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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の電磁波と、前記第一の電磁波の周波数と周波数が異なる第二の電磁波とを、生体
に照射する電磁波照射手段と、
　前記電磁波照射手段によって照射された第一の電磁波に対応する第一の反射波と、第二
の電磁波に対応する第二の反射波とを受信する反射波受信手段と、
　前記反射波受信手段によって受信された第一の反射波と第二の反射波との相関値を算出
する相関値算出手段と、
　前記相関値算出手段によって算出された相関値が所定の相関閾値よりも大きいか否かを
判定する相関値判定手段と、
　前記相関値判定手段によって相関値が前記相関閾値よりも大きいと判定された場合に、
前記第一の反射波または前記第二の反射波に基づいて、生体情報を測定する生体情報測定
手段と
　を備え、
　前記電磁波照射手段は、前記相関値判定手段によって相関値が前記相関閾値以下である
と判定された場合に、前記第一の電磁波または前記第二の電磁波のいずれか一方の周波数
を変更して前記生体にさらに照射する
　ことを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項２】
　前記反射波受信手段は、前記電磁波照射手段によってさらに照射された第一の電磁波ま
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たは第二の電磁波に対応する第一の反射波または第二の反射波をさらに受信し、
　前記相関値算出手段は、前記反射波受信手段によってさらに受信された第一の反射波ま
たは第二の反射波と、前記電磁波照射手段によって周波数が変更されなかった第一の電磁
波または第二の電磁波に対応する第一の反射波または第二の反射波との相関値を算出し、
　前記相関値判定手段は、前記相関値算出手段によって算出された相関値が所定の相関閾
値よりも大きいか否かを判定し、
　前記生体情報測定手段は、前記相関値判定手段によって相関値が前記相関閾値よりも大
きいと判定された場合に、前記反射波受信手段によってさらに受信された第一の反射波ま
たは第二の反射波、または、前記電磁波照射手段によって周波数が変更されなかった第一
の電磁波または第二の電磁波に対応する第一の反射波または第二の反射波に基づいて、生
体情報を測定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の生体情報測定装置。
【請求項３】
　前記生体情報測定手段は、生体情報として、前記第一の反射波に基づいて測定した生体
情報と、前記第二の反射波に基づいて測定した生体情報の平均値を測定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の生体情報測定装置。
【請求項４】
　前記生体に超音波を照射する超音波照射手段をさらに備え、
　前記電磁波照射手段は、前記超音波照射手段によって生体に超音波が照射されている状
態において、第一の電磁波と第二の電磁波とを前記生体に照射する
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の生体情報測定装置。
【請求項５】
　前記相関値判定手段によって相関値が算出された回数である算出回数を計数し、前記算
出回数が所定の算出回数閾値よりも大きいか否かを判定する算出回数判定手段をさらに備
え、
　前記相関値算出手段は、前記反射波受信手段によって受信された第一の反射波と第二の
反射波との相関値を算出し、算出した相関値と、該相関値を算出するために照射された第
一の電磁波および第二の電磁波の周波数を相関値記憶部に格納し、
　前記超音波照射手段は、前記算出回数判定手段によって前記算出回数が前記算出回数閾
値よりも大きいと判定された場合に、生体に照射する超音波の周波数を変更し、
　前記電磁波照射手段は、前記算出回数判定手段によって前記算出回数が前記算出回数閾
値よりも大きいと判定された場合に、前記相関値記憶部から、相関値に最も高い値が記憶
されている周波数を取得し、取得した周波数の第一の電磁波と第二の電磁波とを前記生体
に照射する
　ことを特徴とする請求項４に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】
　生体情報測定装置が、
　第一の電磁波を生体に照射する第一の電磁波照射工程と、
　前記第一の電磁波照射工程によって照射された第一の電磁波に対応する第一の反射波を
受信する第一の反射波受信工程と、
　前記第一の電磁波の周波数と周波数が異なる第二の電磁波を前記生体に照射する第二の
電磁波照射工程と、
　前記第二の電磁波照射工程によって照射された第二の電磁波に対応する第二の反射波を
受信する第二の反射波受信工程と、
　前記第一の反射波受信工程によって受信された第一の反射波と、前記第二の反射波受信
工程によって受信された第二の反射波との相関値を算出する相関値算出工程と、
　前記相関値算出工程によって算出された相関値が所定の相関閾値よりも大きいか否かを
判定する相関値判定工程と、
　前記相関値判定工程によって相関値が前記相関閾値よりも大きいと判定された場合に、
前記第一の反射波または前記第二の反射波に基づいて、生体情報を測定する生体情報測定
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工程と
　をおこない、
　前記電磁波照射工程において、前記相関値判定工程によって相関値が前記相関閾値以下
であると判定した場合に、前記第一の電磁波または前記第二の電磁波のいずれか一方の周
波数を変更して前記生体にさらに照射する
　ことを特徴とする生体情報測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報測定装置および生体情報測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、脈拍や血圧等の生体に関する情報（以下、「生体情報」という）の測定は、カフ
などの測定装置を生体に取り付けて行われている。ただし、測定装置を生体に取り付けて
生体情報を測定する手法では、被験者（患者など）が測定装置の存在を意識してしまうた
め、生体情報を正確に測定できない場合がある。
【０００３】
　そこで、近年では、生体に取り付けることなく生体情報を測定する非接触の生体情報測
定装置がいくつか提案されている。例えば、生体に電磁波を照射して、生体表面で散乱し
た電磁波（反射波）を検出することで血圧を測定する非接触の血圧測定装置が提案されて
いる。また、超音波を生体に照射して、超音波ドップラにより血流を求めることで血圧を
測定する非接触の血圧測定装置が提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７０５７０号公報
【特許文献２】特開２００１－１８７０３２号公報
【特許文献３】特開平７－２４１２８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の生体情報測定装置には、生体情報を正確に測定できない
場合があるという問題があった。具体的には、上述した従来の生体情報測定装置によって
生体に照射される電磁波や音波、および、生体情報測定装置によって受信される反射波は
、被験者の動きや被験者の周囲に存在する障害物等の周囲環境の影響を受けて変動するこ
とがある。このため、従来の生体情報測定装置では、周囲環境の影響を受けて生体情報を
正確に測定することができない場合があるという問題があった。
【０００６】
　開示の技術は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、
生体情報を正確に測定することができる生体情報測定装置および生体情報測定方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本願に開示する生体情報測定装置は、
第一の電磁波と、前記第一の電磁波の周波数と周波数が異なる第二の電磁波とを、生体に
照射する電磁波照射手段と、前記電磁波照射手段によって照射された第一の電磁波に対応
する第一の反射波と、第二の電磁波に対応する第二の反射波とを受信する反射波受信手段
と、前記反射波受信手段によって受信された第一の反射波と第二の反射波との相関値を算
出する相関値算出手段と、前記相関値算出手段によって算出された相関値が所定の相関閾
値よりも大きいか否かを判定する相関値判定手段と、前記相関値判定手段によって相関値
が前記相関閾値よりも大きいと判定された場合に、前記第一の反射波または前記第二の反
射波に基づいて、生体情報を測定する生体情報測定手段とを備えたことを要件とする。
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【０００８】
　なお、本願に開示する生体情報測定装置の構成要素、表現または構成要素の任意の組合
せを、方法、装置、システム、コンピュータプログラム、記録媒体、データ構造などに適
用したものも、他の態様として有効である。
【発明の効果】
【０００９】
　本願に開示した生体情報測定装置によれば、生体情報を正確に測定することができると
いう効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に、本願に開示する生体情報測定装置および生体情報測定方法の実施例を図面に基
づいて詳細に説明する。なお、この実施例により本願に開示する生体情報測定装置および
生体情報測定方法が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１１】
　まず、実施例１に係る生体情報測定装置１００の概要について説明する。生体情報測定
装置１００は、生体に対して周波数の異なる２つの電磁波を照射して、かかる電磁波の反
射波を生体から受信する。そして、生体情報測定装置１００は、受信した２つの反射波の
相関値を算出して、算出した相関値が所定の閾値（以下、「相関閾値」という）よりも大
きいか否かを判定する。算出した相関値が相関閾値よりも大きい場合、生体情報測定装置
１００は、反射波に基づいて生体情報（例えば、脈拍）を測定する。
【００１２】
　ここで、２つの反射波の相関値を算出する理由について説明する。生体情報測定装置１
００によって生体に照射させる電磁波、および、かかる電磁波の反射波は、特定の周波数
である場合に周囲環境の影響を受けることがある。しかし、１つの反射波のみに基づいて
生体情報を測定しても、電磁波や反射波が周囲環境の影響を受けているか否かを判定する
ことができない。医療現場において、脈拍などの生体情報は、医師による診断の基準とな
るので、生体情報が正確に測定されることは重要である。
【００１３】
　そこで、生体情報測定装置１００は、周波数の異なる電磁波が、同じように周囲環境の
影響を受ける可能性が低いという点に着目して、生体に対して周波数の異なる２つの電磁
波を照射して、周波数の異なる２つの反射波の相関値を算出するように構成されている。
かかる相関値が相関閾値よりも大きい場合、２つの反射波の波形が類似していることを意
味するので、周囲環境の影響を受けていない可能性が高い。例えば、２つの周波数のうち
、一方の周波数が周囲環境の影響を受けやすければ、相関値は低い値になる。また、２つ
の周波数のうち、双方の周波数が周囲環境の影響を受けやすい場合であっても、双方の周
波数が全く同じように周囲環境の影響を受ける可能性は低いので、相関値は低い値になる
。このようなことから、生体情報測定装置１００は、２つの反射波の相関値が相関閾値よ
りも大きい場合に、電磁波や反射波が周囲環境の影響をほとんど受けていないと判断し、
反射波に基づいて生体情報を測定する。
【００１４】
　図１は、実施例１に係る生体情報測定装置１００の概要を説明するための図である。な
お、実施例１では、生体情報として脈拍を測定する生体情報測定装置１００の例について
説明する。図１に示すように、生体情報測定装置１００は、アンテナ１１０と、アンテナ
１２０と、電磁波照射部１４０と、測定制御部１６０とを有する。
【００１５】
　被験者１０の脈拍を測定する場合、生体情報測定装置１００の電磁波照射部１４０は、
アンテナ１１０を介して、所定の周波数の電磁波を被験者１０に照射する（ステップＳ１
０）。続いて、生体情報測定装置１００は、照射した電磁波の反射を、アンテナ１２０を
介して、被験者１０から受信する（ステップＳ１１）。
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【００１６】
　続いて、電磁波照射部１４０は、上記ステップＳ１０において照射した電磁波の周波数
と異なる周波数の電磁波を被験者１０に照射し（ステップＳ１２）、かかる電磁波の反射
波を被験者１０から受信する（ステップＳ１３）。続いて、生体情報測定装置１００の測
定制御部１６０は、受信した２つの反射波の相関値を算出する。そして、測定制御部１６
０は、算出した相関値が相関閾値よりも大きい場合に、反射波に基づいて、脈拍を測定す
る。
【００１７】
　反射波に基づいて脈拍を測定する手法について説明する。生体は拍動によって振動して
いるため、生体表面の空気は振動している。したがって、生体表面に電磁波を照射すると
、かかる電磁波が空気振動の周波数によってアナログ変調される。生体情報測定装置１０
０は、アナログ変調された反射波を受信して、反射波から空気振動の周波数を取り出すこ
とによって脈拍を測定する。
【００１８】
　なお、電磁波照射部１４０によって照射される２つの電磁波は、周波数の差が大きい方
が好ましい。これは、周波数の差が小さい場合、電磁波や反射波が周囲環境の影響を同じ
ように受けてしまい、周囲環境の影響を受けているにもかかわらず、反射波の相関値が高
くなってしまうおそれがあるからである。
【００１９】
　このように、実施例１に係る生体情報測定装置１００は、生体に対して周波数の異なる
２つの電磁波を照射して、かかる電磁波の反射波の相関値が相関閾値よりも大きい場合に
脈拍を測定するので、脈拍を正確に測定することができる。
【００２０】
　次に、実施例１に係る生体情報測定装置１００の構成について説明する。図２は、実施
例１に係る生体情報測定装置１００の構成を示す図である。図２に示すように、生体情報
測定装置１００は、アンテナ１１０と、アンテナ１２０と、信号発生器１３０と、電磁波
照射部１４０と、反射波受信部１５０と、測定制御部１６０とを有する。
【００２１】
　アンテナ１１０は、生体に対して電磁波を送信するためのアンテナであり、アンテナ１
２０は、生体に照射された電磁波の反射波を受信するためのアンテナである。信号発生器
１３０は、信号を生成して、後述するミキサ１４１およびミキサ１５２へ出力する。
【００２２】
　電磁波照射部１４０は、生体に照射する電磁波を生成する機能部であり、ミキサ１４１
と、増幅器１４２とを有する。ミキサ１４１は、信号発生器１３０から入力された信号を
用いて、所定の周波数の電磁波を生成し、生成した電磁波を増幅器１４２へ出力する。増
幅器１４２は、ＰＡ（Power　Amplifier）であり、ミキサ１４１から入力された電磁波を
増幅し、アンテナ１１０を介して、生体情報測定装置１００の外部に送信する。
【００２３】
　なお、生体情報測定装置１００によって最初に被験者の生体情報が測定される場合、信
号発生器１３０は、周波数の異なる２つの信号をミキサ１４１へ出力し、かかる信号を入
力された電磁波照射部１４０は、周波数の異なる２つの電磁波を生体に照射する。例えば
、信号発生器１３０は、周波数ｆ１の信号をミキサ１４１へ出力し、電磁波照射部１４０
は、周波数ｆ１の電磁波を生体に照射する。その後、信号発生器１３０は、周波数ｆ１と
異なる周波数ｆ２の信号をミキサ１４１へ出力し、電磁波照射部１４０は、周波数ｆ２の
電磁波を生体に照射する。
【００２４】
　反射波受信部１５０は、生体に照射された電磁波の反射波を受信する機能部であり、低
雑音増幅器１５１と、ミキサ１５２とを有する。低雑音増幅器１５１は、雑音指数の低い
増幅回路であり、アンテナ１２０を介して受信した反射波を増幅し、増幅した反射波をミ
キサ１５２へ出力する。ミキサ１５２は、信号発生器１３０から入力された信号を用いて
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、低雑音増幅器１５１から入力された反射波の周波数を変更し、周波数変換後の反射波を
、後述する相関値算出部１６１へ出力する。
【００２５】
　前述したように、生体情報測定装置１００によって最初に被験者の生体情報が測定され
る場合、電磁波照射部１４０によって周波数の異なる２つの電磁波が生体に照射される。
このとき、反射波受信部１５０は、２つの電磁波の反射波を順に受信する。上記例では、
反射波受信部１５０は、周波数がｆ１である電磁波の反射波と、周波数がｆ２である電磁
波の反射波とを順に受信する。
【００２６】
　測定制御部１６０は、生体情報を測定する制御部であり、相関値算出部１６１と、相関
値判定部１６２と、生体情報測定部１６３とを有する。相関値算出部１６１は、反射波受
信部１５０から入力された２つの反射波の相関値を算出する処理部である。具体的には、
相関値算出部１６１は、反射波受信部１５０から反射波を入力されるたびに、かかる反射
波の時間に対する信号レベルの変動を所定の記憶部（メモリなど）に記憶させる。続いて
、相関値算出部１６１は、所定の記憶部に記憶させた２つの反射波の相関値を算出する。
【００２７】
　ここで、２つの反射波の相関値は、次式により求められる。
【００２８】
【数１】

【００２９】
　相関値判定部１６２は、相関値算出部１６１によって算出された相関値が、相関閾値よ
りも大きいか否かを判定する処理部である。具体的には、相関値判定部１６２は、相関値
が、所定の記憶部に記憶されている相関閾値よりも大きいか否かを判定し、相関値が相関
閾値よりも大きい場合、その旨を生体情報測定部１６３へ通知する。一方、相関値が相関
閾値以下である場合、相関値判定部１６２は、信号発生器１３０に対して、今までに出力
した信号の周波数と異なる周波数の信号をミキサ１４１へ出力するように指示する。かか
る指示を受け付けた信号発生器１３０は、今までに出力した信号の周波数と異なる周波数
の信号をミキサ１４１へ出力する。
【００３０】
　例えば、上記例のように、電磁波照射部１４０によって周波数ｆ１の電磁波と、周波数
ｆ２の電磁波とが生体に照射されて、反射波受信部１５０が、周波数ｆ１の反射波と、周
波数ｆ２の反射波とを受信したものとする。そして、周波数ｆ１の反射波と周波数ｆ２の
反射波との相関値が相関閾値以下である場合、相関値判定部１６２は、信号発生器１３０
に対して、周波数ｆ１およびｆ２と異なる周波数の信号をミキサ１４１へ出力するように
指示する。かかる指示を受け付けた信号発生器１３０は、例えば、周波数ｆ３の信号をミ
キサ１４１へ出力し、電磁波照射部１４０に、異なる周波数ｆ３の電磁波を生体に照射さ
せる。かかる場合、反射波受信部１５０は、周波数ｆ３の反射波を受信し、相関値算出部
１６１は、周波数ｆ２の反射波と周波数ｆ３の反射波との相関値を算出する。そして、相
関値判定部１６２は、算出された相関値が相関閾値よりも大きいか否かを判定する。相関
値判定部１６２は、２つの反射波の相関値が相関閾値よりも大きくなるまで、生体に照射
する周波数を変更する。
【００３１】
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　このように、生体情報測定装置１００は、２つの反射波の相関値が相関閾値より大きく
なるまで、生体に照射する電磁波の周波数を変更するので、周囲環境に影響を受けにくい
周波数の電磁波および反射波に基づいて、生体情報を正確に測定することができる。
【００３２】
　生体情報測定部１６３は、相関値判定部１６２によって相関値が相関閾値よりも大きい
と判定された場合に、２つの反射波から生体情報を測定する処理部である。具体的には、
生体情報測定部１６３は、２つの反射波のうち一方の反射波に基づいて脈拍を測定する。
同様に、生体情報測定部１６３は、２つの反射波のうち他方の反射波に基づいて脈拍を測
定する。そして、生体情報測定部１６３は、測定した２つの脈拍の平均値を算出する。こ
のように生体情報測定部１６３が２つの脈拍の平均値を算出することにより、一方の反射
波が周囲環境の影響を少し受けている場合であっても、脈拍を正確に算出することができ
る。
【００３３】
　なお、生体情報測定部１６３は、２つの反射波うち、いずれか一方のみに基づいて脈拍
を測定してもよい。これは、２つの反射波の相関値が高いため、双方の反射波から測定し
た脈拍は、ほぼ同じ値になるからである。これにより、生体情報測定装置１００にかかる
処理負荷を軽減することができる。
【００３４】
　また、生体情報測定部１６３は、測定した脈拍を所定の表示部に表示したり、所定の記
憶部に記憶したり、他の装置に送信してもよい。
【００３５】
　次に、生体情報測定装置１００による生体情報測定処理の手順について説明する。図３
は、実施例１に係る生体情報測定装置１００による生体情報測定処理手順を示すフローチ
ャートである。図３に示すように、まず、生体情報測定装置１００の電磁波照射部１４０
は、所定の周波数の電磁波を生体に照射する（ステップＳ１０１）。続いて、反射波受信
部１５０は、かかる電磁波の反射波を受信して（ステップＳ１０２）、受信した反射波を
復調した後に相関値算出部１６１へ出力する。このとき、相関値算出部１６１は、入力さ
れた反射波の時間に対する信号レベルの変動を所定の記憶部に記憶させる。
【００３６】
　続いて、電磁波照射部１４０は、上記ステップＳ１０１において照射した電磁波の周波
数と異なる周波数の電磁波を生体に照射する（ステップＳ１０３）。続いて、反射波受信
部１５０は、かかる電磁波の反射波を受信して（ステップＳ１０４）、受信した反射波を
復調した後に相関値算出部１６１へ出力する。このとき、相関値算出部１６１は、入力さ
れた反射波の時間に対する信号レベルの変動を所定の記憶部に記憶させる。
【００３７】
　続いて、相関値算出部１６１は、所定の記憶部に記憶させた２つの反射波の相関値を算
出する（ステップＳ１０５）。このとき、相関値算出部１６１は、所定の記憶部に記憶さ
れている反射波のうち、最後に記憶された反射波と、最後から２番目に記憶された反射波
との相関値を算出する。
【００３８】
　続いて、相関値判定部１６２は、相関値算出部１６１によって算出された相関値が、相
関閾値よりも大きいか否かを判定する。相関値判定部１６２によって相関値が相関閾値よ
りも大きいと判定された場合（ステップＳ１０６肯定）、生体情報測定部１６３は、２つ
の反射波のうち一方の反射波に基づいて生体情報を測定するとともに（ステップＳ１０７
）、２つの反射波のうち他方の反射波に基づいて生体情報を測定する（ステップＳ１０８
）。そして、生体情報測定部１６３は、測定した２つの生体情報の平均値を算出する（ス
テップＳ１０９）。
【００３９】
　一方、相関値判定部１６２によって相関値が相関閾値以下であると判定された場合（ス
テップＳ１０６否定）、電磁波照射部１４０は、今までに照射した電磁波の周波数と異な
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る周波数の電磁波を生体に照射する（ステップＳ１１０）。続いて、反射波受信部１５０
は、かかる電磁波の反射波を受信して（ステップＳ１１１）、相関値算出部１６１へ出力
する。このとき、相関値算出部１６１は、入力された反射波の時間に対する信号レベルの
変動を所定の記憶部に記憶させる。
【００４０】
　そして、相関値算出部１６１は、所定の記憶部に記憶されている反射波のうち、最後に
記憶された反射波と、最後から２番目に記憶された反射波との相関値を算出する（ステッ
プＳ１０５）。すなわち、ここでは、相関値算出部１６１は、上記ステップＳ１０４にお
いて受信した反射波と、上記ステップＳ１１１において受信した反射波との相関値を算出
する。そして、相関値判定部１６２は、算出された相関値が相関閾値よりも大きいか否か
を判定する。
【００４１】
　生体情報測定装置１００は、２つの反射波の相関値が相関閾値よりも大きくなるまで（
ステップＳ１０６肯定）、上記ステップＳ１０５、Ｓ１０６、Ｓ１１０およびＳ１１１に
おける処理手順を繰り返し行う。
【００４２】
　上述してきたように、実施例１に係る生体情報測定装置１００は、生体に対して周波数
の異なる２つの電磁波を照射して、かかる電磁波の反射波の相関値が相関閾値よりも大き
い場合に、反射波に基づいて生体情報を測定するので、生体情報を正確に測定することが
できる。
【００４３】
　また、生体情報測定装置１００は、２つの反射波の相関値が相関閾値より大きくなるま
で、生体に照射する電磁波の周波数を変更するので、周囲環境に影響を受けにくい周波数
の電磁波および反射波に基づいて、生体情報を正確に測定することができる。
【実施例２】
【００４４】
　ところで、上記実施例１では、生体情報として脈拍を測定する例について説明したが、
生体情報測定装置は、血圧などの他の生体情報を測定する場合にも適用することができる
。そこで、実施例２では、血圧を測定する生体情報測定装置の例について説明する。
【００４５】
　まず、実施例２に係る生体情報測定装置の概要について説明する。実施例２に係る生体
情報測定装置は、生体に対して超音波を照射している状態において、周波数の異なる２つ
の電磁波を照射して、かかる電磁波の反射波を生体から受信する。そして、生体情報測定
装置は、受信した２つの反射波の相関値を算出して、算出した相関値が所定の相関閾値よ
りも大きいか否かを判定する。算出した相関値が相関閾値よりも大きい場合、生体情報測
定装置は、反射波に基づいて血圧を測定する。
【００４６】
　図４は、実施例２に係る生体情報測定装置２００の概要を説明するための図である。図
４に示すように、生体情報測定装置２００は、アンテナ１１０と、アンテナ１２０と、ア
ンテナ２１０と、電磁波照射部１４０と、超音波照射部２４０と、測定制御部２６０とを
有する。
【００４７】
　被験者１０の血圧を測定する場合、生体情報測定装置２００の超音波照射部２４０は、
アンテナ２１０を介して、所定の周波数の超音波を被験者１０に照射する（ステップＳ２
０）。超音波を被験者１０に照射する理由は、電磁波は被験者１０の生体内部に存在する
血管１１まで伝達しないが、超音波は、生体内部に存在する血管１１まで伝達するからで
ある。なお、超音波を生体内部に入射させやすくするために、被験者１０の生体表面に所
定の物質である整合層１２を塗布しておくことが望ましい。
【００４８】
　血管１１に入射された超音波は、反射する（ステップＳ２１）。このとき、血管１１の
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血流の速度によるドップラ効果が生じることによって、血管１１に入射された超音波の周
波数と、反射した音波の周波数とに差が生じる。かかる周波数の差がうなりを生じさせ、
生体表面の空気は、うなりの周波数によって振動する。
【００４９】
　続いて、電磁波照射部１４０は、所定の周波数の電磁波を被験者１０に照射し（ステッ
プＳ２２）、かかる電磁波の反射波を、アンテナ１２０を介して受信する（ステップＳ２
３）。続いて、電磁波照射部１４０は、上記ステップＳ２２において照射した電磁波の周
波数と異なる周波数の電磁波を被験者１０に照射し（ステップＳ２４）、かかる電磁波の
反射波を受信する（ステップＳ２５）。
【００５０】
　続いて、生体情報測定装置２００の測定制御部２６０は、受信した２つの反射波の相関
値を算出する。そして、測定制御部２６０は、算出した相関値が相関閾値よりも大きい場
合に、反射波に基づいて血圧を測定する。なお、反射波から血圧を測定する手法について
は後述する。
【００５１】
　このように、実施例２に係る生体情報測定装置２００は、生体に対して超音波を照射し
ている状態で、周波数の異なる２つの電磁波を生体に照射して、かかる電磁波の反射波の
相関値が相関閾値よりも大きい場合に、血圧を測定するので、血圧を正確に測定すること
ができる。
【００５２】
　次に、実施例２に係る生体情報測定装置２００の構成について説明する。図５は、実施
例２に係る生体情報測定装置２００の構成を示す図である。図５に示すように、生体情報
測定装置２００は、図２に示した生体情報測定装置１００と比較して、アンテナ２１０と
、超音波照射部２４０と、相関値記憶部２７０とを新たに有する。また、生体情報測定装
置２００は、図２に示した生体情報測定装置１００と比較して、測定制御部１６０の代わ
りに、測定制御部２６０を有する。
【００５３】
　アンテナ２１０は、生体に対して音波を送信するためのアンテナである。超音波照射部
２４０は、生体に照射する超音波を生成する機能部であり、音波発生器２４１を有する。
音波発生器２４１は、超音波を生成して、アンテナ２１０を介して、生体情報測定装置２
００の外部に送信する。
【００５４】
　相関値記憶部２７０は、後述する相関値算出部２６１によって更新される記憶部であり
、相関値と、かかる相関値を算出するために被験者１０に照射された電磁波の周波数とを
対応付けて記憶する。相関値記憶部２７０の一例を図６に示す。図６に示すように、相関
値記憶部２７０は、相関値、周波数＃１、周波数＃２といった項目を有する。
【００５５】
　例えば、図６に示した相関値記憶部２７０の１行目は、周波数がｆ１である電磁波の反
射波と、周波数がｆ２である電磁波の反射波との相関値が０．７であることを示している
。また、図６に示した相関値記憶部２７０の２行目は、周波数がｆ２である電磁波の反射
波と、周波数がｆ３である電磁波の反射波との相関値が０．８であることを示している。
【００５６】
　測定制御部２６０は、相関値算出部２６１と、相関値判定部２６２と、算出回数判定部
２６４と、生体情報測定部２６３とを有する。相関値算出部２６１は、反射波受信部１５
０から入力された２つの反射波の相関値を算出する処理部である。また、相関値算出部２
６１は、算出した相関値と、かかる相関値を算出するために被験者１０に照射された電磁
波の周波数とを相関値記憶部２７０に記憶させる。
【００５７】
　例えば、相関値算出部２６１が、周波数ｆ５の電磁波の反射波と、周波数ｆ６の電磁波
の反射波との相関値「０．６」を算出したものとする。かかる場合、相関値算出部２６１
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は、図６に示した相関値記憶部２７０の４行目のように、相関値「０．６」に対応づけて
、周波数＃１に「ｆ５」を記憶させ、周波数＃２に「ｆ６」を記憶させる。
【００５８】
　相関値判定部２６２は、相関値算出部２６１によって算出された相関値が相関閾値より
も大きいか否かを判定する処理部である。具体的には、相関値判定部２６２は、相関値が
相関閾値よりも大きい場合、その旨を生体情報測定部２６３へ通知する。一方、相関値が
相関閾値以下である場合、相関値判定部２６２は、その旨を算出回数判定部２６４へ通知
する。
【００５９】
　算出回数判定部２６４は、相関値算出部２６１によって相関値が算出された回数（以下
、「算出回数」という）を計数し、かかる算出回数が所定の閾値（以下、「算出回数閾値
」という）よりも大きいか否かを判定する処理部である。具体的には、算出回数判定部２
６４は、相関値判定部２６２によって相関値が相関閾値以下であると判定された場合に、
算出回数が算出回数閾値よりも大きいか否かを判定する。
【００６０】
　そして、算出回数判定部２６４は、算出回数が算出回数閾値よりも大きい場合に、音波
発生器２４１に対して、今までに生体に照射した超音波の周波数と異なる周波数の超音波
を生体に照射するように指示する。かかる指示を受け付けた音波発生器２４１は、今まで
に生体に照射した超音波の周波数と異なる周波数の超音波を生体に照射する。
【００６１】
　さらに、算出回数判定部２６４は、相関値記憶部２７０から、相関値に最も大きい値が
記憶されている周波数＃１と周波数＃２との組合せを取得する。そして、算出回数判定部
２６４は、信号発生器１３０に対して、取得した２つの周波数の信号を出力するように指
示する。かかる指示を受け付けた信号発生器１３０は、算出回数判定部２６４から指示さ
れた２つの周波数の信号をミキサ１４１へ順に出力する。そして、電磁波照射部１４０は
、ミキサ１４１から入力された周波数の電磁波を生体に照射する。
【００６２】
　一方、算出回数が算出回数閾値以下である場合、算出回数判定部２６４は、信号発生器
１３０に対して、今までに出力した信号の周波数と異なる周波数の信号をミキサ１４１へ
出力するように指示する。かかる指示を受け付けた信号発生器１３０は、今までに出力し
た信号の周波数と異なる周波数の信号をミキサ１４１へ出力する。そして、電磁波照射部
１４０は、ミキサ１４１から入力された周波数の電磁波を生体に照射する。
【００６３】
　例えば、算出回数が「１」（初期値）であり、算出回数閾値が「５」の状態であるもの
とする。かかる場合、電磁波照射部１４０によって周波数ｆ１の電磁波と、周波数ｆ２の
電磁波とが生体に照射されたものとする。このとき、相関値算出部２６１は、周波数がｆ
１である電磁波の反射波と、周波数がｆ２である電磁波の反射波との相関値を算出して、
図６に例示した相関値記憶部２７０の１行目のように、相関値記憶部２７０に各種情報を
格納する。
【００６４】
　続いて、相関値判定部２６２によって、かかる相関値が相関閾値以下であると判定され
たものとする。かかる場合、算出回数は「２」になり、算出回数閾値「５」以下であるた
め、算出回数判定部２６４は、信号発生器１３０に対して、周波数ｆ１およびｆ２と異な
る周波数の信号をミキサ１４１へ出力するように指示する。かかる指示を受け付けた信号
発生器１３０は、例えば、周波数ｆ３の信号をミキサ１４１へ出力し、電磁波照射部１４
０は、周波数ｆ３の電磁波を生体に照射させる。
【００６５】
　続いて、相関値算出部２６１は、周波数ｆ２の反射波と周波数ｆ３の反射波との相関値
を算出して、図６に示例した相関値記憶部２７０の２行目のように、相関値記憶部２７０
に各種情報を格納する。続いて、相関値判定部２６２によって、かかる相関値が相関閾値
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以下であると判定されたものとする。このとき、算出回数は「３」になり、算出回数閾値
「５」以下であるため、算出回数判定部２６４は、信号発生器１３０に対して、周波数ｆ
１、ｆ２およびｆ３の信号をミキサ１４１へ出力するように指示する。そして、電磁波照
射部１４０は、例えば、周波数ｆ４の電磁波を生体に照射させる。
【００６６】
　ここで、算出回数が「５」になるまで上記処理を繰り返して、相関値記憶部２７０が図
６に例示した状態になったものとする。その後に、相関値判定部２６２によって、周波数
ｆ６の反射波と周波数ｆ７の反射波との相関値が相関閾値以下であると判定されたものと
する。かかる場合、算出回数は「６」になり、算出回数閾値「５」よりも大きいため、算
出回数判定部２６４は、音波発生器２４１に対して、今までに生体に照射した超音波の周
波数と異なる周波数の超音波を生体に照射するように指示する。かかる指示を受け付けた
音波発生器２４１は、今までに生体に照射した超音波の周波数と異なる周波数の超音波を
生体に照射する。
【００６７】
　そして、算出回数判定部２６４は、相関値記憶部２７０から、相関値に最も大きい値が
記憶されている周波数＃１と周波数＃２との組合せを取得する。上記例のように、相関値
記憶部２７０が図６に示した状態である場合、算出回数判定部２６４は、相関値記憶部２
７０から、相関値に「０．８」が記憶されている周波数＃１「ｆ２」と、周波数＃２「ｆ
３」とを取得する。そして、算出回数判定部２６４は、信号発生器１３０に対して、取得
した２つの周波数ｆ２およびｆ３の信号を出力するように指示する。これにより、電磁波
照射部１４０は、周波数ｆ２の電磁波と、周波数ｆ３の電磁波と生体に順に照射する。
【００６８】
　生体情報測定部２６３は、相関値判定部２６２によって相関値が相関閾値よりも大きい
と判定された場合に、２つの反射波から血圧を測定する処理部である。具体的には、生体
情報測定部２６３は、２つの反射波のうち一方の反射波に基づいて血圧を測定するととも
に、２つの反射波のうち他方の反射波に基づいて血圧を測定する。そして、生体情報測定
部２６３は、測定した２つの血圧の平均値を算出する。
【００６９】
　ここで、生体情報測定部２６３による血圧の測定手法について具体的に説明する。上述
したように、生体に超音波を照射することによって生体表面の空気は、うなりの周波数に
よって振動する。その状態において照射された電磁波は、うなりの周波数によりアナログ
変調された反射波となる。生体情報測定部２６３は、かかる反射波を復調することにより
、うなりの周波数を取り出す。そして、うなりの周波数は血流速度に比例するため、生体
情報測定部２６３は、血流の動圧を、次式により求めることができる。
【００７０】
【数２】

【００７１】
　ここで、上記式（２）中の「血液の密度」は、未知数であるが、個人差がなくほぼ一定
の値である。したがって、上記式（２）中の血液の密度には固定値が代入される。なお、
生体情報測定装置２００は、被験者ごとに血液の密度を記憶しておき、測定対象の被験者
によって、上記式（２）中の「血液の密度」に代入する値を変更してもよい。
【００７２】
　そして、生体情報測定部２６３は、上記式（２）により求めた血流の動圧を用いて、次
式により血圧を求めることができる。
【００７３】
【数３】
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【００７４】
　ここで、上記式（３）中の「血流の側圧」は、未知数であるが、血流の側圧が血流の動
圧よりも極めて小さい被験者の場合には、生体情報測定部２６３は、血流の動圧のみから
血圧を求めることができる。また、生体情報測定装置２００は、被験者ごとに、血流の側
圧と血流の動圧との比率を記憶しておき、被験者によって、血流の動圧に所定の比率を乗
算することで血流の側圧を算出してもよい。このようにして、生体情報測定部２６３は、
血圧を測定する。
【００７５】
　次に、２つの反射波の相関値が相関閾値より大きいか否かを判定してまで、反射波の波
形を正確に取得する理由ついて説明する。まず、血流によるドップラ効果を受ける前の超
音波の周波数をｆｓとし、ドップラ効果を受けた反射波の周波数をｆｓ’とする。血流の
方向が、生体情報測定装置２００から遠ざかる方向であるものとすると、次式が成り立つ
。
【００７６】

【数４】

【００７７】
　ここで、上記式（４）中のｆｄは、うなりの成分である。そして、ｆｓ、ｆｄ、および
、血液のみかけの流速ｖの関係は次式に示すように表される。
【００７８】

【数５】

【００７９】
　ここで、上記式（５）中のｃは、生体内における音速（約１５３０［ｍ／ｓ］）である
。そして、超音波の入射方向と血流の方向（血管の方向）との成す角度をθとすると、血
液のみかけの流速ｖは、次式に示すように表される。
【００８０】

【数６】

【００８１】
　上記式（５）および（６）を用いると、血液のみかけの流速ｖと、血液の真の流速Ｖと
の関係は次式に示すように表される。
【００８２】

【数７】

【００８３】
　すなわち、上記式（７）に示すように、うなりの成分であるｆｄは、血流速度に直接影
響する。すなわち、ｆｄの測定に誤差があると、血流速度を正確に測定することができな
い。特に、上記式（２）に示すように、血流の動圧は、血流速度を２乗した値を用いて算
出されるため、誤差の２乗が血流の動圧に影響することになる。このようなことから、実
施例２に係る生体情報測定装置２００は、２つの反射波の相関値が相関閾値より大きいか
否かを判定して、反射波の波形を正確に取得して、生体情報を正確に計測する。
【００８４】
　次に、生体情報測定装置２００による生体情報測定処理の手順について説明する。図７
は、実施例２に係る生体情報測定装置２００による生体情報測定処理手順を示すフローチ
ャートである。図７に示すように、まず、生体情報測定装置２００の超音波照射部２４０
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は、所定の周波数の超音波を生体に照射する（ステップＳ２０１）。
【００８５】
　続いて、電磁波照射部１４０は、所定の周波数の電磁波を生体に照射する（ステップＳ
２０２）。続いて、反射波受信部１５０は、かかる電磁波の反射波を受信して（ステップ
Ｓ２０３）、受信した反射波を復調した後に相関値算出部２６１へ出力する。このとき、
相関値算出部２６１は、入力された反射波の時間に対する信号レベルの変動を所定の記憶
部に記憶させる。
【００８６】
　続いて、電磁波照射部１４０は、上記ステップＳ２０２において照射した電磁波の周波
数と異なる周波数の電磁波を生体に照射する（ステップＳ２０４）。続いて、反射波受信
部１５０は、かかる電磁波の反射波を受信して（ステップＳ２０５）、受信した反射波を
復調した後に相関値算出部２６１へ出力する。このとき、相関値算出部２６１は、入力さ
れた反射波の時間に対する信号レベルの変動を所定の記憶部に記憶させる。
【００８７】
　続いて、相関値算出部２６１は、所定の記憶部に記憶されている反射波のうち、最後に
記憶された反射波と、最後から２番目に記憶された反射波との相関値を算出する（ステッ
プＳ２０６）。そして、相関値算出部２６１は、算出した相関値と、かかる相関値を算出
するために被験者１０に照射された電磁波の周波数とを相関値記憶部２７０に記憶させる
（ステップＳ２０７）。
【００８８】
　続いて、相関値判定部２６２は、相関値算出部２６１によって算出された相関値が、相
関閾値よりも大きいか否かを判定する。相関値判定部２６２によって相関値が相関閾値よ
りも大きいと判定された場合（ステップＳ２０８肯定）、生体情報測定部２６３は、２つ
の反射波のうち一方の反射波に基づいて生体情報を測定するとともに（ステップＳ２０９
）、２つの反射波のうち他方の反射波に基づいて生体情報を測定する（ステップＳ２１０
）。そして、生体情報測定部２６３は、測定した２つの生体情報の平均値を算出する（ス
テップＳ２１１）。
【００８９】
　一方、相関値判定部２６２によって相関値が相関閾値以下であると判定された場合（ス
テップＳ２０８否定）、算出回数判定部２６４は、算出回数が算出回数閾値よりも大きい
か否かを判定する。算出回数判定部２６４によって、算出回数が算出回数閾値以下である
と判定された場合（ステップＳ２１２否定）、電磁波照射部１４０は、今までに照射した
電磁波の周波数と異なる周波数の電磁波を生体に照射する（ステップＳ２１３）。
【００９０】
　続いて、反射波受信部１５０は、かかる電磁波の反射波を受信して（ステップＳ２１４
）、受信した反射波を復調した後に相関値算出部２６１へ出力する。続いて、相関値算出
部２６１は、反射波受信部１５０から受信した反射波の時間に対する信号レベルの変動を
所定の記憶部に記憶させる。続いて、相関値算出部２６１は、所定の記憶部に記憶されて
いる反射波のうち、最後に記憶された反射波と、最後から２番目に記憶された反射波との
相関値を算出する（ステップＳ２０６）。また、相関値算出部２６１は、算出した相関値
と、かかる相関値を算出するために被験者１０に照射された電磁波の周波数とを相関値記
憶部２７０に記憶させる（ステップＳ２０７）。そして、相関値判定部２６２は、算出さ
れた相関値が相関閾値よりも大きいか否かを判定する。
【００９１】
　一方、算出回数判定部２６４によって、算出回数が算出回数閾値よりも大きいと判定さ
れた場合（ステップＳ２１２肯定）、超音波照射部２４０は、今までに生体に照射した超
音波の周波数と異なる周波数の超音波を生体に照射する（ステップＳ２１５）。続いて、
算出回数判定部２６４は、内部で管理している算出回数を初期値に更新するとともに（ス
テップＳ２１６）、相関値記憶部２７０から、相関値に最も大きい値が記憶されている周
波数＃１と周波数＃２との組合せを取得する（ステップＳ２１７）。そして、電磁波照射
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部１４０は、算出回数判定部２６４によって取得された周波数の電磁波を照射する（ステ
ップＳ２１８）。
【００９２】
　続いて、反射波受信部１５０は、上記ステップＳ２１７において生体に照射された電磁
波の反射波を受信して（ステップＳ２１９）、受信した反射波を復調した後に相関値算出
部２６１へ出力する。具体的には、電磁波照射部１４０によって照射された１つ目の電磁
波の反射波を受信した後、電磁波照射部１４０によって照射された２つ目の電磁波の反射
波を受信する。
【００９３】
　生体情報測定装置２００は、２つの反射波の相関値が相関閾値よりも大きくなるまで（
ステップＳ２０８肯定）、上記ステップＳ２０６～Ｓ２０８、Ｓ２１２～Ｓ２１９におけ
る処理手順を繰り返し行う。
【００９４】
　上述してきたように、実施例２に係る生体情報測定装置２００は、生体に対して超音波
を照射している状態において、周波数の異なる２つの電磁波を照射して、かかる電磁波の
反射波の相関値が相関閾値よりも大きい場合に、反射波に基づいて生体情報を測定するの
で、血圧を正確に測定することができる。
【００９５】
　また、実施例２に係る生体情報測定装置２００は、算出回数が算出回数閾値より大きい
場合に、生体に照射する超音波の周波数を変更するので、生体に照射する超音波が周囲環
境の影響を受けている場合であっても、周囲環境の影響を受けない周波数の超音波を生体
に照射することができる。
【００９６】
　また、実施例２に係る生体情報測定装置２００は、生体に照射する超音波の周波数を変
更した場合に、周波数変更前に相関値が最も大きい値になった周波数の電磁波を生体に照
射するので、相関値が相関閾値より大きくなる電磁波の周波数を効率良く用いることがで
きる。
【００９７】
　なお、上記実施例１および２において、生体情報測定部１６３および生体情報測定部２
６３は、反射波をフーリエ変換（ＦＦＴ：Fast　Fourier　Transform）して、生体情報の
測定時に必要な信号以外の信号をフィルタリングした後に、生体情報を測定してもよい。
図８を用いて具体的に説明する。図８は、反射波の一例を示す図である。図８に示した例
において、生体情報の測定時に必要な信号は、信号部分Ｐ３である。しかし、反射波には
、図８に示した信号部分Ｐ１のように、被験者が走行している場合に、走行速度によるド
ップラ効果により現れる信号や、図８に示した信号部分Ｐ２のように、被験者の体（手や
足）の動きによるドップラ効果により現れる信号が存在する。そこで、生体情報測定部１
６３および生体情報測定部２６３は、反射波をフーリエ変換して、生体情報の測定時に必
要な信号部分Ｐ３のみを取り出して、生体情報を測定する。このような生体情報測定装置
は、スポーツジムや屋外でランニング中の被験者の生体情報を測定する場合に適用するこ
とが有効である。
【００９８】
　また、上記実施例１および２では、生体情報として、脈拍または血圧を測定する例を示
したが、生体情報測定装置は、心拍などの他の生体情報を測定することもできる。また、
生体情報測定装置は、人間以外の生物の生体情報を測定することもとできる。
【００９９】
　また、上記実施例１および２では、２つの反射波の相関値が相関閾値より大きいか否か
を判定する例について説明したが、３つ以上の反射波の相関値を算出して、かかる相関値
が相関閾値より大きいか否かを判定するようにしてもよい。
【０１００】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
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【０１０１】
（付記１）第一の電磁波と、前記第一の電磁波の周波数と周波数が異なる第二の電磁波と
を、生体に照射する電磁波照射手段と、
　前記電磁波照射手段によって照射された第一の電磁波に対応する第一の反射波と、第二
の電磁波に対応する第二の反射波とを受信する反射波受信手段と、
　前記反射波受信手段によって受信された第一の反射波と第二の反射波との相関値を算出
する相関値算出手段と、
　前記相関値算出手段によって算出された相関値が所定の相関閾値よりも大きいか否かを
判定する相関値判定手段と、
　前記相関値判定手段によって相関値が前記相関閾値よりも大きいと判定された場合に、
前記第一の反射波または前記第二の反射波に基づいて、生体情報を測定する生体情報測定
手段と
　を備えたことを特徴とする生体情報測定装置。
【０１０２】
（付記２）前記電磁波照射手段は、前記相関値判定手段によって相関値が前記相関閾値以
下であると判定された場合に、前記第一の電磁波または前記第二の電磁波のいずれか一方
の周波数を変更して前記生体にさらに照射し、
　前記反射波受信手段は、前記電磁波照射手段によってさらに照射された第一の電磁波ま
たは第二の電磁波に対応する第一の反射波または第二の反射波をさらに受信し、
　前記相関値算出手段は、前記反射波受信手段によってさらに受信された第一の反射波ま
たは第二の反射波と、前記電磁波照射手段によって周波数が変更されなかった第一の電磁
波または第二の電磁波に対応する第一の反射波または第二の反射波との相関値を算出し、
　前記相関値判定手段は、前記相関値算出手段によって算出された相関値が所定の相関閾
値よりも大きいか否かを判定し、
　前記生体情報測定手段は、前記相関値判定手段によって相関値が前記相関閾値よりも大
きいと判定された場合に、前記反射波受信手段によってさらに受信された第一の反射波ま
たは第二の反射波、または、前記電磁波照射手段によって周波数が変更されなかった第一
の電磁波または第二の電磁波に対応する第一の反射波または第二の反射波に基づいて、生
体情報を測定することを特徴とする付記１に記載の生体情報測定装置。
【０１０３】
（付記３）前記生体情報測定手段は、生体情報として、前記第一の反射波に基づいて測定
した生体情報と、前記第二の反射波に基づいて測定した生体情報の平均値を測定すること
を特徴とする付記２に記載の生体情報測定装置。
【０１０４】
（付記４）前記生体情報測定手段は、生体情報として生体の脈拍を測定することを特徴と
する付記２または３に記載の生体情報測定装置。
【０１０５】
（付記５）前記生体に超音波を照射する超音波照射手段をさらに備え、
　前記電磁波照射手段は、前記超音波照射手段によって生体に超音波が照射されている状
態において、第一の電磁波と第二の電磁波とを前記生体に照射することを特徴とする付記
２または３に記載の生体情報測定装置。
【０１０６】
（付記６）前記相関値判定手段によって相関値が算出された回数である算出回数を計数し
、前記算出回数が所定の算出回数閾値よりも大きいか否かを判定する算出回数判定手段を
さらに備え、
　前記相関値算出手段は、前記反射波受信手段によって受信された第一の反射波と第二の
反射波との相関値を算出し、算出した相関値と、該相関値を算出するために照射された第
一の電磁波および第二の電磁波の周波数を相関値記憶部に格納し、
　前記超音波照射手段は、前記算出回数判定手段によって前記算出回数が前記算出回数閾
値よりも大きいと判定された場合に、生体に照射する超音波の周波数を変更し、
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　前記電磁波照射手段は、前記算出回数判定手段によって前記算出回数が前記算出回数閾
値よりも大きいと判定された場合に、前記相関値記憶部から、相関値に最も高い値が記憶
されている周波数を取得し、取得した周波数の第一の電磁波と第二の電磁波とを前記生体
に照射することを特徴とする付記５に記載の生体情報測定装置。
【０１０７】
（付記７）前記生体情報測定手段は、生体情報として生体の血圧を測定することを特徴と
する付記５または６に記載の生体情報測定装置。
【０１０８】
（付記８）生体情報測定装置が、
　第一の電磁波を生体に照射する第一の電磁波照射工程と、
　前記第一の電磁波照射工程によって照射された第一の電磁波に対応する第一の反射波を
受信する第一の反射波受信工程と、
　前記第一の電磁波の周波数と周波数が異なる第二の電磁波を前記生体に照射する第二の
電磁波照射工程と、
　前記第二の電磁波照射工程によって照射された第二の電磁波に対応する第二の反射波を
受信する第二の反射波受信工程と、
　前記第一の反射波受信工程によって受信された第一の反射波と、前記第二の反射波受信
工程によって受信された第二の反射波との相関値を算出する相関値算出工程と、
　前記相関値算出工程によって算出された相関値が所定の相関閾値よりも大きいか否かを
判定する相関値判定工程と、
　前記相関値判定工程によって相関値が前記相関閾値よりも大きいと判定された場合に、
前記第一の反射波または前記第二の反射波に基づいて、生体情報を測定する生体情報測定
工程と
　を含んだことを特徴とする生体情報測定方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】実施例１に係る生体情報測定装置の概要を説明するための図である。
【図２】実施例１に係る生体情報測定装置の構成を示す図である。
【図３】実施例１に係る生体情報測定装置による生体情報測定処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図４】実施例２に係る生体情報測定装置の概要を説明するための図である。
【図５】実施例２に係る生体情報測定装置の構成を示す図である。
【図６】相関値記憶部の一例を示す図である。
【図７】実施例２に係る生体情報測定装置による生体情報測定処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図８】反射波の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１０】
１０　　　　　　　　　　被験者
１１　　　　　　　　　　血管
１２　　　　　　　　　　整合層
１００、２００　　　　　生体情報測定装置
１１０、１２０、２１０　アンテナ
１３０　　　　　　　　　信号発生器
１４０　　　　　　　　　電磁波照射部
１４１、１５２　　　　　ミキサ
１４２　　　　　　　　　増幅器
１５０　　　　　　　　　反射波受信部
１５１　　　　　　　　　低雑音増幅器
１６０、２６０　　　　　測定制御部
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１６１、２６１　　　　　相関値算出部
１６２、２６２　　　　　相関値判定部
１６３、２６３　　　　　生体情報測定部
２４０　　　　　　　　　超音波照射部
２４１　　　　　　　　　音波発生器
２６４　　　　　　　　　算出回数判定部
２７０　　　　　　　　　相関値記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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