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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気刺激を生体に伝えるか、生体からの電気信号を感知するか、または双方を行うため
に生体に接触して使用される生体電極であって、
　シート状に形成された基材と、当該基材の何れかの面に設けられた電極部分と、当該電
極部分を覆う電解質層と、前記基材に於いて電極部分が設けられた面とは反対側の面に露
出して前記電極部分と電気的に接続される端子部分とからなり、
　前記基材は、上方よりも下方を幅広くした裾広がり形状に形成されると共に、
　前記電極部分は、基材に於いて広く形成した裾部分寄りであって、且つ所定の間隔をお
いて基材の幅方向に設けられており、
　前記電極部分は２つであって、各電極部分は基材の幅方向の縁に近い位置に設けられて
おり、
　前記端子部分は２つであって、基材の幅方向の中央近傍に、基材の幅方向に並べて設け
られており、
　前記基材の幅方向の一方側と他方側において、それぞれの領域に存在する端子部分と電
極部分とが配線部分によって電気的に接続されており、
　各電極部分と配線部分との組み合わせは、それぞれが電解質層によって覆われており、
基材幅方向の何れか一方の電極部分と配線部分との組み合わせを覆う第一電解質層領域と
、基材幅方向の他方の電極部分と配線部分との組み合わせを覆う第二電解質層領域とは相
互に電気的に接続されていない事を特徴とする、生体電極。
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【請求項２】
　前記端子部分は、基材における電極部分が設けられた側の面に存在する平面部と当該平
面部から突出し、基材を貫通して存在する軸部とから成り、
　前記端子部分と電極部分とが配線部分によって電気的に接続されており、
　当該配線部分は、導電性材料を印刷または塗布することにより形成されていて、前記電
極部分と前記端子部分の平面部とを電気的に接続している、請求項１に記載の生体電極。
【請求項３】
　前記端子部分と電極部分とが配線部分によって電気的に接続されており、
　前記基材において、端子部分が存在する側の面には、導電性材料から成るシールド層が
設けられており、
　前記電解質層には、前記第一電解質領域及び第二電解質領域とは電気的に接続されてい
ない当該第三電解質領域が設けられており、
　前記シールド層は、当該第三電解質領域と電気的に接続されている、請求項１に記載の
生体電極。
【請求項４】
　前記第一電解質領域と第二電解質領域とは、基材に於ける電極部分が設けられた側の面
に、間隔をあけて設けられており、
　前記電解質層の第一電解質領域と第二電解質領域との間には、当該第一電解質領域及び
第二電解質領域とは電気的に接続されていない当該第三電解質領域が設けられており、
　前記基材には、上縁側に１つの窪み、下縁側に２つの窪みが存在しており、
　少なくとも前記電極部分は、それぞれ基材の上縁の窪みと下縁の窪みを結ぶ線が存在す
る領域を除いた範囲に設けられている請求項１に記載の生体電極。
【請求項５】
　前記基材は、その裾側を広げた「Ｍ」字状であって、幅方向両側の辺が１０°～８０°
の交角で交差する形状であって、
　前記電極部分は、各電極部分の中心間距離で５０～２００ｍｍの間隔を確保して設けら
れている、請求項１に記載の生体電極。
【請求項６】
　前記電解質層には、前記第一電解質領域及び第二電解質領域とは電気的に接続されてい
ない当該第三電解質領域が設けられており、
　前記基材において、端子部分が存在する側の面には、導電性材料から成るシールド層が
設けられており、
　前記基材に於ける電極部分が設けられた側の面であって、前記第三電解質領域が存在す
る範囲には、導電性材料を印刷又は塗布したアース接続部分が存在しており、
　当該アース接続部分は前記シールド層と電気的に接続されると共に、前記第三電解質領
域と接触している請求項１に記載の生体電極。
【請求項７】
　前記電極部分と前記端子部分は複数設けられると共に、何れかの電極部分は、何れかの
端子部分と配線部分によって電気的に接続されており、
　前記電極部分は、それぞれが独立した電解質層によって覆われており、各電極部分を覆
う電解質層領域同士は、相互に電気的に接続されていない請求項１に記載の生体電極。
【請求項８】
　シート状に形成された基材と、当該基材の何れかの面に設けられた電極部分と、当該電
極部分を覆う電解質層と、前記基材に於いて電極部分が設けられた面との反対側の面に露
出して前記電極部分と電気的に接続した端子部分とを備える生体電極と、
　当該生体電極に設けられた端子に接合すると共に、当該生体電極からの信号を取得する
生体信号測定装置本体とからなる生体信号測定装置であって、
　当該生体電極が請求項１～７の何れか一項に記載の生体電極である、生体信号測定装置
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体信号を取得する為、或いは各種治療を行う為に生体に設置される電極（以
下、「生体電極」とする）に関し、特に心電、心拍、体の動き、体温などの生体情報を個
人が簡便に測定する為の携帯用生体情報処理装置に適した生体電極に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心電、心拍、体の動き、又は体温などの生体情報を、個人が簡便に測定する為の小型の
装置として携帯用生体情報処理装置が利用されている。かかる携帯用生体情報処理装置は
、生体電極を介して生体信号を取得し、取得した生体信号を、無線手段によりパソコンに
送ったり、或いは装置に内蔵されたメモリーカードなどの半導体記憶装置に記憶させて、
接続コードなどでパソコンに取り込んだりすることで、生体情報を活用している。
【０００３】
　そして、かかる携帯用生体情報処理装置では、生体情報をパソコン等でモニターするこ
とにより、使用者の体調管理、高齢者の在宅医療モニター、生活習慣病予防のヘルスケア
を行うことができる。そして生体情報の中でも、特に心電図、心拍数を取得する際には専
用の生体電極が使用されている。
【０００４】
　従来、特許文献１（特表２００７－５２５２６９号公報）では、生理学的データを検出
および分析して状態データを送信する装置であって、装着者に接着態様で取り付けられる
ように構成されたウェアラブル無線装置（携帯用生体情報処理装置）が提案されている。
【０００５】
　この特許文献1では、体の予め決められた身体状態を検出し、処理し、分析し、通知す
るためのウェアラブル装置であって、１対の感知用電極および１つの参照用電極を少なく
とも含む複数の電極であって、それぞれ、体の表面に接着態様で取り付けられるように構
成された複数の電極と、前記複数の電極の各々と電気的に連絡しており、電源を含み、前
記複数の電極により供給される信号を処理および分析する電子回路モジュールとを含み、
前記複数の電極および前記電子回路モジュールは、当該ウェアラブル装置が体の前記表面
に接着することを可能とするように、単一の接着膜により覆われているウェアラブル装置
が提案されている
【０００６】
　また従来、生体からの電気信号を測定装置に伝えたり、或いは刺激装置からの電気刺激
を生体に伝えたりする為に、生体皮膚表面に密着状態で貼着固定される生体電極用パッド
も存在する。かかる生体電極用パッドとして、支持体に設けた電極と、当該電極と導通し
ている金属製のスナップ（ホック）を具備し、このスナップを介して外部装置のコネクタ
ーと接続する方式のものも古くから利用されている。
【０００７】
　例えば特許文献２（実開平５－７０５５２号公報）では、導電性粘着剤、電子電導性の
層、それを支持する非導電性のシート状物および外部への接続手段よりなり、互いに電気
的に独立した複数の電極が、該シート状物を介して一体化されている生体医学用電極を開
示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００７－５２５２６９号公報
【特許文献２】実開平５－７０５５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　生体電極は、生体からの電気信号を測定装置に伝えたり、或いは刺激装置からの電気刺
激を生体に伝えたりする為に使用されている。この生体電極は、通常、専門的な知識に基
づいて、所定の場所に貼り付けて使用されるものである。
【００１０】
　しかし、使用者の体調管理、高齢者の在宅医療モニター、又は生活習慣病予防のヘルス
ケアを行う場合には、当該生体電極を、測定する本人が自分の体（胸部等）に貼り付けて
使用することもある。これは使用者個人の日常生活における体調の変化を、任意の時間、
場所、行動の中で得られる生体情報により、直ちに知る事が出来るようにする為である。
【００１１】
　この様に、使用者（被測定者）本人が、自ら自己の身体に生体電極を取り付ける場合で
あっても、やはり身体の定められた場所と位置に貼り付ける必要がある。従って、生体電
極を取り付ける向きや場所が解りやすく、且つ貼りやすく剥がれにくいものでなければな
らない。
　そこで本発明は、専門的な知識を要することなく、使用者本人が簡単に、且つ貼り付け
る向きや場所を間違えずに貼り付けることができるようにした生体電極を提供する事を第
一の課題とする。
【００１２】
　また、一般的に心電図の測定には、標準的な１２誘導、他四肢誘導、胸部誘導などの測
定方法がある。しかし、このような測定方法は専門知識を必要とし、さらに専門の心電図
測定機など病院に行かないと測定が出来ない。
　そこで本発明は、１チャンネルの単一誘導測定が可能で、本人が一回で貼れるような、
小型且つ高性能の生体電極を提供する事を第二の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題の少なくとも何れかを解決するべく、本発明では生体からの電気信号を測定装
置に伝えたり、或いは刺激装置からの電気刺激を生体に伝えたりする為に使用される生体
電極であり、特に携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置において心電、筋電、又は脳
波等の生体信号を取得するのに適した小型且つ高性能の生体電極を提供する。
【００１４】
　即ち本発明では、電気刺激を生体に伝えるか、生体からの電気信号を感知するか、また
は双方を行うために生体に接触して使用される生体用電極であって、シート状に形成され
た基材と、当該基材の何れかの面に設けられた電極部分と、当該電極部分を覆う電解質層
と、前記基材に於いて電極部分が設けられた面の反対側の面に露出して前記電極部分と電
気的に接続される端子部分とからなり、前記基材は、上方よりも下方を幅広くした裾広が
り形状に形成されると共に、前記電極部分は、基材に於いて広く形成した裾部分寄りであ
って、且つ基材の幅方向に所定の間隔をおいて設けられた生体用電極を提供する。
【００１５】
　かかる本発明の生体電極において、電極部分を設ける基材は、上方よりも下方を幅広く
した裾広がり形状に形成している。そしてこの幅広く形成した基材の裾部分に電極部分を
形成している。したがって、複数の電極を用いる場合、例えば１チャンネルの単一誘導測
定を行うことのできる生体電極とする場合には、基材の幅広く形成された部分に、２つの
電極を離して設置する事ができる。このため、例えば一方の電極部分を測定点、他方の電
極部分を基準点とした場合に、測定点と基準点との間の距離を大きく取ることができる。
これにより本発明の生体電極では、出力信号も大きく取る事ができる。特に、この測定点
と基準点との間の距離（即ち電極部分同士の距離）を、各電極部分の中心間距離で５０～
２００ｍｍ、望ましくは７０～１００ｍｍとする事により、生体電極の小型化を実現しな
がらも出力信号を大きくとることが可能になる。更に、裾側を幅広く形成している事から
、当該生体電極を生体に貼り付ける領域も広くする事ができる。したがって当該生体電極
に後述する生体信号測定装置を取り付けて使用する場合であっても、当該生体信号測定装
置を確実に保持する事ができる。
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【００１６】
　上記基材は、十分な柔軟性と一定の保形性を備え、且つ簡易に切断しない程度の引っ張
り強度を有する絶縁材料で形成できる。より具体的には、例えばポリエチレンナフタレー
トフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリアミドイミドフィルム等の樹脂
材料の他、合成材不織布等のような電気絶縁性を有する材料を使用することができる。但
し、ウェアラブル生体情報処理装置で使用する場合には、当該生体電極は日常生活に於い
ても使用される事から、耐水性又は防水性を有する材料で形成される事が望ましい。
【００１７】
　特に本発明に係る生体電極において、この基材は、装着状態における上方よりも下方を
幅広くした形状（裾広がり形状）に形成される。かかる形状としては、台形の他、当該台
形の任意又は全ての縁に窪みや突起を設けた形状にする事ができる。例えば、当該基材を
、裾側を広げた「Ｍ」字形状とする事もでき、この場合には、幅広く形成された裾側（底
辺側）に２つの窪みが存在し、上方（上辺側）には１つの窪みが存在する。その結果、基
材の上下の縁に存在する窪みを繋ぐように折れ曲がることができる。
【００１８】
　従って、実際に着用した場合において、使用者の動きに応じて曲折する部分は、上下縁
の窪みを繋ぐ領域に特定される。よって電極部分は、この曲折する部分を除いた領域に形
成する事ができる。即ち、前記基材が、上縁側に１つの窪み、下縁側に２つの窪みを具備
して形成されており、少なくとも前記電極部分、望ましくは前記電極部分と端子部分は、
それぞれ基材の上縁の窪みと下縁の窪みを結ぶ線が存在する領域を除いた領域に設けられ
ている生体電極とすることができる。この様に基材に於いて体動に追従して曲折しやすい
部分を除いた領域に電極部分などを設ける事により、体動に伴うノイズなどの影響を抑え
、安定して生体信号を取得する事が考えられる。
【００１９】
　また、上記の様に基材の縁部分に窪みや突起を形成する場合には、少なくとも尖った部
分が存在しないように、湾曲形状の窪みや突起を形成する事が望ましい。このように形成
すれば、仮に折れ曲がった部分が身体に触れても、身体を傷つけないようにする事ができ
る。
【００２０】
　前記電極部分は、導電性材料を用いて、基材の何れか一方の面に形成される。この電極
部分は導電性を有する各種材料で形成する事ができる。但し、望ましくは導電性を有する
材料、例えばカーボン、金属、金属化合物、若しくはカーボンと金属又は金属化合物との
混合物等を、印刷したり塗布することで形成する事ができる。各電極部分の面積を１８ｍ
ｍ2～１００ｍｍ2の範囲と小さく形成した場合には、心電波形の立ち上がり特性に優れた
生体電極とする事ができる。
【００２１】
　また基材の他方の面には、この電極部分と電気的に接続されている端子部分が存在する
。電極部分と端子部分との電気的な接続は電気導線を使用してもよい。但し、製造容易性
や生体に取り付けた時の違和感を無くし、軽量化を図る為には、導電性材料を印刷または
塗布する事により形成した配線部分で電気的に接続する事が望ましい。また前記端子部分
は、少なくとも何れかの一部が基材を貫通して電極部分が存在する面に露出する事が必要
である。そしてこの露出した部分と前記電極部分を電気的に接続するように、前記導電性
材料層を形成することができる。
【００２２】
　上記端子部分は金属材料で形成する事ができる。この端子部分は、基材において電極部
分が設けられた側の面に存在する平面部と、当該平面部から立ち上がって基材を貫通して
存在する軸部とから成る形状で形成することができる。例えば、この端子部分は、縦断面
形状を「凸」字状、「L」字状に形成する事ができる。この様に端子部分を形成した場合
には、導電性材料を印刷または塗布して形成する配線部分は、前記電極部分と前記端子部
分の平面部とを電気的に接続する線状又は帯状に形成する事ができる。また基材を貫通し
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て存在する軸部に、当該基材を抜け出ない様に導電性のカバー等を設ける事により、当該
端子部分の脱落を阻止する事ができる。
【００２３】
　また、上記電極部分と、端子部分と、両者をつなぐ配線部分との組み合わせ単位は、１
つの基材に１組又は２組以上形成する事もできる。但し、１チャンネルの単一誘導測定を
行う生体電極の場合には、生体への取り付け容易性を考慮して２組設けることが望ましい
。１つの生体電極を貼付する事により２つの電極（測定点と基準点）を同時に設置できる
為である。
【００２４】
　以上の様に、１つの基材に、電極部分を２つ設ける場合には、各電極部分は基材の幅方
向の縁寄りに設けることが望ましい。測定点と基準点との間の距離を大きく取ることがで
き、これにより出力信号も大きく取る事ができる為である。そして端子部分は、各電極部
分に対応させて２つ設ける。かかる端子部分は、それぞれ基材の幅方向の中央寄りに、基
材の幅方向に並べて設けることが望ましい。端子部分間の距離を短くする事により、小型
の携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置を設置できるようにする為である。
【００２５】
　そして、以上の様に２つの電極部分と２つの端子部分を設けた生体電極では、前記基材
の幅方向の一方側と他方側において、それぞれの領域に存在する端子部分と電極部分とが
配線部分によって電気的に接続される。かかる配線部分は各種の電気導線を使用する事も
可能であるが、製造容易性や生体着用時における違和感を解消する上では、印刷や塗布に
よって形成する事が望ましい。
　特に本発明に係る生体電極では、前記の様に電極部分同士の間隔を大きくしたとしても
、端子部分同士間の距離は比較的近接させて設けることができる。例えば、端子部分同士
の間隔を１０ｍｍ～１００ｍｍ程度、望ましくは１５ｍｍ～５０ｍｍ程度にすることもで
きる。この様に端子部分同士の間隔を設定することにより、端子間距離が短い小型の携帯
用（ウェアラブル）生体情報処理装置でも接続可能となる。本発明に於いて端子部分間の
距離や電極部分間の距離を、それぞれの間隔を任意に設定できるのは、電極部分と端子部
分とを別に設置し、両者を配線部分で電気的に接続している為である。
【００２６】
　また、基材における電極部分が存在する側の面において、電極部分と、端子部分は、電
解質層によって覆われている。当該電解質は、（１）配線部分で接続された電極部分と端
子部分との組み合わせごとに覆うか、又は（２）それぞれの電極部分ごとに覆うことがで
きる。
【００２７】
　即ち、前記配線部分によって接続された電極部分と端子部分との組み合わせは、それぞ
れの組み合わせごとに電解質層で覆うことができる。例えば、基材の幅方向（左右方向）
の何れか一方の電極部分と端子部分との組み合わせを覆う第一電解質層領域と、基材幅方
向の他方の電極部分と端子部分との組み合わせを覆う第二電解質層領域とで形成すること
ができる。そして第一電解質層領域と第二電解質層領域とは相互に電気的に接続しない様
に形成する。電解質層で覆う事により、電極部分は、生体に接する電解質層を介して生体
信号を取得する事ができる。よって各電極部分がショートすることのないように、各電解
質層領域は、相互に電気的に接続されていない事が必要である。
【００２８】
　また、配線部分で接続した電極部分と端子部分との組み合わせを、基材に２組以上設け
た生体電極では、少なくともそれぞれの電極部分を、別個に覆うように電解質を設けるこ
とができる。即ち、何れか一方の電極部分を覆う第一電極電解質層領域と、他方の電極部
分を覆う第二電極電解質層領域とを形成する。そして第一電極電解質層領域と、第二電極
電解質層領域は、それぞれが相互に電気的に接続されていない様に形成する。
【００２９】
　かかる電解質層は、生体に接して、生体信号を電極に伝える等の機能を有することから
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、少なくとも導電性を有する材料で形成される。また当該電解質層は、生体との密着性を
高めるため、柔軟性又は塑性を有する材料で形成される事が望ましく、ゲル状又はジェル
状など半流動性又は流動性を有する材料で形成することもできる。よって当該電解質層は
、導電性が付与されたアクリル系樹脂、導電性が付与されたウレタン系樹脂等の導電性樹
脂材料で構成でき、更に導電性が付与されたカラヤゴムで構成することもできる。またこ
の電解質層は生体に貼り付く程度の粘着性を有するのが望ましい。
【００３０】
　更に本発明に係る生体電極では、導電性材料から成るシールド層を形成する事が望まし
い。例えば、前記基材における端子部分が存在する側の面（即ち、電極部分が存在する面
とは反対側の面）に、導電性材料から成るシールド層を形成する事ができる。生体からの
心電、心拍信号等の生体信号は微小電圧の為、生体の内外からの電磁波や電気（静電気等
）等のノイズの影響を大きく受ける。したがって当該ノイズによる悪影響対策としてシー
ルド層を形成し、人体からのノイズ、外来ノイズを減少させることができる。かかるシー
ルド層は、導電性材料を用いて形成することができ、例えばカーボン、金属又は金属化合
物、若しくはカーボンと金属又は金属化合物との混合物等を使用することができる。
【００３１】
　そして、上記シールド層は、その電位を安定させる為に接地しておくことが望ましく、
シールド層を生体に接地させる構成とする事が望ましい。そこで本発明に係る生体電極で
は、前記シールド層は、前記電解質層に於いて、生体に接する第三電解質領域と電気的に
接続する事が望ましい。この時、当該シールド層は、第一電解質領域及び第二電解質領域
等、電極部分や端子部分と接続している電解質とは電気的に接続させない。その結果、当
該シールド層と生体との間の電位差を最小にできることから、シールド層の電位は安定し
て、よりシールド効果を高めることができる。
【００３２】
　このシールド層と第三電解質領域との電気的な接続構造は特に制限されるものではない
が、例えば基材にスルーホール（貫通孔）を設け、このスルーホール内に入り込むように
、前記シールド層を形成する導電性材料を印刷または塗布する。そして基材に於いて、シ
ールド層が設けられる面とは反対側の面からも、スルーホール内に入り込むように導電性
材料を印刷または塗布することにより、基材を挟んで双方の導電性材料は電気的に接続さ
れる。そして基材に於いて、シールド層が設けられる面とは反対側の面に設けられた導電
性材料は、直接又は前記第三電解質領域を介して間接的に、生体に接することから、前記
シールド層は生体に接地する事ができる。
【００３３】
　以上の様に、シールド層を第三電解質領域と電気的に接続する為には、基材に於いてシ
ールド層が設けられた側の面とは反対側の面（即ち、基材に於いて電極部分が設けられた
側の面）であって、前記第三電解質領域が存在する範囲には、導電性材料を印刷又は塗布
したアース接続部分が存在する事が望ましい。かかるアース接続部分を設ける事により、
前記シールド層との電気的な接続を確実に行う事ができると共に、前記第三電解質領域と
の接触面積を大きくすることができ、シールド層の生体への接地を確実に行う事ができる
。
【００３４】
　そして本発明では、前記課題の少なくとも何れかを解決する為、前記生体電極を用いた
生体信号測定装置を提供する。
【００３５】
　即ち、シート状に形成された基材と、当該基材の何れかの面に設けられた電極部分と、
当該電極部分を覆う電解質層と、前記基材に於いて電極部分が設けられた面とは反対側の
面に露出して前記電極部分と電気的に接続する端子部分とを備える生体電極と、当該生体
電極に設けられた端子に接合して、当該生体電極からの信号を取得する生体信号測定装置
本体とからなる生体信号測定装置であって、当該生体電極が、上記本発明に係る生体電極
である、生体信号測定装置である。
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【００３６】
　かかる生体信号測定装置に使用される生体信号測定装置本体は、心電、心拍、体の動き
、又は体温などの生体情報を、個人が簡便に測定する為の携帯用（ウェアラブル）生体情
報処理装置であってよい。かかる携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置は、生体電極
を介して生体信号を取得し、取得した生体信号を、無線手段によりパソコンに送ったり、
或いは装置に内蔵されたメモリーカードなどの半導体記憶装置に記憶させて、接続コード
などでパソコンに送るように構成されている。
【００３７】
　そして前記生体電極と当該生体信号測定装置との接続は、ホックや端子などにより簡易
に行う事ができる着脱手段を用いて構成するのが望ましい。
【００３８】
　かかる生体信号測定装置では、上記した本発明の生体電極が使用されることから、より
正確に生体信号を取得する事ができる。特に、シールド層を設けた生体電極を使用した場
合には、体内及び体外からのノイズによる悪影響が低減された生体信号を取得する事がで
きる。
【発明の効果】
【００３９】
　上記本発明に係る生体電極では、裾方向を幅広に形成している。その結果、専門的な知
識を必要とせずに、使用者本人が簡単に、且つ間違えることなく貼り付けることができる
生体電極となる。よって、使用者の体調管理、高齢者の在宅医療モニター、生活習慣病予
防のヘルスケアを行う場合であっても、当該生体電極を、測定する本人が体に直接胸部に
貼り付けて使用する事ができる。従って、携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置に於
いても使用する事ができ、使用者個人の日常生活における体調の変化を、任意の時間、場
所、行動の中で得られる生体情報により、直ちに知る事が出来るようになる。
【００４０】
　また、基材に対して２つの電極部分を設ける事により、１チャンネルの単一誘導測定が
可能で、本人が一回で貼れるような小型高性能な生体電極が実現する。よって、専門の心
電図測定機など病院に行かなくとも、使用者本人が自らの生体に貼り付けることのできる
生体電極を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本実施の形態に係る生体電極の分解斜視図
【図２】本実施の形態に係る生体電極の（Ａ）平面図、（Ｂ）正面図、（Ｃ）底面図、（
Ｄ）背面図、（Ｅ）右側面図
【図３】図２におけるＸ－Ｘ矢視端面図
【図４】図２におけるＹ－Ｙ矢視端面図
【図５】他の実施の形態に係る生体電極の分解斜視図
【図６】他の実施の形態に係る生体電極の（Ａ）背面図、（Ｂ）Ｙ'－Ｙ'矢視断面図
【図７】他の実施の形態に係る生体電極の分解斜視図
【図８】他の実施の形態に係る生体電極の背面図
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、本実施の形態に係る生体電極を、図面を参照しながら説明する。特に本実施の形
態では、携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置で使用するのに適した生体電極の例を
示している。この生体電極は、裾側が広がっている「Ｍ」字状に形成されている。なお、
以下の説明においては、説明の便宜上、当該生体電極を装着した場合における生体に対向
する側を体面側、外に向く面を外面側として説明する。
【００４３】
　図１は本実施の形態に係る生体電極の分解斜視図であり、基材１６の上方（図面に表わ
した方向を基準とする）として表している外面側には、シールド層１４を積層させて、そ
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の上に樹脂材料からなるカバーフィルム１２を設けている。
【００４４】
　基材１６は、非導電性材料で形成されたフィルム状又はシート状である。この基材１６
に対して後述する各層や構成要素を設けている。かかる基材１６は、十分な柔軟性を有す
ると共に、一定の形態を保持でき、且つ簡易に切断しない程度の引っ張り強度を有する絶
縁材料で形成する。当該基材１６としてポリエチレンテレフタレートフィルム（又はシー
ト）、又はポリエチレンテレフタレートフィルム（又はシート）を使用する事ができる。
その他にも、例えばポリエチレンナフタレートフィルム（又はシート）、ポリアミドイミ
ドフィルム（又はシート）等の樹脂材料からなるフィルムやシート、又は不織布や合成材
不織布等のような電気絶縁性を有する材料からなるフィルムやシートを使用して、基材１
６を形成する事ができる。但し、携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置で使用される
生体電極の場合には、日常生活に於いても着用されることから、更に耐水性又は防水性を
有する樹脂フィルム又は樹脂シートである事が望ましい。
【００４５】
　また本実施の形態に於いて、当該基材１６は、その裾側を広げた「Ｍ」字状に形成して
いる。この為、裾側に設置する電極部分２０（後述する）は、各電極部分２０（測定点と
基準点）の中心間距離で５０～２００ｍｍ、望ましくは７０～１００ｍｍとして、十分な
間隔を確保して設けることができる。したがって、出力信号も大きく取る事が可能になっ
ている。更に、裾側を広げた「Ｍ」字状とした基材１６は、幅方向両側（左右両側）の辺
が１０°～８０°、望ましくは１５°～４５°の交角で交差する様に裾側を広げることが
できる。この様な角度で幅方向両側の辺を交差させる事により、裾側の幅を十分に確保し
ながらも、小型の携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置を設置できる程度の高さを確
保した基材とする事ができる。なお、以下に説明するシールド層１４やカバーフィルム１
２等は、特に明示しない限り、この基材と同じ輪郭形状に形成される。
【００４６】
　上記基材１６に積層されるシールド層１４は、例えば基材１６に対してカーボンなどの
導電性材料を印刷又は塗布する事により形成する事ができる。本実施の形態において、当
該シールド層は、基材１６の殆どの領域を覆う広さで形成されている事から、電極部分２
０や配線部分１８に対する電磁波ノイズのシールド効果を高めることができる。但し、当
該シールド層１４を形成する材料を減じる場合等には、少なくとも電極部分２０と配線部
分１８の外面側を覆うように形成しても良い。またカーボンの他にも、カーボンと金属又
は金属化合物との混合物を印刷または塗布して形成しても良い。
【００４７】
　そして上記シールド層１４は、適宜樹脂シートからなるカバーフィルム１２で覆ってい
る。このカバーフィルム１２は、シールド層１４を覆って、当該シールド層１４の剥離や
脱落を阻止する為に使用することができる。その他にも、製品名や使用時の向きなど、各
種の情報を印刷したり、当該生体電極に装飾を施したりする為に使用することもできる。
かかるカバーフィルム１２は、その周縁を基材１６の周縁に接着又は融着して一体化する
他、シールド層１４に接着剤等で貼付して一体化する事ができる。
【００４８】
　前記基材１６の下方（体面側）には、導電性材料を印刷又は塗布して電極部分２０、配
線部分１８及びアース接続部分２６を形成する。これら電極部分２０、配線部分１８及び
アース接続部分２６は、何れも同じ導電性材料を用いて形成する他、少なくとも何れかを
異なる導電性材料で形成する事もできる。本実施の形態では電極部分２０は塩化銀を用い
て形成し、配線部分１８及びアース接続部分２６は銀を用いて形成している。配線部分１
８を銀層として形成し、当該配線部分１８と電気的に接続される電極部分２０は、銀－塩
化銀で形成している。電極部分２０を銀－塩化銀で形成しているのは、電解質層３４との
イオン交換のためである。かかる銀－塩化銀の層は、銀と塩化銀の配合比が重量比で銀：
塩化銀が９：１～６：４であることが望ましい。このような銀－塩化銀の層（電極部分２
０）を設けることにより、測定時に電極部分２０における分極を阻止することができる。
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したがってホルタ心電計用の生体電極、携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置用の生
体電極のように長時間装着する場合において特に望ましいものとなる。またイオントフォ
レスト療法のように電気を流して薬物を体内に導入する場合においても、円滑なイオン交
換を実現する上で特に望ましいものとなる。但し、当該電極部分２０、配線部分１８及び
アース接続部分２６の少なくとも何れか又は全ては、その他にも銀－塩化銀、銀、金、銅
、カーボン、アルミニウム、ニッケルなど、導電性を有する様々な金属を用いて形成する
こともできる。
【００４９】
　本実施の形態では、基材１６に配線部分１８を印刷又は塗布し、これに電極部分２０を
印刷又は塗布して積層させているが、この積層構造は逆であっても良い。また印刷又は塗
布して形成した電極部分２０と配線部分１８とは、基材１６の幅方向のそれぞれに於いて
電気的に接続されている。即ち、生体側から見て基材１６の左側に存在する配線部分１８
と電極部分２０との組み合わせ単位が電気的に接続されており、同じく基材１６の右側に
存在する配線部分１８と電極部分２０との組み合わせ単位が電気的に接続されている。そ
して両組み合わせ単位同士は、相互に電気的に接続されていない。
【００５０】
　基材１６に対して電極部分２０、配線部分１８及びアース接続部分２６を形成した後は
、これに電気非導電性（絶縁性）を有する材料からなる絶縁部２４を形成する。この絶縁
部２４は電気的絶縁性を有するフォトレジスト材料を用いて形成する事ができる。本実施
の形態では配線部分１８をカバーするような帯状に形成している。この絶縁部２４を形成
する材料は、特に限定されるものではなく、ノボラック型エポキシアクリレート化合物や
、ビスフェノールフルオレン型エポキシアクリレート化合物、あるいはこれらエポキシア
クリレート化合物の酸変性物などの光硬化型樹脂組成物の他、熱硬化性樹脂組成物や熱可
塑性樹脂組成物等で形成することができる。また、この絶縁部２４は必ずしもフォトレジ
スト材料が使用される必要は無く、例えば塩化ビニールフィルム（又はシート）、ＰＥＴ
フィルム（又はシート）、合成材不織布等のように電気絶縁性を有する材料を用いて、層
状状に貼り合わせて形成する事もできる。
【００５１】
　そして本実施の形態では、以上の様に絶縁部２４を形成した後に、前記基材１６と同じ
輪郭形状に形成した電解質保持部２８を設けている。この電解質保持部２８は、基材に密
着すると共に、粗面構造により、ゲル状に形成された電解質層を確実に保持できる様に機
能する。かかる電解質保持部２８は、前記レジスト材料の他、布帛、凹凸を有するか又は
メッシュ状に形成された樹脂シート・樹脂フィルム等を使用する事ができる。特に本実施
の形態では前記絶縁部２４と同じようにレジスト材料を印刷又は塗布する事により層状に
形成している。その結果、配線部分にはレジスト材料が二層に積層されることになるが、
両者は機能上及び要求される精度（印刷精度）において異なる。即ち、前記絶縁部は配線
部分を確実にカバーする為に、正確な大きさ及び位置に形成する必要があり、一方で電解
質保持部２８は、電解質を保持できれば良いことから、確実に配線部分をカバーする必要
はない。但し、この電解質保持部２８が前記配線部分を確実にカバーするように形成され
る場合には、当該電解質保持部が絶縁性を有することを条件として、前記絶縁部２４を省
略する事も考えられる。なお前記絶縁部２８を形成する場合には、この電解質保持層２８
は電気的な絶縁性が無くとも良い。更に前記基材１８において電解質層が設けられる側の
面が粗面に形成されている場合には、当該電解質保持部２８を省略する事も考えられる。
【００５２】
　前記配線部分１８と電気的に接続するように、端子部分３０を設ける。本実施の形態に
於いて、端子部分３０は、円盤状の平面部３０Ａと、この平面部３０Ａから突出する軸部
３０Ｂとで形成されている。平面部３０Ａは電解質保持部２８に形成された孔を通り抜け
て、前記配線部分１８に接する事ができる。これにより端子部分３０と配線部分１８とを
電気的に接続する事ができる。そして平面部３０Ａから突出する軸部３０Ｂは、前記基材
１６に形成された孔１６Ｈ、シールド層１４に形成された孔１４Ｈ、及びカバーフィルム
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１２に形成された孔１２Ｈを、それぞれ貫通して外面側に露出している。外面側に露出し
ている軸部３０Ｂの先端は、スタッド３６で保持され、当該端子部分３０が基材１６から
抜け出るのを阻止している。また当該基材１６、シールド層１４及びカバーフィルム１２
は、端子部分３０の平面部３０Ａとスタッド３６により挟まれて、より確実に一体化され
ている。なお、当該配線部分１８の軸部３０Ｂが貫通する孔について、前記シールド層１
４に形成される孔１４Ｈは、少なくとも当該軸部３０Ｂと接する事の無いように、軸部３
０Ｂよりも大きな径で開口している。これは生体信号の伝送ライン（即ち電極部分２０－
配線部分１８－端子部分３０のライン）を、シールド層１４から絶縁する為である。
【００５３】
　またこの電解質保持部２８には、電極部分２０を露出させる為の孔２８Ｈ３及びアース
接続部分２６を露出させる為の孔２８Ｈ２も形成されている。これらの孔が存在する事に
より、電極部分２０及びアース接続部分２６のそれぞれが電解質層３４に接する事ができ
、各電解質層３４との間でイオン交換を行う事ができる。
【００５４】
　そしてこの電解質保持部２８には、前記端子部分３０を覆うように絶縁用フィルム３２
を貼付する。この絶縁用フィルム３２は、端子部分３０の円形部３０Ａ同士間における電
気信号の短絡を防止し、また配線部分のリング部分同士間における電気信号の短絡を阻止
する。更に本実施の形態では、柔軟性を有する基材１６に対して、金属製の端子部分３０
を設けている。このため薄く形成されている絶縁部２４は、当該金属製端子部分３０の近
傍に亀裂等が生じることも考えられる。そこで、仮に絶縁部２４に亀裂が生じた場合でも
、２つの電極部分２０同士、及び２つの配線部分１８同士を確実に絶縁する事ができるよ
うに、当該絶縁用フィルム３２を設置する。また、係る絶縁用フィルムを設ける事により
、金属製端子部分３０の近傍に於いて、当該基材１６を補強する事もできる。よって、当
該端子部分３０に携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置を設置した場合であっても、
当該装置を安定して保持する事ができる。
【００５５】
　そして本実施の形態では、上記絶縁用フィルムの一部を覆うように、電解質層３４を積
層させている。この電解質層３４は、導電性を有する材料を用いて形成されている。即ち
、この電解質層３４は、例えばアクリル系樹脂、ウレタン系樹脂等で構成することができ
、その他にもカラヤゴムで構成することもできる。かかる電解質層３４はゲル状又はジェ
ル状等の様に半流動性又は流動性を有するか、或いは十分に柔らかく形成されることが望
ましい。
【００５６】
　特に本実施の形態に於いて、当該電解質層３４は、基材１６の幅方向の何れか一方の電
極部分２０と配線部分１８との組み合わせを覆う第一電解質層領域３４Ｌと、基材１６の
幅方向の他方の電極部分２０と配線部分１８との組み合わせを覆う第二電解質層領域３４
Ｒと、前記導電性材料から成るシールド層１４と電気的に接続された第三電解質領域とで
構成されている。特に、本実施の形態に於いて、第一電解質層領域３４Ｌ、第二電解質層
領域３４Ｒ及び第三電解質層領域３４Ｅのそれぞれは、相互に電気的に接続されていない
。
【００５７】
　以上の様な構成により、基材１６の幅方向のそれぞれに於いて、端子部分３０、配線部
分１８、電極部分２０、電解質層３４の順で電気的に接続されており、当該生体電極を生
体に貼り付けた時に、生体からの信号はこの逆の順で端子部分３０に伝えられる事になる
。
【００５８】
　またシールド層１４とアース接続部分２６との電気的な接続は、シールド層１４を形成
する導電性材料を、基材１６に設けられたスルーホール２８Ｈ２の内壁面に回り込ませ、
且つ基材１６に於いて当該シールド層１４が形成される側とは反対側の面に形成したアー
ス接続部分２６を形成する導電性材料を、当該スルーホール２８Ｈ２の内壁面に回り込ま
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せて両者を接することにより実現している。
【００５９】
　この様なスルーホール２８Ｈ２を用いた電気的な接続を実現する為には、シールド層１
４及びアース接続部分２６を、スクリーン印刷等により形成する事が望ましい。そして印
刷には十分な流動性を有する材料（導電性材料）を使用するのが望ましい。更に当該スル
ーホール２８Ｈ２の孔径は２ｍｍを超える大きさ、望ましくは３ｍｍ以上、特に望ましく
は５ｍｍ以上に形成するのが望ましい。このような孔径に形成することにより、スルーホ
ール２８Ｈ２の内壁面に薄膜の接続回路を形成することができ、またスルーホール２８Ｈ
２部分に於いて膜厚が厚くならない為である。スルーホール２８Ｈ２は、任意の加工方法
で形成することができ、例えばドリル加工、レーザー加工、あるいは打ち抜き加工等によ
り形成することができる。
【００６０】
　そしてシールド層１４と導通するアース接続部分２６には、第三電解質領域を密着させ
て積層する。これによりシールド層１４を生体に接地する事ができ、その電位を安定させ
ることができる。その結果、空中を飛び交う電磁波等のノイズによる悪影響を減じ、より
正確な生体信号を取得することができる。
【００６１】
　図２は、上記図１に示した生体電極を示す（Ａ）平面図、（Ｂ）正面図、（Ｃ）底面図
、（Ｄ）背面図、（Ｅ）右側面図である。この図に示す生体電極において、携帯用（ウェ
アラブル）生体情報処理装置等に対して、取得した生体信号を出力する端子部分３０は、
一定の距離を保って横並びに近接配置されている（（Ａ）平面図、（Ｂ）正面図参照）。
一方で、電極部分２０は幅広く形成された裾部分に、離して設けられている。したがって
、何れかの電極部分２０を測定点、他の電極部分２０を基準点とした場合において、測定
点と基準点との間の距離を大きく取ることができ、その結果、出力信号を大きく取ること
ができる。
【００６２】
　また本実施の形態に於いて、基材１６の裾側は幅広く形成し、電解質層３４を設置可能
な領域も広く確保している。このため粘着性を有するゲルにより電解質層３４を形成した
場合には、生体との密着力を高めることができる。また、端子部分３０は、基材１６の上
下高さの略中央に設け（（Ｂ）正面図、（Ｅ）右側面図参照）ている。その結果、当該端
子部分３０に携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置を係合させたとしても、当該装置
の取り付け位置を、大面積の粘着ゲルの重心位置近くにすることができ、これにより当該
生体電極の浮き上がりを軽減し剥がれにくくすることができる。
【００６３】
　なお図２には、各層の存在を分かりやすくするために、各層を厚く表示しているが、実
際には、各層は印刷や塗布によって形成する事から薄く形成される。その結果当該生体電
極の柔軟性を確保し、着用者の体動に追従しやすいものとなる。
【００６４】
　そして、本実施の形態に於いては、基材１６を裾広がりの「Ｍ」字状に形成している事
から、体動に応じて生体電極が曲折する部分は、上下の縁部分に形成された窪みを繋ぐ領
域に特定できる。そこでこの部分を積極的に曲折させるために、粘着性ゲルからなる電解
質層３４は、図２（Ｄ）に示すように、裾広がりの「Ｍ」字状に形成した基材１６におけ
る幅方向両側の縁に沿うように設けられている。その結果、体動に追従して曲折する領域
を特定し、意図しない部分の曲折を阻止することができる。また、電極部分２０をこの電
解質層３４で覆う事により、装着者が動いた場合であっても、電極部分２０は、生体に確
実に接続しておくことができ、安定して生体信号を取得する事ができる。
【００６５】
　更に、印刷や塗布によって形成した電極部分２０には、電解質層３４（第一電解質層領
域３４Ｌ、第二電解質層領域３４Ｒ）が確実に接する事から、当該各電極部分２０の面積
を小さく、即ち１８ｍｍ2～１００ｍｍ2の範囲にすることもできる。その結果、心電波形



(13) JP 5670604 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

の立ち上がり特性に優れた生体電極となる。各電極部分は任意の形状に形成する事ができ
るが、例えば外径１０ｍｍの円形とすることもできる。
【００６６】
　図３は、この図２（Ｄ）におけるＸ－Ｘ矢視端面図である。この図３は、当該生体電極
を生体から見たときの左側に存在する電極部分２０、配線部分１８、及び端子部分３０の
接続構造を示している。この図３に示すように、基材１６の生体側（体面側）の面には、
配線部分１８を層状に設け、その先端側に電極部分２０を層状に形成している。そして配
線部分１８の起端側（リング部分が存在する側）には、電解質保持部２８に形成された孔
２８Ｈ１を貫通した端子部分３０の円形部３０Ａが、密着状態で設けられている。そして
当該端子部分３０の軸部３０Ｂは基材１６、シールド層１４、カバーシートを貫通して反
対側の面に突出してスタッド３６に嵌め込まれている。一方で、電極部分２０、端子部分
３０及びアース接続部分２６以外の領域には、絶縁材料からなる電解質保持部２８を積層
し、更に電解質保持部２８における端子部分３０の周りには絶縁用シートを重ね、そして
電解質層３４を積層させている。なお、基材１６の反対側（外面側）の面に設けられたシ
ールド層１４は、端子部分３０の円形部３０Ａとスタッド３６とにより、カバーシートと
基材１６とを密着させることで、端子部分３０との絶縁を果たしている。
【００６７】
　図４は、図２（Ｄ）におけるＹ－Ｙ矢視断面図である。この図４は、第１に生体電極に
おける電極部分２０、配線部分１８、端子部分３０の接続構造、第２に基材１６に形成し
たスルーホール２８Ｈ２を介したシールド層１４とアース接続部分２６との接続構造、第
３にアース接続部分２６と電解質層３４における第三電解質層領域３４Ｅとの接続構造を
示している。この図４において、電極部分２０、配線部分１８、端子部分３０の接続構造
については、前記図３と実質的に同じである為、同じ符号を付してその説明を省略する。
【００６８】
　特にこの図４において、基材１６の裾側には、厚さ方向に貫通するスルーホール２８Ｈ
２が形成されている。このスルーホール２８Ｈ２の内壁面には、スクリーン印刷等により
シールド層１４を形成する際、当該シールド層１４を形成するカーボンが付着する。一方
で、基材１６における生体側（体面側）の面に、スクリーン印刷等によりアース接続部分
２６を形成する際、当該アース接続部分２６を形成する導電性材料（例えば銀）もスルー
ホール２８Ｈ２の内壁面に付着し、これがカーボンと接触する。これによりスルーホール
を介して、シールド層１４とアース接続部分２６との電気的な接続を実現している。よっ
て、この図４からも明らかなように、シールド層１４は、アース接続部分２６、第三電解
質層領域３４Ｅを介して生体に短絡されている。
【００６９】
　但し、当該シールド層１４は、特に生体に接地させておかなくとも、ある程度は生体外
ノイズの影響を無くす事ができる。依って、シールド層１４を生体に接地しない場合には
、前記基材１６にスルーホール２８Ｈ２を設ける必要は無く、またアース接続部分２６を
形成する必要もない。
【００７０】
　図５は、前記シールド層１４を生体に接地させる構成として、別の構造を採用した生体
電極を示す分解斜視図である。特にこの実施の形態では、シールド層１４の裾部分を、基
材１６よりも長く形成しており、且つ基材１６における電極部分２０が設けられる面側の
裾部分の縁には、導電性材料からなるアース接続部分２６を形成している。このアース接
続部分２６も導電性材料を印刷又は塗布する事により形成する事ができる。そして、本実
施の形態に於いて、電解質保持部２８は絶縁性を有しており、これは当該アース接続部分
２６が存在する領域を除いて設けられている。その結果、当該アース接続部分２６は、電
解質層３４における第三電解質層領域３４Ｅと密接に接する事ができる。
【００７１】
　以上の様に形成した生体電極では、図６（Ａ）に示すように、生体電極における生体側
の面の裾部分には、前記アース接続部分２６が存在し、当該アース接続部分２６は第三電
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解質層領域３４Ｅにより覆われている。そして図６（Ｂ）に示すように、裾側を長く形成
したシールド層１４は、導電性材料の印刷又は塗布により、裾部の側面にも回り込んで存
在する。一方で前記アース接続部分２６も、それを構成する導電性材料が、基材１６の裾
部の側面に回り込むようにして印刷又は塗布することから、シールド層１４とアース接続
部分２６とは、当該基材１６における裾部の側面で電気的に接続される。これにより、シ
ールド層１４を生体に接地することができ、シールド層１４の電位を安定させる事ができ
る。
【００７２】
　次に、図７及び８を参照して、他の実施の形態にかかる生体電極を説明する。図７は他
の実施の形態にかかる生体電極を示す分解斜視図であり、図８は当該生体電極の底面図で
ある。この実施の形態に示す生体電極では、特に電解質層の構成が、前記図１及び２に示
した生体電極と異なっている。そして当該電解質層の構成以外は、前記図１及び２に示し
た生体電極と同じであることから、共通の符号を付して、詳細な説明は省略する。
【００７３】
　即ち、この実施の形態にかかる生体電極では、それぞれの電極部分ごとに、別個独立し
た電解質層で覆っており、即ちそれぞれの電極部分を覆う各電解質領域は、相互に電気的
に接続されていないものとして形成されている。具体的には、基材１６の幅方向の何れか
一方に存在する電極部分２０を覆う第一電極電解質層領域３４Ｒ１と、基材１６の幅方向
の他方に存在する電極部分２０を覆う第二電極電解質層領域３２Ｌ１とを備える。そして
、この第一電極電解質層領域３４Ｒ１と第二電極電解質層領域３２Ｌ１とは、相互に電気
的に接続されていない。
【００７４】
　また本実施の形態では、第一電極電解質層領域３４Ｒ１の上方には、上部側第一電解質
層領域３４Ｒ２が設けられ、また第二電極電解質層領域３２Ｌ１の上方には、上部側第二
電解質層領域３４Ｒ２が設けられている。この上部側第一電解質層領域３４Ｒ２及び上部
側第二電解質層領域３４Ｒ２は、この生体電極を生体に貼り付ける為のものであり、少な
くとも粘着性を有するものとして形成される。かかる上部側第一電解質層領域３４Ｒ２及
び上部側第二電解質層領域３４Ｒ２は、生体信号を取得するものではないことから、導電
性は無くとも良い。
【００７５】
　更に、上部側第一電解質層領域３４Ｒ２及び上部側第二電解質層領域３４Ｒ２とは、両
者が接続されるか、或いは一体状に形成されてもよい。但し、基材の上下の縁部分に形成
された窪みを繋ぐ領域で曲折させて、体動に応じた基材の変形を吸収するためには、本実
施の形態に示す様に、上側の縁部分の下方には、電解質が存在しないように形成すること
が望ましい。
【００７６】
　本実施の形態に示す様に、電極部分を覆う電解質の面積を、電極部分の２倍以上１５倍
以下、特に７倍以上１３倍以下にすることにより、目的とする生体信号を的確に取得する
ことができる。例えば、心電信号を取得する際、筋電信号などによるノイズを減じること
ができる。
【００７７】
　これは、各電極部分に接続する電解質層の面積が大きければ、心電の導出電圧を大きく
取れるものの、同時に筋電も導出する事になってしまう。そして心電と筋電が一緒に導出
される事で、結果として、打ち消される電圧があり、電極からの出力電圧が低下する事も
考えられる。そこで、筋電の影響を切り離して、心電電圧を大きくとる為に、電極部分の
周囲にだけ電解質層を残し、他の領域は、生体電極を生体に接合する粘着用として使用す
る。その結果、１チャンネルの生体電極でありながら、従来にない高出力となり、従来製
品の約２倍近くの心電電圧を取得することができる。更に、さらにシールド層による効果
も相まって圧倒的にS/N比を向上させることができる。
【００７８】
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　上記実施の形態では、２極の生体電極であって、かつ基材１６の裾が広がった「Ｍ」字
形状の例に基づいて説明したが、各層や各部分の材質や形状は、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲に於いて適宜変更する事ができる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　上記本発明にかかる生体電極は、携帯用（ウェアラブル）生体情報処理装置や、その他
の生体情報取得装置において使用する事ができ、使用者が自分で身体に貼り付けることの
できる生体電極として使用する事ができる。
【符号の説明】
【００８０】
１２：カバーフィルム，　１４：シールド層，　１６：基材，　１８：配線部分，　２０
：電極部分，　２４：絶縁部，　２６：アース接続部分，　２８：電解質保持部，　２８
Ｈ２：スルーホール，　３０：端子部分，　３４：電解質層，　３４Ｌ：第一電解質層領
域，　３４Ｒ：第二電解質層領域，　３４Ｅ：第三電解質層領域，　３６：スタッド
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