
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人入力データーを入力する個人データー入力手段と、生体インピーダンスを測定する
複数個の電極板と を有する装置において、前記個人データー入力手段に
よる個人データーを前記複数個の電極板の一つに対応するメモリに記憶する記憶手段と、
前記電極板の一つを用いてその電極に対応するメモリに記憶された個人データーを読み出
す制御手段と

を備えた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】
　前記制御手段は、前記電極板にタッチすることにより、その電極に対応するメモリに記
憶された個人データーを読み出すことを特徴とする請求項１記載の生体インピーダンス測
定装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記電極板にタッチすることにより、その電極の記号を表示する表示
部を有することを特徴とする請求項２記載の生体インピーダンス測定装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記電極板にタッチすることにより、電源をオンする手段を有するこ
とを特徴とする請求項２又は３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】
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、体重測定手段と

、前記個人データー入力手段の身長データー入力時に特定の数値を入力する
と体重のみ測定表示する手段と



【発明が属する技術分野】
本発明は、生体インピーダンス測定装置における個人データー入力装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来における生体インピーダンス測定装置のひとつである体重計付体脂肪計（以下体脂肪
計という）を図８に示す。従来の体脂肪計２００は予め個人データー（大人、子供、性別
、身長等）を入力し、個人キー２０１～２０４に記憶し、体重と体脂肪率とを測定する時
に、前記個人キー２０１～２０４のいずれかを足のつま先、又は手等で操作（押し込む）
し、前記個人データーを呼び出した後、体脂肪計２００の秤本体２００ａ上に設けた電極
板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ上に乗り測定を行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
図８に示した従来の体脂肪計は測定時に個人データー入力を記憶または記憶されたデータ
ーを読み出すために個人キー２０１～２０４を機械的オンした後、電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
の上に乗り体重と体脂肪率を測定しなければならず、個人キー２０１～２０４の操作を別
個に行うため操作が面倒であり、更に個人キー２０１～２０４を別個に秤本体２００ａに
設けなければならず、余分な部品が必要で、部品寿命等により故障の原因となりやすい。
また収納時に個人キーを下にして、立掛けると個人キーが秤本体の重みにより電源をオン
し、電池の寿命を短くする等の問題があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、個人データーを 記憶する記憶手段
と 人データーの読み出しを複数の電極 つを用いて 制御手段を備える。
【０００５】
　電極板には微少の電流を常時流し、タッチすることにより

電源をオンする 手段 。
【０００６】
体重測定手段があり、個人データー入力の身長データー入力時に特定の数値を入力するこ
とにより体重のみ測定表示する手段を設ける。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図１を用いて本発明の第１実施の形態について説明する。図１は本発明を適用した
体脂肪計１の上面図である。この体脂肪計は体重を測定する秤本体１ａを設けた体重計付
き脂肪計である。２は表示部で、この表示部２は個人データー設定時の大人、子供、性別
の選択マークと身長の設定表示と、体重計測後の体重と、体脂肪率を表示し、前記秤本体
１ａ上に配設する。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは生体のインピーダンスを測定するそれぞれの電極板
で、秤本体１ａの上部面１ｂに設ける。セットボタン３は秤本体１ａの上部面１ｂに設け
る。アップボタン４、ダウンボタン５は前記セットボタン３の近傍に、配設する。
【０００８】
前記電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは図２の切り替部の構成図に示す如く、切り替部６に接続する
。切り替部６はスイッチ制御部６１に連動されたスイッチＳ１～Ｓ４に接続する。そして
通常時は微弱な電流を流し、前記通常状態ではスイッチＳ１～Ｓ４の接点ａ１～ａ４に接
続されている。接点ｂ１～ｂ４は、前記スイッチ制御部６１に連動し、体脂肪測定時に、
スイッチＳ１～Ｓ４の接点ａ１～ａ４より切り替わる。
【０００９】
図３は本発明の実施例を示す制御部のブロック図である。１００は電源回路で、内部マイ
クロプロセッサー、記憶部等を有する制御部１０１に接続されている。１０２は前記セッ
トボタン３、アップボタン４、ダウンボタン５を含む個人データー入力スイッチ回路部で
、制御部１０１に接続している。
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複数個の電極板の一つに対応するメモリに
、個 板の一 行う

個人データーを読み出し、又
はその電極の記号を表示し、又は 制御 とする



【００１０】
１０３は重量測定回路で、体重を起歪体等にて電気的に出力し、制御部１０１に出力する
。１０５は公知の体脂肪測定回路で、前記、電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ間で生体のインピーダ
ンスを測定した値を制御部１０１に送られる。
【００１１】
電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは前記切り替部６に接続された生体のインピーダンスを測定する電
極である。１０４はタッチスイッチ回路で、前記微少の電流を流し、電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄのどれかににタッチすることにより、微弱の電流変化が生じ前記電源回路１００をオン
する。
【００１２】
以下図１から図５に従って体脂肪計１の動作を説明する。まず初期設定である個人データ
ーの入力を、図４に従って説明する。
【００１３】
電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの内、個人の電極板、例えば電極板Ａに指または、つま先等でタッ
チする（ステップ１）。タッチと同時に前記切り替部６のスイッチＳ１～Ｓ４が接点ｂ１
～ｂ２に切り替わり電源回路１００がオンされ (ステップ２ )、タッチした電極の記号Ａを
表示部２に表示する（ステップ３）。
【００１４】
次に該当電極板（電極板Ａ）のメモリに個人データーがあるかないかを判断し（ステップ
４）、データーがあれば、該当電極のメモリのデーターを表示する（ステップ１４）。該
当電極のメモリにデーターがない場合には、ステップ５でセットボタン３を押すことによ
り、性別のマークが表示部２の一端に表示され、アップボタン４またはダウンボタン５で
選択確認し入力する（ステップ６）。
【００１５】
次にセットボタンを押すことにより、この性別データーを記憶すると共に（ステップ７）
大人、子供のマークが表示部２の一端に表示され、前記同様アップボタン、ダウンボタン
にて、大人子供を選択確認し入力する (ステップ８ )。次にステップ９でセットボタン３を
押すことにより、この大人子供のデーターを記憶すると共に表示部２に身長の数値が現れ
、この数値を自己の身長にアップボタン、ダウンボタンを用いて合わせ確認しセットボタ
ン３を押してセット（ステップ１１）し、上記の個人データーを該当電極Ａに対応するメ
モリに記憶する（ステップ１２）。
【００１６】
その後ステップ１３にて、セットボタンが押されたかどうかを判断し、押された場合には
個人データーの修正，再入力のためにステップ５に戻る。セットボタンが押されなければ
図５のステップ２０に進み、秤本体１ａの上面部１ｂの電極板Ｃに片方の足の踵を、電極
板Ａにつま先を、もう一方の足の踵を電極板Ｄに、つま先を電極板Ｂ上に当てて乗り、体
重と両足間のインピーダンスを測定（ステップ２０）し、この体重と、インピーダンスの
値等を用いて演算（ステップ２１）を行い、体重と体脂肪率を表示部２に表示する（ステ
ップ２２）。
【００１７】
体重と脂肪率を表示部２に一定時間表示し、タイムアウトになれば（ステップ２３）電極
板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに連動されているスイッチＳ１～Ｓ４は切り替部６に設けたスイッチ制
御部６１により、接点のｂ１～ｂ４（体脂肪測定側）から接点ａ１～ａ４に切り替わり（
図２、ステップ２４）電源がオフとなり（ステップ２５）、一連の測定を完了する。
【００１８】
なお個人データー入力時に（ステップ１０）、身長データーを特定の数値例えば０００と
入力すると、両足間のインピーダンスを測定せず体重のみ測定し表示部２に表示すること
もできる。
【００１９】
なお、このフローチャートでは説明を省いたが、個人データーの入力途中や測定途中でも
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何らの操作や測定を行わない場合には、制御部１０１の内部タイマーの機能により、前記
切り替部６のスイッチＳ１～Ｓ４を接点ａ１～ａ４に切替えるとともに、電源をオフする
。
【００２０】
上記個人データーは、タッチした電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに割り当てられるためここでは４
人分の個人データーが記憶できる。なお、個人入力データーの入力順序は上記の順序通り
でなくてもよい。
【００２１】
またこの電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは他の実施例（図６、図７）に示す如く各電極板に凸状の
突起を数個設けてＡ１、Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１とし、個人別の目印としてもよく、更に選ばれ
た電極板Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに、ランプが点灯するようにしてもよい。また、秤本体を円形状
にし、電極板を円弧状にすることもできる（図７）。
【００２２】
上記実施例は両足間のインピーダンスを測定するものであるが、これに限らず両手間、両
足間のインピーダンスを測定するものとしても適用でき、また生体電気インピーダンスを
測定し、脈拍、体水分等を測定する装置にも適用できる。
【００２３】
【発明の効果】
　上記の如く、本発明は秤本体に設けた個人データー入力による個人データーを

記憶する記憶手段と 人データーの読み込みを電極板
を用いて ことにより、測定時にいちいち個人キーの操作を機械的にすることな

く、電極板に触れるのみで個人データーを読み込み測定でき、測定が簡単で ると共に、
収納時（秤本体を立掛けた時）においても電源がオンされるようなことはなく、構造的に
簡素化できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態を示す秤本体の正面図。
【図２】本発明の切り替部の構成図。
【図３】本発明の実施例を示す制御部のブロック図。
【図４】個人データー入力のフローチャート。
【図５】本発明の実施形態を示すフローチャート。
【図６】電極板の他の実施例を示す正面図。
【図７】本発明の第２の実施例形態を示す秤本体の正面図。
【図８】従来の秤本体の正面図。
【符号の説明】
１　体脂肪計
１ａ　秤本体
１ｂ　上面部
２　表示部
３　セットボタン
４　アップボタン
５　ダウンボタン
６　切り替部
６１　スイッチ制御部
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ  　電極板
Ａ１、Ｂ１、Ｃ１、Ｄ１　他の実施例の電極板
Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４　スイッチ
ａ１、ａ２、ａ３、ａ４　初期状態の接点
ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４　体脂肪測定時の接点
１００　電源回路
１０１　制御部
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１０２　個人データー入力スイッチ回路部
１０３　体重測定回路
１０４　タッチスイッチ回路
１０５　体脂肪測定回路
２００　従来の体脂肪計
２００ａ　従来の秤本体
２０１、２０２、２０３、２０４　個人キー

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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