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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を、吸光光度法によって測定する濃
度測定方法であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略同一の、互いに異なる第一と第二の波長
の１組の光を前記溶液にそれぞれ入射させ、前記溶液における前記第一の波長の吸収係数
（μａ（λ１））と、前記第二の波長の吸収係数（μａ（λ２））とを測定する工程と、
　前記第一の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ１））、および前記第二の波長の水の吸収
係数（μａｗ（λ２））をそれぞれ参照する工程と、
　水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液について、予め前記第一の波長
の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ１））、および予め前記第二
の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ２））をそれぞれ参照
する工程と、
　これら吸収係数（μａ（λ１））、（μａ（λ２））、（μａｗ（λ１））、（μａｗ

（λ２））、（μ’ａｇ（λ１））、および（μ’ａｇ（λ２））に基づいて、連立方程
式（式１）（式２）を適用し、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ１）、および水の体積分率（
Ｖｗ１）を得る工程と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする濃度測定方法。
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【数１】

【請求項２】
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第三の波長の光によって、前
記溶液の前記第三の波長の吸収係数（μａ（λ３））を測定する工程を更に備え、
　前記第三の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ３））、および予め前記第三の波長の光で
測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ３））とともに（式３）に適用し、
この（式３）と前記（式１）（式２）の中から任意の数の式を用いて連立方程式を構成し
て、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ１）、および水の体積分率（Ｖｗ１）を得ることを特徴
とする請求項１記載の濃度測定方法。
【数２】

【請求項３】
　溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を、吸光光度法によって測定する濃
度測定方法であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第四と第五の波長の１組の光を前記溶液にそれぞれ入射させ、前記溶液
における前記第四の波長の吸収係数（μａ（λ４））と、前記第五の波長の吸収係数（μ

ａ（λ５））とを測定する工程と、
　前記第四の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ４））、および前記第五の波長の水の吸収
係数（μａｗ（λ５））をそれぞれ参照する工程と、
　水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液について、予め前記第四の波長
の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ４））、および予め前記第五
の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ５））をそれぞれ参照
する工程と、
　これら吸収係数（μａ（λ４））、（μａ（λ５））、（μａｗ（λ４））、（μａｗ

（λ５））、（μ’ａｇ（λ４））、および（μ’ａｇ（λ５））に基づいて、連立方程
式（式４）（式５）を適用し、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ２）、および水の体積分率（
Ｖｗ２）を得る工程と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする濃度測定方法。
【数３】

【請求項４】
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第六の波長の光によって、前
記溶液の前記第六の波長の吸収係数（μａ（λ６））を測定する工程を更に備え、
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　前記第六の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ６））、および予め前記第六の波長の光で
測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ６））とともに（式６）に適用し、
この（式６）と前記（式４）（式５）の中から任意の数の式を用いて連立方程式を構成し
て、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ２）、および水の体積分率（Ｖｗ２）を得ることを特徴
とする請求項３記載の濃度測定方法。
【数４】

【請求項５】
　溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を、吸光光度法によって測定する濃
度測定装置であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略同一の、互いに異なる第七と第八の波長
の１組の光を照射可能な光源と、
　前記第七の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ７））、前記第八の波長の水の吸収係数（
μａｗ（λ８））、水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液について、予
め前記第七の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ７））、お
よび予め前記第八の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ８）
）をそれぞれ記憶する記憶部と、
　これら吸収係数（μａｗ（λ７））、（μａｗ（λ８））、（μ’ａｇ（λ７））、お
よび（μ’ａｇ（λ８））に基づいて、前記溶液の溶質の体積分率（Ｖｇ３）、および水
の体積分率（Ｖｗ３）を算出する演算部と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする濃度測定装置。
【請求項６】
　前記第七の波長は１４４０～１４８０ｎｍの範囲であり、前記第八の波長は、１５００
～１８００ｎｍの範囲であることを特徴とする請求項５記載の濃度測定装置。
【請求項７】
　前記光源は、水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第九の波長の光
を更に照射可能であることを特徴とする請求項５または６記載の濃度測定装置。
【請求項８】
　前記第九の波長は、１７８９±１０ｎｍ、１４４０±１０ｎｍ、または１０００～１３
００ｎｍのいずれかの波長域であることを特徴とする請求項７記載の濃度測定装置。
【請求項９】
　前記光源は、複数の波長からなる光を、少なくとも前記第七の波長の光、および前記第
八の波長の光にそれぞれ分光する分光手段を含むことを特徴とする請求項５ないし８いず
れか１項記載の濃度測定装置。
【請求項１０】
　溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を、吸光光度法によって測定する濃
度測定装置であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第十と第十一の波長の１組の光を照射可能な光源と、
　前記第十の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ１０））、前記第十一の波長の水の吸収係
数（μａｗ（λ１１））、水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液につい
て、予め前記第十の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ１０
））、および予め前記第十一の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａ

ｇ（λ１１））をそれぞれ記憶する記憶部と、
　これら吸収係数（μａｗ（λ１０））、（μａｗ（λ１１））、（μ’ａｇ（λ１０）
）、および（μ’ａｇ（λ１１））に基づいて、前記溶液中の溶質の体積分率（Ｖｇ４）
、および水の体積分率（Ｖｗ４）を算出する演算部と、
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　を少なくとも備えたことを特徴とする濃度測定装置。
【請求項１１】
　前記第十の波長は１４４０～１４８０ｎｍの範囲であり、前記第十一の波長は、１５０
０～１８００ｎｍの範囲であることを特徴とする請求項１０記載の濃度測定装置。
【請求項１２】
　前記光源は、水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第十二の波長の
光を更に照射可能であることを特徴とする請求項１０または１１記載の濃度測定装置。
【請求項１３】
　前記第十二の波長は、１７８９±１０ｎｍ、１４４０±１０ｎｍ、または１０００～１
３００ｎｍのいずれかの波長域であることを特徴とする請求項１２記載の濃度測定装置。
【請求項１４】
　前記光源は、複数の波長からなる光を、少なくとも前記第十の波長の光、および前記第
十一の波長の光にそれぞれ分光する分光手段を含むことを特徴とする請求項１０ないし１
３いずれか１項記載の濃度測定装置。
【請求項１５】
　前記溶質はグルコースであり、前記溶液はグルコース水溶液であることを特徴とする請
求項１ないし１４いずれか１項記載の濃度測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光散乱媒質の層により構成される観測対象のうち、目的成分の濃度を
、非侵襲的にかつ精度良く測定する濃度測定方法及び濃度測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、我が国は飽食の時代にあって、糖尿病の患者が毎年増加し続けている。そのため
に、糖尿病性腎炎の患者も毎年増加し続けることとなり、その結果、慢性腎不全の患者も
毎年１万人もの増加を続け、患者数は２８万人を超えるようになってきている。
　一方、高齢化社会の到来により、予防医学に対する要求の高まりを受けて、個人におけ
る代謝量管理の重要性が急速に増大している。中でも、血糖値測定は、食前や食後の血糖
値を測定することで糖代謝の反応が分かることが知られており、糖尿病のごく初期段階で
の糖代謝の反応を評価することで、糖尿病の早期診断に基づく早期治療が可能になる。
【０００３】
　従来、血糖値の測定は、腕あるいは指先等の静脈から採血を行い、この血液中のグルコ
ースに対する酵素活性を測定することで行っている。しかし、このような血糖値の測定方
法では、採血が煩雑であり、しかも採血に痛みを伴い、さらには感染症の危険性を伴う等
の様々な問題がある。
　また、血糖値を連続的に測定する方法としては、静脈に注射針を刺した状態で連続的に
血糖値相応のグルコースの測定を行う機器が米国にて開発されており、現在臨床試験中で
ある。しかし、静脈に注射針を刺したままにしているために、血糖値の測定中に針が抜け
る危険性や感染症の危険性がある。
【０００４】
　そこで、採血無しに頻繁に血糖値を測定することができ、しかも感染症の危険性が無い
血糖値の測定装置の開発が求められている。さらには、簡単にかつ常時装着可能であり、
小型化可能な血糖値の測定装置の開発が求められている。
【０００５】
　非侵襲的に成分濃度を測定する装置としては、分子吸光の原理を用いた一般的な分光分
析測定の原理を適用した装置が提案されている。
　この装置は、測定対象物に特定波長の光または連続光を照射し、その光吸収量からBeer
-Lambert則に基づいて、成分の濃度を算出している。
【０００６】
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　しかしながら、こうしたBeer-Lambert則に基づいて、グルコースの濃度を算出する装置
では、測定対象物の温度変動によって光吸収量も変動するため、測定対象物が予め定めら
れた温度範囲になっていないと正確な測定ができないという課題があった。例えば、血液
中のグルコースを測定する際に、血液に含まれるグルコースと水（水分）との溶液の温度
が、体温の変動などによって変化すると、これら成分の正確な濃度の測定が困難である。
【０００７】
　一方、こうしたBeer-Lambert則によらず、予め測定対象となる物質の濃度が既知の試料
によって検量線を作成し、濃度が未知の被測定対象の測定によって得られた光吸収量を、
検量線と対比させ、被測定対象の濃度を求める測定装置もある。（例えば特許文献１、２
参照）
【０００８】
　しかしながら、こうした検量線を用いた測定装置であっても、検量線作成時の試料温度
と比較して、測定対象物の温度が異なっていると、測定対象物の成分の光吸収量の変動を
もたらし、測定誤差が大きくなり、溶質の正確な濃度が得られないという課題があった。
【０００９】
　さらに、こうした検量線を用いた測定装置のうち、多成分の濃度変動を考慮した多変量
解析を用いたものもある（例えば、特許文献３、４参照）。
　こうした多変量解析を用いた測定装置（測定方法）では、シミュレーションによって検
量線を作成しており、測定対象物の温度変動や成分間の相互作用が考慮されていない。よ
って、測定対象物の温度変動がある場合や、さらに測定対象に複数成分が含まれている場
合、濃度測定の際に誤差が大きくなり、目的の成分を正確に測定することが困難であった
。
　また、こうした多数の試料をシミュレーションでなく実測し、こうした実測による光吸
収量に基づいて検量線を作成することも考えられるが、こうした相互作用を考慮した検量
線の作成は多くの時間と手間が掛かり、実用的ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開昭５２－６３３９７号公報
【特許文献２】特許第３９０３１４７号公報
【特許文献３】特開２００３－０５０２００号公報
【特許文献４】特開２００７－２５９９６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、測定対象物に温度変動
がある場合でも、溶質の濃度をBeer-Lambert則に基づいて精度良く測定することができる
濃度測定方法及び濃度測定装置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】
【００１２】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施形態は、以下の濃度測定方法及び濃度測
定装置を採用した。
　すなわち、本発明の濃度測定方法は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃
度を、吸光光度法によって測定する濃度測定方法であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略同一の、互いに異なる第一と第二の波長
の１組の光を前記溶液にそれぞれ入射させ、前記溶液における、前記第一の波長の吸収係
数（μａ（λ１））と、前記第二の波長の吸収係数（μａ（λ２））とを測定する工程と
、
　前記第一の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ１））、および前記第二の波長の水の吸収
係数（μａｗ（λ２））をそれぞれ参照する工程と、
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　前記第一の波長の溶質の吸収係数（μａｇ（λ１））、および前記第二の波長の溶質の
吸収係数（μａｇ（λ２））をそれぞれ参照する工程と、
　これら吸収係数（μａ（λ１））、（μａ（λ２））、（μａｗ（λ１））、（μａｗ

（λ２））、（μａｇ（λ１））、および（μａｇ（λ２））に基づいて、連立方程式（
式１）（式２）を適用し、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ１）、および水の体積分率（Ｖｗ

１）を得る工程と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
　すなわち、本発明の濃度測定方法は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃
度を、吸光光度法によって測定する濃度測定方法であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略同一の、互いに異なる第一と第二の波長
の１組の光を前記溶液にそれぞれ入射させ、前記溶液における、前記第一の波長の吸収係
数（μａ（λ１））と、前記第二の波長の吸収係数（μａ（λ２））とを測定する工程と
、
　前記第一の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ１））、および前記第二の波長の水の吸収
係数（μａｗ（λ２））をそれぞれ参照する工程と、
　水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液について、予め前記第一の波長
の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ１））、および予め前記第二
の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ２））をそれぞれ参照
する工程と、
　これら吸収係数（μａ（λ１））、（μａ（λ２））、（μａｗ（λ１））、（μａｗ

（λ２））、（μ’ａｇ（λ１））、および（μ’ａｇ（λ２））に基づいて、連立方程
式（式１）（式２）を適用し、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ１）、および水の体積分率（
Ｖｗ１）を得る工程と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
【００１３】
【数１】

【００１４】
　 水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第三の波長の光によって、
前記溶液の前記第三の波長の吸収係数（μａ（λ３））を測定する工程を更に備え、
　 前記第三の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ３））、および前記第三の波長の溶質の
吸収係数（μａｇ（λ３））とともに（式３）に適用し、この（式３）と前記（式１）（
式２）の中から任意の数の式を用いて連立方程式を構成して、未知の溶質の体積分率（Ｖ

ｇ１）、および水の体積分率（Ｖｗ１）を得ることを特徴とする。
【００１５】
【数２】

【００１６】
　また、本発明の濃度測定方法は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を
、吸光光度法によって測定する濃度測定方法であって、
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　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第四と第五の波長の１組の光を前記溶液にそれぞれ入射させ、前記溶液
における前記第四の波長の吸収係数（μａ（λ４））と、前記第五の波長の吸収係数（μ

ａ（λ５））とを測定する工程と、
　前記第四の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ４））、および前記第五の波長の水の吸収
係数（μａｗ（λ５））をそれぞれ参照する工程と、
　前記第四の波長の溶質の吸収係数（μａｇ（λ４））、および前記第五の波長の溶質の
吸収係数（μａｇ（λ５））をそれぞれ参照する工程と、
　これら吸収係数（μａ（λ４））、（μａ（λ５））、（μａｗ（λ４））、（μａｗ

（λ５））、（μａｇ（λ４））、および（μａｇ（λ５））に基づいて、連立方程式（
式４）（式５）を適用し、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ２）、および水の体積分率（Ｖｗ

２）を得る工程と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
　また、本発明の濃度測定方法は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を
、吸光光度法によって測定する濃度測定方法であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第四と第五の波長の１組の光を前記溶液にそれぞれ入射させ、前記溶液
における前記第四の波長の吸収係数（μａ（λ４））と、前記第五の波長の吸収係数（μ

ａ（λ５））とを測定する工程と、
　前記第四の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ４））、および前記第五の波長の水の吸収
係数（μａｗ（λ５））をそれぞれ参照する工程と、
　水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液について、予め前記第四の波長
の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ４））、および予め前記第五
の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ５））をそれぞれ参照
する工程と、
　これら吸収係数（μａ（λ４））、（μａ（λ５））、（μａｗ（λ４））、（μａｗ

（λ５））、（μ’ａｇ（λ４））、および（μ’ａｇ（λ５））に基づいて、連立方程
式（式４）（式５）を適用し、未知の溶質の体積分率（Ｖｇ２）、および水の体積分率（
Ｖｗ２）を得る工程と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
【００１７】
【数３】

【００１８】
　 水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第六の波長の光によって、
前記溶液の前記第六の波長の吸収係数（μａ（λ６））を測定する工程を更に備え、
　 前記第六の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ６））、および前記第六の波長の溶質の
吸収係数（μａｇ（λ６））とともに（式６）に適用し、この（式６）と前記（式４）（
式５）の中から任意の数の式を用いて連立方程式を構成して、未知の溶質の体積分率（Ｖ

ｇ２）、および水の体積分率（Ｖｗ２）を得ることを特徴とする。
【００１９】
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【数４】

【００２０】
　また、本発明の濃度測定装置は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を
、吸光光度法によって測定する濃度測定装置であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略同一の、互いに異なる第七と第八の波長
の１組の光を照射可能な光源と、
　前記第七の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ７））、前記第八の波長の水の吸収係数
（μａｗ（λ８））、前記第七の波長の溶質の吸収係数（μａｇ（λ７））、および前記
第八の波長の溶質の吸収係数（μａｇ（λ８））をそれぞれ記憶する記憶部と、
　これら吸収係数（μａｗ（λ７））、（μａｗ（λ８））、（μａｇ（λ７））、およ
び（μａｇ（λ８））に基づいて、前記溶液の溶質の体積分率（Ｖｇ３）、および水の体
積分率（Ｖｗ３）を算出する演算部と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
　また、本発明の濃度測定装置は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を
、吸光光度法によって測定する濃度測定装置であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略同一の、互いに異なる第七と第八の波長
の１組の光を照射可能な光源と、
　前記第七の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ７））、前記第八の波長の水の吸収係数（
μａｗ（λ８））、水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液について、予
め前記第七の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ７））、お
よび予め前記第八の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ８）
）をそれぞれ記憶する記憶部と、
　これら吸収係数（μａｗ（λ７））、（μａｗ（λ８））、（μ’ａｇ（λ７））、お
よび（μ’ａｇ（λ８））に基づいて、前記溶液の溶質の体積分率（Ｖｇ３）、および水
の体積分率（Ｖｗ３）を算出する演算部と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
【００２１】
　前記第七の波長は１４４０～１４８０ｎｍの範囲であり、前記第八の波長は、１５００
～１８００ｎｍの範囲であることを特徴とする。
【００２２】
　 前記光源は、水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第九の波長の
光を更に照射可能であることを特徴とする。
【００２３】
　 前記第九の波長は、１７８９±１０ｎｍ、１４４０±１０ｎｍ、または１０００～１
３００ｎｍのいずれかの波長域であることを特徴とする。
【００２４】
　前記光源は、複数の波長からなる光を、少なくとも前記第七の波長の光、および前記第
八の波長の光にそれぞれ分光する分光手段を含むことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の濃度測定装置は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を
、吸光光度法によって測定する濃度測定装置であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第十と第十一の波長の１組の光を照射可能な光源と、
　前記第十の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ１０））、前記第十一の波長の水の吸収係
数（μａｗ（λ１１））、前記第十の波長の溶質の吸収係数（μａｇ（λ１０））、およ
び前記第十一の波長の溶質の吸収係数（μａｇ（λ１１））をそれぞれ記憶する記憶部と
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、
　これら吸収係数（μａｗ（λ１０））、（μａｗ（λ１１））、（μａｇ（λ１０））
、および（μａｇ（λ１１））に基づいて、前記溶液の溶質の体積分率（Ｖｇ４）、およ
び水の体積分率（Ｖｗ４）を算出する演算部と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
　また、本発明の濃度測定装置は、溶媒である水に溶質を溶解させた溶液中の溶質濃度を
、吸光光度法によって測定する濃度測定装置であって、
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第十と第十一の波長の１組の光を照射可能な光源と、
　前記第十の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ１０））、前記第十一の波長の水の吸収係
数（μａｗ（λ１１））、水に前記溶質を溶解させて得られる既知の濃度の水溶液につい
て、予め前記第十の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ１０
））、および予め前記第十一の波長の光で測定した前記溶質の見かけの吸収係数（μ’ａ

ｇ（λ１１））をそれぞれ記憶する記憶部と、
　これら吸収係数（μａｗ（λ１０））、（μａｗ（λ１１））、（μ’ａｇ（λ１０）
）、および（μ’ａｇ（λ１１））に基づいて、前記溶液中の溶質の体積分率（Ｖｇ４）
、および水の体積分率（Ｖｗ４）を算出する演算部と、
　を少なくとも備えたことを特徴とする。
【００２６】
　前記第十の波長は１４４０～１４８０ｎｍの範囲であり、前記第十一の波長は、１５０
０～１８００ｎｍの範囲であることを特徴とする。
【００２７】
　 前記光源は、水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第十二の波長
の光を更に照射可能であることを特徴とする。
【００２８】
　前記第十二の波長は、１７８９±１０ｎｍ、１４４０±１０ｎｍ、または１０００～１
３００ｎｍのいずれかの波長域であることを特徴とする。
【００２９】
　前記光源は、複数の波長からなる光を、少なくとも前記第十の波長の光、および前記第
十一の波長の光にそれぞれ分光する分光手段を含むことを特徴とする。
【００３０】
　前記溶質はグルコースであり、前記溶液はグルコース水溶液であることを特徴とする
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態の濃度測定装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】本発明の濃度測定装置が試料の濃度を測定する動作を示すフローチャートである
。
【図３】グルコース水溶液の状態を模式的に示した模式図である。
【図４】本発明の他の実施形態の濃度測定方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の他の実施形態の濃度測定方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の他の実施形態の濃度測定装置を示すブロックダイアグラムである。
【図７】本発明の他の実施形態の濃度測定装置を示すブロックダイアグラムである。
【図８】吸収係数スペクトルを示すグラフである。
【図９】超純水の温度による吸収係数変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の濃度測定装置及び濃度測定方法を実施するための形態について説明する。
　なお、本実施形態は発明の趣旨をより良く理解させるために、一例を挙げて説明するも
のであり、特に指定のない限り、本発明を限定するものではない。また、以下の説明で用
いる図面は、本発明の特徴をわかりやすくするために、便宜上、要部となる部分を拡大し
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て示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。
【００３３】
　図１は、本発明の第１の実施形態の濃度測定装置の構成を示す概略ブロック図である。
　この濃度測定装置１００は、第一の溶質を溶解させた溶液中の第一の溶質の濃度を、吸
光光度法によって正確に測定可能なものであり、演算部１０１、記憶部１０２、表示部１
０３、計測光強度取得部（測定部）１０４と、照射部１０５および受光部１０６からなる
測定ユニット１０７を備えている。
【００３４】
　この濃度測定装置１００は、例えば、皮膚（観測対象）の真皮層（任意の層）に存在す
る体液（試料：溶液）に相当する液体に代表される、溶媒である水（溶媒）に溶解した第
一の溶質、例えばグルコースの濃度を測定（定量）することができる。以下、第一の溶質
の一例としてグルコース、測定対象として体液相当の液体を例示する。
　なお、本発明では、水（溶媒）とグルコースのように、互いに相互作用を生じる水溶液
に対しても適用できる。ここでいう相互作用とは、溶媒に対して溶質を溶解させた際に生
じるクラスターの形成による作用、例えば、分子間の水素結合数の変化、グルコース水溶
液中の水とグルコースの水素結合、水と塩化ナトリウムのイオン結合などが挙げられる。
【００３５】
　記憶部１０２は、水（溶媒）の吸収係数（μａｗ（λ））、および、水にグルコース（
第一の溶質）を溶解させた既知のグルコースの濃度における水溶液から測定したグルコー
スの見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ））を記憶する。
　計測光強度取得部（測定部）１０４は、グルコースの濃度が未知である第一の試料、即
ち、皮膚（観測対象）の真皮層（任意の層）に存在する体液の吸収係数（μａ（λ））を
測定する。
【００３６】
　 光源である照射部（光源）１０５は、皮膚（観測対象）に向けて所定の波長の光を照
射する。こうした照射部（光源）１０５は、例えば、レーザー光源から構成されればよい
。
【００３７】
　 また、照射部１０５は、測定対象の試料（体液相当の液体）を入れるガラスセル１１
０に対して光を照射する。
【００３８】
　 演算部１０１は、水（溶媒）の吸収係数（μａｗ（λ））、既知のグルコースの見か
けの吸収係数（μ’ａｇ（λ））、および未知のグルコース濃度の観測対象の吸収係数（
μａ（λ））に基づいて、未知のグルコースの体積分率（Ｖｇ）、および溶媒の体積分率
（Ｖｗ）を算出する。こうした演算部１０１は、例えば、ＣＰＵ、メモリーなどから構成
されていればよい。
　受光部１０６は、例えば、光がガラスセル１１０を透過した光を受光すればよい。
【００３９】
　次に、濃度測定装置１００の動作、即ち、本発明の濃度測定方法を説明する。
　濃度測定装置１００は、測定を行う前に、予め、水（溶媒）に所定量のグルコース（第
一の溶質）を溶解させて、グルコース濃度が既知の溶液を作成し、この溶液における吸収
係数の測定値からグルコースの見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ））を算出し、記憶部１
０２に記憶させておく。なお、図８に、グルコース（第一の溶質）の見かけの吸収係数（
μ’ａｇ（λ））と水（溶媒）の吸収係数（μａｗ（λ））の例を示す。
【００４０】
　図２は、濃度測定装置を用いて溶質の濃度を測定する際の動作を示すフローチャートで
ある。
　まず、測定者は、濃度測定装置１００を動作させる。そして、まず最初に、ガラスセル
１１０に試料を入れない状態で、第一の波長の光、例えば１４５０ｎｍの光を照射部（光
源）１０５から出射させる（Ｓ１）。
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【００４１】
　照射部１０５が第一の波長（１４５０ｎｍ）の光を照射すると、受光部１０６は、照射
部１０５から照射され受光（測定）し、光強度Ｉ０を得る（Ｓ２）。
【００４２】
　次に、ガラスセル１１０に試料を入れない状態で、第二の波長の光、例えば１５８８ｎ
ｍの光を照射部（光源）１０５から出射させる（Ｓ３）。
【００４３】
　照射部１０５が第二の波長（１５８８ｎｍ）の光を照射すると、受光部１０６は、照射
部１０５から照射され受光（測定）し、光強度Ｉ０を得る（Ｓ４）。
【００４４】
　今度は、ガラスセル１１０に試料（体液相当の液体）を入れた状態で、第一の波長の光
、例えば１４５０ｎｍの光を照射部（光源）１０５から出射させる（Ｓ５）。
【００４５】
　照射部１０５が第一の波長（１４５０ｎｍ）の光を照射すると、受光部１０６は、照射
部１０５から照射され受光（測定）し、光強度Ｉｔを得る（Ｓ６）。
【００４６】
　同様に、ガラスセル１１０に試料（体液相当の液体）を入れた状態で、第二の波長の光
、例えば１５８８ｎｍの光を照射部（光源）１０５から出射させる（Ｓ７）。
【００４７】
　照射部１０５が第一の波長（１５８８ｎｍ）の光を照射すると、受光部１０６は、照射
部１０５から照射され受光（測定）し、光強度Ｉｔを得る（Ｓ８）。
【００４８】
　次いで、記憶部１０２が記憶する波長の光路長情報から、光路長を取得する（Ｓ９）。
　そして、（式７）に基づいて、演算部１０１は試料の吸収係数を算出する（Ｓ１０）。
【００４９】
【数５】

【００５０】
　そして、演算部１０１は、記憶部１０２に予め記憶しておいた情報（事前準備）を参照
して、体液を構成する水（溶媒）の吸収係数（μａｗ（λ））と、グルコースの見かけの
吸収係数（μ’ａｇ（λ））とを得る（Ｓ１１）。
　そして、測定時に皮膚に照射した光の波長（λ１），（λ２）…ごとに、参照した水の
吸収係数（μａｗ（λ））、グルコースの見かけの吸収係数（μ’ａｇ（λ）、および測
定した吸収係数（μａ（λ））に基づいて、以下の（式８）を適用し、皮膚の体液中に含
まれるグルコース（第一の溶質）の体積分率（Ｖｇ）、および水（溶媒）の体積分率（Ｖ

ｗ）を得る（Ｓ１２）。
【００５１】
【数６】

【００５２】
　得られた体積分率（Ｖｇ）をｍｇ／ｄｌに変換する（Ｓ１３）。こうして得られたグル
コース（第一の溶質）の濃度は、表示部１０３、例えばモニター画面やプリンターに出力
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すればよい（Ｓ１４）。
【００５３】
　ここで、グルコース（第一の溶質）の見かけの吸収係数について説明する。見かけの吸
収係数とは、溶質の吸収特性を表す値で溶媒、例えば水との相互作用を含むものである。
ここでは、グルコース水溶液を例にとってグルコースの見かけの吸収係数について説明す
る。
【００５４】
　図３は、グルコース水溶液の状態を模式的に示した模式図である。
　グルコース水溶液において、成分はグルコースと水の２つである。水溶液中では、グル
コースと水が水素結合により相互に作用を及ぼすと考えられる。血糖値相当のグルコース
水溶液のように水がグルコースに比較して十分に多い場合、全てのグルコースは水素結合
の影響を受け、水については一部がその影響を受けると考えられる。よって、水について
は、グルコースと結合した水（水和水）と結合していない水（バルク水）を別成分として
考える。この考えにもとづくとグルコース水溶液の吸収係数は、式（９）のように表すこ
とができる。
【００５５】
【数７】

【００５６】
　水素結合の数はグルコースの量に依存すると考えられる。また、ｖｗ１とｖｗ２の和を
ｖｗとすると比例定数αを用いて式（９）は、式（１０）のように変換できる。
【００５７】
【数８】

【００５８】
　ここで、式（１０）の［］内をμ’ａｇ（λ）とおくと、見かけ上Beer-Lambert則が得
られる。μ’ａｇ（λ）は、見かけの吸収係数であり、「水に溶けたグルコースの吸収係
数μａｇ（λ）」と「グルコース添加による水の吸収係数の変化量μａｗ２（λ）－μａ

ｗ（λ）に比例定数αをかけたもの」の和を表している。μ’ａｇ（λ）ｖｇがｖｇに対
して線形である（すなわちμ’ａｇ（λ）がｖｇによって変動しない）範囲で、式（６）
を用いてμ’ａｇ（λ）を物性値のひとつとして扱うことで成分の体積分率を求めること
が可能である。
【００５９】
　以下に、本発明における測定波長の組み合わせ例を例示する。まず最初に、本発明にお
ける測定波長の組み合わせ選択に用いるグラフを図９にしめす。この図９は超純水１℃あ
たり吸収係数がどれたけ変化するかを波長ごとに示したものである。以下の説明において
、
このグラフにおける水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである波長１３０
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０ｎｍをＡ波長、１４３０ｎｍをＤ波長、１７８９ｎｍをＧ波長とする。また、水の温度
変化による水の吸収係数の変化量が＋０．０１(ｍｍ－１)である波長１３９０ｎｍをＢ波
長、１４２０ｎｍをＣ波長とする。更に、水の温度変化による水の吸収係数の変化量が－
０．０１(ｍｍ－１)である波長１４５０ｎｍをＥ波長、１５８８ｎｍをＦ波長とする。
【００６０】
（波長組合せ例１）
　本発明の測定波長の組合せとして、まず、第一の波長の吸収係数（μａ（λ１））と、
第二の波長の吸収係数（μａ（λ２））とを測定した上で、第一の波長の水の吸収係数（
μａｗ（λ１））、第二の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ２））、および第一の波長の
グルコースの吸収係数（μ’ａｇ（λ１））、第二の波長のグルコースの吸収係数（μ’

ａｇ（λ２））をそれぞれ参照し、これら吸収係数（μａ（λ１））、（μａ（λ２））
、（μａｗ（λ１））、（μａｗ（λ２））、（μ’ａｇ（λ１））、および（μ’ａｇ

（λ２））に基づいて、連立方程式（式１）（式２）を適用し、未知のグルコースの体積
分率（Ｖｇ１）、および水の体積分率（Ｖｗ１）を得る。
【００６１】
【数９】

【００６２】
　 この時の第一の波長と第二の波長の組み合わせ例として、図９における吸収係数の変
化量が－０．０１(ｍｍ－１)となるＥ波長とＦ波長の光を組み合わせることが例示できる
。また、図９における吸収係数の変化量が＋０．０１(ｍｍ－１)となるＢ波長とＣ波長の
光を組み合わせることが例示できる
【００６３】
（波長組合せ例２）
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第三の波長の光によって、グ
ルコース水溶液の第三の波長の吸収係数（μａ（λ３））を測定する工程を更に備え、こ
の第三の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ３））、および前記第三の波長のグルコースの
吸収係数（μ’ａｇ（λ３））とともに（式３）に適用し、この（式３）と（式１）（式
２）の中から任意の数の式を用いて連立方程式を構成して、未知のグルコースの体積分率
（Ｖｇ１）、および水の体積分率（Ｖｗ１）を得ることもできる。
【００６４】

【数１０】

【００６５】
　 この時の第三の波長の光としては、図９における吸収係数の変化量が略ゼロとなるＡ
波長、Ｄ波長、Ｇ波長の光を用いることが例示できる。
【００６６】
（波長組合せ例３）
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量の絶対値が略同一であり、かつ正負が逆であ
る、互いに異なる第四と第五の波長の１組の光をグルコース水溶液にそれぞれ入射させ、
グルコース水溶液における、第四の波長の吸収係数（μａ（λ４））と、第五の波長の吸
収係数（μａ（λ５））とを測定する工程を備え、
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　第四の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ４））、第五の波長の水の吸収係数（μａｗ

（λ５））、および第四の波長のグルコースの吸収係数（μ’ａｇ（λ４））、第五の波
長のグルコースの吸収係数（μ’ａｇ（λ５））をそれぞれ参照して、これら吸収係数（
μａ（λ４））、（μａ（λ５））、（μａｗ（λ４））、（μａｗ（λ５））、（μ’

ａｇ（λ４））、および（μ’ａｇ（λ５））に基づいて、連立方程式（式４）（式５）
を適用し、未知のグルコースの体積分率（Ｖｇ２）、および水の体積分率（Ｖｗ２）を得
ることもできる。
【００６７】
【数１１】

【００６８】
　 この時の第四の波長の光と第五の波長の光との組み合わせ例としては、例えば、吸収
係数の変化量が＋０．０１(ｍｍ－１)となるＢ波長の光と、吸収係数の変化量が－０．０
１(ｍｍ－１)となるＥ波長の光との組み合わせ、同様にＣ波長とＦ波長の光の組み合わせ
、Ｂ波長とＦ波長の光の組み合わせ、Ｃ波長とＥ波長の光の組み合わせなどが例示できる
。
【００６９】
（波長組合せ例４）
　水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである第六の波長の光によって、グ
ルコース水溶液の第六の波長の吸収係数（μａ（λ６））を測定する工程を更に備え、
　第六の波長の水の吸収係数（μａｗ（λ６））、および第六の波長のグルコースの吸収
係数（μ’ａｇ（λ６））とともに（式６）に適用し、この（式６）と（式４）（式５）
の中から任意の数の式を用いて連立方程式を構成して、未知のグルコースの体積分率（Ｖ

ｇ２）、および水の体積分率（Ｖｗ２）を得ることもできる。
【００７０】
【数１２】

【００７１】
　 この時の第六の波長の光としては、図９における吸収係数の変化量が略ゼロとなるＡ
波長、Ｄ波長、Ｇ波長の光を用いることが例示できる。
【００７２】
　なお、水の温度変化による水の吸収係数の変化量が略ゼロである波長の光としては、図
９のグラフに示す波長１０００～１３００ｎｍの変化量が略ゼロの平坦な領域の光を用い
ることもできる。
【００７３】
　以下、本発明の測定手順（濃度測定方法）のバリエーションを列記するが、本願発明は
これらの手順に限定されるものではない。
（他の濃度測定方法１）
　図４は、本発明の濃度測定方法の他の一例を示すフローチャートである。
　この実施形態においては、上述した（式１）に２波長のデータを代入した２つの式から
体積分率を求める。この場合、光源として波長の異なる４種類の光を測定対象（試料）に
照射させる必要がある。ここでは、波長１４５０ｎｍと波長１５８８ｎｍの光のペアと、
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波長１４４０ｎｍと１３００ｎｍの光のペアを用いている。これら光の波長のペアは、水
の吸収係数における温度変動量が互いに同じになるように選択される。それ以外の部分は
図２に示す手順と同様である。
【００７４】
（他の濃度測定方法２）
　図５は、本発明の濃度測定方法の他の一例を示すフローチャートである。
　この実施形態においては、図４に示す実施形態で示した２つの波長ペアのうち、波長１
４４０ｎｍの光と波長１３００ｎｍの光とは水の吸収係数の温度変化がほぼゼロである。
従って、これらの波長の光は、波長ペアの差分を用いず単独で用いても、水の温度変化に
よる影響が殆ど無い。よって、精度の高い測定が可能である。この実施形態では、波長１
４５０ｎｍの光、波長１５８８ｎｍの光、および波長１４４０ｎｍの光を用いた構成を示
している。それ以外の部分は図２に示す手順と同様である。
【００７５】
　以下、本発明の濃度測定装置のバリエーションを列記するが、本願発明はこれらの構成
に限定されるものではない。
（他の濃度測定装置１）
　図６は、本発明の濃度測定装置の他の一例を示すブロックダイアグラムである。
　この実施形態に示した濃度測定装置おいては、互いに異なる波長の光を照射する３つの
光射出部（光源）を備え、それぞれの光源から照射した光を測定対象（試料）で反射させ
た反射光（後方散乱光）を受光する構成である。図１に示した測定対象（試料）を透過さ
せた透過光を受光する構成と比べて、試料自体に光の反射性がある場合に好適に適用でき
、また、試料を入れたセルの一面に光学反射膜を形成することでも実現できる。
【００７６】
（他の濃度測定装置２）
　図７は、本発明の濃度測定装置の他の一例を示すブロックダイアグラムである。
　この実施形態に示した濃度測定装置おいては、複数の波長を含む光、例えば白色光を照
射する光射出部（光源から）出射させた光を分光手段で特定の波長ごとに光を分光させ、
分光させた後の光を測定対象（試料）に入射させて吸収係数を測定する構成である。分光
手段としては、例えば、プリズムや回折格子などを備えた分光器を用いればよい。
【００７７】
　以上、本発明の各実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成は
上述のものに限られることはなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計
変更等が可能である。
【００７８】
　例えば、式１に示した体積分率を求める式においては、左辺において吸収係数どうしを
減算しているが、逆に吸収係数どうしを加算しても同様に体積分率を得ることができる。
【００７９】
　例えば、水の体積分率と吸収係数、グルコースの体積分率と吸収係数などは、それぞれ
水のモル濃度とモル吸光係数、グルコースのモル濃度とモル吸光係数に置き換えることが
できる。置き換えた場合、（式１）に対応する式は（式１２）となる。
【００８０】
【数１３】

【００８１】
　なお、式１２において
　 μa（λ1）：波長λ１における水溶液の吸収係数
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　 μa（λ2）：波長λ２における水溶液の吸収係数
　 εw（λ1）：波長λ１における水のモル吸光係数
　 εw（λ2）：波長λ２における水のモル吸光係数
　 εｇ（λ1）：波長λ１における溶質のモル吸光係数
　 εｇ（λ2）：波長λ２における溶質のモル吸光係数
　 Cｗ：水のモル濃度
　 Cｇ：溶質のモル濃度
をそれぞれ表している。
【００８２】
　また、上述した実施形態においては、水に１成分の溶質（例えばグルコース）を溶解さ
せた溶液における、温度変化に対応した体積分率の測定について示しているが、水に２成
分以上の溶質（例えば、グルコースと塩化ナトリウムなど）を溶解させた溶液に対して、
温度変化に対応したそれぞれの成分ごとの体積分率を求める実施形態にも同様に適用可能
である。
【００８３】
　また、例えば、観測対象として人の手のひらの皮膚を、また、目的成分として互いに相
互作用が生じる任意の溶媒と溶質との間で、それぞれの成分の濃度を測定する他の装置に
用いてもよい。
【００８４】
　また、上述した実施形態では、試料を透過した透過光によって測定を行っているが、試
料で反射透過した反射光によって測定を行ってもよい。こうした反射光を用いた測定の一
例として、例えば、照射部（光源）から人体の皮膚（観測対象）に向けて所定の波長の光
を照射する。照射部は、皮膚に対して光を照射すればよい。
【００８５】
　この照射部が照射する複数の光は、皮膚を構成する主成分の各々の成分の吸収スペクト
ル分布の直交性が高くなる波長の光、すなわち、皮膚を構成する主成分の各々の成分のう
ち、ある主成分における特定成分の吸収スペクトルの極大値が他の成分の吸収スペクトル
の極大値と大きく異なる波長の光を含んでいる。そして、光が皮膚によって後方散乱した
光（測定光）を受光し、これに基づいて皮膚の体液に含まれるグルコース濃度を測定する
こともできる。
【符号の説明】
【００８６】
　１００…濃度測定装置、１０２…記憶部、１０３…表示部、１０４…計測光強度取得部
、１０５…照射部（光源）、１０６…受光部、１１０…ガラスセル。
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