行うものである。
【００８１】
　また、上記の各実施形態において、角度センサとなる副センサ４０を１か所のみに設け
ているが、関節をまたぐ２か所に角度センサを設けてもよい。例えば、上記第１の実施形
態に係る靴下型のウエアラブル生体センサでは、足関節をまたぐ足部（足関節より末梢側
の部位）と下腿の２カ所に設けとしてもよい。また、上記第２の実施形態に係る手袋型の
ウエアラブル生体センサ２では、手関節をまたぐ手掌と前腕に設けてもよい。さらに、上
記第３の実施形態に係るスパッツ型のウエアラブル生体センサ３Ａでは、膝関節をまたぐ
下腿と大腿に設けてもよい。その他の２か所の組み合わせとして、前腕と上腕としてもよ
く、体幹（胸部、腹部、背部等）と四肢としてもよい。あるいは、頭部と体幹としてもよ
く、手指と手掌としてもよい。このように、関節をまたぐ２カ所の角度センサの組み合わ
せによる少なくとも１関節の角度検出により、関節の動きを伴う運動、例えば物理的な仕
事や運動と関節の動きを伴わない運動、例えば姿勢保持や把持、押し返し、あるいは身体
運動や非物理的仕事を詳細に把握することができる。
【００８２】
　さらには、ウエアラブル生体センサに演算装置や情報提示部が設けられた態様としても
よい。情報処理及び結果を提示する機能により、生体信号測定とともにその測定データの
分析結果をウエアラブル生体センサの使用者や当該照射を観察する観察者にフィードバッ
クすることができる。具体的には、情報提示部に圧（床反）、筋電、心拍数、呼吸数の時
系列データに基づいて運動リズム、強弱、同期、呼吸リズムの情報を求め、これらの情報
を情報提示部において音、光、触覚、振動、文字メッセージ等により表示してフィードバ
ックすることができる。
【実施例】
【００８３】
　以下、上記第１の実施形態に係るウエアラブル生体センサ１を用いて実際に行った測定
の結果について説明する。
【００８４】
［実施例１］
　上記第１の実施形態に係るウエアラブル生体センサ１を着用する被験者の歩行時と走行
時の圧力の経時変化を測定した。歩行時の速度は、50m/minとし、走行時の速度は350m/mi
nとした。その結果を、歩行時について図６（Ａ）に示し、走行時について図６（Ｂ）に
示す。図６（Ａ）（Ｂ）において、縦軸は定性的圧力、横軸は時間である。また、太線は
母指球下部の圧力変化を示し、細線は足底外側部の圧力変化を示す。
【００８５】
　図６（Ａ）（Ｂ）から分かるように、足底外側部では、走行時と歩行時の圧力変化（床
反力）に違いが生じた。また、高速走行中であっても、圧力を連続安定して身体活動情報
を測定することができた。
【００８６】
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［実施例２］
　上記第１の実施形態に係るウエアラブル生体センサ１を着用する被験者がフィールドで
自転車を走行させる際の腓腹筋の筋電位の経時変化を測定した。その結果を、スタート時
について図７（Ａ）に示し、加速中について図７（Ｂ）に示し、定速走行中について図７
（Ｃ）に示す。
【００８７】
　図７（Ａ）から分かるように、スタート時には強く長い踏み込みにより自転車に初速を
与えており筋電の集合電位も大きく長くなった。図７（Ｂ）から分かるように、加速中は
ケイデンスの上昇に伴って筋電のバーストの持続時間が短縮していた。図７（Ｃ）から分
かるように、定速走行中の筋電位は比較的小さく、自転車の定速走行時の運動負荷は小さ
くなった。このように、フィールドで自転車スタートから走行中まで身体活動情報の連続
的な測定が可能できた。
【００８８】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００８９】
１，２，３Ａ，３Ｂ…ウエアラブル生体センサ、　１０，２１，３１…布部（衣服）　１
４…電極取付部　１５，１６…センサ取付構造　１１…足底部　１２…甲部　１３…胴部
　１７，２６，３２，３６…収容部　２０…生体電極（測定部）　２２…腕部　２３…甲
部　２４…掌部　２５…縫合部　２７…腹部　３０…圧力センサ（測定部）　３３…太腿
サポータ　３４…足首サポータ　３５…足部サポータ　６１…部材間配線　４０…副セン
サ（測定部）、　５０…トランスミッタ（測定部）　６０…配線（測定部）

【図１】 【図２】
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