
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　生体の体内に高周波微弱電流を供給し、該電流経路内の電位差を測定することにより
生体のインピーダンスを測定する生体インピーダンス測定装置において、
測定装置本体と、生体に接触して前記高周波微弱電流を供給するための複数の高周波電流
供給電極と、これら高周波電流供給電極のうちのひとつが組込まれると共に前記測定装置
本体とシールドケーブルで接続された高周波電流供給用プローブとを備え、この高周波電
流供給用プローブは、前記高周波電流供給用電極の近傍に高周波供給電流検出装置が設け
られていることを特徴とする生体インピーダンス測定装置。
【請求項２】
　　生体の体内に高周波微弱電流を供給し、該電流経路内の電位差を測定することにより
生体のインピーダンスを測定する生体インピーダンス測定装置において、
測定装置本体と、生体に接触して前記高周波微弱電流を供給するための複数の高周波電流
供給電極と、これら高周波電流供給電極のうちのひとつが組込まれると共に前記測定装置
本体とシールドケーブルで接続された高周波電流供給用プローブと、生体に接触して前記
電流経路内の電位差を測定するための複数の電位差測定用電極と、これら電位差測定用電
極のうちのひとつが組込まれると共に前記測定装置本体とシールドケーブルで接続された
電位差測定用プローブとを備え、前記高周波電流供給用プローブは、前記高周波電流供給
用電極の近傍に高周波供給電流検出装置が設けられ、前記電位差測定用プローブは、前記
電位差測定用電極の近傍に高入力インピーダンス増幅装置が設けられていることを特徴と

10

20

JP 3907353 B2 2007.4.18



する生体インピーダンス測定装置。
【請求項３】
　　高周波電流供給用プローブに設けた高周波供給電流検出装置は、高周波電流検出用基
準抵抗と、差動増幅回路と、保護回路及びシールドケーブルインピーダンス整合用抵抗と
で構成し、高周波電流供給ケーブルを高周波電流検出用基準抵抗と保護回路を介して高周
波電流供給用電極に接続し、高周波電流検出用基準抵抗の両端を、差動増幅回路に接続し
、該差動増幅回路の出力端を、インピーダンス整合用抵抗を介して信号出力用シールドケ
ーブルに接続したことを特徴とする請求項１、または、請求項 に記載の生体インピーダ
ンス測定装置。
【請求項４】
　　電位差測定用プローブに設けた高入力インピーダンス増幅装置は、高入力インピーダ
ンスバッファ回路と、入力保護回路及びシールドケーブルインピーダンス整合用抵抗とで
構成し、電位差測定用電極を入力保護回路を介して高入力インピーダンスバッファ回路に
接続し、該高入力インピーダンスバッファ回路の出力端を、シールドケーブルインピーダ
ンス整合用抵抗を介して信号出力用シールドケーブルに接続することを特徴とする

記載の生体インピーダンス測定装置。
【請求項５】
　　高周波電流供給用プローブに接続されるシールドケーブル及び電位差測定用プローブ
に接続されるシールドケーブルは全てが同じ長さであることを特徴とする請求項 に記載
の生体インピーダンス測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生体の体内に高周波微弱電流を供給し、該電流経路内の電位差を測定すること
により生体のインピーダンスを測定する生体インピーダンス測定装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
生体のインピーダンスを測定することで身体の組成を推定できることが、 The American J
ournal of Clinical Nutrition,41(4)810-817 1985　 "Assessment of fat-free mass usi
ng bioelectrical impedance measurement of the human　  body"により知られており、
この原理を利用して、身体の端末部分である両手、両足の先端部から高周波電流を供給し
、この高周波電流経路上の測定すべき部位に電位差測定電極を配置して、切替て接触させ
、所望の部位のインピーダンスを測定して身体の各部位の組成を分析する装置が「 Journa
l of Applied Physiology VOL77 NO.1 "Segmental bioelectrical analysis: theory and
 application of a new technique"」によって公表され、この原理を利用した装置が特表
平１０－５１０４５５として公開されている。
【０００３】
従来より特表平１０－５１０４５５等で知られている生体インピーダンス測定装置は、生
体の体内に高周波微弱電流を供給し、該電流経路内の電位差を測定することにより生体の
インピーダンスを測定する装置であり、その基本的な回路の構成は図５で表される。
【０００４】
生体の測定部位は、Ｚなるインピーダンスを持つ負荷として説明する。
測定される負荷（Ｚ）の一方は、高周波電流供給ケーブル（Ｃ 1 ）の先端部（Ｔ a1）と電
位差測定用ケーブル（Ｃ 4 ）の先端部（Ｔ a4）とに接続され、他方は、高周波電流供給ケ
ーブル（Ｃ 2 ）の先端部（Ｔ a2）と電位差測定用ケーブル（Ｃ 3 ）の先端部（Ｔ a3）とに
接続されている。このとき測定用のケーブル（Ｃ 1 ）、（Ｃ 2 ）、（Ｃ 3 ）、（Ｃ 4 ）と
対地間にはそれぞれに対地間容量、Ｃ s1、Ｃ s2、Ｃ s3、およびＣ s4 が図５に示す様に存
在する。
これらの対地間容量は測定に影響を与える物であり、ここでは、これらの対地間容量のみ
が測定に影響を与えるものとして説明する。
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【０００５】
測定装置から高周波電流供給ケーブル（Ｃ 1 ）に流れ込む電流（供給電流検出装置で、実
質測定用電流として把握できる電流）をＩ 1 、高周波電流供給ケーブルの先端（Ｔ a1）を
流れる電流をＩ 2、高周波電流供給ケーブル（Ｃ 1 ）の対地間容量Ｃ s1を流れる電流をＩ s
1とすると、これら電流は、
Ｉ 1 ＝Ｉ 2 ＋Ｉ s1
となる。
【０００６】
一方、高周波電流供給ケーブル（Ｃ 1）が接続している負荷の一端に接続した電位測定用
のケーブル（Ｃ 4 ）にも対地間容量Ｃ s4が存在するため、その対地間容量を通じてＩ s4な
る電流が流れる。
負荷に流れる電流がＩ 3 、測定器の電位測定端子（Ｎ 3）、（Ｎ 4）の入力インピーダンス
が無限大、測定ケーブル自身のインピーダンスが零であるとすると、
Ｉ 2 ＝Ｉ 3 ＋Ｉ s4
となり、実際に負荷に流れる電流Ｉ 3 は、
Ｉ 3 ＝Ｉ 1 －Ｉ s1－Ｉ s4
となる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従って測定器内の供給電流検出装置により検出される電流、即ち、測定器から測定用ケー
ブル（Ｃ 1）へ流れ込む電流Ｉ 1 と、実際に負荷に流れる電流Ｉ 3 とは一致せず、その結
果、測定器で測定されるインピーダンス値は、負荷の真のインピーダンス値Ｚより小さな
値と成り、測定に誤差を生じている。
この誤差の補正は、補正演算を行うことで或る程度の補正が可能であるが、ケーブルの位
置が変わり、対地間容量が変化するような場合には、充分な補正が行えず、その変化によ
る影響がそのまま測定値に反映され、測定誤差を生じる。
なお、これらの影響は、測定に使用する高周波信号の周波数が高くなるほど増加すること
も知られている。
【０００８】
また、測定器内で測定されるＩ 1 の信号が測定用ケーブルを伝わり、負荷に達し、さらに
電位測定用ケーブルを伝わり、測定器の電位測定端子に達するまでには有限の時間を要し
、それが遅延時間となり、この時間の遅れがインピーダンス測定値の周波数に比例する位
相遅れとして現れてしまうものである。
【０００９】
本発明は、上記問題点を考慮してなされた物であり、生体インピーダンスを測定する装置
において、そのケーブルと対地間の容量に起因する誤差、および測定に使用するケーブル
の長さに起因する誤差を無くし、低い周波数から高い周波数にいたるまでの周波数におい
て、正確に生体インピーダンスを測定できる装置とすることである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
測定装置本体と、高周波電流供給用プローブとで構成し、供給電流検出装置を高周波電流
供給用プローブの生体に接触する高周波電流供給用電極の近傍に配置して、生体に供給す
る直前で供給電流を測定して、対地間容量による影響を排除した生体流入電流を得て、そ
の出力をインピーダンス整合されたシールドケーブルで測定装置に接続して、外乱の影響
なく、生体流入電流を測定装置本体に供給する。
【００１２】
測定装置本体と、高周波電流供給用プローブと、電位差測定用プローブとで構成し、供給
電流検出装置を、高周波電流供給用プローブの生体に接触する高周波電流供給用電極の近
傍に配置し、高入力インピーダンス増幅装置を、電位差測定用プローブの生体に接触する
電位差測定用電極の近傍に配置して、それぞれの測定値をインピーダンス整合されたシー
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ルドケーブルを用いて外乱の影響なく、測定結果を測定装置本体に供給する。
【００１３】
高周波電流供給ケーブルを供給電流検出用基準抵抗と保護回路を介して高周波電流供給用
電極に接続し、供給電流検出用基準抵抗の両端を、差動増幅回路に接続してその出力端を
、インピーダンス整合用抵抗を介して信号出力用シールドケーブルに接続する。
【００１４】
電位差測定用電極を入力保護回路を介して高入力インピーダンスバッファ回路に接続して
その出力端を、インピーダンス整合用抵抗を介して信号出力用シールドケーブルに接続す
る。
【００１５】
高周波電流供給手段に接続するシールドケーブル及び電位測定手段に接続するシールドケ
ーブルの全てを同じ長さにし、信号の伝達時間を同じとして伝達遅延時間を相殺し、ケー
ブルの長さによる位相の遅れをなくする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明は、高周波微弱電流を測定電流とする生体インピーダンス測定装置において、生体
に供給する直前の電流を測定して、ケーブルと対地間の容量に起因する誤差を排除し、電
位差測定電極に高入力インピーダンスバッファ回路を接続して、信号インピーダンスの高
い所を無くし、取得信号をインピーダンス整合したシールドケーブルで装置本体に接続し
て外乱・ノイズの影響を極力少なくし、また、取得データを測定装置本体に接続するシー
ルドケーブルの全てを同じ長さとして信号の伝達時間を同じとし、伝達遅延時間を相殺し
てケーブルの長さによる位相の遅れをなくするものである。
【００１７】
【実施例】
以下実施例に基づき本発明を具体的に説明する。　図１は本発明の一実施例の生体インピ
ーダンス測定装置の構成を示すブロック図であり、測定されたインピーダンス値は、従来
から知られている生体組成の分析・推定に使用される。
本発明による生体インピーダンス測定装置は、測定装置本体（１）と生体へ測定用高周波
電流を供給する高周波電流供給用プローブ（２１），（２２）と生体の２点間の電位差を
測定する電位差測定用プローブ（２３），（２４）とで構成される。
【００１８】
測定装置本体（１）は、生体インピーダンス測定装置動作の制御および測定データを演算
処理する処理装置（８）と、処理装置（８）に接続された制御および演算のプログラムを
記憶したＲＯＭ（２）、測定データの一時的保持および演算時の一時記憶などを行うＲＡ
Ｍ（３）、測定データの記録などを行う補助記憶装置（４）、外部への測定データの出力
および外部からの生体インピーダンス測定装置制御用信号等を入力するための外部入出力
インタフェイス装置（５）、生体インピーダンス測定開始の指示やパラメータなどを入力
するためのキー入力装置（６）、生体インピーダンス測定装置の動作状況や測定結果など
を表示する表示装置（７）、生体インピーダンス測定装置内の各部と高周波電流供給用プ
ローブおよび電位測定用プローブへの電源（９）、処理装置（８）により制御された任意
の生体インピーダンス測定用周波数信号を発生させ得る高周波信号発生装置（１１）、高
周波信号発生装置（１１）により出力される高周波信号が一定の電流実効値で流れるよう
に制御する高周波電流源（１０）、生体流入電流値を得る差動増幅回路（１３）、２点間
の電位差をえる差動増幅回路（１５）、測定されたアナログ信号をデジタルデータに変換
するＡ／Ｄ変換装置（１２）と（１４）、及び、シールドケーブルインピーダンス整合用
抵抗（１６）、（１７）、（１８）、（１９）とで構成されている。
【００１９】
生体へ測定用高周波電流を供給する高周波電流供給用プローブ（２１）は、最小限の長さ
のケーブルで接続され、測定対象に接触する高周波電流供給用電極（４１）と、高周波電
流供給用ケーブル（８１）と、供給電流検出装置（５１）と、この供給電流検出装置（５
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１）を駆動する電力を測定装置本体（１）から供給する電源ケーブル（７１）及び供給電
流検出装置（５１）の出力と測定装置本体（１）の供給電流検出入力端（Ｔ３）に接続さ
れたシールドケーブル（３１）とで構成する。
高周波電流供給用プローブ（２２）は高周波電流供給用プローブ（２１）と同一の構成で
ある。
【００２０】
生体の２点間の電位差を測定する電位差測定用プローブ（２３）は、最小限の長さのケー
ブルで接続され、測定対象に接触する電位差測定用電極（４３）と、高入力インピーダン
ス増幅装置（６３）と、この高入力インピーダンス増幅装置（６３）を駆動する電力を測
定装置本体（１）から供給する電源ケーブル（７３）及び高入力インピーダンス増幅装置
の出力端と測定装置本体（１）の電位測定入力端（Ｔ１０）に接続されたシールドケーブ
ル（３３）とで構成されている。
電位差測定用プローブ（２４）は電位差測定用プローブ（２３）と同一の構成である。
【００２１】
図１で示す全てのシールドケーブル（３１）、（３２）、（３３）および（３４）の長さ
は同じ長さに作成されている。
【００２２】
図２は高周波電流供給用プローブ（２１）、（２２）の供給電流検出装置（５１）と（５
２）の詳細を説明するブロック図である。
供給電流検出装置（５１）と（５２）は同じ構成であり、供給電流検出装置（５１）は、
供給電流検出用基準抵抗（１５１）とその両端の電位差を検出する差動増幅回路（１５２
）、供給電流検出装置（５１）の各素子に電力を供給する電源回路（１５４）、保護回路
（１５３）及び、シールドケーブルインピーダンス整合用抵抗（１５５）から成り、保護
回路（１５３）を介して高周波電流供給用電極（４１）に接続され、測定された計測値は
、シールドケーブルインピーダンス整合用抵抗（１５５）を介してシールドケーブル（３
１）に接続され、測定装置本体（１）の作動増幅回路（１３）に供給される。
【００２３】
図３は電位差測定用プローブ（２３），（２４）の高入力インピーダンス増幅装置（６３
）、（６４）の詳細を説明するブロック図である。
高入力インピーダンス増幅装置（６３）と（６４）は同じ構成であり、高入力インピーダ
ンス増幅装置（６３）は、電力を測定装置本体（１）から得て電源回路（１６４）で各素
子に電力を供給し、電位差測定用電極（４３）からの情報を、入力保護回路（１６３）を
介して高入力インピーダンスバッファ回路（１６２）にて取得し、高入力インピーダンス
バッファ回路（１６２）の出力はシールドケーブルインピーダンス整合用抵抗（１６５）
を介してシールドケーブル（３３）により測定装置本体（１）の作動増幅回路（１５）に
供給される。
【００２４】
本発明の装置は前記構成の結果、処理装置の指示による周波数の定電流高周波信号が、高
周波電流供給用プローブ（２１）、（２２）の先端部に接続した測定対象に接触する高周
波電流供給用電極（４１）、（４２）を通して測定対象である生体に供給される。
この生体に供給される高周波信号の電流は、生体に流入する直前に、前記、高周波電流供
給用電極（４１）、（４２）の近傍に配置した供給電流検出用基準抵抗（１５１）の両端
の電位差として取得され、この出力がインピーダンス整合したシールドケーブル（３１）
、（３２）で測定装置本体の差動増幅回路（１３）に供給され、その出力がデジタル値に
変換されＲＡＭ（３）に供給される。
これにより、ケーブルの対地間容量の影響がない生体に供給した電流の真の値が取得され
、取得した電流値を、外乱・ノイズの影響を受けずに、インピーダンスの演算に使用する
ことができる。
【００２５】
一方、電位差測定用プローブ（２３）、（２４）の先端部に接続し、前記で形成した高周
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波電流経路の測定対象に接触する電位差測定用電極（４３）、（４４）の近傍に配置した
高入力インピーダンス増幅装置（６３）、（６４）を介して、電位差測定用電極（４３）
、（４４）の電位が取得され、インピーダンス整合したシールドケーブル（３３）、（３
４）で測定装置本体の差動増幅回路（１５）に供給されて２点間の電位差を得、その出力
がデジタル値に変換されＲＡＭ（３）に供給される。
これにより、取得された測定対象の二点間の電位差が、外乱・ノイズの影響を受けずにイ
ンピーダンスの演算に使用することができる。
【００２６】
ＲＡＭ（３）に供給され記憶したデジタル値は、ＲＯＭ（２）に記憶されたプログラムに
より、測定対象に流入した電流とその電流による２点間の電圧降下として演算され、測定
対象の２点間、電位差測定用電極（４３）と（４４）との間のインピーダンスが算出され
る。
【００２７】
図１では高周波電流供給プローブとして同一構成のプローブを２個使用する例を示したが
、図４に示す通り一方は上記プローブを使用し他方は高周波電流供給ケーブルを直接電極
に接続する構成とすることも可能である。
図１及び図４では本発明の基本となる実施例の構成要件を示したが、電流供給プローブと
電位差測定プローブをそれぞれ４個ずつ備え、両手両足の全てに接触し、電極切換装置を
用いて、適切な使用する電極の組み合わせを選択する構成とした、身体の各部位別のイン
ピーダンスを取得する装置に本発明を適用することは、特に有用である。
【００２８】
【発明の効果】
生体への供給電流を、生体に供給する直前で検出するので、対地間容量の影響を無くした
生体への供給電流の真の値を測定する事が可能となり、生体の２点間の電位差の測定にお
いて高入力インピーダンスバッファ回路を生体の近傍に配置する事により、高い信号イン
ピーダンス部分が少なくなり、それにより、対地間容量および外乱の影響を最小限にする
事ができる。また、全てのケーブルが同一の長さであり、信号伝達遅延時間の影響が相殺
され、生体インピーダンス測定における誤差を最小限にする事ができ、より正確な生体イ
ンピーダンスを測定する事が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の構成を示すブロック図
【図２】高周波電流供給用プローブの詳細を説明するブロック図
【図３】電位差測定用プローブの詳細を説明するブロック図
【図４】本発明の別の実施例の構成を示すブロック図
【図５】従来技術による測定を説明するブロック図
【符号の説明】
１　測定装置本体
２　ＲＯＭ
３　ＲＡＭ
４　補助記憶装置
５　外部入出力インタフェイス装置
６　キー入力装置
７　表示装置
８　処理装置
９　電源
１０　高周波電流源
１１　高周波信号発生装置
１２　Ａ／Ｄ変換装置
１３　差動増幅回路
１４　Ａ／Ｄ変換装置
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１５　差動増幅回路
１６，１７，１８，１９　インピーダンス整合用抵抗
２０　バッファ回路
２１，２２　高周波電流供給用プローブ
２３，２４　電位差測定用プローブ
３１，３２，３３，３４　シールドケーブル
４１，４２　高周波電流供給用電極
４３，４４　電位差測定用電極
５１，５２　供給電流検出装置
６３，６４　高入力インピーダンス増幅装置
７１，７２，７３，７４　電源ケーブル
８１，８２　高周波電流供給ケーブル
１５１　供給電流検出用基準抵抗
１５２　差動増幅回路
１５３　保護回路
１５４　電源回路
１５５　シールドケーブルインピーダンス整合用抵抗
１６２　高入力インピーダンスバッファ回路
１６３　入力保護回路
１６４　電源回路
１６５　シールドケーブルインピーダンス整合用抵抗
Ｔ 1 ～  Ｔ 14　端子
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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