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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器本体を装着するバンドであって、
　前記機器本体に接続され穴部を有する第１バンド部、および第２バンド部と、
　前記第２バンド部に設けられ前記第２バンド部を前記第１バンド部に係止するフック部
と、
を備え、
　前記機器本体から前記第１バンド部および前記第２バンド部が延出する第１の方向と交
差する第２の方向における前記第１バンド部および前記第２バンド部の幅と、前記第２の
方向における前記機器本体の幅との比が、０．５以上１．４以下であり、
　前記穴部は、前記第２の方向に並列、かつ前記第１の方向に行を成して設けられ、
　前記第２バンド部の前記穴部の行は、前記機器本体側に最も近い行とその隣接行との間
隔が、前記フック部に最も近い行とその隣接行との間隔よりも狭い
ことを特徴とするバンド。
【請求項２】
　前記第１バンド部は、前記第１バンド部および前記第２バンド部を連結する連結部を有
することを特徴とする請求項１に記載のバンド。
【請求項３】
　前記第１バンド部の機器本体と接続される端部と前記連結部との間、および前記第２バ
ンド部の機器本体と接続される端部と前記フック部との間に伸縮性を有するベルト部が設
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けられていることを特徴する請求項２に記載のバンド。
【請求項４】
　前記ベルト部には、前記第２の方向に並列、かつ前記第１の方向に行を成して前記連結
部または前記フック部が挿通される穴部が設けられていることを特徴とする請求項３に記
載のバンド。
【請求項５】
　前記穴部は、同軸に設けられた第１穴および第２穴を備え、
　前記第１穴および前記第２穴は、前記第１の方向を短軸とし、前記第２の方向を長軸と
する楕円形状を有し、
　前記第２穴の前記短軸および前記長軸の長さは、前記第１穴の前記短軸および前記長軸
の長さと比して大きいことを特徴とする請求項４に記載のバンド。
【請求項６】
　前記第１バンド部の前記穴部の行は、前記機器本体側に最も近い行とその隣接行との間
隔が、前記連結部に最も近い行とその隣接行との間隔よりも狭いことを特徴とする請求項
３または請求項４に記載のバンド。
【請求項７】
　前記第１バンド部は、肉厚部を有し、
　前記連結部は、前記肉厚部に設けられ、
　前記第２バンド部材が挿通されるバンド挿通穴と、
　前記第２の方向に延伸する前記バンド挿通穴の一辺に軸支され前記第２バンド部に設け
られた前記穴部に挿通される突棒と、を備え、
　前記バンド挿通穴は、前記突棒が軸支されている前記一辺と対面する前記第２の方向に
延伸する辺が前記一辺より長く設けられていることを特徴とする請求項２ないし請求項５
のいずれか一項に記載のバンド。
【請求項８】
　前記フック部には、基部と、当該基部から延出するピン部と、を備え、
　前記ピン部には、前記基部から延出する第１軸部と、当該第１軸部から延出する第２軸
部と、を有することを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のバンド
。
【請求項９】
　前記ピン部には、
　前記第１軸部に、当該第１軸部と比して径の大きい第１頭部と、
　前記第２軸部に、当該第２軸部と比して径の大きい第２頭部と、を備えていることを特
徴とする請求項８に記載のバンド。
【請求項１０】
　前記基部から前記ピン部が延出する第３の方向における前記第２軸部の長さは、前記第
１穴の深さと略等しく、前記第３の方向における前記第２頭部の長さは、前記第２穴の深
さと略等しいことを特徴とする請求項９に記載のバンド。
【請求項１１】
　前記第２軸部および前記第２頭部は、前記第１の方向を短軸とし、前記第２の方向を長
軸とする楕円形状を有し、前記第３の方向から前記第２頭部と前記第１穴とを平面視した
場合に、前記第２頭部の面積が前記第１穴の面積よりも大きいことを特徴とする請求項１
０に記載のバンド。
【請求項１２】
　前記第２軸部および前記第２頭部は、前記第１の方向を短軸とし、前記第２の方向を長
軸とする楕円形状を有し、前記第２頭部の前記長軸および前記短軸は、前記第１穴の前記
長軸および前記短軸と比して大きいことを特徴とする請求項１０または請求項１１のいず
れか一項に記載のバンド。
【請求項１３】
　前記第１頭部および前記第２頭部は、前記基部が設けられている方向とは反対の方向に
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曲面を有することを特徴とする請求項９ないし請求項１２のいずれか一項に記載のバンド
。
【請求項１４】
　前記第１バンドおよび前記第２バンド部は、伸縮性を有するポリウレタン樹脂またはシ
リコーン樹脂を含む材料で前記ベルト部が構成されていることを特徴とする請求項１ない
し請求項１３のいずれか一項に記載のバンド。
【請求項１５】
　請求項１ないし請求項１４のいずれか一項に記載のバンドと、
　前記バンドが取り付けられた機器本体と、を備えたことを特徴とする生体情報測定機器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時計や生体情報を測定する電子測定機器の測定機器本体を装着者の手首等に
取り付けるバンド、および当該バンドを備える生体情報測定機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、装着者の手首等に装着され、脈拍等の生体情報を測定する測定機器や、当該生体
情報の測定機能を有する腕時計等の電子機器が知られている。このような電子機器では、
装着者における手首等の適当な部位に、測定をおこなう機器本体を密着させる必要がある
。このような測定機器や電子機器の本体に取り付けられ、伸縮可能なベルト部を備えたバ
ンドが特許文献１に開示されている。
【０００３】
　この特許文献１に記載されたバンドは、機器本体に取り付けられる第１バンド部材、お
よび第２バンド部材と、連結部材とを備える。各バンド部材は、バンド延出方向に沿って
伸縮する伸縮部を備え、伸縮部は、可撓性を有し、幅方向に沿う一対のスリット、および
バンド延出方向に沿うスリットを有する第１スリットと、幅方向に沿って伸縮部の外部に
連通する一対の第２スリットを有する。連結部材は、固定部材と、第１バンド部材のバン
ド延出方向に沿ってスライド可能なスライド部材と、スライド部材を当該バンド延出方向
とは反対方向に付勢する付勢部材とを備え、スライド部材は、第２バンド部材と連結され
る連結部（突棒）を備える。
【０００４】
　このような生体情報測定機器を被検体の手首に装着する際に、バンドには装着者の操作
によって引張力が作用し、当該引張力により伸縮部が伸びた状態で装置本体が手首に装着
される。そして、バンドから装着者が手を離すと、伸縮部に復元力が作用する。これによ
り、バンドが増し締めされることとなり、装着者による装置本体の手首への締め付け度合
いにかかわらず、当該機器本体を手首に密着させることができる。
　なお、特許文献１では、伸縮部としては、ウレタンまたはシリコーン等の弾性材料をバ
ンド部材が延伸する方向と交差する方向に蛇行させて設けられたものが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－９０９７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載のバンドは、当該携帯型生体情報測定機器に
備えられた表示部の表示面に対して垂直方向から平面視した場合に、装置本体の幅と比べ
て細く、機器本体を安定して装着するために大きな引張力、および伸縮部の復元力を要し
ていた。よって、伸縮部の復元力により装着者に手首等に圧迫感を与えるとともに、長時
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間の装着に不快感を与えるものであった。また、装置本体部分が大きく視認されることか
ら、視覚的な圧迫感を装着者に与えるという課題もあった。よって、手首等および視覚か
らの圧迫感により、計測対象の生体情報へ影響を与える虞もあった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述した課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下
の形態、または適用例として実現することが可能である。
【０００８】
　［適用例１］
　本適用例に係るバンドは、機器本体を装着するバンドであって、機器本体に接続されて
いる第１バンド部、および第２バンド部と、を備え、機器本体から第１バンド部および第
２バンド部が延出する第１の方向と交差する第２の方向における第１バンド部および第２
バンド部の幅と、第２の方向における機器本体の幅との比が、０．５以上１．４以下であ
ることを特徴とする。
【０００９】
　この様なバンドによれば、機器本体に接続された第１バンドおよび第２バンドの幅と、
機器本体の幅との比が０．５以上１．４以下を有する。したがって、機器本体とバンドと
の幅が細くなりすぎることで生じる圧迫感を抑制するとともに、機器本体とバンドとの幅
が太くなりすぎることで生じる疲労感を抑制して機器本体を安定して装着することができ
る。また、機器本体を小さく視認させることができ、視覚的な圧迫感を緩和することがで
きる。よって、機器本体が装着される被検体の生体情報に影響を与えることを緩和し、当
該バンドによって装着された機器本体により精度の高い生体情報を得ることができる。
【００１０】
　［適用例２］
　上記適用例に係るバンドは、機器本体とは反対側の第１バンド部の端部に設けられ、第
１バンド部および第２バンド部を連結する連結部と、機器本体とは反対側の第２バンド部
の端部に設けられ、第２バンド部を第１バンド部に係止するフック部が設けられているこ
とが好ましい。
【００１１】
　この様なバンドによれば、第２バンド部は、第１バンド部に設けられている連結部によ
って第１バンド部と連結され、連結された当該第２バンド部の端部をフック部によって第
１バンド部に係止されている。したがって、第１バンド部と第２バンド部とは環状に連結
され、連結された第２バンド部の端部の遊びを抑制することができる。よって、当該バン
ドに取り付けられた機器本体を装着する際に、装着した被検体の衣服などに引っかかるこ
とによる第１バンド部と第２バンド部の連結の解放と、機器本体が脱落することを抑制す
ることができる。
【００１２】
　［適用例３］
　上記適用例に係るバンドは、第１バンド部の機器本体と接続される端部と連結部との間
、および第２バンド部の機器本体と接続される端部とフック部との間に伸縮性を有するベ
ルト部が設けられていることが好ましい。
【００１３】
　この様なバンドによれば、伸縮性を有するベルト部が設けられている。したがって、機
器本体を装着する際にバンドを伸長させて装着することで、ベルト部が縮み復元する際の
力によって装着性を高めることができる。よって、機器本体を装着する者への密着性を高
め、装着された機器本体がずれることを抑制することができる。
【００１４】
　［適用例４］
　上記適用例に係るバンドのベルト部には、第２の方向に並列、かつ第１の方向に行を成
して連結部またはフック部が挿通される穴部が設けられていることが好ましい。
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【００１５】
　この様なバンドによれば、穴部が並列、かつ行を成してベルト部に設けられている。し
たがって、穴部の位置に応じて連結部が挿通される位置を調整することができる。よって
、機器本体を装着する被検体に合わせて最適な位置で第１バンド部と第２バンド部との連
結することができる。また、フック部を穴部に挿入することで、第１バンド部に連結され
た第２バンド部の端部を第１バンド部に係止することができる。よって、第２バンド部の
端部が遊ぶことなく係止することができる。
【００１６】
　［適用例５］
　上記適用例に係るバンドの穴部は、第１の方向を短軸とし、第２の方向を長軸とする楕
円形状を有する第１穴および第２穴が同軸に設けられ、第２穴の短軸および長軸は、第１
穴の短軸および長軸と比して大きいことが好ましい。
【００１７】
　この様なバンドによれば、穴部は楕円形状を有することで、第１バンド部と第２バンド
部とを連結する際に、突棒を挿通しやすく、かつ、ベルト部の伸縮に伴って穴部に突棒が
押圧された際に、穴部の変形を抑制することができる。また、第１穴と、その第１穴と比
して短軸および長軸が大きい第２穴を同軸に設けることで、第２バンド部を係止するフッ
ク部が第１バンド部から突出することを抑制することができる。したがって、装着される
ことによる穴部の変形を抑制するとともに、フック部が突出することによる装着者に不快
感を与えることを抑制することができる。よって、繰り返し長時間装着することが容易な
バンドを実現することができる。
【００１８】
　［適用例６］
　上記適用例に係るバンドの第１バンド部の穴部の行は、機器本体側に最も近い行とその
隣接行との間隔が、連結部に最も近い行とその隣接行との間隔よりも狭いことが好ましい
。
【００１９】
　この様なバンドによれば、行方向における穴部の間隔は、機器本体側の間隔と比して連
結部側の方が狭く設けられている。したがって、第１バンド部と第２バンド部とを連結し
、フック部によって第２バンド部を第１バンド部に係止する際に、フック部による第２バ
ンド部の係止位置の調整を細分しておこなうことができる。
【００２０】
　［適用例７］
　上記適用例に係るバンドの第２バンド部の穴部の行は、機器本体側に最も近い行とその
隣接行との間隔が、フック部に最も近い行とその隣接行との間隔よりも狭いことが好まし
い。
【００２１】
　この様なバンドによれば、行方向における穴部の間隔は、機器本体側の間隔と比してフ
ック部側の方が狭く設けられている。したがって、第１バンド部と第２バンド部とを連結
部で連結する際に、第１バンド部と第２バンド部の連結位置の調整を細分化しておこなう
ことができる。よって、機器本体を被検体に装着する強さを容易に調整することができる
。
【００２２】
　［適用例８］
　上記適用例に係るバンドの第１バンド部は、肉厚部を有し、連結部は、肉厚部に設けら
れ、第２バンド部材が挿通されるバンド挿通穴と、第２の方向に延伸するバンド挿通穴の
一辺に軸支され第２バンド部に設けられた穴部に挿通される突棒と、を備え、バンド挿通
穴は、突棒が軸支されている一辺と対面する第２の方向に延伸する辺が長く設けられてい
ることが好ましい。
【００２３】
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　この様なバンドによれば、第２バンド部が挿通されるバンド挿通穴は、突棒が軸支され
ている一辺と対面する第２の方向に延伸する辺が長く設けられている。したがって、バン
ド挿通穴に第２バンド部を挿通し、第２バンド部を構成するベルト部を容易に伸長させる
ことができる。よって、ベルト部が縮む復元力によって機器本体を被検体に安定して装着
することができるバンドを実現することができる。
【００２４】
　［適用例９］
　上記適用例に係るバンドのフック部には、基部と、基部から延出するピン部と、を備え
、ピン部には、基部から延出する第１軸部と、第１軸部から延出する第２軸部と、を有す
ることが好ましい。
【００２５】
　この様なバンドによれば、フック部は、基部から第１軸部と、その第１軸部から第２軸
部と、が延出されている。したがって、フック部は、第２バンド部に設けられた穴部に第
１軸部を挿通することで第２バンド部へ取り付けられ、第２軸部から延出する第１軸部を
第１バンド部に設けられている穴部に挿入することができる。よって、第２バンド部を第
１バンド部に係止することができる。
【００２６】
　［適用例１０］
　上記適用例に係るバンドのピン部には、第１軸部に、第１軸部と比して径の大きい第１
頭部と、第２軸部に、第２軸部と比して径の大きい第２頭部と、を備えていることが好ま
しい。
【００２７】
　この様なバンドによれば、第１軸部は、第２バンド部に設けられている穴部に挿通され
、第１頭部が穴部に引っかかることで、第２バンド部からフック部が脱落することを抑制
することができる。また、第２軸部は、第１バンド部に設けられている穴部に挿入され、
第２頭部が穴部に引っかかることで、第２バンド部を第１バンド部に係止することができ
る。したがって、フック部および係止された第２バンド部が脱落することを抑制すること
ができる。
【００２８】
　［適用例１１］
　上記適用例に係るバンドは、基部からピン部が延出する第３の方向における第２軸部の
長さは、第１穴の深さと略等しく、第３の方向における第２頭部の長さは、第２穴の深さ
と略等しいことが好ましい。
【００２９】
　このようなバンドによれば、第２軸部の長さが第１穴の深さと略等しく、第２頭部の長
さが第２穴の深さと略等しいため、第１バンド部に設けられた穴部に挿入され第２軸部お
よび第２頭部は、第１バンド部から突出することを抑制することができる。したがって、
フック部が突出することによる装着者に不快感を与えることを抑制することができる。よ
って、繰り返し長時間装着することが容易なバンドを提供することができる。
【００３０】
　［適用例１２］
　上記適用例に係るバンドは、第２軸部および第２頭部は、第１の方向を短軸とし、第２
の方向を長軸とする楕円形状を有し、第２頭部と第１穴とを第３の方向から平面視した第
２頭部の面積が第１穴の面積より大きいことが好ましい。
【００３１】
　このようなバンドによれば、第１バンド部に設けられた穴部に挿入されたピン部は、第
２頭部の面積が第１穴の面積より大きいため、第２頭部が第１穴に引っかかり穴部から容
易に抜けることを抑制することができる。したがって、第２バンド部を第１バンド部に係
止するとともに、第２バンド部が第１バンド部から脱離することを抑制することができる
。
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【００３２】
　［適用例１３］
　上記適用例に係るバンドは、第２軸部および第２頭部は、第１の方向を短軸とし、第２
の方向を長軸とする楕円形状を有し、第２頭部の長軸および短軸は、第１穴の長軸および
短軸と比して大きいことが好ましい。
【００３３】
　このようなバンドによれば、第１バンド部に設けられた穴部に挿入されたピン部は、第
２頭部の短軸および長軸が第１穴の短軸および長軸より大きいため、第２頭部が第１穴に
引っかかり穴部から容易に抜けることを抑制することができる。したがって、第２バンド
部を第１バンド部に係止するとともに、第２バンド部が第１バンド部から脱離することを
抑制することができる。
【００３４】
　［適用例１４］
　上記適用例に係るバンドは、第１頭部および第２頭部は、基部が設けられている方向と
は反対の方向に曲面を有することが好ましい。
【００３５】
　このようなバンドによれば、第１頭部および第２頭部には、基部が設けられている方向
と反対の方向に曲面を有することで、第１軸部および第２軸部を有するピン部を穴部に挿
入するときの接触抵抗を抑制することができる。したがって、第１バンド部に第２バンド
部を係止する際の力は、ピン部を第１バンド部に挿入する際と比して、引き抜く際、すな
わち第１バンド部を第２バンド部から離脱させる際の方が、大きな力を要する。よって、
第２バンド部を第１バンド部に係止するとともに、第２バンド部が第１バンド部から脱離
することを抑制することができる。
【００３６】
　［適用例１５］
　上記適用例に係るバンドのベルト部は、第３の方向における厚みが第２軸部と第２頭部
との長さと略等しいことが好ましい。
【００３７】
　このようなバンド部によれば、ベルト部の厚みは第２軸部と第２頭部との長さを加えた
値と略等しいことで、第２頭部がベルト部から突出することなく第２バンド部を第１バン
ド部に係止することができる。
【００３８】
　［適用例１６］
　上記適用例に係るバンドの第１バンド部および第２バンド部は、伸縮性を有するポリウ
レタンでベルト部が構成されていることが好ましい。
【００３９】
　このようなバンドによれば、ベルト部の部分を伸長させてバンドが取り付けられた機器
本体を装着し、伸長させた引っぱり力を解放することによる復元力で、装着者への機器本
体の密着力を高めることができる。また、ベルト部にポリウレタンを用いることで金属製
のベルト部を用いたバンドと比して軽量化を図り機器本体の装着者へ圧迫感を緩和するこ
とができる。よって、装着者に不快感を与えることを抑制することができる。したがって
、繰り返し装着することが容易なバンドを提供することができる。
【００４０】
　［適用例１７］
　本適用例に係る生体情報測定機器は、上述したバンドと、バンドが取り付けられた機器
本体と、を備えたことを特徴とする。
【００４１】
　この様な生体情報測定機器によれば、機器本体に取り付けられたバンドの幅が、当該機
器本体と略等しい幅を有する。したがって、機器本体とバンドとが略等しい接触面積をも
って被検体と接し、長時間の装着による手首等への圧迫感を抑制して機器本体を安定して
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装着することができる。また、機器本体を小さく視認させることができ、視覚的にも圧迫
感を緩和することができる。よって、機器本体が装着される被検体の生体情報に影響を与
えることを緩和し、当該バンドによって装着された機器本体により精度の高い生体情報を
得ることができる生体情報測定機器を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】実施形態に係るバンドが取り付けられた生体情報測定機器の外観を概略的に示す
上面図。
【図２】実施形態に係るバンドが取り付けられた生体情報測定機器の外観を概略的に示す
斜視図。
【図３】実施形態に係るバンドが取り付けられた生体情報測定機器の構造を概略的に示す
展開図。
【図４】第１バンド部を概略的に示す平面図および断面図。
【図５】第１バンド部の穴部分の断面を拡大して概略的に示す断面図。
【図６】第２バンド部を概略的に示す平面図および断面図。
【図７】第１バンド部の穴部分の断面を拡大して概略的に示す断面図。
【図８】実施形態に係るバンドに設けられたフック部を拡大して示す拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。なお、以下に示す各図におい
ては、各構成要素を図面上で認識され得る程度の大きさとするため、各構成要素の寸法や
比率を実際の構成要素とは適宜に異ならせて記載する場合がある。
【００４４】
　本実施形態に係るバンド、および携帯型生体情報測定機器について、図１ないし図８を
用いて説明する。
　図１は、実施形態に係るバンドが取り付けられた生体情報測定機器の外観を概略的に示
す上面図である。図２は、バンドが取り付けられた生体情報測定機器の外観を概略的に示
す斜視図である。図３は、バンドが取り付けられた生体情報測定機器の構造を概略的に示
す展開図である。図４は、第１バンド部を概略的に示す平面図および断面図である。図５
は、第１バンド部の穴部分の断面を拡大して概略的に示す断面図である。図６は、第２バ
ンド部を概略的に示す平面図および断面図である。図７は、第１バンド部の穴部分の断面
を拡大して概略的に示す断面図である。図８は、バンドに設けられたフック部を拡大して
示す拡大図である。
【００４５】
　［生体情報測定機器１の概略構成］
　本実施形態に係る生体情報測定機器１（以下、単に「測定機器１」と称する。）は、生
体情報を測定される被検体（例えば人体）の手首等に装着され、脈拍等の生体情報を測定
する電子機器である。測定機器１は、図１および図２に示すように腕時計と類似する外観
に形成されている。測定機器１は、被検体に密着させて生体情報を測定する機器本体２と
、当該機器本体２に取り付けられるバンド部３と、を備えている。
【００４６】
　［機器本体２の構成］
　図２および図３に示す測定機器１の機器本体２には、モジュール２０と、当該モジュー
ル２０が収容されているケース部２００と、を備える。モジュール２０には、表示部２２
０と、処理部２４０と、電源部２６０と、センサー部２８０と、を備えている。
【００４７】
　ケース部２００は、その蓋部２１０側にモジュール２０が収容される凹部２００ｂが形
成されている。凹部２００ｂには、モジュール２０が収納され、蓋部２１０が凹部２００
ｂを覆うようにして、止めねじ２１１により固定されている。ケース部２００および蓋部
２１０は、その材料は特に限定されない。本実施形態では、その一例としてクラックの発
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生し難いナイロン系の合成樹脂（プラスチック樹脂）が用いられている。
【００４８】
　ケース部２００には、モジュール２０を構成する表示部２２０が設けられている。
　表示部２２０には、表示パネル２２２が設けられ各表示モードに応じて脈拍数などの生
体情報測定データや、現在時刻などの時刻情報などが表示される。また、表示部２２０に
は、バックライト２２４が設けられ、表示パネル２２２を照らすことができる。
　表示パネル２２２は、脈拍等の生体情報（主に数字や、ドットマトリックスで構成され
るグラフ）を表示することができれば、表示方式は限定されない。測定機器１においては
、その一例として液晶表示装置を用いている。
　また、バックライト２２４は、表示パネル２２２に表示される生体情報を視認できる程
度に照明できれば、発光方法や発光色は限定されない。測定機器１においては、緑色に発
光するＥＬ（Electro-Luminescence）パネルを用いて表示パネル２２２の照明をおこなっ
ている。
【００４９】
　ケース部２００には、蓋部２１０が設けられた側とは反対側に表示窓２００ａが設けら
れている。表示窓２００ａは、表示部２２０に表示される生体情報などが視認可能に構成
されている。また、表示窓２００ａには、透明樹脂や透明ガラスなどから形成された表示
部カバー２０２が嵌め込まれ、この表示部カバー２０２により表示部２２０が保護されて
いる。
【００５０】
　ケース部２００には、モジュール２０を構成する処理部２４０が設けられている。
　処理部２４０は、マイコン等の半導体装置や記憶装置で構成された基板である。処理部
２４０には、表示部２２０、操作部２５０、電源部２６０、およびセンサー部２８０が接
続されている。処理部２４０は、センサー部２８０の駆動や、センサー部２８０で検出さ
れた脈拍に基づく信号を処理し、表示部２２０における生体情報等の表示処理をおこなう
。また、生体情報の蓄積をおこない、測定機器１の外部に設けられた情報処理装置（不図
示）との間で通信をおこない蓄積されたデータを出力することができる。
【００５１】
　ケース部２００には、処理部２４０に命令を与える操作部２５０が設けられている。
　操作部２５０は、押下可能な操作ボタン２５２が設けられている。操作ボタン２５２を
押下することで、例えば脈拍測定データを表示する脈拍測定モード、現在時刻などを表示
する時計モード、電池残量の表示モード、表示部２２０のバックライト２２４点灯モード
等の切り替えをおこなうことができる。
　また、操作ボタン２５２は、複数設けることができる。複数の操作ボタン２５２を設け
、ほぼ同時に押下することで測定機器１の設定をおこなう設定モードへの切り替えをおこ
なうことができる。本実施形態の測定機器１には、その一例として、測定機器１には二つ
の操作ボタン２５２ａ，２５２ｂが設けられている。被検体による操作部２５０の操作は
、人差し指で操作ボタン２５２ａを押下し、押下に伴う力をケース部２００に親指を添え
ることで操作することができる。
　また、薬指で操作ボタン２５２ｂを押下し、押下に伴う力をケース部２００に親指を添
えることで操作することができる。したがって、操作ボタン２５２ａ，２５２ｂを設ける
間隔は、操作する指（例えば親指と薬指）が届く範囲で、操作する指が重ならない間隔が
好ましい。
【００５２】
　ケース部２００には、測定機器１の電源となる電源部２６０に搭載された電池２６２の
充電に用いる充電端子２６４が設けられている。さらに、ケース部２００には、測定機器
１で計測および蓄積された生体情報（データ）、および計測設定データ等のデータ通信に
用いられる通信端子２６６が設けられている。
　なお、電池２６２は、充電可能な２次電池に限定されること無く、リチウム電池などの
一次電池を用いることができる。
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【００５３】
　センサー部２８０には、センサーユニット２８２が設けられている。センサーユニット
２８２は、光センサーであって、センサーケースと、発光素子および受光素子が実装され
たセンサー基板とを備えている。センサーユニット２８２は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などの発光素子から被検体の手首に向けて光を照射し、手首
の血管で反射された光をフォトダイオードなどの受光素子で受光する。
【００５４】
　蓋部２１０には、センサー部２８０が収容されているセンサー土手部２１２が設けられ
ている。蓋部２１０から表示部２２０の表示方向と反対方向に隆起した円盤形状を有する
センサー土手部２１２に、センサー部２８０が設けられている。センサー土手部２１２は
、センサー凸部２１４を備える。
　センサー凸部２１４は、測定機器１を装着した被検体の手首などに押圧（接触）される
様に設けられている。センサー凸部２１４は、蓋部２１０から延出されている基部２１４
ａと、被検体に押圧される先端部２１４ｂと、を備える。
【００５５】
　このことから、センサー凸部２１４の基部２１４ａは、遮光性を有する材料で構成され
ていることが好ましい。また、先端部２１４ｂは、発光素子から射出される光を透過させ
ることができる材料で構成されることが好ましい。また、先端部２１４ｂは、当該光の乱
反射を抑制し、装着時に被検体が痛みを感じない形状が好ましい。
　そこで、基部２１４ａは、蓋部２１０と同じ合成樹脂を用い、遮光性の着色を付して設
けられている。また、先端部２１４ｂは、透明のガラスや透明のアクリル樹脂を用い、弧
形状を有し設けられている。
【００５６】
　［バンド３の構成］
　図１および図２に戻りバンド３の構成について説明する。バンド３は、機器本体２を被
検体に装着するために設けられている。
　バンド３は、図１および図２に示す様に機器本体２の両端に設けられている。バンド部
３を構成する第１バンド部３０は、機器本体２のラグ２０３（第１の方向として時計で言
えば１２時側のラグ）に取付部材３２によって取り付けられている。また、バンド部３を
構成する第２バンド部４０は、機器本体２のラグ２０４（第１の方向として時計で言えば
６時側のラグ）に取付部材４２によって取り付けられている。
【００５７】
　第１バンド部３０には、当該第１バンド部３０と第２バンド部４０とを連結する連結部
３１０が設けられている。連結部３１０は、機器本体２側とは反対側の第１バンド部３０
の端部に設けられている。また、第２バンド部４０には、当該第２バンド部４０を第１バ
ンド部３０に係止するフック部４１０が設けられている。フック部４１０は、機器本体２
側とは反対側の第１バンド部３０の端部に設けられている。
【００５８】
　以下の説明では、第１バンド部３０においては、機器本体２側を「一端側」とし、その
反対側で連結部３１０が設けられた側を「他端側」として説明する。同様に、第２バンド
部４０においては、機器本体２側を「一端側」とし、その反対でフック部４１０が設けら
れた側を「他端側」として説明する。
【００５９】
　［第１バンド部の構成］
　図３および図４（ａ）に示す第１バンド部３０は、ベルト部３４と、当該ベルト部３４
の一端側（機器本体２側で図３および図４（ａ）に示すＹ２方向）に設けられた第１接続
部（端部）としてのカバー部３２０と、他端側（機器本体２の反対側で図３および図４（
ａ）に示すＹ１方向）に連結部３１０と、を有する。
　ベルト部３４は表裏面を有する。以下の説明において、被検体に装着された際に手首と
当接する面をベルト部３４の裏面３４ｂと称し、その反対面であり装着された際に視認で
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きる面をベルト部３４の表面３４ａと称し、説明する。
【００６０】
　（機器本体２への取り付け）
　第１バンド部３０は、ラグ２０３とカバー部３２０との間に取付部材３２を挟み、カバ
ー部３２０がラグ２０３を覆う様に機器本体２に取り付けられている。
　カバー部３２０とラグ２０３とは、取付部材３２に設けられている穴３２ｈと、ラグ２
０３に設けられている「かん穴２０３ｈ」とに「ばね棒（不図示）」が挿通され、ばね棒
の両端がカバー部３２０に設けられた係止穴３２０ｈに係止されることで軸支されている
。
【００６１】
　（ベルト部３４）
　図４（ａ）および図４（ｂ）に示すベルト部３４は、機器本体２を被検体の手首等に密
着して装着するため伸縮性を有する。ベルト部３４は、ポリウレタン樹脂またはシリコー
ン樹脂を含む材料を用いることで、その材料の特性によって、伸縮性および可撓性を備え
ている。
　ベルト部３４は、第１バンド部３０が機器本体２から延出する方向（第１の方向で図４
（ａ）に示すＹ１方向）と交差する方向（第２の方向で図４（ａ）に示すＸ方向）の断面
（図４（ａ）に示す線分Ｅ－Ｅ’における断面）において、幅３０Ｗ方向の中央部分の厚
み（図４（ｂ）に示すＺ方向）が増して設けられている。ベルト部３４は、幅３０Ｗ方向
における中央部分の厚みが増して設けられていることで、伸縮時の強度および屈曲時の強
度を確保している。
【００６２】
　ベルト部３４には、第２バンド部４０に設けられたフック部４１０が係止される穴部３
３０（時計で言う「子穴」）が設けられている。穴部３３０は、幅３０Ｗ方向（第２の方
向で図４に示すＸ方向）に並列に、かつベルト部３４が延伸する方向（第１の方向で図４
に示すＹ方向）に行を成し整列して設けられている。穴部３３０の行間隔は、ほぼ一定と
なるように配設しても良いし、他端から機器本体２の方向、つまりＹ２方向に進むにつれ
て、行間隔が短くなるように配設してもよい。換言すれば、Ｙ１方向側の穴部３３０の最
終行とその隣接する行との間隔（第１のピッチ）に比べ、Ｙ２方向の最終行とその隣接す
る行との間隔（第２のピッチ）の方が狭くなるように配設されている。または、第２ピッ
チよりも第１ピッチの方が広くなるように配設されている。このように構成することで、
測定機器１の装着部位が細い被検体に対しても、細かく締め付けを調節することができる
ので、適切な強さで測定機器１を固定できるように設定しやすくなる。
【００６３】
　穴部３３０は図４（ｂ）および図５（ａ）に示すように、ベルト部３４の表面３４ａ側
に設けられた穴３３１と、ベルト部３４の裏面３４ｂ側に設けられた穴３３２が同軸に設
けられている。
　穴部３３０は図５（ｂ）に示すように、ベルト部３４の幅３０Ｗ方向（Ｘ方向）を長軸
（長径）とし、直交する機器本体２から第１バンド部３０が延出する方向（Ｙ方向）を短
軸（短径）とする楕円形状を有する。穴部３３０の長軸、および当該長軸と直交する短軸
は、穴３３１と比して穴３３２の方が長く（大きく）設けられている。
　また、穴３３１，３３２それぞれの深さは、後述するフック部４１０に設けられている
ピン４１４の先端がベルト部３４の裏面３４ｂに突出しない深さとされている。
　本実施形態のバンド３において穴部３３０は、穴３３１の寸法（大きさ）は、おおよそ
長軸方向４．０ｍｍ、短軸方向２．５ｍｍ、および穴３３２の寸法（大きさ）を、おおよ
そ長軸方向５．０ｍｍ、短軸方向３．５ｍｍとして設けられている。
【００６４】
　（連結部３１０）
　図４に戻り連結部３１０の構成について説明する。
　連結部３１０は、ベルト部３４の他端側（図４（ａ）に示すＹ１方向）に設けられてい
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る。
　ベルト部３４の他端側には、穴部３３０が設けられている部分と比してベルト部３４の
厚みを増した肉厚部３４５を有している。連結部３１０は、当該ベルト部３４の厚みを増
した肉厚部３４５に設けられている。連結部３１０には、第２バンド部４０を挿通するバ
ンド挿通穴３１２と、第２バンド部４０に設けられている穴部４３０（図６参照）に挿通
される突棒３１４が設けられている。
【００６５】
　連結部３１０においてバンド挿通穴３１２は、機器本体２から第１バンド部３０が延出
する方向（図４（ａ）に示すＹ１方向）と交差する方向の幅３１２ｗは、第２バンド部４
０の幅４０ｗ（図６参照）より広く設けられている。
　より詳しくは、後述する突棒３１２が係止される係止穴３１２ｈが設けられた一辺側（
図４（ａ）に示すＹ２側）の幅より、後述する凹部３１２ｃが設けられている一辺側（図
４（ａ）に示すＹ１側）の幅が広く設けられている。
　バンド挿通穴３１２は、Ｙ１側の幅が広く設けられていることで第２バンド部４０を容
易に挿通することができる。また、第２バンド部４０を幅が広く設けられているＹ１側の
バンド挿通穴３１２の縁に接触させてＹ２側に引っぱり、第２バンド部４０を伸長するこ
とで機器本体２の手首への密着性を高め、第２バンド部４０（ベルト部４４）の復元力に
よる締め付けを調整することができる。また、連結部３１０は、ベルト部３４の厚みを増
した肉厚部３４５に設けられているため、第２バンド部４０を引っぱる力によって変形が
生じても復元することができ、その変形を抑制することができる。
【００６６】
　突棒３１４は、バンド挿通穴３１２の内縁でＹ２側の一辺に設けられている係止穴３１
２ｈと、当該突棒３１４に設けられている穴（不図示）と、を挿通する「ばね棒（不図示
）」によってベルト部３４に軸支されている。突棒３１４は、バンド挿通穴３１２の内縁
でＹ１側の一辺に設けられている凹部３１２ｃに、その一部が嵌合されることでベルト部
３４に係止されている。
　突棒３１４は、バンド挿通穴３１２の内縁でＹ２側の一辺側から２つの棒部３１４１，
３１４２がＹ１方向に延設されている。また、突棒３１４は、棒部３１４１，３１４２が
延伸するＹ１方向と交差するベルト部３４の幅３０ｗ方向（図４（ａ）に示すＸ方向）に
連絡棒３１４３が設けられている。突棒３１４を構成する棒部３１４１，３１４２の断面
形状は、扁平形を有する。突棒３１４は扁平形を有することで、穴部４３０に挿通された
際の接触面積を大きくすることができ、穴部４３０が伸長されることを抑制するとともに
、本実施形態のバンド３によって被検体に装着された測定機器１のズレを抑制することが
できる。
【００６７】
　突棒３１４を構成する材料は特に限定されることなく、ベルト部３４，４４の復元力に
耐えうる材料であれば良い。本実施形態において突棒３１２は、その一例としてステンレ
ス鋼が用いられている。突棒３１４は、ステンレス鋼を用いることでベルト部３４，４４
の復元力に対する靱性、および耐蝕性を備えることができる。また、突棒３１４は、棒部
３１４１，３１４２が延伸する方向（Ｙ方向）に沿ってヘアライン加工が施されている。
ヘアライン加工を施すことで、突棒３１４の視認性を高め、穴部４３０への挿入を補助す
ることができる。
【００６８】
　本実施形態のバンド部３は、バンド挿通穴３１２に第２バンド部４０が挿通され、突棒
３１４が第２バンド部４０に設けられている穴部４３０に挿通されることで、第１バンド
部３０と第２バンド部４０とが連結される。
　ここで、バンド３は、被検体の生体情報を計測するために、機器本体２を被検体に密着
させ、その装着位置がずれないことが求められる。
　そのため、第２バンド部４０には穴部４３０が並列に設けられ、突棒３１４が挿通され
ることで装着位置のズレを抑制している（図６参照）。連結部３１０は、穴部４３０に対
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応して突棒３１４を構成する棒部３１４１，３１４２が並列に設けられ、その間隔を連絡
棒３１４３で保っている。これにより、突棒３１４はＨ形状を有し、棒部３１４１，３１
４２の間隔を連絡棒３１４３によって保ちつつ、並列に設けられた穴部４３０に突棒３１
２を容易に挿通することができる。
【００６９】
　（カバー部３２０）
　第１接続部としてのカバー部３２０は、ベルト部３４の一端側（図４（ａ）に示すＹ２
方向）に設けられている。カバー部３２０には、係止穴３２０ｈが設けられている。
　カバー部３２０は、取付部材３２を介して第１バンド部３０を機器本体２に接続するた
めに設けられている。カバー部３２０の幅３２０Ｗと、機器本体２の幅２Ｗと、は略等し
い幅を有している（図１参照）。
　より詳しくは、機器本体２から第１バンド部３０が延出する方向（図１ないし図４に示
すＹ１方向）と交差する方向（図１ないし図４に示すＸ方向）において、カバー部３２０
の幅３２０Ｗと、機器本体２の幅２Ｗと、が略等しい幅を有している。これにより、機器
本体２と第１バンド部３０とが視覚的に一体に形成されているように視認することができ
、装着による圧迫感を緩和することができる。また、幅方向（Ｘ方向）において第１バン
ド部３０から機器本体２が突出していないため、装着時に装着者の衣服が機器本体２に引
っかかることを抑制することができる。
【００７０】
　［第２バンド部の構成］
　図３および図６（ａ）に示す第２バンド部４０は、ベルト部４４と、当該ベルト部４４
の一端側（機器本体２側で図３および図６（ａ）に示すＹ１方向）に設けられた第２接続
部（端部）としてのカバー部４２０と、他端側（機器本体２の反対側で図３および図６（
ａ）に示すＹ２方向）にフック部４１０と、を有する。なお、図６（ａ）においては、フ
ック部４１０が設けられる凹部４００ｃおよび穴部４４０を図示し、フック部４１０の図
示を省略している。
　ベルト部４４は表裏面を有し、以下の説明において、被検体に装着された際に手首と当
接する面をベルト部４４の裏面４４ｂと称し、その反対面で装着された際に視認できる面
をベルト部４４の表面４４ａと称し、説明する。
【００７１】
　（機器本体２への取り付け）
　第２バンド部４０は、ラグ２０４とカバー部３２０との間に取付部材４２を挟み、カバ
ー部４２０がラグ２０４を覆う様に機器本体２に取り付けられている。
　カバー部４２０とラグ２０４とは、取付部材４２に設けられている穴４２ｈと、ラグ２
０４に設けられている「かん穴２０４ｈ」とに「ばね棒（不図示）」が挿通され、ばね棒
の両端がカバー部４２０に設けられた係止穴４２０ｈに係止されることで軸支されている
。
【００７２】
　（ベルト部４４）
　図６（ａ）および図６（ｂ）に示すベルト部４４は、機器本体２を被検体の手首等に密
着して装着するため伸縮性を有する。ベルト部４４は、ポリウレタン樹脂またはシリコー
ン樹脂を含む材料を用いることで、その材料の有する特性によって、伸縮性および可撓性
を備えている。
　ベルト部４４は、第２バンド部４０が機器本体２から延出する方向（第１の方向で図６
（ａ）に示すＹ２方向）と交差する方向（第２の方向で図６（ａ）に示すＸ方向）の断面
（図６（ａ）に示す線分Ｆ－Ｆ’における断面）において、幅４０ｗ方向の中央部分の厚
み（図６（ｂ）に示すＺ方向）が増して設けられている。ベルト部４４は、幅４０ｗ方向
における中央部分の厚みが増して設けられていることで、伸縮および屈曲時の強度を確保
している。
【００７３】
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　ベルト部４４には、第１バンド部３０に設けられた突棒３１４が挿通される穴部４３０
が設けられている。穴部４３０は、幅４０Ｗ方向（第２の方向で図６に示すＸ方向）に並
列に、かつベルト部４４が延伸する方向（第１の方向で図６に示すＹ方向）に行を成し整
列して設けられている。穴部４３０の行間隔は、ほぼ一定となるように配設しても良いし
、他端から機器本体２への方向、つまりＹ１方向に進むにつれて、行間隔が短くなるよう
に配設してもよい。換言すれば、Ｙ２方向側の穴部４３０の最終行とその隣接する行との
間隔（第１のピッチ）に比べ、Ｙ１方向の最終行とその隣接する行との間隔（第２のピッ
チ）の方が狭くなるように配設されている。または、第２ピッチよりも第１ピッチの方が
広くなるように配設されている。このように構成することで、測定機器１の装着部位が細
い被検体に対しても、細かく締め付けを調節することができるので、適切な強さで測定機
器１を固定することが容易になる。
【００７４】
　穴部４３０は図６（ｂ）および図７（ａ）に示すように、ベルト部４４の表面４４ａ側
に設けられた穴４３１と、ベルト部４４の裏面４４ｂ側に設けられた穴４３２が同軸に設
けられている。
　穴部４３０は図７（ｂ）に示すように、ベルト部４４の幅４０Ｗ方向（Ｘ方向）を長軸
（長径）とし、直交する機器本体２から第１バンド部３０が延出する方向（Ｙ方向）を短
軸（短径）とする楕円形状を有する。穴部４３０の長軸、および当該長軸と直交する短軸
は、穴４３１と比して穴４３２の方が長く（大きく）設けられている。
　なお、穴４３１，４３２の有する楕円形状は、前述した連結部３１０に設けられている
突棒３１４の断面形状に即したものであり、その形状に合わせて適宜変更しても良い。
　本実施形態のバンド部３において穴部４３０は、穴４３１の大きさを、おおよそ長軸方
向４．０ｍｍ、短軸方向２．５ｍｍ、および穴４３２の大きさを、おおよそ長軸方向５．
０ｍｍ、短軸方向３．５ｍｍとして設けられている。穴４３１，４３２は、楕円形状を有
することで容易に変形することができ、突棒３１４の挿通が簡便にできる。なお、変形後
の復元力にも優れている。
【００７５】
　ベルト部４４には、並列に設けられた穴部４３０の間に符号ｍが付されている。符号ｍ
は、機器本体２から第２バンド部４０が延出する方向（図６（ａ）に示すＹ２方向）に向
かって順を成して付されている。符号ｍは、例えば数字の場合、機器本体２側（図６（ａ
）に示すＹ１側）から順に「１，２，３，…１７」と付されている。また、アルファベッ
トの場合、機器本体２側から順に「ａ，ｂ，ｃ…」と付すことができる。アルファベット
を用いた場合には、数字を用いた場合と比して、同じ文字の大きさで多くの穴部４３０の
順列を示すことができる。すなわち、アルファベット２５文字に相当する数の穴部４３０
の順列を１文字で文字の大きさを保って示すことができる。符号ｍの字体は、穴部４３０
の順番を示すことができれば特に限定されない。
　ベルト部４４に符号ｍが付されていることで、測定機器１を手首等に繰り返し装着する
際に、第１バンド部３０と第２バンド部４０とを連結させるため突棒３１４を挿通する最
適な位置を容易に識別することができ、装着毎に最適な突棒３１４を挿通する穴部４３０
の位置を模索することなく測定機器１を装着することができる。また、符号ｍは、並列に
設けられた穴部４３０の間に付されているため、新たにスペース（領域）を設けることな
く第２バンド部４０に付すことができる。
【００７６】
　また、ベルト部４４には図６（ｃ）に示すように、後述するフック部４１０の基部４１
２が嵌合される凹部４００ｃと、基部４１２から延出されたピン４１４が挿入される穴部
４４０と、が設けられている。
　凹部４００ｃは、ベルト部４４の表面４４ａに基部４１２の外周縁に沿った凹形状を有
する。また、凹部４００ｃの深さ４００ｄは、基部４１２の厚み４１２ｔと略同じ寸法と
して設けられている。
【００７７】
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　穴部４４０は図７（ｃ）に示すように、凹部４００ｃの底部で幅４０Ｗ方向（Ｘ方向）
に並列に、基部４１２から延出されているピン４１４と同軸に設けられている。
　穴部４４０は、ベルト部４４の表面４４ａ側で凹部４００ｃの底部に設けられた穴４４
１と、ベルト部４４の裏面４４ｂに設けられた穴４４２と、が同軸に設けられている。
　穴部４４０は、ベルト部４４の幅４０Ｗ方向を長軸（長径）とし、直交する機器本体２
から第２バンド部４０が延出する方向（Ｙ方向）を短軸（短径）とする楕円形状を有する
。穴部４４０の長軸、および当該長軸と直交する短軸は、穴４４１と比して穴４４２の方
が長く（大きく）設けられている。
　なお、穴４４１，４４２の有する楕円形状は、後述するフック部４１０に設けられてい
るピン４１４の形状に即したものであり、その形状に合わせて適宜変更しても良い。
　本実施形態のバンド部３において穴部４４０は、穴４４１の大きさを、おおよそ長軸方
向４．０ｍｍ、短軸方向２．５ｍｍ、および穴４４２の大きさを、おおよそ長軸方向５．
０ｍｍ、短軸方向３．５ｍｍとして設けられている。
【００７８】
　（フック部４１０）
　図１ないし図３を参照しつつ、図８を用いてフック部４１０の構成について説明する。
　図１ないし図３に示すようにフック部４１０は、ベルト部４４の他端側（図１ないし図
３に示すＹ２方向）に設けられている。
　図８に示すようにフック部４１０には、基部４１２と、基部４１２から延出しているピ
ン４１４が設けられている。ピン４１４は、第１軸部４１６と、第２軸部４１８と、を含
み構成されている。フック部４１０は、第１バンド部３０に設けられている穴部３３０に
ピン４１４を挿入することで、連結部３１０に挿通された第２バンド部４０を第１バンド
部３０に係止する部材である。
【００７９】
　フック部４１０には、ベルト部３４の幅３０ｗの方向（図１ないし図３に示すＸ方向）
に並列に設けられている穴部３３０の間隔に合わせて複数のピン４１４が設けられている
。
　ピン４１４は、第２バンド部４０に設けられた穴部４４０、および第１バンド部３０に
設けられた楕円形状を有する穴部３３０に挿入されるため、断面形状は楕円形状を有する
。ピン４１４は、ベルト部３４の幅３０Ｗ方向（ベルト部４４の幅４０Ｗ方向）を長軸（
長径）とし、直交する機器本体２から第２バンド部４０が延出する方向（Ｙ方向）を短軸
（短径）とする楕円形状に形成されている。
【００８０】
　フック部４１０には、基部４１２からピン４１４を構成する第１軸部４１６が突出する
様に設けられている。また、第１軸部４１６の一端（図８に示すＺ２方向で、第１軸部４
１６が延出する基部４１２とは反対側の一端）には、第２軸部４１８が設けられている。
【００８１】
　第１軸部４１６には、第１頭部４１７が設けられている。第１頭部４１７は、第１軸部
４１６が延出する基部４１２とは反対側（図８に示すＺ２方向）に設けられている。第１
頭部４１７には、第２軸部４１８が設けられる側（図８に示すＺ２方向）の外周縁に曲面
４１７ｒを有する。
　第１頭部４１７の径は、第１軸部４１６の径と比べて大きく設けられている。また、第
１頭部４１７の径は、穴４４１の径と比べて大きく、穴４４２の径と比べて小さく設けら
れている。
　本実施形態のバンド部３においては、第１軸部４１６の軸部４１６ｓの寸法（大きさ）
は、おおよそ長軸方向４．０ｍｍ、短軸方向２．５ｍｍとして設けられている。また、第
１軸部４１６の第１頭部４１７の寸法（大きさ）は、おおよそ長軸方向５．５ｍｍ、短軸
方向４．０ｍｍ、および曲面４１７ｒの曲率半径Ｒ０．３ｍｍとして設けられている。
【００８２】
　また、第２軸部４１８には、第２頭部４１９が設けられている。第２頭部４１９は、第
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２軸部４１８が延出する第１軸部４１６とは反対側（図８に示すＺ２方向）に設けられて
いる。第２頭部４１９は、第１軸部４１６が設けられている側とは反対側（図８に示すＺ
２方向）の外周縁に曲面４１９ｒを有する。第２頭部４１９の径は、第２軸部４１８の径
と比べて大きく設けられている。また、第１頭部４１７の径は、先端部３１８が挿入され
る穴部３３０に設けられた穴３３１の径と比べて大きく、穴３３２の径と比べて小さく設
けられている。
　本実施形態のバンド部３においては、第２軸部４１８の軸部４１８ｓの大きさは、おお
よそ長軸方向３．８ｍｍ、短軸方向２．０ｍｍとして設けられている。また、第２軸部４
１８の第２頭部４１９の大きさは、おおよそ長軸方向４．８ｍｍ、短軸方向３．２ｍｍ、
および曲面４１９ｒの曲率半径Ｒ０．８ｍｍとして設けられている。
【００８３】
　ここで基部４１２の厚み（ピン４１４が延出する方向で、図８に示すＺ方向の厚み）と
、ピン４１４の長さ（ピン４１４が延出する方向で、図８に示すＺ方向の長さ）は、穴部
４４０および穴３３１（穴部３３０）の深さによって決定される。
　本実施形態の基部４１２の厚み４１２ｔは、おおよそ１．５ｍｍであり凹部４００ｃの
深さと略等しい。第１軸部４１６の軸部部分の長さ４１６Ｌは、おおよさ１．４ｍｍであ
り穴４４１の深さ（長さ）と略等しい。第１軸部４１６の第１頭部４１７の長さ（厚み）
４１７Ｌは、おおよそ０．５ｍｍであり穴４４２の深さ（長さ）と略等しい。第２軸部４
１８の軸部部分の長さ４１８Ｌは、おおよさ１．９ｍｍであり穴３３１の深さ（長さ）と
略等しい。第２軸部４１８の第２頭部４１９の長さ（厚み）４１９Ｌは、おおよそ０．８
ｍｍであり穴３３２の深さ（長さ）と略等しい。
【００８４】
　フック部４１０は、ベルト部４４の表面４４ａに設けられている凹部４００ｃに基部４
１２が嵌合される。さらに、フック部４１０は、ベルト部４４の幅４０ｗ方向に並列に設
けられた穴部４４０に、基部４１２から延出するピン４１４が挿入されることでベルト部
４４に設けられている。フック部４１０は、ベルト部４４に設けられた際に、第２軸部４
１８がベルト部４４の裏面４４ｂから突出する様に設けられている。第２軸部４１８は、
ベルト部４４から突出されていることで、第１バンド部３０（ベルト部３４）に設けられ
ている穴部３３０に挿入することができる。
【００８５】
　これにより、穴４４１に挿通された第１軸部４１６は、穴４４１に第１頭部４１７が引
っかかり、ベルト部４４からフック部４１０が脱離することを抑制することができる。
　より詳しくは、第１頭部４１７に設けられた曲面４１７ｒによって、第１軸部４１６を
穴４４１に挿通する際に生じる接触抵抗を低減することができる。なお、基部４１２側の
第１頭部４１７には、曲面４１７ｒが設けられていないため、第１軸部４１６を穴４４１
から引き抜く際は挿通時より大きな力が必要となる。よって、フック部４１０がベルト部
４４から脱離することを抑制することができる。
【００８６】
　また、穴部３３０に挿入された第２軸部４１８は、第２頭部４１９が第１バンド部３０
に設けられている穴３３１に引っかかり、第１バンド部３０に第２バンド部４０を係止す
ることができる。また、第１バンド部３０に係止された第２バンド部４０が脱離すること
を抑制することができる。
　より詳しくは、第２頭部４１９に設けられた曲面４１９ｒによって、第２軸部４１８を
穴３３１に挿入する際に生じる接触抵抗を低減することができる。なお、第１軸部４１６
側の第２頭部４１９には、曲面４１９ｒが設けられていないため、第２軸部４１８を穴３
３１から引き抜く際は挿入時より大きな力が必要となる。よって、第１バンド部３０に係
止された第２バンド部４０が脱離することを抑制することができる。
【００８７】
　（カバー部４２０）
　第２接続部としてのカバー部４２０は、ベルト部４４の一端側（図６（ａ）に示すＹ１
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方向）に設けられている。カバー部４２０には、係止穴４２０ｈが設けられている。
　カバー部４２０は、取付部材４２を介して第２バンド部４０を機器本体２に接続するた
めに設けられている。カバー部４２０の幅４２０Ｗと、機器本体２の幅２Ｗと、は略等し
い幅を有している（図１参照）。
　より詳しくは、機器本体２から第２バンド部４０が延出する方向（図１ないし図３また
は図６に示すＹ１方向）と交差する方向（図１ないし図３または図６に示すＸ方向）にお
いて、カバー部４２０の幅４２０Ｗと、機器本体２の幅２Ｗと、が略等しい幅を有してい
る。これにより、機器本体２と第２バンド部４０とが視覚的に一体に形成されているよう
に視認することができ、装着による圧迫感を緩和することができる。また、幅方向（Ｘ方
向）において第２バンド部４０から機器本体２が突出していないため、装着時に装着者の
衣服が機器本体２に引っかかることを抑制することができる。
【００８８】
　（機器本体２とバンド３幅の比率）
　本実施形態においてバンド３の幅（カバー部３２０の幅３２０Ｗおよびカバー部４２０
の幅４２０Ｗ）と、機器本体２との幅２Ｗの比率は、０．５ないし１．４が好ましい。
　発明者等による感応評価の結果、当該比率が０．５を下廻ると機器本体２に対してバン
ド３が細すぎるため、機器本体２の装着時に圧迫感があるという従来の課題を解決するに
至らなかった。他方、当該比率が１．４を上廻ると機器本体２に対してバンド３が太すぎ
るため、機器本体２やバンド３を含む測定機器１のサイズが大きくなりすぎ、被検体が長
時間装着し続けるのに不適当な大きさとなる課題が生じる。
　そこで、本実施形態の測定機器１においてバンド３の幅（３２０Ｗ，４２０Ｗ）と、機
器本体２との幅２Ｗの比率は、おおむね１．０として設けられている。これにより、測定
機器１を被検体に安定して装着するとともに、被検体に圧迫感を与えることを抑制するこ
とができる。
【００８９】
　上述した実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
　この様なバンド部３および当該バンド部３が機器本体２に接続された測定機器１は、機
器本体２に取り付けられたバンド部３の幅３２０Ｗ，４２０Ｗが、当該機器本体２と略等
しい幅２Ｗを有する。よって、長時間の装着による手首等への圧迫感を抑制して機器本体
２を安定して装着することができるとともに、視覚的にも圧迫感を抑制して機器本体２を
小さく見せることができる。したがって、機器本体２を装着する者の生体情報に影響を与
えることを抑制することができるバンド部３と、精度の高い生体情報を得ることができる
測定機器１を実現することができる。
【００９０】
　なお、本実施形態において測定機器１は、生体情報を測定する機能を有する例を説明し
たがこれに限定されることなく、種々の情報を収集および表示する携帯型電子情報機器と
して実施することが可能である。機器本体２を構成するモジュール２０の構成を異ならせ
ることで、例えばナビゲーション装置や、通信機器として適用することができる。
【符号の説明】
【００９１】
　１…測定機器、２…機器本体、２Ｗ…機器本体の幅、３…バンド部、２０…モジュール
、３０…第１バンド部、３２…取付部材、３４…ベルト部、４０…第２バンド部、４２…
取付部材、４４…ベルト部、２００…ケース部、２００ａ…表示窓、２００ｂ…凹部、２
０２…表示部カバー、２０３，２０４…ラグ、２１０…蓋部、２１２…センサー土手部、
２１４…センサー凸部、２１４ａ…基部、２１４ｂ…先端部、２２０…表示部、２２２…
表示パネル、２２４…バックライト、２４０…処理部、２５０…操作部、２５２…操作ボ
タン、２５２ａ…操作ボタン、２５２ｂ…操作ボタン、２６０…電源部、２６２…電池、
２６４…充電端子、２６６…通信端子、２８０…センサー部、２８２…センサーユニット
、３１０…連結部、３１２…突棒、３１２…バンド挿通穴、３１４…突棒、３２０…カバ
ー部、３２０Ｗ…第１バンド部の幅、３３０…穴部、３４５…肉厚部、４１０…フック部
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、４２０…カバー部、４２０Ｗ…第２バンド部の幅、４３０…穴部、４４０…穴部。
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