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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
　前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、
　前記支軸に設けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、
　前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアーム
の対向する側に取り付けられた、前記耳珠を押圧するカフと、
　前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームを回転させ
る回転機構と、
を備える血圧計であって、
　前記カフから空気が排気されている状態で前記カフの取り付けられたアーム又は前記カ
フの周囲を囲む枠は前記耳珠に当接し、前記カフに空気が供給されている状態で前記カフ
が前記耳珠を圧迫することを特徴とする血圧計。
【請求項２】
　人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
　前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、
　前記支軸に設けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、
　前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアーム
の対向する側に取り付けられた、前記耳珠を押圧するカフと、
　前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームを回転させ
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る回転機構と、
を備える血圧計であって、
　少なくとも前記カフが当該カフの取り付けられたアームから着脱可能であることを特徴
とする血圧計。
【請求項３】
　人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
　前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、
　前記支軸に設けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、
　前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアーム
の対向する側に取り付けられた、前記耳珠を押圧するカフと、
　前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームを回転させ
る回転機構と、
を備える血圧計であって、
　前記カフのうち少なくとも１つは、前記耳珠に当接する方向を可変できることを特徴と
する血圧計。
【請求項４】
　人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
　前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、
　前記支軸に設けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、
　前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアーム
の対向する側に取り付けられた、前記耳珠を押圧するカフと、
　前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームを回転させ
る回転機構と、
を備える血圧計であって、
　前記カフのうち少なくとも１つは、前記カフの取り付けられたアームの長軸方向にスラ
イドできることを特徴とする血圧計。
【請求項５】
　前記カフを前記カフの取り付けられたアームの前記他端方向に近づける弾性体を備える
ことを特徴とする請求項４に記載の血圧計。
【請求項６】
　人体の耳介の付け根を一周する耳掛を、さらに備えることを特徴とする請求項１から５
のいずれかに記載の血圧計。
【請求項７】
　前記一対のアームのうち耳介側に配置されるアームの耳介側に設けたクッションと、
前記クッションを設けた前記アーム及び前記耳掛のうち少なくとも一方に設けた磁石と、
他方に設けた磁石又は磁性体と、
をさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の血圧計。
【請求項８】
　人体の左右の耳介のうち一方の耳介に装着された前記１対のアームと前記１対のアーム
の装着されていない他方の耳介とを接続する架橋と、
前記架橋の中間に配置されセンサを駆動する電源部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１から７に記載のいずれかの血圧計。
【請求項９】
　人体の耳介の付け根に懸架するための耳掛と、
当該耳掛けに配置された電源部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１から７に記載のいずれかの血圧計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体の耳介等の生体の一部で生体情報を検出する生体情報検出装置に関する
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　高齢化が進み、成人の生活習慣病への対応が社会的に大きな課題となっている。特に高
血圧に関連する疾患の場合、長期の血圧データの収集が非常に重要である点が認識されて
いる。このような観点から、血圧をはじめとした各種の生体情報の検出装置が開発されて
いる。
【０００３】
　従来、外耳部で生体情報を検出する装置については、外耳道又は外耳中の他の部位に、
挿入され、常時装着する患者モニタ装置がある（例えば、特許文献１参照。）。特許文献
１には、動脈の脈波や血流を検出する方法として、発光素子により生体へ照射した照射光
が生体の動脈あるいは動脈内の血球により散乱した散乱光を、受光素子により受光し、散
乱光から脈波や血流を検出する方法が開示されている。ここで脈拍、脈波、心電、体温、
動脈血酸素飽和度、及び血圧などを生体内へ放射した赤外光、可視光の散乱光の受光量か
ら計算できるとしている。
【０００４】
　また、外耳道又は耳朶に装着する装置としては、無線通信手段を有し、動脈血酸素飽和
濃度センサ、体温センサ、心電センサ、脈波センサを備えている緊急情報装置がある（例
えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
　一方、血圧の測定に関しては、血管の脈動波形による血圧測定装置は、他の方式である
カフ振動法や容積補償法などによる血圧測定装置（例えば、非特許文献１参照。）と並ん
で有力な血圧の測定方法として認められている。
【０００６】
　なお、本願では、耳介の名称は非特許文献２に、耳介の軟骨の名称は非特許文献３によ
る。
【特許文献１】特開平９－１２２０８３
【特許文献２】特開平１１－１２８１７４
【非特許文献１】山越　憲一、戸川　達男著、「生体センサと計測装置」、日本エム・イ
ー学会編／ＭＥ教科書シリーズ　Ａ－１、３９頁～５２頁
【非特許文献２】Ｓｏｂｏｔｔａ　図説人体解剖学第１巻（監訳者：岡本道雄）、ｐ．１
２６、（株）医学書院、１９９６年１０月１日発行
【非特許文献３】Ｓｏｂｏｔｔａ　図説人体解剖学第１巻（監訳者：岡本道雄）、ｐ．１
２７、（株）医学書院、１９９６年１０月１日発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　血圧測定などの生体組織への加圧が必要な測定においては、振動によるノイズが混入し
やすいため正確な脈波、血圧値の測定が困難であり、安定して血圧を測定することが課題
であった。また、日常活動の中での測定や常に血圧計を装着した状態で一定間隔や連続し
て血圧を測定することが困難であるため、生体情報検出装置の保持方法が課題であった。
【０００８】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、装着が容易で、かつ安定して血圧
を測定する血圧計を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る血圧計は、支軸で接続された１対のアームに
血圧測定用のセンサを備え、センサが生体の突起部、特に耳介の耳珠に密着するような構
成とした。
【００１０】
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　本発明に係る血圧計は、人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設
けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームの
うち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付
けられた、前記耳珠を押圧するカフと、前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのう
ち少なくとも１つのアームを回転させる回転機構と、を備え、前記カフから空気が排気さ
れている状態で前記カフの取り付けられたアーム又は前記カフの周囲を囲む枠は前記耳珠
に当接し、前記カフに空気が供給されている状態で前記カフが前記耳珠を圧迫することを
特徴とする。
【００１１】
　支軸に設けられた距離可変機構によって、１対のアームの他端の間隔が調整でき、また
カフ内の与圧を少なくして、与圧による測定誤差要因を除去することができる。生体の形
状が複雑な場合であっても、アームの交差する角度を変えることによってカフを生体に密
着させることができる。一対のアームで耳珠を挟むことによって、血圧計を耳介に装着す
ることができる。
【００１２】
　本発明に係る血圧計は、人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設
けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームの
うち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付
けられた、前記耳珠を押圧するカフと、前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのう
ち少なくとも１つのアームを回転させる回転機構と、を備え、少なくとも前記カフが当該
カフの取り付けられたアームから着脱可能であることを特徴とする。
【００１３】
　支軸に設けられた距離可変機構によって、１対のアームの他端の間隔が調整でき、また
汚れたり消耗しやすいカフを交換したり、衛生管理も容易となる。生体の形状が複雑な場
合であっても、アームの交差する角度を変えることによってカフを生体に密着させること
ができる。一対のアームで耳珠を挟むことによって、血圧計を耳介に装着することができ
る。
【００１４】
　本発明に係る血圧計は、人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設
けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームの
うち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付
けられた、前記耳珠を押圧するカフと、前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのう
ち少なくとも１つのアームを回転させる回転機構と、を備え、前記カフのうち少なくとも
１つは、前記耳珠に当接する方向を可変できることを特徴とする。
【００１５】
　支軸に設けられた距離可変機構によって、１対のアームの他端の間隔が調整でき、また
カフの方向が自由になることによって生体への密着度を高めることができる。生体の形状
が複雑な場合であっても、アームの交差する角度を変えることによってカフを生体に密着
させることができる。一対のアームで耳珠を挟むことによって、血圧計を耳介に装着する
ことができる。
【００１６】
　本発明に係る血圧計は、人体の耳珠を挟むように構成された対向する１対のアームと、
前記１対のアームのそれぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設
けられ、前記１対のアームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームの
うち少なくとも１つのアームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付
けられた、前記耳珠を押圧するカフと、前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのう
ち少なくとも１つのアームを回転させる回転機構と、を備え、前記カフのうち少なくとも
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１つは、前記カフの取り付けられたアームの長軸方向にスライドできることを特徴とする
。
【００１７】
　支軸に設けられた距離可変機構によって、１対のアームの他端の間隔が調整でき、また
カフをスライドさせて、生体の最適な位置に配置することができる。生体の形状が複雑な
場合であっても、アームの交差する角度を変えることによってカフを生体に密着させるこ
とができる。一対のアームで耳珠を挟むことによって、血圧計を耳介に装着することがで
きる。
【００１８】
　本発明に係る血圧計は、前記カフを前記カフの取り付けられたアームの前記他端方向に
近づける弾性体を備える。
【００１９】
　カフをアームの他端方向に押し付けることによって、カフを生体に密着させることがで
きる。
【００２０】
　本発明に係る血圧計は、人体の耳介の付け根を一周する耳掛を、さらに備えていること
を特徴とする。
【００２１】
　血圧計を耳介に安定して装着することができる。
【００２２】
　本発明に係る血圧計は、前記一対のアームのうち耳介側に配置されるアームの耳介側に
設けたクッションと、前記クッションを設けた前記アーム及び前記耳掛のうち少なくとも
一方に設けた磁石と、他方に設けた磁石又は磁性体と、をさらに備えることを特徴とする
。
【００２３】
　クッションを備えることにより血圧計を長時間にわたって装着することができ、また、
耳掛とクッションが磁力で引き合うことにより体動を原因とするノイズを減少させること
ができる。
【００２４】
　本発明に係る血圧計は、人体の左右の耳介のうち一方の耳介に装着された前記１対のア
ームと前記１対のアームの装着されていない他方の耳介とを接続する架橋と、前記架橋の
中間に配置されセンサを駆動する電源部と、をさらに備えることを特徴とする。
【００２５】
　左右の耳介に跨る架橋を備えることによって血圧計を安定して耳介に装着することがで
きる。また、電源部をアームと別体とすることにより、アームの軽減化が可能になる。
【００２６】
　本発明に係る血圧計は、人体の耳介の付け根に懸架するための耳掛と、当該耳掛けに配
置された電源部とを、さらに備えることを特徴とする。
【００２７】
　耳掛を備えることにより血圧計を耳介に安定して装着することができ、また耳掛に電源
部を配置することによりアームへの負担を軽くし、配線の振動によるノイズを減少させる
ことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の血圧計によれば、装着が容易で、かつ安定して血圧を検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の生体情報検出装置について添付の図を参照しながら実施の形態を説明する。な
お、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００３０】
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　本願において、「耳珠の内側」とは、図１６における耳珠１の耳甲介腔８の側をいう。
「耳珠の外側」とは、図１６における耳珠１の耳甲介腔８と反対の側をいう。
【００３１】
（実施の形態１）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、対向する１対のアームと、前記１対のアームのそ
れぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設けられ、前記１対のア
ームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームのうち少なくとも１つの
アームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付けられた生体情報を検
出するセンサと、前記１対のアームの前記他端の間隔を縮める弾性体と、を備える。
【００３２】
　また、前記支軸を中心軸として、前記１対のアームのうち少なくとも１つのアームを回
転させる回転機構をさらに備えてもよい。
【００３３】
　図１（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、図１（Ｂ）に本発明
の生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。図１（Ａ）、図１（Ｂ）に示す生体情報検
出装置は、例えば第一のアーム３１および第二のアーム３２の各々が支軸３５に接続され
る部分、あるいは支軸３５に、第一のアーム３１と第二のアーム３２が互いに対向する他
端の間隔を調整する距離可変機構を備える。距離可変機構４０は支軸３５と第一のアーム
３１の角度を変化させて図１（Ａ）に示す角度αを変化させることにより、第一のアーム
３１と第二のアーム３２が互いに対向する面の間隔を調整する機能を有する。
【００３４】
　ここで、距離可変機構４０の角度を可変にする機構としては、支軸３５と第一のアーム
３１の角度をネジにより調整する機構、あるいはフリクションとネジ固定を併用する機構
などのいずれでもよい。さらに、第一のアーム３１と第二のアーム３２が互いに対向する
他端の間隔を調整する機構としては、支軸３５の長さを伸縮させる機構でもよい。
【００３５】
　また、図１（Ａ）に示す生体情報検出装置は、第一のアーム３１と支軸３５の接続部分
に、支軸３５を軸として、第一のアーム３１を回転方向へ移動させる回転機構４１を備え
ており、回転機構４１は図１（Ｂ）に示す支軸３５の軸方向から見た第一のアーム３１の
方向と第二のアーム３２の方向のなす角度βを可変する機能を有する。なお、回転機構４
１を備えることは任意である。
【００３６】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）に示す生体情報検出装置の構成例の場合は、第一のアーム
３１の他端と第二のアーム３２の他端の間隔を縮めるバネ７０を備えている。
【００３７】
　図１（Ａ）に示すバネ７０は、第一のアーム３１の他端と第二のアーム３２の他端を縮
める方向に働く。例えば、第一のアーム３１の一端と第二のアーム３２の一端をつまんで
、センサ３３とセンサ３４との間隔を広げておき、生体を挟んだときにバネ７０を解放す
ると、バネ７０の延伸力によりセンサ３３とセンサ３４が生体に密着することになる。
【００３８】
　バネ７０を支軸３５よりも他端側に配置するときは、第一のアーム３１の一端と第二の
アーム３２の一端をつまんで、センサ３３とセンサ３４との間隔を広げておき、生体を挟
んだときにバネ７０を解放すると、バネ７０の引っ張り力によりセンサ３３とセンサ３４
が生体に密着することになる。
【００３９】
　ここでは、弾性体としてコイル状のバネを例としたが、コイル状のバネでなくとも、板
バネやねじりバネ、空気バネ、ゴム、樹脂等の弾性体であればよい。
【００４０】
　生体情報検出装置は人体の耳介の突起部の一部、例えば耳介の耳珠の両側にセンサ３３
およびセンサ３４を接触させて、生体情報を検出する機能を有する。ここで、センサ３３
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およびセンサ３４を耳珠の両側に接触する場合、センサ３３およびセンサ３４の間の間隔
は距離可変機構４０により、第一のアーム３１および第二のアーム３２の対向する面の距
離を変化させることにより、適切な接触状態に調整し、さらに、センサ３３およびセンサ
３４の接触する位置は回転機構４１により、図１（Ｂ）に示す角度βを変化させることに
より、適切な位置に調整する。調整後は、バネ７０によって、第一のアーム３１の他端と
第二のアーム３２の他端の間隔を縮める方向に働くので、センサ３３とセンサ３４を生体
に密着させることができる。
【００４１】
　以上説明したように、本実施の形態の生体情報検出装置は、支軸に設けられた距離可変
機構によって、１対のアームの他端の間隔が調整でき、当該他端の間隔を縮める弾性体に
よって、アームに取り付けられたセンサを生体に密着させることができる。また、アーム
を回転させる回転機構によって、生体の形状が複雑な場合であっても、アームの交差する
角度を変えることでカフを生体に密着させることができる。従って、個人の体型の差に対
応して適切な接触圧で、適切な位置に装着できる小型軽量で、安定に生体情報を検出する
ことができる。
【００４２】
　（実施の形態２）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、対向する１対のアームと、前記１対のアームのそ
れぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設けられ、前記１対のア
ームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームのうち少なくとも１つの
アームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付けられた生体情報を検
出するセンサと、前記１対のアームの前記他端の間隔が広がらないように一時的に制限す
るラッチと、を備える。
【００４３】
　図２（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、図２（Ｂ）に本発明
の生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示す生体情
報検出装置の構成例の場合は、第一のアーム３１の他端と第二のアーム３２の他端の間隔
を縮めるバネ７０を備え、さらに、第一のアーム３１の他端と第二のアーム３２の他端の
間隔が広がらないようにラッチ機構７１も備えている。
【００４４】
　図２（Ａ）に示すバネ７０は、第一のアーム３１の一端と第二のアーム３２の一端を広
げる方向に働く。例えば、第一のアーム３１の一端と第二のアーム３２の一端をつまんで
、センサ３３とセンサ３４との間隔を広げておき、生体を挟んだときにバネ７０を解放す
ると、センサ３３とセンサ３４が生体に密着することになる。ラッチ機構７１は、センサ
３３とセンサ３４が生体に密着した状態を維持する。
【００４５】
　ラッチ機構について、図３で説明する。図３において、７２はラッチ開放ボタン、７３
はコイルバネ、７４は板バネ、７５はラッチ用ツメ、７６は支持体（Ａ）、７７は支持体
（Ｂ）である。図３（Ａ）はラッチ機構がロックされている状態を表し、図３（Ｂ）はラ
ッチ機構が開放されている状態を表す。図３（Ａ）において、板バネ７４がラッチ用ツメ
７５に一時的に掛けられ、支持体（Ｂ）が支持体（Ａ）７６に入り込むことを制限される
。この状態は、図３（Ａ）では、第一のアーム３１と第二のアーム３２の間隔が広がるこ
とを制限されることになる。つまり、一度、生体を挟んだ生体情報検出装置が脱落するこ
とを困難にする。
【００４６】
　ここで、図３（Ｂ）に示すように、ラッチ開放ボタン７２を押すと、コイルバネ７３に
拘束されていた板バネ７４が矢印の方向に開き、ラッチ用のツメ７５から開放される。板
バネ７４がラッチ用のツメ７５から開放されると、支持体（Ａ）７６に支持体（Ｂ）７７
が入り込むことができる。この状態は、図３（Ａ）では、第一のアーム３１と第二のアー
ム３２の間隔が広がることになる。つまり、一度、生体を挟んだ生体情報検出装置が取り
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外すことが容易になる。
【００４７】
　以上説明したように、本発明の生体情報検出装置は、支軸に設けられた距離可変機構に
よって、１対のアームの他端の間隔が調整でき、また、当該他端の間隔広がらないように
一時的に制限するラッチによって、アームに取り付けられたセンサを生体への密着を継続
させることができるため、個人の体型の差に対応して適切な接触圧で、適切な位置に装着
できる小型軽量で、安定に生体情報を検出することができる。
【００４８】
（実施の形態３）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、前述の生体情報検出装置において、センサを搭載
する調整ネジあるいはセンサを搭載する調整ネジであって、前記それぞれの調整ネジによ
り、センサと第一のアームの表面の間隔およびセンサと第二のアームの表面の間隔のいず
れか、あるいは両方を調整する機能を有する前記それぞれの調整ネジを、第一のアームあ
るいは第二のアームのいずれか、あるいは両方に備える場合である。
【００４９】
　図４（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、図４（Ｂ）に本実施
の形態の生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。なお、図４および以下の図において
は、図面の煩雑さをさけるために、一部の名称の表示を省略している。図４（Ａ）および
図４（Ｂ）に示す生体情報検出装置の構成例においては、生体情報検出装置は第一のアー
ム３１に調整ネジ４２を備え、調整ネジ４２にセンサ３３を搭載し、調整ネジ４２により
センサ３３と、第二のアーム３２に備えるセンサ３４との間隔を調整する場合を示してい
る。なお、回転機構、ラッチ機構を備えることは任意である。
【００５０】
　調整ネジ４２の機構としては、ネジを回転させることによりセンサ３３の位置を調整し
、センサ３３とセンサ３４の間隔を調整する機構、あるいはフリクションによりセンサ３
３の位置を調整し固定ネジで固定する機構を併用することにより、センサ３３とセンサ３
４の間隔を調整する機構でもよい。
【００５１】
　以上説明したように、本実施の形態の生体情報検出装置は、例えば耳介の耳珠に装着す
る場合、耳珠の形状の個人差に対応して、調整ネジによりセンサ３３とセンサ３４の間隔
を細かく調整し、センサ３３およびセンサ３４を耳珠に適切な接触圧で装着することがで
きる。
【００５２】
　以下の実施の形態では、人体の耳介の突起部として耳介の耳珠を例として説明する。
【００５３】
（実施の形態４）
　図５に生体情報検出装置の耳介への装着例を示す。図５において、生体情報検出装置は
耳珠１に両側から接するように装着され、第一のアーム３１の備えるセンサ３３が耳珠１
の外側、第二のアーム３２の備えるセンサ３４が耳珠１の内側に接して装着される。第二
のアーム３２の一部およびセンサ３４は耳珠１の内側にあるので破線で示している。
【００５４】
　上記のように、本実施の形態の生体情報検出装置は生体の一部、例えば耳介の耳珠１の
両側に装着して生体情報を検出する場合、耳珠１の形状の個人差に対応して、距離可変機
構４０又は回転機構４１によりセンサ３３およびセンサ３４の位置を調整し、センサ３３
およびセンサ３４を耳珠１の適切な位置に、適切な接触状態で装着できる。なお、回転機
構、ラッチ機構を備えることは任意である。
【００５５】
（実施の形態５）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、前述の生体情報検出装置がさらに耳介の付け根を
一周する耳掛を備えている場合である。図６（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の
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構成例を示し、図６（Ｂ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の前記耳介への装
着状態を示す。図６（Ａ）に示す生体情報検出装置の構成例の場合、第一のアーム３１は
耳掛け機構４６を備えており、耳掛け機構４６は図６（Ｂ）に示すように前記耳介の付け
根から耳輪５の裏側へ回りこみ、耳介の付け根を一周して、生体情報検出装置を前記耳介
へ固定する機構を有する。
【００５６】
　耳掛けの形状が耳介に沿ったリング状のものであってもよい。また、耳介の付け根に沿
って一周し、留め金によりリングを閉じる構造であってもよい。さらに、閉じたリングを
ストッパーで締まり具合を調節可能にしてもよい。
【００５７】
　耳掛けの材質としては、可塑性のある金属、半田合金、亜鉛合金、真鍮、銅系合金、ア
ルミ系合金、ステンレススチール、Ｎｉ系合金、すず系合金や又、形状記憶合金でもよい
。樹脂系としては、プラスチック、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＭＣナ
イロン、フッ素樹脂（ＰＴＦＥ）、ポリカーボネイト、ポリプロピレン、ポリエチレンシ
リコーン樹脂、ポリウレタン樹脂や又、天然ゴムでもよい。このような材質の選択により
被検者の耳介の大きさなどの個人差を吸収することができる。
【００５８】
　上記のように、本実施の形態の生体情報検出装置はさらに耳介の付け根を一周して耳介
に懸架するための耳掛け機構４６を備えているので、装置の自重や被検者の運動に起因す
る装置の耳珠位置からのズレを防止することができる。このため、生体情報検出装置を前
記耳介に安定に固定し、より安定に生体情報を検出できる。
【００５９】
　また、耳掛け機構を生体情報装置本体から取り外し可能な構造とし、被検者に合ったサ
イズの耳掛け機構を選択することも可能である。
【００６０】
（実施の形態６）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、前述の生体情報検出装置において、前記一対のア
ームのうち耳介側に配置されるアームの耳介側に設けたクッションと、前記クッションを
設けた前記アーム及び前記耳掛のうち少なくとも一方に設けた磁石と、他方に設けた磁石
又は磁性体と、をさらに備える場合である。
【００６１】
　図７は本実施の形態の生体情報検出装置を前記耳介へ装着した状態を想定して示す図で
あり、前記耳介は生体の頭部上方から見た耳珠１付近における水平面による断面で示し、
生体情報収集装置は生体への装着状態を生体の頭部上方から見た図で示し、両者を組み合
わせて示した模式図である。図７において、クッション４５が第二のアーム３２の外側に
配置され、クッション４５は前記耳介と接する位置に磁石４７を備え、耳掛け機構４６は
前記耳介の裏側で前記耳介と接する位置に磁石４８を備えている。
【００６２】
　磁石４７と磁石４８は前記耳介の対輪４を挟んで両側にあり、互いに磁力が働く極性で
設置されており、磁石４７と磁石４８は前記耳介に接触して固定される。
【００６３】
　上記のように、クッション４５を備えることにより、生体情報検出装置のアームが固い
材料で形成されている場合でも、被検者に苦痛を与えることなく長時間の装着が可能とな
る。また、本実施の形態の生体情報検出装置はさらにクッション４５が前記耳介に接する
側、および耳掛け機構４６が前記耳介に接する側に互いに磁力が働く磁石をさらに備えて
おり、生体情報検出装置を前記耳介に、より快適に固定し、より安定に生体情報を検出す
ることができる。
【００６４】
　図７では磁石４７及び磁石４８の２つの磁石を用いているが、一方を磁石とし、他方を
磁性体とすることでもよい。また、磁石４７又は磁石４８をそれぞれクッション４５又は
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耳掛け機構４６の内部に設置してもよい。
【００６５】
　以上説明したように、本実施の形態の生体情報検出装置は生体の耳珠に、個人の体型の
差に対応して適切な接触圧で、適切な位置に、より快適に装着できる小型軽量で、より安
定に、連続的に生体情報を検出することができる。
【００６６】
（実施の形態７）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、前述の生体情報検出装置の本体が人体の左右の耳
介のうち一方の耳介に装着され、前記１対のアーム及び前記１対のアームの装着されてい
ない耳介を接続する架橋と、前記架橋の中間に配置されセンサを駆動する電源部と、をさ
らに備えている場合である。
【００６７】
　図８に本実施の形態の生体情報検出装置の装着状態を示す。図８において、３０は生体
情報検出装置、８０は架橋、８２は電源部である。図８に示す生体情報検出装置の構成例
の場合、前述の生体情報検出装置の本体が人体の左右の耳介のうち一方の耳介に装着され
、前記１対のアーム及び前記１対のアームの装着されていない耳介を人体の後頭部を経由
して接続する架橋に、センサを駆動する電源部が配置されている。前記一対のアームにカ
フを備える場合は、電源部と共にカフに給排気するポンプを配置してもよい。
【００６８】
　架橋の材質としては、可塑性のある金属、半田合金、亜鉛合金、真鍮、銅系合金、アル
ミ系合金、ステンレススチール、Ｎｉ系合金、すず系合金や又、形状記憶合金でもよい。
樹脂系としては、プラスチック、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＭＣナイ
ロン、フッ素樹脂（ＰＴＦＥ）、ポリカーボネイト、ポリプロピレン、ポリエチレンシリ
コーン樹脂、ポリウレタン樹脂でもよい。このような材質の選択により被検者の頭部の大
きさなどの個人差を吸収することができる。
【００６９】
　架橋を生体情報装置本体から取り外し可能な構造とし、被検者に合ったサイズの架橋を
選択することも可能である。また、架橋を伸縮自在にして、被検者の頭部のサイズに合わ
せることも可能である。
【００７０】
　図８では、架橋を後頭部を経由しているが、頭頂部や顎の下を経由してもよい。
　電源部を頭部に配置することにより、生体情報検出装置の持ち運びや管理を容易にする
ことができる。また、ポンプを頭部に配置することにより、パイプを固定しやすくなり生
体情報の検出に当たって、ノイズを低減することができる。
【００７１】
　以上説明したように、左右の耳介に跨る架橋を備えることによって生体情報検出装置を
安定して耳介に装着することができる。また、電源部をアーム側と別体とすることにより
、アーム側の軽減化が可能になる。
【００７２】
（実施の形態８）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、前述の生体情報検出装置において、図９（Ａ）お
よび図９（Ｂ）に示すように、例えば、図１に示すセンサ３３に代えて支持体５７を備え
、センサ３４に代えてカフ５６を備え、カフ５６の中には発光素子６１と受光素子６２を
備え、さらにカフ５６は空気を供給する空気パイプ３６を備える場合である。ここで、図
９（Ｂ）は図９（Ａ）の生体情報検出装置を耳珠１に装着した状態の支持体５７およびカ
フ５６の部分の拡大図であり、また図面の煩雑さをさけるために、図９（Ａ）に示すカフ
５６の中には発光素子６１および受光素子カフ６２を示していない。センサとしての発光
素子と受光素子をカフに内蔵することによって、カフの押圧している生体部分での生体情
報を取得することができる。
【００７３】
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　図９（Ａ）、図９（Ｂ）では、支持体５７を第一のアーム３１に、カフ５６を第二のア
ーム３２に配置しているが、支持体５７を第二のアーム３２に、カフ５６を第一のアーム
３１に配置してもよい。
【００７４】
　図９（Ｂ）に示すカフ５６の中の発光素子６１と受光素子６２は反射型の脈波検出系を
形成し、脈波を検出する。上記のように脈波を検出する過程において、カフ５６で耳珠１
に圧力を加えることにより、血圧も測定することができる。
【００７５】
（実施の形態９）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、対向する１対のアームと、前記１対のアームのそ
れぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設けられ、前記１対のア
ームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームのうち少なくとも１つの
アームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付けられた、生体を押圧
するカフと、を備え、前記カフから空気が排気されている状態で前記カフの取り付けられ
たアーム又は前記カフの周囲を囲む枠は生体に当接し、前記カフに空気が供給されている
状態で前記カフが生体表面に接して耳珠を圧迫する。
【００７６】
　図１０に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示す。図１０において、１は耳珠
、３１は第一のアーム、３２は第二のアーム、３５は支軸、５５はカフ、５６はカフであ
る。図１０では、弓状又はお椀状になった第一のアーム３１の先端部の内部にカフ５５が
配置されている。カフ５５によって耳珠１を挟むのではなく、カフ５５の周囲のアームの
先端部で耳珠表面位置に生体情報検出装置を固定し、カフ５５に空気を供給することによ
って初めてカフ５５が耳珠１の表面に接して、耳珠１に圧力を印加する。
【００７７】
　このような構成とすることにより、カフが排気されている状態ではカフ表面が耳珠表面
に接しないことで、実際に生体情報を得ようとする部位に圧力がかかることを防ぐことが
できる。このため、カフ自体をはじめから耳珠に接触させて生体情報検出装置を固定する
よりも、耳珠表面へ与圧がかかることによる測定誤差要因を取り除くことができる。
【００７８】
　図１０では、第一のアーム３１にカフ５５が、第二のアーム３２にカフ５６が配置され
ているが、一方のアームにのみカフが配置されている場合でも、同様の構成とすることが
できる。また、図１０では、第一のアーム３１又は第二のアーム３２の先端部は弓状又は
お椀状となっているが、これらの形状には限定されない。円筒形状、角型筒形状、コーン
形状等の内部が空洞になっていれば足りる。アーム自体をこのような形状にすることには
限定されない。カフの周囲を囲む枠をアームに取り付けたものでもよい。
【００７９】
　以上説明したように、カフから空気が排気されている状態で前記カフの取り付けられた
アームは耳珠に当接し、前記カフに空気が供給されている状態で前記カフが耳珠表面に接
して耳珠を圧迫する生体情報検出装置とすることにより、カフへの与圧による測定誤差要
因を除去することができる。
【００８０】
（実施の形態１０）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、対向する１対のアームと、前記１対のアームのそ
れぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設けられ、前記１対のア
ームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームのうち少なくとも１つの
アームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付けられた、生体を押圧
するカフと、を備え、少なくとも前記カフが当該カフの取り付けられたアームから着脱可
能である。
【００８１】
　図１１（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、図１１（Ｂ）に本
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発明の生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）において
、３１は第一のアーム、５５はカフ、８６はシーリング材である。図１１（Ａ）、図１１
（Ｂ）では、カフ５５を備えるアーム先端部を矢印の方向に抜き出すことによって、カフ
を交換することができる。図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）に示す生体情報検出装置の構成例
の場合、カフ５５に空気を給排気するパイプから空気漏れがないように、アーム先端部と
アーム本体とは、ゴムパッキングやシリコンなどシーリング材８６を装着する必要がある
。
【００８２】
　図１２（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の他の構成例の正面図、図１２（Ｂ）
に本発明の生体情報検出装置の他の構成例の平面図を示す。図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）
において、３１は第一のアーム、３３はセンサ、５５はカフ、８６はシーリング材である
。図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）では、カフ５５を備えるアーム先端部を矢印の方向に抜き
出すことによって、カフを交換することができる。図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）に示す生
体情報検出装置の構成例の場合、カフ５５はセンサ３３を内部に備えているので、センサ
３３の支持台を含めてカフ５５に空気を給排気するパイプから空気漏れがないように、ア
ーム先端部とアーム本体とは、ゴムパッキングやシリコンなどシーリング材８６を装着す
る必要がある。
【００８３】
　耳珠に触れるカフや支持機構は、耳垢や皮脂などによって汚れがつきやすく、また磨耗
が起きやすいため、カフをアームから着脱可能な構造とすることによって、汚れたり傷つ
いたカフを簡単に洗浄したり取り替えたりすることによってカフのリークや透過性低減を
防止することができる。また、カフや支持機構をディスポーザブルとすることにより、衛
生管理が容易になるという利点がある。
【００８４】
（実施の形態１１）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、対向する１対のアームと、前記１対のアームのそ
れぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設けられ、前記１対のア
ームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームのうち少なくとも１つの
アームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付けられた、生体を押圧
するカフと、を備え、前記カフのうち少なくとも１つは、前記生体に当接する方向を可変
できる。
【００８５】
　図１３に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示す。図１３において、３１は第
一のアーム、３５は支軸、５５はカフ、５６はカフ、８８はカフ回転機構である。図１３
では、カフ５５が耳珠に当接する方向を可変できるカフ回転機構８８を持つ。第一のアー
ム３１が耳珠の外側に配置されるアームであれば、カフ５５が、耳珠の外側に当接するこ
とになる。
【００８６】
　耳珠の外側に当接するカフ５５が回転自由度を持つことで、カフ間の距離をある程度、
被検者の耳珠形状にあった長さに調節しておけば、カフの角度を厳密に調節しなくても、
耳珠形状に沿うようにカフ５５の回転角度が耳珠に対して決まるため、装着の容易性が向
上する。
【００８７】
　カフ回転機構８８は１つの面内で耳珠に当接する方向を可変できる構造でもよいが、２
つの面内で耳珠に当接する方向を可変できる構造にすれば、カフが耳珠に当接することを
さらに容易にする。
【００８８】
　また、図１３では、第一のアーム３１に配置されたカフ５５のみに方向を可変できる構
造を持たせたが、第二のアーム３２に配置されたカフ５６のみに方向を可変できる構造を
持たせてもよいし、カフ５５とカフ５６の両方に方向を可変できる構造を持たせてもよい
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。
【００８９】
　以上説明したように、アームに配置されたカフに方向を可変できる構造を持たせること
により、生体情報検出装置を耳珠に装着することが容易になる。特に、耳珠の外側に当接
するカフ５５が回転自由度を持つことで、カフ間の距離をある程度、被検者の耳珠形状に
あった長さに調節しておけば、カフの角度を厳密に調節しなくても、耳珠に装着すること
が容易になる。
【００９０】
（実施の形態１２）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、対向する１対のアームと、前記１対のアームのそ
れぞれの一端で前記１対のアームを接続する支軸と、前記支軸に設けられ、前記１対のア
ームの他端の間隔を調整する距離可変機構と、前記１対のアームのうち少なくとも１つの
アームの前記他端であって前記１対のアームの対向する側に取り付けられた、生体を押圧
するカフと、を備え、前記カフのうち少なくとも１つは、前記カフの取り付けられたアー
ムの長軸方向にスライドできる。
【００９１】
　第一のアーム３１が耳珠の外側に配置されるアームであれば、カフ５５が、耳珠の外側
に当接することになる。
【００９２】
　図１４に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示す。図１４において、３１は第
一のアーム、３５は支軸、５５はカフ、５６はカフ、９０はカフスライド機構である。図
１４では、カフ５５が第一のアーム３１の長軸方向でスライドできるカフスライド機構９
０を持ち、カフ５５の位置を変えることによって、カフ５５を耳珠に最適位置に当接させ
ることができる。
【００９３】
　図１４に示すように、カフ５５を第一のアーム３１の先端部に引っ張るバネをもたせる
と、カフ５５を耳珠に当接した際にカフ５５が安定点に落ち着くことになる。また、カフ
５５を第一のアーム３１の先端部に押し付けるような延伸するバネでもよい。
【００９４】
　また、図１４では、カフ５５のみがスライドするように構成されているが、耳珠の内側
に当接するカフ５６のみがスライドするように構成してもよいし、カフ５５とカフ５６の
両方がスライドするように構成してもよい。
【００９５】
　図１４では、カフ５５は第一のアームの長軸方向にスライドさせるだけであるが、さら
にカフ５５の耳珠に当接する方向を可変できる構造にすれば、カフが耳珠の最適な部位に
当接することを一層容易にする。
【００９６】
　以上説明したように、生体情報検出装置の支軸に設けられた距離可変機構によって、１
対のアームの他端の間隔が調整でき、またカフをスライドさせて、生体の最適な位置に配
置することができる。
【００９７】
（実施の形態１３）
　本実施の形態の生体情報検出装置は、人体の耳介に装着された生体情報検出装置の本体
に人体の耳介の付け根に懸架するための耳掛と、当該耳掛けの耳介の裏の頭部側にセンサ
を駆動する電源部と、を備えている場合である。さらに、カフに空気を給排気するポンプ
を備えてもよい。
【００９８】
　図１５に本実施の形態の生体情報検出装置の装着状態を示す。図１５に示す生体情報検
出装置の構成例の場合、耳掛け機構４６にセンサを駆動する電源部（不図示）やカフ（不
図示）に給排気するポンプ８４を配置する。また、スイッチ類８３を配置してもよい。
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【００９９】
　架橋の材質や構造は前述したものと同様である。
　電源部を耳掛け機構に配置することにより、生体情報検出装置の持ち運びや管理を容易
にすることができる。耳掛に電源部を配置することによりアームへの負担を軽くし、配線
の振動によるノイズを減少させることができる。また、ポンプを頭部に配置することによ
り、パイプを固定しやすくなり生体情報の検出に当たって、ノイズを低減することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明に係る生体情報検出装置は、健康や美容のための血圧測定、脈波測定、血流測定
に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】（Ａ）は本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、（Ｂ）は本発明の
生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。
【図２】（Ａ）は本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、（Ｂ）は本発明の
生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。
【図３】本実施の形態の生体情報検出装置が備えるラッチ機構を説明する図である。
【図４】（Ａ）は本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、（Ｂ）は本発明の
生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。
【図５】本実施の形態の生体情報検出装置の耳介への装着例を説明する図である。
【図６】（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示し、（Ｂ）に本実施の形
態の生体情報検出装置の構成例の前記耳介への装着状態を示す。
【図７】本実施の形態の生体情報検出装置を前記耳介へ装着した状態を想定して示す図で
ある。
【図８】本実施の形態の生体情報検出装置の装着状態を示す図である。
【図９】（Ａ）は本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示し、（Ｂ）は（Ａ）の生
体情報検出装置を耳珠に装着した状態の支持体およびカフの部分の拡大図である。
【図１０】本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示す図である。
【図１１】（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、（Ｂ）に本発明
の生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。
【図１２】（Ａ）に本実施の形態の生体情報検出装置の構成例の正面図、（Ｂ）に本発明
の生体情報検出装置の構成例の平面図を示す。
【図１３】本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示す図である。
【図１４】本実施の形態の生体情報検出装置の構成例を示す図である。
【図１５】本実施の形態の生体情報検出装置の装着状態を示す図である。
【図１６】耳介の各部の名称を説明する図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　耳珠
　２　対珠
　３　耳甲介
　４　対輪
　５　耳輪
　６　対輪脚
　７　耳輪脚
　８　耳甲介腔
３０　生体情報検出装置
３１　第一のアーム
３２　第二のアーム
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３３　センサ
３４　センサ
３５　支軸
３６　空気パイプ
３７　信号線
４０　距離可変機構
４１　回転機構
４２　調整ネジ
４５　クッション
４６　耳掛け機構
４７　磁石
４８　磁石
５５　カフ
５６　カフ
５７　支持体
６１　発光素子
６２　受光素子
７０　バネ
７１　ラッチ機構
７２　ラッチ開放ボタン
７３　コイルバネ
７４　板バネ
７５　ラッチ用ツメ
７６　支持体（Ａ）
７７　支持体（Ｂ）
８０　架橋
８２　電源部
８３　スイッチ類
８４　ポンプ
８６　シーリング材
８８　カフ回転機構
９０　カフスライド機構
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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