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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
　前記光発光部及び前記光受光部と前記生体情報検出部との間を電気的に接続するフレキ
シブル基板を備え、
　該フレキシブル基板は、前記光発光部及び前記光受光部を自身の弾性により前記本体の
下面側に向けて押圧するように前記本体内に設けられていることを特徴とする生体情報計
測装置。
【請求項２】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
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　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
　前記固定手段は、前記本体に基端側が取り付けられて腕に装着可能な第１のバンド及び
第２のバンドを備え、
　前記第１のバンド及び第２のバンドは、前記本体を挟んで対向するように配されると共
に、伸縮自在な弾性材料により形成されており、
　前記生体センサ部は、前記本体の中心位置から前記第１のバンド又は前記第２のバンド
の基端側にずれた位置に配されていることを特徴とする生体情報計測装置。
【請求項３】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
　前記突出部の下面と前記本体の下面との距離が、２～４ｍｍに設定されていることを特
徴とする生体情報計測装置。
【請求項４】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
前記突出部は、外周が円形となるように形成されており、
　前記突出部は、外縁が曲面となるように形成されていることを特徴とする生体情報計測
装置。
【請求項５】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
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とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
前記突出部は、外周が円形となるように形成されており、
　前記突出部は、下面の中心から外縁に向かって曲面となるように形成されていることを
特徴とする生体情報計測装置。
【請求項６】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
前記突出部は、外周が円形となるように形成されており、
　前記突出部の直径が、２０ｍｍ以下に設定されていることを特徴とする生体情報計測装
置。
【請求項７】
　本体と、
　該本体の下面から突出して形成された突出部と、
　前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、
　前記生体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部によ
り照射された光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信
号を生成する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出
する接触検出手段とを有する生体センサ部と、
　前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて生体情報を検出する生体情報検出部
とを備え、
　前記生体センサ部は、前記突出部の下面に配されており、
　前記本体の下面には、少なくとも前記突出部を挟むと共に該突出部の側面から所定距離
離間した位置に、本体の下面から突出して形成された凸条部が設けられ、
　該凸条部の下面と前記本体部の下面との距離は、前記突出部の下面と前記本体部の下面
との距離と同一又はそれ以上の距離に設定されており、
　前記凸条部は、前記突出部の側面から８ｍｍ離間した位置に設けられると共に、該凸条
部の下面と前記本体の下面との距離が４ｍｍに設定されていることを特徴とする生体情報
計測装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の生体情報計測装置において、
　前記本体の下面には、少なくとも前記突出部を挟むと共に該突出部の側面から所定距離
離間した位置に、本体の下面から突出して形成された凸条部が設けられ、
　該凸条部の下面と前記本体部の下面との距離は、前記突出部の下面と前記本体部の下面
との距離と同一又はそれ以上の距離に設定されていることを特徴とする生体情報計測装置
。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の生体情報計測装置において、
　前記接触検出手段が、少なくとも一対の電極を有し、該一対の電極間の電位差に基づい
て、前記光発光部及び前記光受光部が前記生体表面に接触しているか否かを検出すること
を特徴とする生体情報計測装置。
【請求項１０】
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　請求項９に記載の生体情報計測装置において、
　前記一対の電極が、前記光発光部及び前記光受光部を間に挟むように配されていること
を特徴とする生体情報計測装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の生体情報計測装置において、
　前記本体の上面に、検出された生体情報を表示する表示部を備えていることを特徴とす
る生体情報計測装置。
【請求項１２】
　請求項１、３乃至７のいずれか１項に記載の生体情報計測装置において、
　前記固定手段は、前記本体に基端側が取り付けられて腕に装着可能な第１のバンド及び
第２のバンドを備え、
　前記第１のバンド及び第２のバンドは、前記本体を挟んで対向するように配されると共
に、伸縮自在な弾性材料により形成されていることを特徴とする生体情報計測装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の生体情報計測装置において、
　前記本体に、充電可能な充電池と、該充電池に電力を充電する充電手段とを備えている
ことを特徴とする生体情報計測装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の生体情報計測装置において、
　前記突出部は、外周が円形となるように形成されていることを特徴とする生体情報計測
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手首（腕）に装着した状態で脈拍数等の生体情報を測定することができる生
体情報計測装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の健康管理への関心の高まりにより、手首（腕）等に装着したまま脈拍数等の様々
な生体情報を計測することができる生体情報計測装置が各種提供されている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　この種の生体情報計測装置のうち、例えば、脈拍数を検出するものは、手首に装着した
状態で、生体に向けて光を照射すると共に、脈拍センサ等により血管からの反射光、即ち
、反射信号を受信して、該反射信号から脈拍に相当する脈拍信号を抽出して脈拍数を算出
している。特に、手首に装着したまま容易に脈拍数の測定が行えるので、使用者に簡便に
使用されている。
【特許文献１】特開２００１－７８９７３号公報（段落番号００１１－００３１、図１－
図７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来の生体情報計測装置は、一般的に手首に装着して使用されている。ところ
が、使用者の動きによっては筋肉が動き手首の太さ（径）が変化してしまい、生体情報計
測装置と生体表面との間に隙間が空いてしまう恐れがあった。そのため、密着性が低下し
正確な生体情報を検出できない可能性があった。また、生体情報計測装置を確実に手首に
固定するため、例えば、バンドにより締め付けた場合には、手首への圧迫感が増し長時間
の装着を行うには困難なものであった。
【０００５】
　本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、密着性が向上する
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と共に、不快感を感じることなく長時間の装着を行うことができる生体情報計測装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の手段を提供する。
【０００７】
　本発明の生体情報計測装置は、本体と、該本体の下面から突出して形成された突出部と
、前記本体の下面を生体表面側に向けた状態で該本体を腕に装着する固定手段と、前記生
体表面に接触した状態で生体に向けて光を照射する光発光部と、該光発光部により照射さ
れた光のうち前記生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた生体情報信号を生成
する光受光部と、光発光部及び光受光部が生体表面に接触しているか否かを検出する接触
検出手段とを有する生体センサ部と、前記本体に設けられ、前記生体情報信号に基づいて
生体情報を検出する生体情報検出部とを備え、前記生体センサ部は、前記突出部の下面に
配されていることを特徴とするものである。
【０００８】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、固定手段により、本体を手首(腕)に装着
した後、光発光部から生体に向けて光を照射する。照射された光は、その一部が、例えば
、血管内のヘモグロビン等により吸収され、また、他の光の一部は生体組織にて反射する
。光受光部は、この反射された光を受光すると共に、受光量に応じた脈拍信号等の生体情
報信号を生成する。そして、生体情報検出手段により、生体情報信号を所定処理して脈拍
数等の生体情報の検出を行える。また、接触検出手段により、光発光部及び光受光部が確
実に生体表面に接触しているか否かの検出を行える。
【０００９】
　特に、固定手段により本体を手首に装着したときに、本体の下面から突出部が突出して
いるので、生体表面と突出部の下面とが接触し易い状態となる。即ち、生体センサ部の密
着性が向上する。そのため、固定手段により、従来のように本体を生体表面に強く押し付
けるように（圧迫するように）固定する必要はない。従って、長時間装着したとしても、
不快感を感じることはない。また、生体センサ部の密着性が向上しているので、光発光部
及び光受光部により、効率良く光の照射及び受光を行うことができる。従って、高精度に
生体情報の検出を行うことができる。
【００１０】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明の生体情報計測装置において、前
記本体の下面には、少なくとも前記突出部を挟むと共に該突出部の側面から所定距離離間
した位置に、本体の下面から突出して形成された凸条部が設けられ、該凸条部の下面と前
記本体部の下面との距離は、前記突出部の下面と前記本体部の下面との距離と同一又はそ
れ以上の距離に設定されていることを特徴とするものである。
【００１１】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、固定手段により、本体を腕に装着したと
きに、生体表面は、凸条部の下面及び突出部の下面に接触している状態となる。この際、
凸条部は、突出部を挟むと共に該突出部の側面から所定距離離間した位置に突出している
ので、突出部と凸条部との間には、隙間が空いた状態となっている。これにより、生体は
、突出部を挟む両側の隙間に一旦入り込んだ状態で、突出部及び凸条部の下面に接触する
。従って、より確実に生体表面と生体センサ部との密着性を確保することができる。
【００１２】
　特に、凸条部は突出部に対して本体の下面から同一高さ又はそれ以上の高さだけ突出し
ているので、突出部と同一又は突出部より先に生体表面に接触する。また、凸条部は、突
出部の外側で生体表面に接触する。これにより、生体表面を突出部の下面に同一状態で安
定して接触させることができると共に、接触圧力を一定にすることができる。従って、長
時間に亘り安定して生体情報を検出することができる。
【００１３】
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　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明の生体情報計測装置において、前
記接触検出手段が、少なくとも一対の電極を有し、該一対の電極間の電位差に基づいて、
前記光発光部及び前記光受光部が前記生体表面に接触しているか否かを検出することを特
徴とするものである。
【００１４】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、本体を腕に装着したときに、一対の電極
が生体表面に接触し、該生体表面を通して放電が行われる。これにより、電極間の電位が
減少する。そして、この一対の電極間の電位差を検出することで、光発光部及び光受光部
が確実に生体表面に接触しているか否かを容易且つ確実に検出することができる。なお、
電極は一対でなくても良く、例えば、複数の電極を備えて、これら各電極の電位差に基づ
いて接触しているか否かを検出しても良い。
【００１５】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明の生体情報計測装置において、前
記一対の電極が、前記光発光部及び前記光受光部を間に挟むように配されていることを特
徴とするものである。
【００１６】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、一対の電極が、光発光部及び光受光部を
間に挟むように配されているので、高精度に光発光部及び光受光部が生体表面に接触して
いるか否かを検出ことができる。
【００１７】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記光発光部及び前記光受光部と前記生体情報検出部との間を電気的に接続
するフレキシブル基板を備え、該フレキシブル基板は、前記光発光部及び前記光受光部を
自身の弾性により前記本体の下面側に向けて押圧するように前記本体内に設けられている
ことを特徴とするものである。
【００１８】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、光発光部及び光受光部がフレキシブル基
板の弾性により、常に本体の下面側に押圧されているので、本体を手首に装着したときに
、光発光部及び光受光部は生体表面に対して近接した状態となる。従って、生体に対して
より効率良く光の照射及び受光を行うことができ、生体情報の検出精度を向上することが
できる。
【００１９】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記本体の上面に、検出された生体情報を表示する表示部を備えていること
を特徴とするものである。
【００２０】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、表示部に表示された生体情報を容易に視
認できるので、必要なときにいつでも検出された生体情報を確認したり、生体情報の検出
が正しく行なわれているか等を確認することができ、使い易く簡便である。
【００２１】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記固定手段は、前記本体に基端側が取り付けられて腕に装着可能な第１の
バンド及び第２のバンドを備え、前記第１のバンド及び第２のバンドは、前記本体を挟ん
で対向するように配されると共に、伸縮自在な弾性材料により形成されていることを特徴
とするものである。
【００２２】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、第１のバンド及び第２のバンドにより、
本体を手首に腕時計のように容易且つ確実に装着することができる。特に、両バンドは、
伸縮自在な弾性材料により形成されているので、筋肉の動きにより多少手首の太さが変化
した場合にもその変化量を吸収でき、本体と生体表面との間に隙間等が生じることを防止
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することができる。よって、両バンドを締め付ける必要がなく、長時間の装着が可能にな
る。
【００２３】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記生体センサ部は、前記本体の中心位置から前記第１のバンド又は前記第
２のバンドの基端側にずれた位置に配されていることを特徴とするものである。
【００２４】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、第１のバンド及び第２のバンドにより本
体を腕時計のように手首に装着したときに、仮に手首との間に若干の遊びがあり、この遊
びにより本体が重力作用によりずれた（例えば、腕を下方（地面側）に向けた状態でずれ
た場合や、手の甲を内側にすると共に腕を水平にして目の前に本体の上面をかざした状態
でずれた場合等）としても、生体センサ部は、本体の中心位置から第１のバンド又は第２
のバンドの基端側にずれた位置に配されているので、生体センサ部の密着性の低下を防止
することができる。
【００２５】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記本体に、充電可能な充電池と、該充電池に電力を充電する充電手段とを
備えていることを特徴とするものである。
【００２６】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、充電手段を介して充電池に外部からの電
力を充電できるので、通常の電池等を別個に用意する必要がない。従って、製品の維持に
係るコストを低減することができる。
【００２７】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記突出部の下面と前記本体の下面との距離が、２～４ｍｍに設定されてい
ることを特徴とするものである。
【００２８】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、突出部の下面が本体の下面から２～４ｍ
ｍ突出した状態で手首に装着される。これにより、確実に突出部を生体表面に接触させる
ことができ、生体センサ部の密着性を確保できる。つまり、突出部の下面と本体の下面と
の距離が２ｍｍ以下の場合には、段差が少なく生体表面との間に隙間ができ外光が入り易
い。また、突出部の下面と本体の下面との距離が４ｍｍ以上の場合には、装着間に圧迫感
が生じると共に高さがあるので不安定な状態となり、例えば、斜めになった際に生体表面
との間に外光が入り易くなってしまう。
【００２９】
　上述したように、突出部の下面と前記本体の下面との距離を２～４ｍｍにすることで、
圧迫感及び外光の入射を防止することができる。
【００３０】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記突出部は、外周が円形となるように形成されていることを特徴とするも
のである。
【００３１】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、突出部が円形であるので、本体を手首に
装着したときに、生体表面に均等な力で押し込まれる。従って、密着性が良い。
【００３２】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記突出部は、外縁が曲面となるように形成されていることを特徴とするも
のである。
【００３３】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、突出部の外縁が曲面に形成されているの
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で、本体を手首に装着したときに、密着性のさらなる向上を図ることができる。また、長
時間装着したとしても、圧迫痕が付き難いので、装着し易い。
【００３４】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明の生体情報計測装置において、前
記突出部は、下面の中心から外縁に向かって曲面となるように形成されていることを特徴
とするものである。
【００３５】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、突出部の下面の中心から外縁に向かって
曲面に形成されているので、本体を手首に装着したときに、生体表面が滑らかに変形し、
下面の中心部の接触圧力が上昇した状態で装着され、密着性のさらなる向上を図ることが
できる。また、長時間装着したとしても、圧迫痕が付き難いので、装着し易い。
【００３６】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記突出部の直径が、２０ｍｍ以下に設定されていることを特徴とするもの
である。
【００３７】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、突出部の直径が２０ｍｍ以下であるので
、軽い力で容易に突出部を生体表面に押し付けることができる。
【００３８】
　また、本発明に係る生体情報計測装置は、上記本発明のいずれか１つの生体情報計測装
置において、前記凸条部は、前記突出部の側面から８ｍｍ離間した位置に設けられると共
に、該凸条部の下面と前記本体の下面との距離が４ｍｍに設定されていることを特徴とす
るものである。
【００３９】
　この発明に係る生体情報計測装置においては、凸条部を突出部の側面から８ｍｍという
近傍に形成できると共に、４ｍｍの高さで抑えることができる。このように、小さなスペ
ースで凸条部を形成できるので、本体の小型化、即ち、装置全体の小型化を図ることがで
きる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明に係る生体情報計測装置によれば、固定手段により本体を手首に装着したときに
、本体の下面から突出部が突出しているので、生体表面と突出部の下面とが確実に接触し
て、生体センサ部の密着性が向上する。そのため、固定手段により、従来のように本体を
生体表面に強く押し付ける（圧迫する）ように固定する必要はない。従って、長時間装着
したとしても、不快感を感じることはない。また、生体センサ部の密着性が向上している
ので、効率良く光の照射及び受光を行うことができ、高精度に生体情報の検出を行うこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、本発明に係る生体情報計測装置の一実施形態を、図１から図７を参照して説明す
る。
【００４２】
　本実施形態の生体情報計測装置１は、図１から図７に示すように、腕時計型であって手
首（腕）Ａに装着した状態で、生体情報である脈拍数を検出するものである。　
【００４３】
　この生体情報計測装置１は、各種の電気部品及び電子部品を内蔵したハウジング（本体
）２と、ハウジング２の下面２ａを生体表面Ｂ側に向けた状態でハウジング２を手首Ａに
装着する固定手段３とを備えている。また、ハウジング２の下面２ａには、該下面２ａか
ら突出した突出部４が形成されている。
【００４４】
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　この突出部４の下面４ａには、生体表面Ｂ側に接触した状態で生体に向けて光を照射す
るＬＥＤ（Light Emitting Diode）（光発光部）５と、該ＬＥＤ５により照射された光の
うち生体からの反射光を受光すると共に受光量に応じた脈拍信号（生体情報信号）を生成
するＰＤ（Photodetector）（光受光部）６と、ＬＥＤ５及びＰＤ６が生体表面Ｂに接触
しているか否かを検出する接触検出手段７とを有する生体センサ部８が配されている。
【００４５】
　また、ハウジング２内には、生成された脈拍信号に基づいて脈拍数を検出するデータ処
理部（生体情報検出部）９が設けられている。
【００４６】
　上記ハウジング２は、プラスチックやアルミニウム等の金属材料からなり、所定の厚み
をもって、例えば、上面視略長方形状に形成されている。ハウジング２の上面２ｂの中央
部分には、略正方形状のカバーガラス１０が嵌め込まれており、該カバーガラス１０の内
側には検出された上記脈拍数やその他各種の情報を表示する表示部１１が配されている。
【００４７】
　また、ハウジング２内には、図６及び図７に示すように、メイン基板１２が設けられて
おり、該メイン基板１２に上記データ処理部９、上記表示部１１、充電可能な充電池１３
、脈拍数を記録するメモリ１４、サブ基板１５及びその他各種の電子部品が実装又は配線
等により電気的に接続されている。
【００４８】
　上記データ処理部９は、ＣＰＵ等のＩＣ部品を含むものであり、ＰＤ６により生成され
た脈拍信号を一旦アンプ等により増幅した後に、高速フーリエ変換処理（ＦＦＴ処理）等
の所定処理を行い、その処理結果を解析することにより脈拍数を検出する機能を有してい
る。また、データ処理部９は、検出した脈拍数をメモリ１４に記録すると共に、後述する
各ボタン２０からの入力に基づいて表示部１１に表示させるようになっている。更に、デ
ータ処理部９は、他の構成品を総合的に制御する機能も有している。
【００４９】
　上記表示部１１は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の液晶表示器であり
、上述した脈拍数以外に、例えば、図示しない水晶振動子によりカウントされた時刻を表
示する時刻表示機能やその他の各種情報を表示する機能を有している。例えば、時刻、日
付、曜日や充電池１３の残電力量等を表示できるようになっている。
【００５０】
　また、ハウジング２には、図１及び図２に示すように、複数のボタン２０、例えば、ハ
ウジング２の上面２ｂであって表示部１１の下側に配された３つのボタン２０及びハウジ
ング２の側面に配された１つのボタン２０が設けられている。これら各ボタン２０を押下
することで、各種操作ができるようになっている。例えば、脈拍数の計測開始、計測停止
や、脈拍数と時刻との表示切替や、メモリ１４内に記録されている脈拍数データを外部の
機器にデータ送信する等の操作ができるようになっている。
【００５１】
　更に、ハウジング２の側面には、上記充電池１３に充電器等の外部から電力を供給して
充電させる外部接続端子（充電手段）２１が設けられている。なお、外部接続端子２１を
覆うようにカバー等を取り付けて、外部接続端子２１を保護しても構わない。こうするこ
とで、外部接続端子２１を水滴や埃等から保護することが可能となり、より好適である。
また、外部接続端子２１に限らず、充電器及びハウジング２内にそれぞれ電力を供給する
ためのトランス等を設け、非接触状態で充電池１３の充電を行うように構成しても構わな
い。
【００５２】
　上記突出部４は、図５に示すように、下面視した際に３つの円を組み合わせた形状、即
ち、中央の円形に、該円形より径が小さい２つの円形を左右から挟むように結合した鍵穴
のような形状に形成されている。また、突出部４は、その中心位置がハウジング２の中心
位置よりも後述する第２のバンド３１側にずれた位置になるように形成されている。これ
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により、突出部４の下面に配された上記生体センサ部８も同様に、第２のバンド３１側に
ずれた位置に配されるようになっている。また、突出部４は、ハウジング２の下面から垂
直に突出するのではなく、側面４ｂが斜面となるように形成されている。
【００５３】
　また、突出部４の下面４ａの中心には、図７に示すように、外部とハウジング２の内部
を貫通させる貫通孔２２が形成されており、該貫通孔２２を塞ぐようにカバーガラス２３
がハウジング２に固定されている。そして、カバーガラス２３の内側に接するように、上
記ＬＥＤ５及びＰＤ６がハウジング２の長手方向に直交する方向に、互いに隣接するよう
に配されている。つまり、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、突出部４内に落とし込まれる構成とな
っている。これにより、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、生体表面Ｂに可能な限り近づくようにな
っている。
【００５４】
　この際、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、図６に示すように、上記サブ基板１５に電気的に接続
されたフレキシブル基板２４の一端側に実装されており、該フレキシブル基板２４の弾性
によってハウジング２の下面２ａ側に向けて押圧された状態で配されている。このことか
らも、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、可能な限り突出部４の下面４ａ側に位置するようになって
いる。即ち、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、生体表面Ｂに可能な限り近づくようになっている。
なお、サブ基板１５及びフレキシブル基板１４は、一体構造として形成されている。また
、ＬＥＤ５及びＰＤ６が実装されているフレキシブル基板の固定は、両面テープ等の固定
部材でハウジング２の下面２ａ側に固定してもよい。
【００５５】
　上記ＰＤ６により生成された脈拍信号は、フレキシブル基板２４、サブ基板１５及びメ
イン基板１２を介して、上記データ処理部９に送られるようになっている。
【００５６】
　上記接触検出手段７は、一対の電極７ａ、７ｂを有しており、該一対の電極７ａ、７ｂ
はＬＥＤ５及びＰＤ６を間に挟んだ状態で突出部４の下面４ａに配されている。即ち、一
対の電極７ａ、７ｂ、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、ハウジング２の長手方向に直交する方向に
一列に並ぶように配されている。また、一対の電極７ａ、７ｂは、その先端が突出部４の
下面４ａから若干突出するように設けられていると共に、基端側がサブ基板１５に電気的
に接続するように設けられている。
【００５７】
　この一対の電極７ａ、７ｂは、電極間の電位差に基づいて生体表面Ｂに接触しているか
否かを検出する機能を有している。データ処理部９は、この検出結果を受けて、例えば、
生体表面Ｂに接触していると検出されたときに、ＬＥＤ５から光を照射するようにＬＥＤ
５の作動を制御するように設定されている。なお、この場合だけに限らず、例えば、生体
表面Ｂに接触していないことが検出されたときに、ＦＦＴ処理を行なわないように設定し
ても構わない。
【００５８】
　上記固定手段３は、ハウジング２に基端側が取り付けられて手首Ａに装着可能な第１の
バンド３０及び第２のバンド３１を有している。第１のバンド３０及び第２のバンド３１
は、ハウジング２の長手方向に、該ハウジング２を挟んで対向するように設けられている
。また、両バンド３０、３１は、伸縮自在な弾性材料により形成されている。
【００５９】
　上記第１のバンド３０には、先端にバックル３０ａ及びタング３０ｂが取り付けられて
いる。また、第２のバンド３１には、上記タング３０ｂが挿入される挿入孔３１ａが該第
２のバンド３１の長手方向に沿って複数形成されている。これにより、使用者の手首Ａの
太さに応じて第１のバンド３０及び第２のバンド３１の長さを調整することができるよう
になっている。
【００６０】
　このように構成された生体情報計測装置１により、手首Ａに装着した状態で脈拍数を検
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出する場合について説明する。
【００６１】
　まず、図２及び図３に示すように、使用者の手首Ａを巻回するよう両バンド３０、３１
を巻き、手首Ａの大きさに応じて第１のバンド３０のタング３０ｂを第２のバンド３１の
挿入孔３１ａに挿入し、ハウジング２を手首Ａに装着する。ハウジング２が手首Ａに装着
されると、突出部４はハウジング２の下面２ａよりも突出しているので、生体表面Ｂと突
出部４の下面４ａとが密着した状態となる。従って、手首Ａを締め付けるようにハウジン
グ２を装着する必要はなく、所定の力で締まるように両バンド３０、３１の長さを調整す
れば良い。特に、突出部４は、側面４ｂが斜面となっているので、突出部４の外形形状に
合わせて生体表面Ｂが滑らかに変形するので、密着し易い。
【００６２】
　生体表面Ｂと突出部４の下面４ａとが密着状態、即ち、生体表面Ｂが突出部４の下面４
ａに接触すると、一対の電極７ａ、７ｂが生体表面Ｂに接触する。特に、一対の電極７ａ
、７ｂは、突出部４の下面４ａよりも若干突出するように配されているので、生体表面Ｂ
に接触し易い。一対の電極７ａ、７ｂが、生体表面Ｂに接触すると、生体表面Ｂを通して
放電が行なわれ両電極間の電圧が低下する。この電圧低下（例えば、ある閾値より低下）
を受けて、データ処理部９は、一対の電極７ａ、７ｂが確実に生体表面Ｂに接触している
ことの検出を行う。即ち、ＬＥＤ５及びＰＤ６を含む生体センサ部８が、確実に生体表面
Ｂに接触していることを検出する。特に、一対の電極７ａ、７ｂは、ＬＥＤ５及びＰＤ６
を間に挟んで配されているので、ＬＥＤ５及びＰＤ６が生体表面Ｂに接触している否かを
高精度に検出することができる。
【００６３】
　ＬＥＤ５及びＰＤ６が生体表面Ｂに接触していることを検出すると、データ処理部９は
、ＬＥＤ５から生体に向けて光を照射させる。照射された光の一部は、血管内の、例えば
、ヘモグロビンによって吸収され、他の光の一部は、生体組織で反射される。ＰＤ６は、
この反射光を受光すると共に受光量に応じた脈拍信号（生体情報信号）を生成して、デー
タ処理部９に出力する。つまり、手首Ａ（生体）内部の動脈及び細動脈内の血流変動に応
じて、ＬＥＤ５から照射された光の反射光量が変動するので、ＰＤ６は、動脈の脈動、即
ち、脈波に応じた反射光の受光が行える。これにより、ＰＤ６は、脈拍信号の生成が行え
る。
【００６４】
　データ処理部９は、送られてきた脈拍信号を増幅した後に、ＦＦＴ処理等の所定処理を
した後、解析を行なって脈拍数を検出する。そして、データ処理部９は、検出した脈拍数
をメモリ１４に記録すると共に各ボタン２０操作に基づいて表示部１１に表示させる。
【００６５】
　使用者は、必要時に各ボタン２０を押下することで、容易に検出された脈拍数を表示部
１１に表示させて確認が行えるので、使用に関して簡便である。また、使用者は、各ボタ
ン２０の操作により、脈拍数以外のその他の情報、例えば、時刻や充電池１３の残電力等
についても表示部１１により確認することができるので使い易い。
【００６６】
　また、上述したように、使用者は、ハウジング２を両バンド３０、３１により所定の力
で締め付けて手首Ａに装着しているので、長時間装着したとしても圧迫感を感じることが
ないので、不快に感じることがない。
【００６７】
　また、使用者が、例えば、何かを手に持ったり、何らかの作業を行った場合には、筋肉
の動きにより、手首Ａ（腕）の太さ（径）が変化する。この場合においても、生体センサ
部８は、ハウジング２の下面２ａから突出した突出部４の下面４ａに配されているので、
生体センサ部８と生体表面Ｂとの接触性（密着性）が低下することを極力抑えることがで
きる。特に、第１のバンド３０及び第２のバンド３１は、伸縮自在であるので手首Ａの太
さの変化に合わせて伸縮できることからも、密着性の低下を抑えることができる。
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【００６８】
　従って、手首Ａの太さが変化したとしても、ＬＥＤ５及びＰＤ６を生体表面Ｂに接触し
た状態を維持できるので、常に正確な脈拍数の検出を行える。従って、脈拍数の検出精度
の向上を図ることができる。また、ＬＥＤ５及びＰＤ６は、突出部４内に落とし込まれて
いると共に、フレキシブル基板２４の弾性によって、ハウジング２の下面２ａ側に向けて
押圧されて生体表面Ｂに出来るだけ近接していることからも、脈拍数を高精度に検出する
ことができる。
【００６９】
　また、使用者が、表示部１１に表示された各種情報を確認するために、手の甲を内側に
向けた状態で腕を水平に向けて表示部１１を目の前にかざした場合、仮に、ハウジング２
が重力により地面側、即ち、第２のバンド３１側にずれたとしても、生体センサ部８はハ
ウジング２の中心位置よりも第２のバンド３１の基端側に向けてずれた位置に配されてい
るので、生体センサ部８と生体表面Ｂとの接触性が低下することを防止することができる
。なお、腕を地面側に向けた、即ち、腕を下に下ろした場合も同様である。
【００７０】
　また、充電池１３に電力を充電する場合には、例えば、充電器に接続されている充電コ
ード等を外部接続端子２１に接続することで充電を行うことができ、通常の電池を別個に
用意する必要はない。従って、維持経費の削減を図ることができる。なお、ハウジング２
内に音声を出力するブザー等の音声出力手段を設けて、充電池１３の充電量が“０”に近
くなるまで減少した場合に、音声を出力させて充電時期（充電タイミング）を知らせるよ
うに構成しても構わない。
【００７１】
　以上説明したように、本実施形態の生体情報計測装置１によれば、固定手段３により本
体を手首Ａに装着したときに、ハウジンング２の下面２ａから突出部４が突出しているの
で、生体表面Ｂと突出部４の下面４ａとが確実に接触して、生体センサ部８の密着性が向
上する。そのため、固定手段３により、従来のようにハウジング２を生体表面Ｂに強く押
し付ける（圧迫する）ように固定する必要はない。従って、長時間装着したとしても、不
快感を感じることはない。また、生体センサ部８の密着性が向上しているので、効率良く
光の照射及び受光を行うことができ、高精度に脈拍数の検出を行うことができる。
【００７２】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００７３】
　例えば、上記実施形態においては、突出部４の形状を３つの円形を組み合わせた鍵穴の
ような形状にしたが、これに限らず、ハウジング２の下面２ａより突出していれば形状は
自由に形成して構わない。
【００７４】
　例えば、図８に示すように、外周が円形となるように突出部４を形成しても構わない。
また、図８に示される突出部４は、その直径が２０ｍｍに設定され、突出部４の下面４ａ
とハウジング２の下面２ａとが３ｍｍの距離になるように形成されている。
【００７５】
　突出部４を円形にすることで、ハウジング２を手首Ａに装着したときに、突出部４が生
体表面Ｂに均等な力で押し込まれるので、密着性が良い。この際、突出部４の直径が２０
ｍｍ以下であるので、軽い力で突出部４を押し付けることができ、より圧迫感をなくすこ
とができる。ここで、一般的に手首の最大径と最小径との差は３ｍｍとされている。よっ
て、図８に示すように、突出部４の下面４ａとハウジング２の下面２ａとの距離を３ｍｍ
に設定することで、手首の太さの変化に対応でき、突出部４の下面４ａと生体表面Ｂとの
間に隙間を作ることなく、密着性の向上を図ることができる。従って、生体センサ部８の
密着性を良くすることができる。
【００７６】
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　なお、突出部４の下面４ａとハウジング２の下面２ａとの距離を３ｍｍに設定したが、
３ｍｍに限らず、２ｍｍ～４ｍｍの範囲に設定されていれば構わない。仮に、２ｍｍ以下
の場合には、段差が少なくなり、生体表面Ｂとの間に隙間ができ、外光が入り易くなって
しまう。また、４ｍｍ以上の場合には、圧迫感が生じると共に、高さがあるので不安定と
なり、斜めになった際にやはり生体表面Ｂとの間に隙間ができ外光が入り易くなってしま
う。即ち、図８に示すように、突出部４の下面４ａとハウジング２の下面２ａとの距離を
２ｍｍ～４ｍｍの範囲内に設定することで、圧迫感及び外光の入射を防止することができ
る。
【００７７】
　また、図８に示す突出部４を、図９に示すように、外縁が曲面となるように形成しても
構わない。こうすることで、密着性のより良くすることができると共に長時間装着したと
しても、圧迫痕が付き難いので、装着し易い。
【００７８】
　更に、図１０に示すように、突出部４の下面４ａの中心から外縁に向かって曲面となる
ように形成しても構わない。こうすることで、生体表面Ｂが滑らかに変形し、下面４ａの
中心部の接触圧力が上昇した状態で装着でき、密着性のさらなる向上を図ることができる
と共に、さらに圧迫痕が付き難く装着し易い。
【００７９】
　また、図１１に示すように、ハウジング２の下面２ａに、突出部４を挟むと共に突出部
４の側面４ｂから所定距離、即ち、８ｍｍ離間した位置に、ハウジング２の下面２ａから
突出して形成された凸条部４０を設けても良い。なお、図１１に示す突出部４は、図８に
示すものと同一形状である。
【００８０】
　また、凸条部４０の下面４０ａとハウジング２の下面２ａとの距離は４ｍｍに設定され
ており、突出部４の下面４ａとハウジング２の下面２ａとの距離（３ｍｍ）よりも若干高
くなっている。
【００８１】
　このように構成した場合には、ハウジング２を手首Ａに装着したときに、生体は、突出
部４と凸条部４０との間に形成された８ｍｍの隙間に入り込んだ状態で、突出部４の下面
４ａ及び凸条部４０の下面４０ａに接触する。この際、凸条部４０は、突出部４の外側で
生体に接触すると共に突出部４より先に接触する。従って、生体を安定させた状態で突出
部４の下面４ａに接触させることができると共に、突出部４の下面４ａに対して接触圧力
を均一にすることができる。よって、長時間に亘り安定して脈拍数の検出を行うことがで
きる。また、凸条部４０を突出部４の近傍、即ち、小さなスペースで形成できるので、凸
条部４０を設けたとしても、小型化を図ることができる。
【００８２】
　なお、上記凸条部は、図１２及び図１３に示すように、上述した図９及び図１０に示す
突出部４と組み合わせて構成しても構わない。また、凸条部は、突出部の側面から所定距
離離間した位置に、突出部の周囲を囲むように形成しても構わない。
【００８３】
　また、上記実施形態においては、生体情報として脈拍数を例にして説明したが、脈拍数
に限らず、生体情報であれば構わない。
【００８４】
　また、接触検出手段は、一対の電極を有したが、一対に限らず、複数の電極を有しても
構わない。この場合には、各電極間の電位差に基づいて接触したか否かを検出するように
設定すれば良い。
【００８５】
　また、生体センサ部は、ハウジングの中心位置より、第２のバンドの基端側にずれるよ
うに構成したが、第１のバンド側の基端側にずれるように形成しても構わない。つまり、
両バンドと表示部との関係により、設計すれば良い。
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　また、ハウジングに、他の電子機器との間で無線通信可能な無線通信手段等の機能を付
加しても良い。こうすることで、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の無線通信により、メモリに記録
した脈拍数を外部の電子機器にデータ送信したり、各種情報をメモリに入手させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明に係る生体情報計測装置の一実施形態を示す正面図である。
【図２】図１に示す生体情報計測装置を手首に装着した状態を示す側面図である。
【図３】図１に示す生体情報計測装置を手首に装着した状態を示す側面図であり、図２に
示す方向とは逆方向から見た図である。
【図４】図１に示す生体情報計測装置を斜め上方から見た状態を示す斜視図である。
【図５】図１に示す生体情報計測装置を斜め下方から見た状態を示す斜視図である。
【図６】図４に示す生体情報計測装置の断面矢視Ｃ－Ｃ図である。
【図７】図４に示す生体情報計測装置の断面矢視Ｄ－Ｄ図である。
【図８】図１に示す生体情報計測装置とは別の突出部の形状を示す図であって、突出部の
外周が円形の場合の図である。
【図９】図８に示す突出部を、外縁が曲面となるように形成した場合の図である。
【図１０】図８に示す突出部を、下面の中心から外縁に向けて曲面となるように形成した
場合の図である。
【図１１】図８に示す突出部を挟むように、凸条部を形成した場合の図である。
【図１２】図９に示す突出部を挟むように、凸条部を形成した場合の図である。
【図１３】図１０に示す突出部を挟むように、凸条部を形成した場合の図である。
【符号の説明】
【００８８】
　Ｂ　　生体表面
　１　　生体上方計測装置
　２　　ハウジング（本体）
　２ａ　　本体の下面
　２ｂ　　本体の上面
　３　　固定手段
　４　　突出部
　４ａ　　突出部の下面
　４ｂ　　突出部の側面
　５　　ＬＥＤ（光発光部）
　６　　ＰＤ（光受光部）
　７　　接触検出手段
　７ａ、７ｂ　　一対の電極
　８　　生体センサ部
　９　　データ処理部（生体情報検出部）
　１１　　表示部
　１３　　充電池
　２１　　外部接続端子（充電手段）
　２４　　フレキシブル基板
　３０　　第１のバンド
　３１　　第２のバンド
　４０　　凸条部
　４０ａ　　凸条部の下面
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【図１３】



(17) JP 4485234 B2 2010.6.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  前川　和也
            千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地　セイコーインスツルメンツ株式会社内
(72)発明者  宮原　慎一郎
            千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地　セイコーインスツルメンツ株式会社内
(72)発明者  守屋　宏一
            千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地　セイコーインスツルメンツ株式会社内

    審査官  伊藤　幸仙

(56)参考文献  特開平１１－２３５３２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０７０７５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１５９４５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３４２５４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／０９２１８２（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／０２４５　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

