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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の胸部に生じる加速度を検出する加速度センサーからの測定データを取得する取
得部と、
　前記測定データを使って前記被験者の呼吸情報を算出する生体情報測定部と、を備え、
　前記生体情報測定部は、第１の期間において前記加速度センサーで検出された前記被験
者の正面方向の加速度を表す第１測定データと、前記第１の期間と異なる第２の期間にお
いて前記加速度センサーで検出された前記被験者の正面方向の加速度を表す第２測定デー
タとの差分に基づいて、前記呼吸情報を算出することを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項２】
　前記第１の期間および前記第２の期間は、前記被験者が歩行又は走行している際の１歩
又は重複歩の周期に対応する期間であ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】
　前記正面方向は、被験者が歩行又は走行することにより被験者が前進する方向であるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報測定装置。
【請求項４】
　前記加速度センサーは３軸の加速度を検出し、前記生体情報測定部は前記３軸の加速度
を使って前記正面方向を推定することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の
生体情報測定装置。
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【請求項５】
　前記呼吸情報は、呼吸周期、呼吸頻度、または呼吸回数の少なくともいずれかであるこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】
　前記被験者の心拍情報を測定する電極部と、
　前記加速度センサーを第１の面に備え、前記電極部を前記第１の面と反対側の第２の面
に備える回路基板と、
　を含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
【請求項７】
　前記取得部は、無線通信を介して前記測定データを取得することを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
【請求項８】
　被検者の胸部に生じる加速度を検出する加速度センサーからの測定データを取得するス
テップと、
　第１の期間において前記加速度センサーで検出された前記被験者の正面方向の加速度を
表す第１測定データと、前記第１の期間と異なる第２の期間において前記加速度センサー
で検出された前記被験者の正面方向の加速度を表す第２測定データとの差分に基づいて、
呼吸情報を算出するステップと、
を含む生体情報測定方法。
【請求項９】
　前記第１の期間および前記第２の期間は、前記被験者が歩行又は走行している際の１歩
又は重複歩の周期に対応する期間であることを特徴とする請求項８に記載の生体情報測定
方法。
【請求項１０】
　被検者の胸部に生じる加速度を検出する加速度センサーと、
　前記加速度から導出された測定データを通信する通信部と、
　を有する測定部と、
　前記測定部から、前記測定データを取得する取得部と、
　第１の期間において前記加速度センサーで検出された前記被験者の正面方向の加速度を
表す第１測定データと、前記第１の期間と異なる第２の期間において前記加速度センサー
で検出された前記被験者の正面方向の加速度を表す第２測定データとの差分に基づいて、
前記測定データを使って前記被験者の呼吸情報を算出する生体情報測定部と、
　を有する生体情報測定部と、
　を備えることを特徴とする生体情報測定システム。
【請求項１１】
　前記第１の期間および前記第２の期間は、前記被験者が歩行又は走行している際の１歩
又は重複歩の周期に対応する期間であることを特徴とする請求項１０に記載の生体情報測
定システム。
【請求項１２】
　前記正面方向は、被験者が歩行又は走行することにより被験者が前進する方向であるこ
とを特徴とする請求項１０または１１に記載の生体情報測定システム。
【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、生体情報測定方法、及び生体情報測定システムに関する。

【背景技術】
【０００２】
　ランニングやジョギング時において、心拍数、呼吸周期又は呼吸頻度、歩数、走行速度
、及び、走行距離等を測定することが要望されている。心拍数は、身体に対する負荷が所
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定の範囲内にあるか否かを知るために重要な身体指標である。心拍数の測定は、心拍セン
サーを含む測定装置を被験者の胸部に装着することによって行うことができる。また、歩
数等の測定は、加速度センサーを含む測定装置を被験者の足や腕に装着することによって
行うことができる。
【０００３】
　一方、呼吸周期又は呼吸頻度は、心拍数に次いで重要な身体指標であり、各種の測定方
法が提案されている。例えば、被験者の鼻及び口の付近に設置されたエアーフローセンサ
ーによって、流入又は流出する気体の流れを検出して呼吸を把握する測定方法が提案され
ている。エアーフローセンサーとしては、熱電対等が用いられる。この測定方法は、睡眠
時無呼吸症候群のスクリーニング検査等において広く利用されている。
【０００４】
　また、被験者の胸部に巻いたベルトの伸縮を検出して肺の動きを把握する測定方法も提
案されている。センサーとしては、応力が印加されると電圧を発生する圧電フィルムや、
インダクタンスの変化を検出するタイプのセンサーが用いられる。さらに、被験者に高周
波信号を印加して被験者のインピーダンスを測定し、その変化から呼吸を把握する測定方
法や、心拍信号の変動を信号処理して呼吸を把握する測定方法も提案されている。
【０００５】
　加えて、脈派伝搬時間信号の変動を信号処理して呼吸を把握する測定方法や、ベッド又
はシーツ等に設けられた圧力センサー等のアレイの出力信号を処理して呼吸を把握する測
定方法や、ＧＨｚ帯の高周波に対する被験者からの反射波に基づいて呼吸や心拍を把握す
る測定方法も提案されている。
【０００６】
　このように、呼吸周期又は呼吸頻度を測定するために多種多様な測定方法が提案されて
いるものの、多くの測定方法は医療向けに開発されたものであり、安静時又は就寝時に使
用することを前提としている。従って、センサーに大きな計測装置を有線で接続する必要
があったり、ランニングやエアロビクス等の激しい運動による外乱の下では正確な測定が
できない等の理由により、激しい運動中における測定には適さないものが多かった。
【０００７】
　ところで、ランニングやジョギング等のトレーニング用途の場合に、複数の測定装置を
被験者に装着することは非常に煩雑であり、１つの測定装置に心拍センサーと加速度セン
サーとの両方を設けて、その測定装置を被験者の胸部に装着することにより、心拍数、歩
数、走行速度、及び、走行距離等を測定することができれば便利である。さらに、加速度
センサーを用いて呼吸周期又は呼吸頻度を測定することができればもっと便利である。
【０００８】
　関連する技術として、特許文献１には、被験者が通常のオフィス業務をしながら付加や
束縛による異様さを感じることなく、呼吸の周期を計測する呼吸検出装置が開示されてい
る。この呼吸検出装置は、被験者の１つ以上の点において、心臓が発生する音又は動きを
検出するための加速度センサーと、該加速度センサーからの電気信号における１つの鼓動
に対応する期間の信号から、心臓の特定の動作に対応する振幅極大値及び／又は極小値を
取り出し、次に別の鼓動に対応する期間の信号から、心臓の先と同じ動作に対応する振幅
極大値及び／又は極小値を取り出す手段と、このような振幅極大値及び／又は極小値同士
を補間して連結する処理を行うことにより、心臓から加速度センサーまでの器官の減衰特
性を呼吸によって変調する周期信号の情報を作る手段とを含み、該周期信号の情報から呼
吸の情報を取り出すことを特徴とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３１２２７５７号公報（段落０００７－０００８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　しかしながら、特許文献１の呼吸検出装置は、ランニングやジョギング時において大き
な加速度が被験者に生じる場合には、呼吸の周期を計測することができない。そこで、本
発明の目的の１つは、ランニングやジョギング時においても、加速度センサーの出力に基
づいて、被験者の呼吸周期又は呼吸頻度を測定することができる生体情報測定回路等を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以上の課題を解決するため、本発明の１つの観点に係る生体情報測定回路は、被験者の
胸部に生じる少なくとも正面方向の加速度を検出する加速度センサーの検出結果に基づい
て少なくとも呼吸周期を測定するための生体情報測定回路であって、加速度センサーによ
って検出された加速度を表す測定データに基づいて、被験者が歩行又は走行している際の
１歩又は重複歩の周期を測定し、該周期を単位期間として設定する制御部と、少なくとも
単位期間において加速度センサーによって検出された正面方向の加速度を表す測定データ
を記憶する記憶部と、第１の単位期間において加速度センサーによって検出されて記憶部
に記憶された正面方向の加速度を表す測定データと、第１の単位期間と異なる第２の単位
期間において加速度センサーによって検出された正面方向の加速度を表す測定データとの
差分を表す差分データを求め、該差分データに基づいて呼吸周期を求める演算部とを含む
。
【００１２】
　本発明の１つの観点によれば、被験者の胸部に生じる少なくとも正面方向の加速度を複
数の単位期間において検出し、それらの差分を求めることにより、歩行又は走行に起因す
る加速度の変動成分を低減することができる。従って、ランニングやジョギング時等のト
レーニング中においても、歩行又は走行に起因する大きな波形を消して呼吸周期を測定す
ることが可能となる。また、そのために必要とされるセンサーは、通常のトレーニング時
に用いられる加速度センサーだけで良い。
【００１３】
　ここで、演算部が、差分データに対してローパスフィルター処理を施して処理データを
生成し、処理データの値を閾値と比較することによって呼吸周期における基準時点を検出
するようにしても良い。ローパスフィルターのカットオフ周波数を比較的高く設定するこ
とにより、実時間に近い応答速度で呼吸周期を測定することが可能である。
【００１４】
　その際に、演算部は、処理データの値が正又は負の閾値を超えた第１の基準時点と、該
第１の基準時点からマスキング期間が経過した後に処理データの値が再び該閾値を超えた
第２の基準時点との差を呼吸周期として求めるようにしても良い。マスキング期間を設け
ることによって、第２の基準時点の誤検出を防止することができる。
【００１５】
　さらに、演算部は、既に測定された呼吸周期に基づいて、次の測定のためのマスキング
期間の長さを調整するようにしても良い。これにより、呼吸周期の長さに応じてマスキン
グ期間の長さを調整することができる。
【００１６】
　本発明の１つの観点に係る生体情報測定装置は、被験者の胸部に生じる少なくとも正面
方向の加速度を検出する加速度センサーと、本発明のいずれかの観点に係る生体情報測定
回路とを含む。加速度センサーを用いることによって、ランニングやジョギング時等のト
レーニング中においても呼吸周期を測定することが可能である。
【００１７】
　また、本発明の１つの観点に係る生体情報測定プログラムは、被験者の胸部に生じる少
なくとも正面方向の加速度を検出する加速度センサーの検出結果に基づいて少なくとも呼
吸周期を測定するための生体情報測定プログラムであって、加速度センサーによって検出
された加速度を表す測定データに基づいて、被験者が歩行又は走行している際の１歩又は
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重複歩の周期を測定し、該周期を単位期間として設定する手順（ａ）と、第１の単位期間
において加速度センサーによって検出された正面方向の加速度を表す測定データを記憶部
に記憶する手順（ｂ）と、手順（ｂ）において記憶部に記憶された測定データと、第１の
単位期間と異なる第２の単位期間において加速度センサーによって検出された正面方向の
加速度を表す測定データとの差分を表す差分データを求める手順（ｃ）と、手順（ｃ）に
おいて求められた差分データに基づいて呼吸周期を求める手順（ｄ）とをＣＰＵに実行さ
せる。
【００１８】
　さらに、本発明の１つの観点に係る生体情報測定方法は、被験者の胸部に生じる少なく
とも正面方向の加速度を検出する加速度センサーの検出結果に基づいて少なくとも呼吸周
期を測定する生体情報測定方法であって、加速度センサーによって検出された加速度を表
す測定データに基づいて、被験者が歩行又は走行している際の１歩又は重複歩の周期を測
定し、該周期を単位期間として設定するステップ（ａ）と、第１の単位期間において加速
度センサーによって検出された正面方向の加速度を表す測定データを記憶部に記憶するス
テップ（ｂ）と、ステップ（ｂ）において記憶部に記憶された測定データと、第１の単位
期間と異なる第２の単位期間において加速度センサーによって検出された正面方向の加速
度を表す測定データとの差分を表す差分データを求めるステップ（ｃ）と、ステップ（ｃ
）において求められた差分データに基づいて呼吸周期を求めるステップ（ｄ）とを含む。
【００１９】
　上記のように差分演算を行うことにより、歩行又は走行に起因する加速度の変動成分を
低減することができる。従って、ランニングやジョギング時等のトレーニング中において
も、歩行又は走行に起因する大きな波形を消して呼吸周期を測定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る生体情報測定装置の構成例を示す模式図。
【図２】被験者が走行している際のＸ軸方向の加速度を表す出力信号の波形を示す図。
【図３】被験者が走行している際のＹ軸方向の加速度を表す出力信号の波形を示す図。
【図４】被験者が走行している際のＺ軸方向の加速度を表す出力信号の波形を示す図。
【図５】図１に示す生体情報測定回路の構成例を周辺部と共に示すブロック図。
【図６Ａ】Ｚ軸方向の加速度を表す測定データの処理を説明するための図。
【図６Ｂ】Ｚ軸方向の加速度を表す測定データの処理を説明するための図。
【図６Ｃ】Ｚ軸方向の加速度を表す測定データの処理を説明するための図。
【図６Ｄ】Ｚ軸方向の加速度を表す測定データの処理を説明するための図。
【図７】本発明の一実施形態に係る生体情報測定方法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。本発明に係る
生体情報測定装置は、被験者の胸部に生じる少なくとも正面方向の加速度を検出する加速
度センサーを用いて、少なくとも呼吸周期を測定することが可能である。また、本発明に
係る生体情報測定装置は、ランニングやジョギング時等のトレーニング中において、歩数
、走行速度、及び、走行距離等を測定するようにしても良い。その場合には、加速度セン
サーとして、３軸加速度センサーを用いることが望ましい。以下の実施形態においては、
さらに心拍数を測定する機能を有し、ベルトを用いて被験者の胸部に装着される生体情報
測定装置を例として説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る生体情報測定装置の構成例を示す模式図である。図
１（Ａ）は正面図であり、図１（Ｂ）は背面図である。図１（Ａ）に示すように、この生
体情報測定装置は、回路基板１の第１の面において、３軸加速度センサー１０と、生体情
報測定回路２０と、無線通信部３０と、アンテナ部４０とを含んでいる。また、図１（Ｂ
）に示すように、この生体情報測定装置は、回路基板１の第２の面において、心拍測定用
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の電極端子５１及び５２と、電池ソケット６０とを含んでいる。
【００２３】
　３軸加速度センサー１０は、被験者の側面方向（Ｘ軸方向）における加速度と、垂直方
向（Ｙ軸方向）における加速度と、被験者の正面方向（Ｚ軸方向）における加速度とを検
出し、それぞれの加速度を表す３つの出力信号を生成する。正面方向とは、被験者が歩行
又は走行することにより被験者が前進する方向である。Ｚ軸方向が被験者の正面方向と異
なる方向となるように３軸加速度センサー１０が被験者に装着される場合には、３軸加速
度センサー１０の３軸加速度の値から正面方向を推定して正面方向における加速度を求め
ても良い。
【００２４】
　生体情報測定回路２０は、３軸加速度センサー１０の出力信号に基づいて、被験者の呼
吸周期又は呼吸頻度（毎分の呼吸回数）、歩数、走行速度、及び、走行距離等を測定する
。また、生体情報測定回路２０は、心拍測定用の電極端子５１及び５２を用いて、被験者
の心拍数を測定しても良い。
【００２５】
　無線通信部３０は、生体情報測定回路２０によって得られた測定結果を、アンテナ部４
０を用いて、腕時計型の表示装置やスマートフォン等の外部機器に無線で送信する。測定
結果を受信した外部機器は、測定結果をディスプレイに表示したり、記憶媒体に記憶した
りする。これにより、被験者は、測定結果を目視して確認することができる。
【００２６】
　無線通信部３０は、半導体集積回路装置（ＩＣ）によって構成されても良い。アンテナ
部４０は、例えば、回路基板１に形成された配線パターンによって構成される。その場合
に、回路基板１の第１及び第２の面において、アンテナ部４０の周囲の領域１ａには、他
の配線パターンが形成されないようにすることが望ましい。電池ソケット６０の内部には
、生体情報測定装置の各部に電力を供給するＣＲ電池（コイン形リチウム電池）が装着さ
れる。
【００２７】
　図２は、被験者が走行している際に３軸加速度センサーによって生成されるＸ軸方向の
加速度を表す出力信号の波形を示す図である。図３は、被験者が走行している際に３軸加
速度センサーによって生成されるＹ軸方向の加速度を表す出力信号の波形を示す図である
。図４は、被験者が走行している際に３軸加速度センサーによって生成されるＺ軸方向の
加速度を表す出力信号の波形を示す図である。
【００２８】
　図２～図４において、横軸は時間（秒）を表しており、縦軸は任意単位である。被験者
の１歩の周期は、約０．４秒となっている。本願において、「１歩」とは、片側の踵（例
えば、左足の踵）が接地してから次にもう片側の踵（例えば、右足の踵）が接地するまで
の動作をいう。また、「重複歩」とは、片側の踵が接地してから次に同じ側の踵が再び接
地するまでの動作をいう。
【００２９】
　図２に示すように、Ｘ軸方向の加速度は、重複歩の周期で相関がとれることが分かる。
一方、図３及び図４に示すように、Ｙ軸方向の加速度及びＺ軸方向の加速度は、１歩の周
期で相関がとれることが分かる。従って、Ｘ軸方向の加速度に基づいて、重複歩の周期を
検出することができる。また、Ｙ軸方向又はＺ軸方向の加速度に基づいて、１歩又は重複
歩の周期を検出することができる。
【００３０】
　ただし、Ｚ軸方向の加速度は、走行による加速度の他に、呼吸による加速度を含んでい
る。被験者が歩行又は走行する際には、歩行又は走行による大きな波形が呼吸による波形
に重なるので、呼吸による肺の動きを加速度センサーで検出しようとしても、呼吸による
波形が歩行又は走行による波形に埋もれてしまう。
【００３１】
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　歩行又は走行による波形の周波数は主に２Ｈｚ～４Ｈｚ程度であるが、呼吸による波形
の周波数は０．５Ｈｚ程度のゆっくりした周波数である。従って、呼吸による波形を通常
のローパスフィルターによって取り出そうとすると、ローパスフィルターの時定数が非常
に大きくなり、ローパスフィルターの出力が安定して呼吸周期を測定するまでに長い時間
がかかってしまう。
【００３２】
　しかしながら、トレーニング中においては、ペースの変更が行われることもあるので、
実時間に近い応答速度で呼吸周期を測定できることが望ましい。そこで、本実施形態にお
いては、ランニングやジョギング時等において、被験者が歩行又は走行する際の１歩又は
重複歩の周期が、呼吸周期を測定するための単位期間として用いられる。左足の歩行周期
と右足の歩行周期とが一致しない場合を考慮すると、重複歩の周期を単位期間とすること
が望ましい。
【００３３】
　図５は、図１に示す生体情報測定回路の構成例を周辺部と共に示すブロック図である。
図５に示すように、生体情報測定回路２０は、入力部２１と、記憶部２２と、演算部２３
と、制御部２４とを含んでいる。また、生体情報測定回路２０は、心拍センサー部２５を
さらに含んでも良い。図５に示す生体情報測定回路の構成において、その構成要素の一部
を、外部から生体情報測定回路２０に接続される構成としても良い。例えば、記憶部２２
の少なくとも一部を、生体情報測定回路２０の外部に設けられたメモリーデバイスとして
も良い。
【００３４】
　入力部２１は、３軸加速度センサー１０によって、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、及び、Ｚ軸方
向において検出された加速度をそれぞれ表す３つの出力信号を入力し、それらの出力信号
を増幅及びサンプリングして３種類の測定データを生成する。生成された測定データは、
必要に応じて記憶部２２～制御部２４に供給される。記憶部２２は、少なくとも単位期間
において３軸加速度センサー１０によって検出されたＺ軸方向の加速度を表す測定データ
を記憶することができる。
【００３５】
　制御部２４は、少なくともＺ軸方向の加速度を表す測定データに基づいて、被験者の運
動状態、即ち、被験者が歩行又は走行しているか、あるいは、被験者が安静状態又は就寝
状態にあるかを判定しても良い。また、制御部２４は、判定結果に応じて単位期間を設定
して、記憶部２２及び演算部２３の動作を制御しても良い。
【００３６】
　被験者が歩行又は走行している場合に、制御部２４は、Ｘ軸方向の加速度を表す測定デ
ータの複数の極大値を検出し、それらに基づいて重複歩の周期を測定する。あるいは、制
御部２４は、Ｙ軸方向又はＺ軸方向の加速度を表す測定データの複数の極大値を検出し、
それらに基づいて１歩又は重複歩の周期を測定する。なお、極大値を検出する替りに、極
小値を検出しても良い。
【００３７】
　次に、制御部２４は、１歩又は重複歩の周期を単位期間として設定する。そのように設
定された２つの単位期間における測定データの差分演算を行うことにより、歩行又は走行
に起因する加速度の変動成分を低減することができる。
【００３８】
　また、制御部２４は、Ｘ軸方向の加速度を表す測定データに基づいて重複歩数をカウン
トしても良いし、Ｙ軸方向又はＺ軸方向の加速度を表す測定データに基づいて歩数又は重
複歩数をカウントしても良い。ここで、「重複歩数」とは、片側の踵が接地してから次に
同じ側の踵が再び接地するまでの動作の回数をいう。カウント結果は、演算部２３に出力
される。
【００３９】
　一方、被験者が安静状態又は就寝状態にある場合には、制御部２４は、既に設定されて
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いる単位期間をそのまま用いても良いし、これとは別の単位期間を用いても良い。ただし
、測定の正確さと迅速性とを考慮すると、単位期間は、一般的な呼吸周期（約２秒）の１
／８～１／２程度の期間であることが望ましい。
【００４０】
　制御部２４の制御の下で、第１の単位期間において３軸加速度センサー１０によって検
出されたＺ軸方向の加速度を表す測定データＤ１１～Ｄ１ｎが記憶部２２に記憶される。
また、制御部２４の制御の下で、第１の単位期間に続く第２の単位期間において、記憶部
２２に記憶されている測定データＤ１１～Ｄ１ｎが演算部２３に供給されると共に、第２
の単位期間において３軸加速度センサー１０によって検出されたＺ軸方向の加速度を表す
測定データＤ２１～Ｄ２ｎが演算部２３に供給される。
【００４１】
　演算部２３は、第１の単位期間において検出されたＺ軸方向の加速度を表す測定データ
Ｄ１１～Ｄ１ｎと、第２の単位期間において検出されたＺ軸方向の加速度を表す測定デー
タＤ２１～Ｄ２ｎとの差分を表す差分データを求める。演算部２３は、この差分データに
基づいて呼吸周期を求める。さらに、演算部２３は、６０（秒）を呼吸周期（秒）で割る
ことにより、呼吸頻度（毎分の呼吸回数）を求めても良い。以上の動作が、複数の単位期
間について繰り返される。
【００４２】
　ここで、第１の単位期間と第２の単位期間とは、必ずしも時間的に連続した期間でなく
ても良い。例えば、第１の単位期間から所定の期間経過後に第２の単位期間を開始しても
良い。あるいは、第１の単位期間のデータにノイズが存在する等の異常がある場合に、異
常が無い単位期間のデータを第１の単位期間のデータとして採用しても良い。更には、第
１の単位期間のデータは、複数の単位期間の平均データとしても良い。第２の単位期間に
ついても、以上と同様である。
【００４３】
　上記のように差分演算を行うことにより、主として歩行又は走行に起因する大きな波形
は消えてしまう。これは、人間が歩行又は走行する際に、１歩毎又は重複歩毎の加速度の
相関が非常に高いことによる。従って、演算部２３は、求められた差分データに対して軽
いローパスフィルター処理を施して処理データを生成し、処理データの値を閾値と比較す
ることによって被験者の呼吸周期における基準時点を検出しても良い。
【００４４】
　例えば、３軸加速度センサー１０の出力信号をサンプリングする際のサンプリング周波
数が１００Ｈｚである場合に、ローパスフィルターのカットオフ周波数をサンプリング周
波数の１／４～１／３である２５Ｈｚ～３３Ｈｚ程度としても良い。このように、呼吸の
周波数よりも約５０倍以上高いカットオフ周波数を有するローパスフィルターを用いて、
呼吸周期を測定することができる。これにより、実時間に近い応答速度で呼吸周期又は呼
吸頻度を測定することが可能となる。
【００４５】
　図６Ａ～６Ｄは、被験者が走行している際のＺ軸方向の加速度を表す測定データの処理
を説明するための図である。図６Ａ～６Ｄにおいて、横軸は、時間（秒）を表しており、
縦軸は、加速度値（４０９６＝１Ｇ）を表している。図６Ａは、入力部２１から供給され
る測定データの波形を示しており、図６Ｂは、図６Ａに示す測定データの時系列を重複歩
の周期だけ遅らせた測定データの波形を示している。また、図６Ｃは、図６Ａに示す測定
データから図６Ｂに示す測定データを減算して求められた差分データの波形を示しており
、図６Ｄは、図６Ｃに示す差分データにローパスフィルター処理を施した処理データの波
形を示している。
【００４６】
　図６Ｄにおいては、ローパスフィルターのカットオフ周波数を３０Ｈｚとし、閾値を－
５００とし、マスキング期間Ｍの長さを０．４秒としている。図６Ｄに示すように、演算
部２３は、処理データの値が閾値を超えた第１の基準時点Ｔ１と、第１の基準時点Ｔ１か
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らマスキング期間Ｍが経過した後に処理データの値が再び閾値を超えた第２の基準時点Ｔ
２との差を呼吸周期Ｐとして求めるようにしても良い。図６Ｄに示す例においては、演算
部２３が、処理データの値が負の閾値を下方に超えたか否かを判定しているが、処理デー
タの値が正の閾値を上方に超えたか否かを判定しても良い。
【００４７】
　呼吸周期における基準時点の検出においてマスキング期間Ｍを設けることにより、第２
の基準時点の誤検出を防止することができる。マスキング期間Ｍの長さは、予め設定され
た値（例えば、０．４秒～１．０秒）でも良い。あるいは、マスキング期間Ｍの初期値が
予め設定され、図５に示す演算部２３が、既に測定された呼吸周期に基づいて、マスキン
グ期間Ｍの長さを調整するようにしても良い。例えば、演算部２３は、測定された呼吸周
期Ｐの１／５～１／２の期間を、次の測定のためのマスキング期間Ｍとして設定しても良
い。これにより、呼吸周期の長さに応じてマスキング期間の長さを調整することができる
。
【００４８】
　このようにして、演算部２３は、第１の基準時点Ｔ１と第２の基準時点Ｔ２との差を呼
吸周期として求め、次に、第２の基準時点Ｔ２と第３の時点Ｔ３との差を呼吸周期として
求め、さらに、第３の時点Ｔ３と第４の時点Ｔ４との差を呼吸周期として求め、このよう
な動作を繰り返す。
【００４９】
　また、演算部２３は、１歩当りの歩幅の設定値に単位時間当りの歩数を掛けることによ
って走行速度を求めても良いし、走行速度を積分したり、１歩当りの歩幅の設定値に歩数
を掛けることによって走行距離を求めても良い。左右の歩幅が異なることを考慮すると、
１歩当りの歩幅として、左足の歩幅と右足の歩幅との平均値を用いることが望ましい。
【００５０】
　あるいは、演算部２３は、左足の歩幅と右足の歩幅との和を１サイクル幅として、１サ
イクル幅の設定値に単位時間当りの重複歩数を掛けることによって走行速度を求めても良
いし、走行速度を積分したり、１サイクル幅の設定値に重複歩数を掛けることによって走
行距離を求めても良い。
【００５１】
　一方、心拍センサー部２５は、電極端子５１及び５２を介して心臓の筋電位を測定する
ことにより心拍検出信号を生成し、生成された心拍検出信号を演算部２３に出力する。演
算部２３は、入力された心拍検出信号を単位時間当りの心拍数に換算して、心拍数を表す
データを無線通信部３０に出力する。さらに、演算部２３は、心拍数を記憶部２２に記憶
されている目標心拍範囲と比較して、心拍数が目標心拍範囲外である場合には、警告信号
を無線通信部３０に出力するようにしても良い。
【００５２】
　無線通信部３０は、演算部２３によって得られた測定結果及び／又は警告信号を、腕時
計型の表示装置やスマートフォン等の外部機器に無線で送信する。外部機器は、測定結果
及び／又は警告をディスプレイに表示したり、記憶媒体に記憶したりする。また、外部機
器は、警告信号に応答して警告音を発しても良い。
【００５３】
　図５に示す生体情報測定回路２０は、ディジタル回路やアナログ回路で構成されても良
いし、マイクロコンピューターで構成されても良い。記憶部２２は、ＤＲＡＭやＳＲＡＭ
等のメモリーによって構成される。記憶部２２の少なくとも一部は、生体情報測定回路２
０の外部に設けられたメモリーデバイスとして構成しても良い。また、演算部２３及び制
御部２４は、中央演算装置（ＣＰＵ）と、ＣＰＵに各種の処理を行わせるためのソフトウ
ェア（生体情報測定プログラム）を記録した記録媒体とによって構成されても良い。記録
媒体としては、メモリー（ＵＳＢメモリー、メモリーカード、不揮発性メモリー、又は、
ＲＡＭ等）、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＭＯ、又は、ＭＴ等を用いること
ができる。
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【００５４】
　また、被験者が装着する生体情報測定回路２０とは別体のシステム（例えばＰＣ、クラ
ウドシステム等）を用いる場合に、プログラムは、当該システムに含まれる記録媒体に記
録されてもよい。ＰＣ等を用いる場合には、被験者がＰＣ等を装着することは一般的に想
定されないので、別体として構成された加速度センサー１０から無線通信等によってセン
サー情報が取得され、当該センサー情報に対して、記録媒体に記録されたプログラムに基
づいてソフトウェアの処理が行われることになる。また、当該ソフトウェアの処理の一部
をハードウエアとして実現する構成としても良い。クラウドシステムの場合には、生体情
報測定回路２０から無線送信されたデータに対して、生体情報測定回路２０が処理する生
体情報測定の一部をクラウドシステムのプログラムに基づいて実行処理する構成としても
良い。
【００５５】
　本実施形態によれば、被験者の胸部に生じる少なくとも正面方向の加速度を複数の単位
期間において検出し、それらの差分を求めることにより、歩行又は走行に起因する加速度
の変動成分を低減することができる。従って、ランニングやジョギング時等のトレーニン
グ中においても、歩行又は走行に起因する大きな波形を消して呼吸周期を測定することが
可能となる。また、そのために必要とされるセンサーとしては、トレーニング時に用いら
れる加速度センサーを用いて測定を行うことができる。本実施形態においては、少なくと
も正面方向の加速度を検出する加速度センサーの検出結果に基づいて、被験者の呼吸周期
が測定される。加速度センサーの任意の１軸が正面方向と一致しない場合には、加速度セ
ンサーの３軸の加速度測定値を合成して正面方向の加速度を求めても良い。
【００５６】
　次に、本実施形態に係る生体情報測定装置において用いられる生体情報測定方法につい
て、図５及び図７を参照しながら説明する。図７は、本発明の一実施形態に係る生体情報
測定方法を示すフローチャートである。
【００５７】
　図７に示すステップＳ１において、制御部２４が、３軸加速度センサー１０によって検
出された加速度を表す測定データに基づいて、被験者が歩行又は走行している際の１歩又
は重複歩の周期を測定し、該周期を単位期間として設定する。
【００５８】
　ステップＳ２において、制御部２４が、第１の単位期間において３軸加速度センサー１
０によって検出された正面方向の加速度を表す測定データを記憶部２２に記憶する。
【００５９】
　ステップＳ３において、演算部２３が、ステップＳ２において記憶部２２に記憶された
測定データと、第１の単位期間と異なる第２の単位期間において３軸加速度センサー１０
によって検出された正面方向の加速度を表す測定データとの差分を表す差分データを求め
る。
【００６０】
　ステップＳ４において、演算部２３が、ステップＳ３において求められた差分データに
基づいて呼吸周期を求める。例えば、演算部２３は、差分データに対してローパスフィル
ター処理を施して処理データを生成し、処理データの値を正又は負の閾値と比較すること
によって呼吸周期における基準時点を検出する。そして、演算部２３は、処理データの値
が閾値を超えた第１の基準時点と、第１の基準時点からマスキング期間が経過した後に処
理データの値が再び閾値を超えた第２の基準時点との差を呼吸周期として求める。
【００６１】
　ステップＳ５において、演算部２３が、６０（秒）を呼吸周期（秒）で割ることにより
、呼吸頻度（毎分の呼吸回数）を求める。
【００６２】
　上記のように測定データの差分演算を行うことにより、主として歩行又は走行に起因す
る大きな波形は消えてしまうので、呼吸による加速度を検出することが容易となる。従っ
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て、呼吸の周波数よりもかなり高いカットオフ周波数を有するローパスフィルターを用い
て、呼吸周期を測定することができるので、実時間に近い応答速度で呼吸周期又は呼吸頻
度を測定することが可能となる。
【００６３】
　上記の実施形態においては、ランニングやジョギング時等において用いられる生体情報
測定装置について説明したが、本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではな
い。例えば、本発明は、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査等の医療向けとしても
応用可能であり、当該技術分野において通常の知識を有する者によって、本発明の技術的
思想内で多くの変形が可能である。
【符号の説明】
【００６４】
　１…回路基板、１ａ…領域、１０…３軸加速度センサー、２０…生体情報測定回路、２
１…入力部、２２…記憶部、２３…演算部、２４…制御部、２５…心拍センサー部、３０
…無線通信部、４０…アンテナ部、５１、５２…電極端子、６０…電池ソケット

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図７】
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