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(57)【要約】
【課題】電極と接触する人体が、測定に適した状態（密
着した状態）、即ち水で濡れているか否かの状態を判別
できる生体測定装置及び生体測定方法を提供する。
【解決手段】使用者の生体インピーダンスの測定に用い
る電極群を備えた生体情報測定手段と、２つ以上の電極
を用いて、使用者が電極に接触したときに使用者と電極
との間に生ずる接触インピーダンスを測定する接触イン
ピーダンス測定手段と、接触インピーダンス測定手段が
測定した接触インピーダンスが、第１所定範囲内にある
か否かの判別をする判別手段と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
使用者の生体インピーダンスの測定に用いる電極群を備えた生体情報測定手段と、
２つ以上の電極を用いて、前記使用者が前記電極に接触したときに前記使用者と前記電
極との間に生ずる接触インピーダンスを測定する接触インピーダンス測定手段と、
前記接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが、第１所定範囲内に
あるか否かの判別をする判別手段と、を備えること
を特徴とする生体測定装置。
【請求項２】
前記接触インピーダンスが前記第１所定範囲内にないときは、前記使用者に対して、前
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記電極群に接触させる皮膚を濡らすよう指示する指示手段を備えることを特徴とする請求
項１に記載の生体測定装置。
【請求項３】
前記生体測定装置は、
前記使用者に対して前記電極群から電流を供給する電流供給部と、
前記電流供給部が供給する電流に基づいて前記電極群を介して電圧を測定する電圧測定
部と、
前記生体情報測定手段による前記生体インピーダンスの測定時に用いる電極を前記電流
供給部又は前記電圧測定部に接続する第１電極接続と、前記接触インピーダンス測定手段
による前記接触インピーダンスの測定時に用いる電極を前記電流供給部又は前記電圧測定
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部に接続する第２電極接続と、を切り換える電極切換手段と、を備えることを特徴とする
請求項１又は請求項２に記載の生体測定装置。
【請求項４】
前記電極切換手段は、前記接触インピーダンス測定手段による前記接触インピーダンス
の測定時に用いる電極を前記電流供給部又は前記電圧測定部に接続する第３電極接続への
切り換えが可能であり、
前記第３電極接続において前記電流供給部及び前記電圧測定部に接続される前記電極は
２つ以上であり、前記電極群のうち、前記第２電極接続において前記電流供給部又は前記
電圧測定部と接続されない電極であり、
前記判別手段による前記判別は、前記第２電極接続において前記接触インピーダンス測
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定手段が測定した接触インピーダンスが前記第１所定範囲内にあるか否かの判別と、前記
第３電極接続において前記接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが
前記第１所定範囲内にあるか否かの判別と、を含むことを特徴とする請求項３に記載の生
体測定装置。
【請求項５】
前記電極切換手段は、前記接触インピーダンス測定手段による前記接触インピーダンス
の測定時に用いる電極を前記電流供給部又は前記電圧測定部に接続する第３電極接続への
切り換えが可能であり、
前記第３電極接続において前記電流供給部及び前記電圧測定部に接続される前記電極は
３つ以上であり、前記電極群のうち、前記第２電極接続において前記電流供給部又は前記
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電圧測定部と接続されない電極、及び、前記第２電極接続において前記電流供給部及び前
記電圧測定部と接続される電極を含み、
前記判別手段による前記判別は、前記第２電極接続において前記接触インピーダンス測
定手段が測定した接触インピーダンスが前記第１所定範囲内にあるか否かの判別と、前記
第３電極接続において前記接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが
前記第１所定範囲内にあるか否かの判別と、を含むことを特徴とする請求項３に記載の生
体測定装置。
【請求項６】
前記接触インピーダンス測定手段に代えて、２つ以上の前記電極を用いて前記使用者が
前記電極に接触したときに前記使用者と前記電極との間に生ずる接触レジスタンスを測定
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する接触レジスタンス測定手段、及び／又は、２つ以上の前記電極を用いて前記使用者が
前記電極に接触したときに前記使用者と前記電極との間に生ずる接触リアクタンスを測定
する接触リアクタンス測定手段を備え、
前記判別手段は、前記接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが第
１所定範囲内にあるか否かの判別をすることに代えて、前記レジスタンス測定手段が測定
した接触レジスタンスが第２所定範囲内にあるか否かを判別し、及び／又は、前記リアク
タンス測定手段が測定した接触リアクタンスが第３所定範囲内にあるか否かを判別するこ
とを特徴とする請求項１に記載の生体測定装置。
【請求項７】
電極群を用いて使用者の生体インピーダンスを測定する生体情報測定工程と、
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２つ又は３つの電極を用いて、前記使用者が前記電極に接触した時の接触インピーダン
スを測定する接触インピーダンス測定工程と、
前記接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが、第１所定範囲内に
あるか否かの判別をする判別工程と、を備えること
を特徴とする生体測定方法。
【請求項８】
前記接触インピーダンスが前記第１所定範囲内にないときは、前記使用者に対して、前
記電極群に接触させる皮膚を濡らすよう指示する指示工程を備えることを特徴とする請求
項７に記載の生体測定方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、使用者の生体インピーダンスを精度よく測定するための生体測定装置及び生
体測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の体脂肪計や体組成計などの生体測定装置においては、一対の電流供給電極及び一
対の電圧測定電極からなる４つの電極を備えており、これらの電極を用いて使用者の生体
インピーダンスを測定するＢＩＡ（Ｂｉｏｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ

Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ

Ａｎａｌｙｓｉｓ）法により脂肪厚などの体組成情報を導き出している。このような生体
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インピーダンスの測定では、各電極を使用者の皮膚に接触させて、電流印加電極から所定
の微弱な電流を印加し電圧測定電極にて電圧を測定して生体インピーダンスを求めている
が、生体インピーダンスを正確に測定するには、使用者の身体と電極との接触によって生
じる接触インピーダンス（接触抵抗）による影響を考慮する必要がある。即ち、接触イン
ピーダンスが大きいと、使用者の人体の生体インピーダンスの正確な測定をすることがで
きない。
【０００３】
この接触インピーダンスは、電極と人体との接触面の面積に反比例することが知られて
いる。そのため、接触インピーダンスを小さくするためには、面積の大きな電極を用いて
人体との接触面積を大きくすればよいが、大きな電極を用いることは、特にハンディタイ
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プの小型の生体測定装置では、装置の大型化を招くため好ましくない。ハンディタイプの
生体測定装置として、例えば、腕部や大腿部などの局所的な皮下脂肪厚を手軽に測定する
ために小型に構成された生体測定装置では、面積の小さな４つの電極を用いる４電極法に
よって生体インピーダンスを測定するものがある。前記のように、面積の小さい電極をそ
のまま用いると、接触インピーダンスが大きくなって正確な生体インピーダンスの測定が
できなくなるため、電極を大きくすることなく、人体との接触面積をより大きく確保して
接触インピーダンスを低下させる目的で、電極と接触させる皮膚を水で濡らした状態で測
定をすることが行われている。
【０００４】
ここで、従来の生体測定装置として、出願人は、特許文献１に記載の体組成計において
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、総ての電極が人体に接触しているか否か（特許文献１の図１１に示すように、人体と非
接触の電極の存在によって計測回路がオープン状態になっていないか否か）、という接触
異常を判別可能な構成を提案している（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２−１７５９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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しかしながら、従来の４電極式によるインピーダンス測定によって、特許文献１の体組
成計のような接触異常検出をする場合、電極と接触する皮膚が乾燥していても、人体と電
極とが接触していれば、接触異常ではないと判別されてしまう場合があった。その場合、
電極と接触する皮膚が乾燥していることにより、電極と人体とが密着しないため、接触イ
ンピーダンスが大きくなり、正確な生体インピーダンスを測定することができず、そのた
めに体組成情報（例えば脂肪厚）が異常な値を示してしまうことがあった。
【０００７】
そこで、本発明は、電極と接触する人体が、測定に適した状態（密着した状態）、即ち
、水で濡れているか否かの状態を判別できるように改良された、生体測定装置及び生体測
定方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するために、本発明の生体測定装置は、使用者の生体インピーダンスの
測定に用いる電極群を備えた生体情報測定手段と、２つ以上の電極を用いて、使用者が電
極に接触したときに使用者と電極との間に生ずる接触インピーダンスを測定する接触イン
ピーダンス測定手段と、接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが、
第１所定範囲内にあるか否かの判別をする判別手段と、を備えることを特徴としている。
【０００９】
本発明の生体測定装置において、接触インピーダンスが第１所定範囲内にないときは、
使用者に対して、電極群に接触させる皮膚を濡らすよう指示する指示手段を備えることを
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特徴としている。
【００１０】
本発明の生体測定装置は、使用者に対して電極群から電流を供給する電流供給部と、電
流供給部が供給する電流に基づいて電極群を介して電圧を測定する電圧測定部と、生体情
報測定手段による生体インピーダンスの測定時に用いる電極を電流供給部又は電圧測定部
に接続する第１電極接続と、接触インピーダンス測定手段による接触インピーダンスの測
定時に用いる電極を電流供給部又は電圧測定部に接続する第２電極接続と、を切り換える
電極切換手段と、を備えることを特徴としている。
【００１１】
本発明の生体測定装置において、電極切換手段は、接触インピーダンス測定手段による
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接触インピーダンスの測定時に用いる電極を電流供給部又は電圧測定部に接続する第３電
極接続への切り換えが可能であり、第３電極接続において電流供給部及び電圧測定部に接
続される電極は２つ以上であり、電極群のうち、第２電極接続において電流供給部又は電
圧測定部と接続されない電極であり、判別手段による判別は、第２電極接続において接触
インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが第１所定範囲内にあるか否かの
判別と、第３電極接続において接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダン
スが第１所定範囲内にあるか否かの判別と、を含むことを特徴としている。
【００１２】
本発明の生体測定装置において、電極切換手段は、接触インピーダンス測定手段による
接触インピーダンスの測定時に用いる電極を電流供給部又は電圧測定部に接続する第３電
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極接続への切り換えが可能であり、第３電極接続において電流供給部及び電圧測定部に接
続される電極は３つ以上であり、電極群のうち、第２電極接続において電流供給部又は電
圧測定部と接続されない電極、及び、第２電極接続において電流供給部及び電圧測定部と
接続される電極を含み、判別手段による判別は、第２電極接続において接触インピーダン
ス測定手段が測定した接触インピーダンスが第１所定範囲内にあるか否かの判別と、第３
電極接続において接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピーダンスが第１所定
範囲内にあるか否かの判別と、を含むことを特徴としている。
【００１３】
本発明の生体測定装置において、接触インピーダンス測定手段に代えて、２つ以上の電
極を用いて使用者が電極に接触したときに使用者と電極との間に生ずる接触レジスタンス
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を測定する接触レジスタンス測定手段、及び／又は、２つ以上の電極を用いて使用者が電
極に接触したときに使用者と電極との間に生ずる接触リアクタンスを測定する接触リアク
タンス測定手段を備え、判別手段は、接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピ
ーダンスが第１所定範囲内にあるか否かの判別をすることに代えて、レジスタンス測定手
段が測定した接触レジスタンスが第２所定範囲内にあるか否かを判別し、及び／又は、リ
アクタンス測定手段が測定した接触リアクタンスが第３所定範囲内にあるか否かを判別す
ることを特徴としている。
【００１４】
本発明の生体測定方法は、電極群を用いて使用者の生体インピーダンスを測定する生体
情報測定工程と、２つ又は３つの電極を用いて、使用者が電極に接触した時の接触インピ
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ーダンスを測定する接触インピーダンス測定工程と、接触インピーダンス測定手段が測定
した接触インピーダンスが、第１所定範囲内にあるか否かの判別をする判別工程と、を備
えることを特徴としている。
【００１５】
本発明の生体測定方法において、接触インピーダンスが第１所定範囲内にないときは、
使用者に対して、電極群に接触させる皮膚を濡らすよう指示する指示工程を備えることを
特徴としている。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によると、電極と接触する人体が、測定に適した状態（密着した状態）、即ち、
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水で濡れているか否かの状態を判別することができるため、接触インピーダンスを確実に
低下させることによって生体インピーダンスを正確に測定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１実施形態に係る生体測定装置の外観を示す図であって、（ａ）は正面図、（
ｂ）は側面図、（ｃ）は背面図である。
【図２】第１実施形態に係る生体測定装置の構成を示すブロック図である。
【図３】接触インピーダンス測定時の電極と回路の接続関係を概念的に示す図である。
【図４】（ａ）は４電極法の場合の等価回路を示す図であり、（ｂ）は２電極法の場合の
等価回路を示す図、（ｃ）は３電極法の場合の等価回路を示す図である。
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【図５】第１実施形態に係る生体測定装置による処理の流れを示すフローチャートである
。
【図６】第１実施形態の変形例１に係る生体測定装置における電極と回路の接続関係を示
す図である。
【図７】第１実施形態の変形例２に係る生体測定装置による処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図８】（ａ）は、接触レジスタンス及び／又は接触リアクタンスの測定における等価回
路、（ｂ）は、入力電流及び出力電圧の波形を示す図である。
【図９】第１実施形態の変形例６に係る生体測定装置における、接触インピーダンス測定
時の電極と回路の接続関係を概念的に示す図である。
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【図１０】本発明の第２実施形態に係る生体測定装置の外観を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の実施形態に係る生体情報測定装置、及び、この生体測定装置を用いた生
体測定方法について、図面を参照しつつ詳しく説明する。
【００１９】
＜第１実施形態＞
第１実施形態に係る生体測定装置は、本発明の生体測定装置をハンディタイプの脂肪厚
計に適用したものであって、４つの電極を用いて生体インピーダンスを測定し、かつ、２
つの電極を用いて接触インピーダンスの測定を行う。

10

【００２０】
図１及び図２を参照して、第１実施形態に係る脂肪厚計（生体測定装置）の構成につい
て説明する。図１は、第１実施形態に係る脂肪厚計１０の外観を示す斜視図、図２は、第
１実施形態に係る脂肪厚計１０の構成を示すブロック図である。
【００２１】
脂肪厚計１０は、電流供給電極又は電圧測定電極としての４つの電極１２Ａ、１２Ｂ、
１２Ｃ、１２Ｄ、交流電源１４、電圧測定回路１５、電極切換手段としてのマルチプレク
サ１６、演算制御部２０、入力装置２１、指示手段としての表示装置２２、時計装置２４
、記憶装置２５、及び、判別手段としての判別回路２６を備える。
ここで、４つの電極１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄは、例えば、それぞれのサイズが

20

５×１２．５ｍｍであり、電極間距離が１５ｍｍとして配置されている。
【００２２】
脂肪厚計１０の本体１１の前面１１Ａには、入力装置２１及び表示装置２２が配置され
ている。
入力装置２１は、使用者が操作するスイッチボタンであって、身長、年齢、性別等を入
力することができる。
表示装置２２は、例えば液晶ディスプレイであって、入力された個人の身体情報や、測
定された生体インピーダンスに基づいて演算された脂肪厚等の生体情報を表示する表示手
段であるとともに、指示手段として、接触インピーダンスが第１所定範囲内にないときに
、使用者に対して、電極に接触させる皮膚を濡らすように指示するようになっている。
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【００２３】
脂肪厚計１０の本体１１の背面１１Ｂには、使用者の生体インピーダンスと接触インピ
ーダンスとを測定することができるように、電流供給電極又は電圧測定電極としての４つ
の電極１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄが設けられている。これらの電極１２Ａ、１２Ｂ
、１２Ｃ、１２Ｄは、マルチプレクサ１６にそれぞれ接続されており、マルチプレクサ１
６には、微弱な交流電流を出力する交流電源１４と、交流電源１４が出力する交流電流に
よる電圧降下分を測定するための電圧測定回路１５と、マルチプレクサ１６の動作を制御
する演算制御部２０と、が接続されている。
【００２４】
マルチプレクサ１６は、演算制御部２０の制御により、生体インピーダンスを測定する

40

場合と接触インピーダンスを測定する場合とで、電極１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄと
、交流電源１４及び電圧測定回路１５と、の接続を切り換える。
生体インピーダンスを測定する場合、第１電極接続として、一対の電流供給電極１２Ｂ
、１２Ｃが交流電源１４に接続され、別の一対の電圧測定電極１２Ａ、１２Ｄが電圧測定
回路１５に、それぞれ接続されるように、マルチプレクサ１６によって電極の接続が切り
換えられる。生体インピーダンスは、演算制御部２０の制御に基づいて、電流供給電極１
２Ｂ、１２Ｃに接触した部位から使用者の身体に電流を供給し、電圧測定電極１２Ａ、１
２Ｄの間での電位差に基づいて演算制御部２０において算出する。ここで、使用者の身体
への電流の供給は、交流電源１４から電流供給電極１２Ｂ、１２Ｃを介して行い、電位差
の測定は、電圧測定電極１２Ａ、１２Ｄに接続された電圧測定回路１５が実行する。
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この場合、４つの電極１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄは、使用者の生体インピーダン
スの測定に用いる電極群として機能している。また、電流供給電極１２Ｂ、１２Ｃ、電圧
測定電極１２Ａ、１２Ｄ、交流電源１４、電圧測定回路１５、及びマルチプレクサ１６は
、生体情報測定手段を構成する。
【００２５】
接触インピーダンスを測定する場合、第２電極接続として、電極１２Ａ、１２Ｂが、交
流電源１４及び電圧測定回路１５にそれぞれ接続されるように、マルチプレクサ１６によ
って電極の接続が切り換えられる。接触インピーダンスは、使用者が自身の身体に電極１
２Ａ、１２Ｂを接触させたときに、接触部位と電極１２Ａ、１２Ｂとの間に生ずるインピ
ーダンスである。接触インピーダンスは、演算制御部２０の制御に基づいて、電極１２Ａ
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、１２Ｂに接触した部位から使用者の身体に電流を供給し、電極１２Ａ、１２Ｂの間での
電位差に基づいて演算制御部２０において算出する。
ここで、電極１２Ａ、１２Ｂが接触インピーダンスの測定に用いる電極であり、電極１
２Ａ、１２Ｂ、交流電源１４、電圧測定回路１５、及びマルチプレクサ１６は接触インピ
ーダンス測定手段を構成する。
なお、接触インピーダンスの測定に用いる電極は、上記のように電極１２Ａ、１２Ｄに
かぎられず、電極１２Ａ乃至１２Ｄの中からいずれか２つを用いればよい。
【００２６】
図２に示すように、脂肪厚計１０の本体１１の内部には、演算制御部２０、時計装置２
20

４、記憶装置２５、及び判別回路２６が配置されている。
演算制御部２０は、アナログ値からデジタル値への変換、接触インピーダンスや生体イ
ンピーダンスの算出、脂肪厚その他の生体情報の算出、各種の制御を行う演算手段である
。
演算制御部２０は、これに接続された、交流電源１４、電圧測定回路１５、マルチプレ
クサ１６、入力装置２１、表示装置２２、時計装置２４、記憶装置２５、及び判別回路２
６の動作制御も行う。
【００２７】
時計装置２４は、例えば計時回路であり、現在の日時を計時する時計手段である。記憶
装置２５は、記憶手段として、使用者の登録情報（個人データ）、測定された生体インピ
ーダンス値、及び、生体インピーダンス値から算出された、脂肪厚その他の生体情報を記
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憶する。
【００２８】
記憶装置２５は、例えば、ＲＡＭ（揮発性メモリ（Ｒａｎｄｏｍ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅ

ｍｏｒｙ））などによって構成され、初期設定で設定した情報、判別その他の演算に用い
る演算式やパラメータ、測定で取得した数値などが保存される。
【００２９】
判別回路２６は、判別手段として、接触インピーダンス測定手段が測定した接触インピ
ーダンスが、第１所定範囲内にあるか否かの判別をする。判別回路２６は、接触インピー
ダンスが第１所定範囲内にあるとき、生体インピーダンスを正確に測定することができる
程度に使用者の測定対象部位が濡れていると判別する。判別結果は、記憶装置２５に保存
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される。
ここで、第１所定範囲は、電極の面積や厚さ、以下に述べる交流電源及び電圧測定回路
と電極の接続形態、などに応じて定め、生体インピーダンスの測定に適した状態、特に、
電極と接触する皮膚が水で濡れているといえる状態を示す範囲又は閾値（例えば、１００
０Ω）を設定する。
【００３０】
ここで、接触インピーダンス測定時の電極と回路の接続例について説明する。図３は、
接触インピーダンス測定時の電極と回路の接続関係を概念的に示す図、図４（ａ）は４電
極法の場合の等価回路を示す図、図４（ｂ）は２電極法の場合の等価回路を示す図、図４
（ｃ）は３電極法の場合の等価回路を示す図である。
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図３においては、模式的に、電圧測定電極又は電流供給電極としての４つの電極５２Ａ
、５２Ｂ、５２Ｃ、５２Ｄ、交流電源５４、及び電圧測定回路５５を備える生体測定装置
５０を示している。
【００３１】
図３（ａ）の例は、電極と、交流電源及び電圧測定回路との接続関係が、第１実施形態
の脂肪厚計１０に対応しており、接触インピーダンス測定時には、２つの電極５２Ａ、５
２Ｂが交流電源５４及び電圧測定回路５５にそれぞれ接続されている。これに対して、図
３（ｂ）に示す別の例では、接触インピーダンス測定時に、２つの電極５２Ｂ、５２Ｄが
交流電源５４及び電圧測定回路５５にそれぞれ接続されている。接触インピーダンスの測
定に際しては、このように電極５２Ａ乃至５２Ｄの中からいずれか２つを用いて測定を行
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えばよい。
【００３２】
図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、４つの電極６２Ａ、６２Ｂ、６２Ｃ、６２Ｄ、交流電
源６４、電圧測定回路６５、接触インピーダンスＺ１〜Ｚ４、及び、生体インピーダンス
ＺＨｕｍについての等価回路を示している。この回路においては、交流電源６４から電極
を介して使用者の身体に電流ｉが流れる。
図４（ａ）においては、交流電源６４を電極６２Ａ、６２Ｄに接続して電流を供給し、
電圧測定回路６５を電極６２Ｂ、６２Ｃに接続して使用者の接触部位における電位差を測
定する。この例では、従来の生体インピーダンス法と同様に、４つの電極をすべて使用し
ている（４電極法）。
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これに対して、図４（ｂ）においては、交流電源６４を電極６２Ａ、６２Ｄに接続して
電流を供給し、電圧測定回路６５も電極６２Ａ、６２Ｄに接続して使用者の接触部位にお
ける電位差を測定する。この例は、電極と、交流電源及び電圧測定回路との接続関係が第
１実施形態に係る脂肪厚計１０に対応しており、２つの電極６２Ａ、６２Ｄのみを使用し
ている（２電極法）。
また、図４（ｃ）においては、交流電源６４を電極６２Ａ、６２Ｄに接続して電流を供
給し、電圧測定回路６５を電極６２Ｂ、６２Ｄに接続して使用者の接触部位における電位
差を測定する。この例は、電極と、交流電源及び電圧測定回路との接続関係が、後述の第
１実施形態の変形例に対応しており、３つの電極６２Ａ、６２Ｂ、６２Ｄのみを使用して
いる（３電極法）。
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【００３３】
図４（ａ）に示す４電極法では、原理的には接触インピーダンスの影響を受けることな
く生体インピーダンスＺＨｕｍを測定できる。しかし、電流を流す際、ＺＨｕｍと比較し
て接触インピーダンスが大きすぎると、生体インピーダンスＺＨｕｍを正しく測定できな
い。
【００３４】
一方、図４（ｂ）に示す２電極法では、生体インピーダンスＺＨｕｍの測定時に、電流
ｉの流れた接触インピーダンスＺ１、Ｚ４についても測定してしまうため、測定されるイ
ンピーダンス値をＺとすると、Ｚ＝ＺＨｕｍ＋Ｚ１＋Ｚ４となる。ここで、接触インピー
ダンスＺ１、Ｚ４は使用者の測定部位の皮膚が乾燥していると、非常に大きな値（Ｚ１、
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Ｚ４＞＞ＺＨｕｍ）となるため、測定されるインピーダンスＺは非常に大きくなる。接触
インピーダンスＺ１、Ｚ４の低減のためには、測定部位の皮膚が濡れている必要がある。
【００３５】
図４（ｃ）に示す３電極法では、２電極法と同様に、生体インピーダンスＺＨｕｍの測
定時に、電流ｉの流れた接触インピーダンスＺ４についても測定してしまうため、測定さ
れるインピーダンス値をＺとすると、Ｚ＝ＺＨｕｍ＋Ｚ４となる。ここで、接触インピー
ダンスＺ４は、使用者の測定部位の皮膚が乾燥していると、非常に大きな値（Ｚ４＞＞Ｚ
Ｈｕｍ）となるため、接触インピーダンス低減のためには、皮膚が濡れている必要がある

。
【００３６】
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次に、脂肪厚計１０を用いた生体情報の測定の流れについて説明する。図５は、脂肪厚
計１０による処理の流れを示すフローチャートである。第１実施形態に係る脂肪厚計１０
においては、接触インピーダンスの測定（接触インピーダンス測定工程）を行ってから生
体情報の測定（生体情報測定工程）を行う。
【００３７】
使用者が入力装置２１を操作することによって測定が生体情報の測定が開始すると、演
算制御部２０は、使用者に対して電極１２Ａ〜１２Ｄを測定対象部位に接触させるように
指示する表示を表示装置２２に表示させるとともに、マルチプレクサ１６を動作させるこ
とによって、電極１２Ａ〜１２Ｄと交流電源１４及び電圧測定回路１５との接続を第２電
極接続にする（ステップＳ１）。すなわち、電極１２Ａ、１２Ｂを、交流電源１４及び電
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圧測定回路１５にそれぞれ接続させる。
【００３８】
次に、演算制御部２０は、電極１２Ａ、１２Ｂを介して交流電源１４から使用者の身体
に電流を印加させ、電極１２Ａ、１２Ｂを介して電圧測定回路１５に電位差を測定させる
。測定した電位差に基づいて、演算制御部２０は接触インピーダンスＺＣを算出・取得す
る（ステップＳ２、接触インピーダンス測定工程）。取得した接触インピーダンスＺＣは
記憶装置２５に保存される。
【００３９】
続いて、判別回路２６は、上記ステップＳ２で取得した接触インピーダンスＺＣが所定
閾値（例えば、１０００Ω）未満であるか、すなわち接触インピーダンスＺＣが第１所定
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範囲の範囲内にあるか否かを判別する（ステップＳ３、判別工程）。
【００４０】
上記ステップＳ３において、接触インピーダンスＺＣが第１所定範囲の範囲内にない場
合（ステップＳ３でＮｏ）、エラー処理として、演算制御部２０は、使用者に対して電極
１２Ａ、１２Ｂに接触させる皮膚を濡らすように、表示装置２２に表示することによって
指示する（ステップＳ８）。ステップＳ８の使用者に対する指示の表示を所定時間行った
後に測定は終了する。
【００４１】
上記ステップＳ３において、接触インピーダンスＺＣが第１所定範囲の範囲内にあった
場合（ステップＳ３でＹｅｓ）、演算制御部２０は、マルチプレクサ１６を動作させるこ
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とによって、電極１２Ａ〜１２Ｄと交流電源１４及び電圧測定回路１５との接続を第１電
極接続に切り換える（ステップＳ４）。すなわち、一対の電流供給電極１２Ｂ、１２Ｃを
交流電源１４に接続し、別の一対の電圧測定電極１２Ａ、１２Ｄを電圧測定回路１５に接
続する。
【００４２】
次に、演算制御部２０は、電極１２Ｂ、１２Ｃを介して交流電源１４から使用者の身体
に電流を印加させ、電極１２Ａ、１２Ｄを介して電圧測定回路１５に電位差を測定させる
。測定した電位差に基づいて、演算制御部２０は生体インピーダンスを算出・取得する（
ステップＳ５、生体情報測定工程）。取得した生体インピーダンスは記憶装置２５に保存
される。
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続いて、演算制御部２０は、取得した生体インピーダンスから脂肪厚等の生体情報を算
出し（ステップＳ６）、算出した生体情報を表示装置２２に表示する（ステップＳ７）。
ステップＳ７の生体情報の表示を所定時間行った後に、測定は終了する。
【００４３】
以上のように構成されたことから、上記実施形態によれば、次の効果を奏する。
（１）接触インピーダンスの測定によって、使用者の測定部位の皮膚の濡れ具合、又は、
濡れているか否かを判別することができる。
（２）測定部位の状態に応じて、使用者に対して、皮膚を濡らすように指示することがで
き、これによって適切な範囲の接触インピーダンスに抑えることができる。
（３）接触インピーダンスを適正値に抑えた上で生体インピーダンスを測定することがで
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きるため、正確な生体インピーダンスを取得することができ、これにより生体インピーダ
ンスから、より正確な生体情報を算出することが可能となる。
（４）使用者の皮膚を濡らすことによって接触インピーダンスを抑えることができるため
、電極を大型化する必要がなく、従って、装置全体をコンパクトに維持できる。
【００４４】
以下に変形例について説明する。
＜変形例１＞
上述の第１実施形態においては、２つの電極を用いて接触インピーダンスを測定（図４
（ｂ）の２電極法）するものを説明したが、これに代えて、変形例１では、３つの電極を
用いて接触インピーダンスを測定（図４（ｃ）の３電極法）するものである。即ち、上述
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の第１実施形態は、第２電極接続として２電極法を用いる実施形態であるのに対して、変
形例１は、第２電極接続として３電極法を用いる実施形態である。図６は、第１実施形態
の変形例１に係る生体測定装置における電極と回路の接続関係を示す図である。なお、接
触インピーダンスを測定する電極として、上述の第１実施形態では２つの電極を用いるこ
と、本変形例１では３つの電極を用いることを説明するが、本発明はこれらに限られず、
２つ以上の電極を用いて接触インピーダンスを測定するようにしてもよい。
【００４５】
図６においては、模式的に、電圧測定電極又は電流供給電極としての４つの電極７２Ａ
、７２Ｂ、７２Ｃ、７２Ｄ、交流電源７４、及び電圧測定回路７５を備える生体測定装置
７０を示している。

20

図６（ａ）の例では、接触インピーダンス測定時に、第２電極接続として、２つの電極
７２Ｂ、７２Ｄが交流電源７４に接続され、２つの電極７２Ｃ、７２Ｄが電圧測定回路７
５に接続されており、３つの電極７２Ｂ、７２Ｃ、７２Ｄを用いている。
図６（ｂ）の例では、接触インピーダンス測定時に、第２電極接続として、２つの電極
７２Ｃ、７２Ｄが交流電源７４に接続され、２つの電極７２Ｂ、７２Ｄが電圧測定回路７
５に接続されており、３つの電極７２Ｂ、７２Ｃ、７２Ｄを用いている。
図６（ｃ）の例では、接触インピーダンス測定時に、第２電極接続として、２つの電極
７２Ｂ、７２Ｄが交流電源７４に接続され、２つの電極７２Ａ、７２Ｄが電圧測定回路７
５に接続されており、３つの電極７２Ａ、７２Ｂ、７２Ｄを用いている。
図６（ｄ）の例では、接触インピーダンス測定時に、第２電極接続として、２つの電極

30

７２Ａ、７２Ｄが交流電源７４に接続され、２つの電極７２Ｂ、７２Ｄが電圧測定回路７
５に接続されており、３つの電極７２Ａ、７２Ｂ、７２Ｄを用いている。
図６（ｅ）の例では、接触インピーダンス測定時に、第２電極接続として、２つの電極
７２Ａ、７２Ｄが交流電源７４に接続され、２つの電極７２Ｃ、７２Ｄが電圧測定回路７
５に接続されており、３つの電極７２Ａ、７２Ｃ、７２Ｄを用いている。
なお、生体インピーダンス測定時の電極と回路の接続は第１実施形態と同様である。
【００４６】
＜変形例２＞
第１実施形態においては、２つの電極を用いて接触インピーダンスを１回だけ測定する
ものを説明したが、これに代えて、変形例２では、交流電源及び電圧測定回路と電極との

40

組み合わせを変えて２回の測定を行い、これにより、生体インピーダンスの測定に用いる
４枚の電極すべてについて接触インピーダンスの測定を行うものである。即ち、変形例２
では、第２電極接続（２電極式）及び第３電極接続（２電極式）によって、それぞれ１回
ずつ計２回の接触インピーダンスを測定する実施形態である。これにより、生体インピー
ダンスの測定に用いる４枚の電極の接触インピーダンスが適切値であるか否かを確認でき
るため、より正確に生体インピーダンスを測定することが可能となる。図７は、第１実施
形態の変形例２に係る生体測定装置による処理の流れを示すフローチャートである。以下
の説明では、１回の接触インピーダンスの測定で使用する電極を２つ（図４（ｂ）の２電
極法）としている。
【００４７】
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変形例２においては、使用者が入力装置２１を操作することによって測定が生体情報の
測定が開始すると、演算制御部２０は、使用者に対して電極１２Ａ〜１２Ｄを測定対象部
位に接触させるように指示する表示を表示装置２２に表示させるとともに、マルチプレク
サ１６を動作させることによって、電極１２Ａ〜１２Ｄと交流電源１４及び電圧測定回路
１５との接続を第２電極接続にする（ステップＳ１１）。即ち、電極１２Ａ、１２Ｂを、
交流電源１４及び電圧測定回路１５にそれぞれ接続させる。
【００４８】
次に、演算制御部２０は、電極１２Ａ、１２Ｂを介して交流電源１４から使用者の身体
に電流を印加させ、電極１２Ａ、１２Ｂを介して電圧測定回路１５に電位差を測定させる
。測定した電位差に基づいて、演算制御部２０は接触インピーダンスＺａを算出・取得す

10

る（ステップＳ１２）。取得した接触インピーダンスＺａは記憶装置２５に保存される。
【００４９】
続いて、判別回路２６は、上記ステップＳ１２で取得した接触インピーダンスＺａが所
定閾値ａ未満であるか、即ち、接触インピーダンスＺａが第１所定範囲の範囲内にあるか
否かを判別する（ステップＳ１３）。
【００５０】
上記ステップＳ１３において、接触インピーダンスＺａが第１所定範囲の範囲内にあっ
た場合（ステップＳ１３でＹｅｓ）、演算制御部２０は、マルチプレクサ１６を動作させ
ることによって、電極１２Ａ〜１２Ｄと交流電源１４及び電圧測定回路１５との接続を第
２電極接続から第３電極接続へ切り換える（ステップＳ１４）。第３電極接続においては

20

、第２電極接続では交流電源１４及び電圧測定回路１５に接続されていなかった電極１２
Ｃ、１２Ｄを、交流電源１４及び電圧測定回路１５にそれぞれ接続させる。
【００５１】
次に、演算制御部２０は、電極１２Ｃ、１２Ｄを介して交流電源１４から使用者の身体
に電流を印加させ、電極１２Ｃ、１２Ｄを介して電圧測定回路１５に電位差を測定させる
。測定した電位差に基づいて、演算制御部２０は接触インピーダンスＺｂを算出・取得す
る（ステップＳ１５）。取得した接触インピーダンスＺｂは記憶装置２５に保存される。
【００５２】
続いて、判別回路２６は、上記ステップＳ１５で取得した接触インピーダンスＺｂが所
定閾値ｂ未満であるか、即ち、接触インピーダンスＺｂが第１所定範囲の範囲内にあるか

30

否かを判別する（ステップＳ１６）。
【００５３】
上記ステップＳ１３において接触インピーダンスＺａが第１所定範囲の範囲内にない場
合（ステップＳ１３でＮｏ）、及び、上記ステップＳ１６において接触インピーダンスＺ
ｂが第１所定範囲の範囲内にない場合（ステップＳ１６でＮｏ）、エラー処理として、演

算制御部２０は、使用者に対して電極に接触させる皮膚を濡らすように、表示装置２２に
表示することによって指示する（ステップＳ２１）。ステップＳ２１の使用者に対する指
示の表示を所定時間行った後に測定は終了する。
【００５４】
上記ステップＳ１６において、接触インピーダンスＺｂが第１所定範囲の範囲内にあっ

40

た場合（ステップＳ１６でＹｅｓ）、演算制御部２０は、マルチプレクサ１６を動作させ
ることによって、電極１２Ａ〜１２Ｄと交流電源１４及び電圧測定回路１５との接続を第
３電極接続から第１電極接続へ切り換える（ステップＳ１７）。すなわち、一対の電流供
給電極１２Ｂ、１２Ｃを交流電源１４に接続し、別の一対の電圧測定電極１２Ａ、１２Ｄ
を電圧測定回路１５に接続する。
【００５５】
次に、演算制御部２０は、電極１２Ｂ、１２Ｃを介して交流電源１４から使用者の身体
に電流を印加させ、電極１２Ａ、１２Ｄを介して電圧測定回路１５に電位差を測定させる
。測定した電位差に基づいて、演算制御部２０は生体インピーダンスを算出・取得する（
ステップＳ１８）。取得した生体インピーダンスは記憶装置２５に保存される。
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続いて、演算制御部２０は、取得した生体インピーダンスから脂肪厚を含む生体情報を
算出し（ステップＳ１９）、算出した生体情報を表示装置２２に表示する（ステップＳ２
０）。ステップＳ２０の生体情報の表示を所定時間行った後に、測定は終了する。
【００５６】
＜変形例３＞
変形例２では、１回の接触インピーダンスの測定で使用する電極を２つ（図４（ｂ）の
２電極法）とするものを説明したが、これに代えて３つの電極を使用してもよい（図４（
ｃ）の３電極法）。即ち、変形例３では、第２電極接続（３電極式）及び第３電極接続（
３電極式）によって、それぞれ１回ずつ計２回の接触インピーダンスを測定する実施形態
である。

10

変形例３の処理の流れは、変形例２の場合と同様であるため省略する。ここで、変形例
２の第３電極接続においては、第２電極接続で交流電源１４及び電圧測定回路１５に接続
されていなかった電極１２Ｃ、１２Ｄを用いていたのに対し、変形例３の第３電極接続に
おいては、第２電極接続で交流電源１４及び電圧測定回路１５に接続されていなかった電
極に加えて、第２電極接続で交流電源１４及び電圧測定回路１５に接続されていた電極も
含んでいる。このような電極接続によっても、生体インピーダンスの測定に用いる４枚の
電極すべてについて接触インピーダンスの測定を行い得る。
【００５７】
＜変形例４＞
第１実施形態及び上述の変形例１乃至変形例３では、接触インピーダンスを測定するも

20

のを説明したが、これに加えて、又は、これに代えて、変形例４では、電極と使用者の皮
膚との間に生ずる、接触レジスタンス及び／又は接触リアクタンスを測定するものである
。変形例４においては、判別回路２６は、測定した接触レジスタンスが第２所定範囲内に
あるか否かを判別し、及び／又は、測定した接触リアクタンスが第３所定範囲内にあるか
否かを判別する。接触レジスタンスが第２所定範囲内にあり、及び／又は、接触リアクタ
ンスが第３所定範囲内にある場合は、第１実施形態と同様に生体インピーダンスを取得し
て生体情報を算出・表示する。一方、接触レジスタンスが第２所定範囲内にない、及び／
又は、接触リアクタンスが第３所定範囲内にない場合は、第１実施形態と同様にエラー処
理として、使用者に対して電極に接触させる皮膚を濡らすように表示装置２２に表示する
30

。
ここで、第２所定範囲及び第３所定範囲は、電極の面積・厚みや、交流電源及び電圧測
定回路と電極の接続形態、などに応じて定め、生体インピーダンスの測定に適した状態、
特に、電極と接触する皮膚が水で濡れているといえる状態を示す範囲又は閾値（例えば、
接触レジスタンスについて５００Ω、接触リアクタンスについて１０００Ω）を設定する
。
例えば、第１実施形態における電極１２Ａ、１２Ｂを接触レジスタンス及び／又は接触
リアクタンスの測定に用いる電極とし、電極１２Ａ、１２Ｂ、交流電源１４、電圧測定回
路１５、及びマルチプレクサ１６を接触レジスタンス測定手段及び／又は接触リアクタン
ス測定手段として構成すればよい。
【００５８】

40

接触レジスタンス及び／又は接触リアクタンスの測定の方法については、特に限定され
るものではない。
例えば、（１）電極１２Ａ、１２Ｂが人体に接触したときに、交流電源１４から出力さ
れる電流と、電圧測定回路１５にて測定される電圧とから、両者の位相差を求めるととも
に、接触インピーダンスを算出し、その位相差と接触インピーダンスとから、接触インピ
ーダンスの実数部分である接触レジスタンス（Ｒ）と、接触インピーダンスの虚数部分で
ある接触リアクタンス（Ｘ）と、をそれぞれ求めればよい。
また、（２）電極１２Ａ、１２Ｂが人体に接触したときに、図８（ａ）に示す等価回路
の電極１２Ａ、１２Ｂを通して人体にｉ（ｔ）＝ｓｉｎωｔの電流を流し、電極１２Ａ、
１２Ｂ間の出力電圧ＶＨＵＭをサンプリングしてＡＤ変換する（回路処理）。その後、図
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８（ｂ）に示した入力電流ｉ（ｔ）の波形とＡＤ変換した出力電圧ＶＨＵＭの波形とを用
いて波形処理（ＤＦＴ処理）をすることにより、その入力電流値（ｉ（ｔ））と出力電圧
値（ＶＨＵＭ）に基づいて接触レジスタンス（Ｒ）と接触リアクタンス（Ｘ）とをそれぞ
れ求めればよい（ソフト処理）。なお、前記求めた接触レジスタンス（Ｒ）と接触リアク
タンス（Ｘ）とを用いて位相差と接触インピーダンスとをそれぞれ求めることができる。
【００５９】
＜変形例５＞
第１実施形態においては、生体情報測定工程の前に接触インピーダンス測定工程を行う
ものを説明したが、これに代えて、生体情報測定工程の後に接触インピーダンス測定工程
を行っても良い。この場合、判別回路２６を用いた判別工程において、接触インピーダン

10

スが第１所定範囲内にないと判別したときは第１実施形態と同様のエラー処理を行って使
用者の皮膚を濡らした状態で再度生体情報測定工程を実行する。
また、判別回路２６による判別工程の前に生体情報測定工程と接触インピーダンス測定
工程を実行してもよい。
【００６０】
＜変形例６＞
第１実施形態においては、電極切換手段としてのマルチプレクサ１６を用いて、第１電
極接続と第２電極接続との切換えを行うものを説明したが、本発明における電極切換手段
はマルチプレクサに限定されない。一例として、マルチプレクサ１６に代えて、後述のよ
うなスイッチを設けるようにしてもよい。図９は、第１実施形態の変形例６に係る生体測
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定装置における、接触インピーダンス測定時の電極と回路の接続関係を概念的に示す図で
ある。
【００６１】
図９（ａ）においては、模式的に、電圧測定電極又は電流供給電極としての４つの電極
８２Ａ、８２Ｂ、８２Ｃ、８２Ｄ、交流電源８４ａ、電圧測定回路８５ａ、及びスイッチ
８６ａを備える生体測定装置８０ａを示している。
図９（ａ）の例では、生体インピーダンス測定時は、スイッチ８６ａを開いて第１電極
接続とする。このとき、２つの電極８２Ｂ、８２Ｃが交流電源８４ａに接続され、２つの
電極８２Ａ、８２Ｄが電圧測定回路８５ａに接続されるようになっている。一方、接触イ
ンピーダンス測定時は、スイッチ８６ａを閉じて第２電極接続とする。このとき、スイッ
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チ８６ａにより電極８２Ａ及び電極８２Ｂが短絡するので、電極８２Ａ、８２Ｂと、電極
８２Ｃとが交流電源８４ａに接続され、電極８２Ａ、８２Ｂと、電極８２Ｄとが電圧測定
回路８５ａに接続される。これにより、４つの電極８２Ａ、８２Ｂ、８２Ｃ、８２Ｄを用
いつつも、実質的に３電極法と同様の測定を実現することが可能となる。
【００６２】
図９（ｂ）においては、模式的に、電圧測定電極又は電流供給電極としての４つの電極
８２Ａ、８２Ｂ、８２Ｃ、８２Ｄ、交流電源８４ｂ、電圧測定回路８５ｂ、及びスイッチ
８６ｂ１、８６ｂ２を備える生体測定装置８０ｂを示している。
図９（ｂ）の例では、生体インピーダンス測定時は、スイッチ８６ｂ１、８６ｂ２を開
いて第１電極接続とする。このとき、２つの電極８２Ｂ、８２Ｃが交流電源８４ｂに接続
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され、２つの電極８２Ａ、８２Ｄが電圧測定回路８５ｂに接続されるようになっている。
一方、接触インピーダンス測定時は、スイッチ８６ｂ１、８６ｂ２を閉じて第２電極接続
とする。このとき、スイッチ８６ｂ１により電極８２Ａ及び電極８２Ｂが短絡し、スイッ
チ８６ｂ２により電極８２Ｃ及び電極８２Ｄが短絡するので、電極８２Ａ、８２Ｂと、電
極８２Ｃ、８２ｄとが交流電源８４ｂに接続され、電極８２Ａ、８２Ｂと、電極８２Ｃ、
８２Ｄとが電圧測定回路８５ｂに接続される。これにより、４つの電極８２Ａ、８２Ｂ、
８２Ｃ、８２Ｄを用いつつも、実質的に２電極法と同様の測定を実現することが可能とな
る。
【００６３】
さらに、図９（ｂ）に示す例において、生体インピーダンス測定時は、スイッチ８６ｂ
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１、８６ｂ２の両方を開いて第１電極接続とし、接触インピーダンス測定時は、スイッチ
８６ｂ１のみを閉じて第２電極接続とし、スイッチ８６ｂ２のみを閉じて第３電極接続と
するようにしてもよい。
スイッチ８６ｂ１のみを閉じたとき（第２電極接続）は、スイッチ８６ｂ１により電極
８２Ａ及び電極８２Ｂが短絡するので、電極８２Ａ、８２Ｂと、電極８２Ｃとが交流電源
８４ｂに接続され、電極８２Ａ、８２Ｂと、電極８２Ｃとが電圧測定回路８５ｂに接続さ
れる。また、スイッチ８６ｂ２のみを閉じたとき（第３電極接続）は、スイッチ８６ｂ２
により電極８２Ｃ及び電極８２Ｄが短絡するので、電極８２Ｂと、電極８２Ｃ、８２Ｄと
が交流電源８４ｂに接続され、電極８２Ｂと、電極８２Ｃ、８２Ｄとが電圧測定回路８５
ｂに接続される。

10

これにより、４つの電極８２Ａ、８２Ｂ、８２Ｃ、８２Ｄを用いて、３電極法を組み合
わせた測定を実質的に実現することが可能となり、生体インピーダンスの測定に用いる４
枚の電極すべてについて接触インピーダンスの測定を行うことができる。
【００６４】
なお、上記の図９（ａ）及び（ｂ）に示す例において、交流電源と電圧測定回路とを入
れ替えた構成に変更することも可能である。
【００６５】
第１実施形態及び上述の変形例では、接触インピーダンスを測定することによって、使
用者の測定部位の濡れ具合を判別することができたが、これに代えて又はこれに加えて次
のように判別してもよい。即ち、生体インピーダンス測定用の電極（例えば、図１におけ

20

る電極１２Ｂ及び１２Ｃ）の間に、互いに近接した複数（例えば２つ）の小電極を配置し
、生体インピーダンス測定用の電極を使用者の皮膚に接触させたときに、前記複数の小電
極が、皮膚面にある水滴の存在によって、電気的に互いにショートしたか否かにより、使
用者の皮膚の濡れ具合を判別する。もしくは、スプレーなどで電極を直接濡らした時に、
前記複数の小電極が水滴の存在によって、電気的に互いにショートしたか否かにより、電
極面の濡れ具合を判定しても良い。電極面にある水滴の存在によって、皮膚に密着しやす
くなり、接触インピーダンスが異常になるのを防ぐことが可能となる。
【００６６】
第１実施形態及び上述の変形例では、４つの電極からなる電極群によって生体インピー
ダンスを測定し、上記電極群のうちの２つ又は３つの電極を用いて接触インピーダンスを

30

測定していたが、使用者の測定部位又はその近傍の皮膚の接触インピーダンスの測定がで
きれば、生体インピーダンスの測定に用いる電極とは別の専用電極によって、又は、上記
専用電極と生体インピーダンスの測定に用いた電極を組み合わせて、接触インピーダンス
を測定してもよい。
【００６７】
＜第２実施形態＞
第２実施形態に係る生体測定装置は、本発明の生体測定装置を体組成計に適用したもの
である。２つの電極を用いて接触インピーダンスを測定する点は第１実施形態と同様であ
る。図１０は、第２実施形態に係る体組成計１００（生体測定装置）の外観を示す図であ
る。

40

ここで、体組成計１００により取得可能な生体情報としては、体重、脂肪率、内臓脂肪
レベル、体水分量、筋肉量、基礎代謝量、骨量、除脂肪量、体細胞量、血圧、内臓脂肪面
積、ＢＭＩ、肥満度、細胞内液量、細胞外液量などを含む。
【００６８】
図１０に示すように、体組成計１００は、その本体１１０の上面に、電流供給電極又は
電圧測定電極としての４つの電極１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃ、１２０Ｄ、入力装置２
１０、及び、指示手段としての表示装置２２０を備える。電極１２０Ａ、１２０Ｂ、１２
０Ｃ、１２０Ｄ、入力装置２１０、及び、表示装置２２０は、第１実施形態の脂肪厚計１
０における、電極１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、入力装置２１、及び表示装置２２に
それぞれ対応する。体組成計１００は、さらに、第１実施形態における、交流電源１４、
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電圧測定回路１５、マルチプレクサ１６、演算制御部２０、時計装置２４、記憶装置２５
、及び、判別回路２６にそれぞれ対応する、交流電源、電圧測定回路、マルチプレクサ、
演算制御部、時計装置、記憶装置、及び、判別回路（何れも不図示）を備える。
ここで、４つの電極１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃ、１２０Ｄのうち面積の大きな電極
１２０Ａ、１２０Ｃは、例えば、それぞれのサイズが７×１１ｃｍである。
【００６９】
体組成計１００における処理については、第１実施形態又はその変形例と同様であるた
め説明は省略する。
体組成計１００は、左足を電極１２０Ａ、１２０Ｂ上に載せ、右足を電極１２０Ｃ、１
２０Ｄ上に載せた状態で測定を行うため、接触インピーダンスの測定によって、使用者の

10

足の状態を判断することが可能となる。例えば、使用者がストッキング等を履いている場
合には接触インピーダンスが大きくなるため、使用者が裸足で体組成計１００に載ってい
るか否かを判別できる。また、使用者の足の裏が角質化している場合には接触インピーダ
ンスが大きくなるため、角質化の有無や程度を判別できる。使用者がストッキング等を履
いている又は足の裏が角質化していると判別した場合には、エラー処理（図５のステップ
Ｓ８）を行って、ストッキングを脱ぐように、又は、足の裏を濡らすように指示する。こ
れにより、正確な生体インピーダンスが測定できるようになり、その後に、より正しい値
の生体情報を算出することが可能となる。
なお、その他の構成、作用、効果は第１実施形態と同様である。
20

【００７０】
本発明について上記実施形態を参照しつつ説明したが、本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではなく、改良の目的または本発明の思想の範囲内において改良または変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
以上のように、本発明に係る生体測定装置及び生体情報測定方法は、電極と接触する部
位の接触インピーダンスを抑え、正確な生体インピーダンスを算出する点で有用である。
【符号の説明】
【００７２】
１０

30

脂肪厚計（生体測定装置）

１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ

電極（生体情報測定手段）

１４

交流電源（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

１５

電圧測定回路（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

１６

マルチプレクサ（電極切換手段、生体情報測定手段、接触インピーダンス測定

手段）
２０

演算制御部

２２

表示装置（指示手段）

２６

判別回路（判別手段）

５０

生体測定装置

５２Ａ、５２Ｂ、５２Ｃ、５２Ｄ

電極（生体情報測定手段）

５４

交流電源（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

５５

電圧測定回路（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

６２Ａ、６２Ｂ、６２Ｃ、６２Ｄ

電極（生体情報測定手段）

６４

交流電源（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

６５

電圧測定回路（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

７０

生体測定装置

７２Ａ、７２Ｂ、７２Ｃ、７２Ｄ

電極（生体情報測定手段）

７４

交流電源（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

７５

電圧測定回路（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

８０ａ、８０ｂ

生体測定装置
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電極（生体情報測定手段）

８４ａ、８４ｂ

交流電源（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

８５ａ、８５ｂ

電圧測定回路（生体情報測定手段、接触インピーダンス測定手段）

８６ａ、８６ｂ１、８６ｂ２
１００

スイッチ

体組成計（生体測定装置）

１２０Ａ、１２０Ｂ、１２０Ｃ、１２０Ｄ
２２０

【図１】

電極（生体情報測定手段）

表示装置（指示手段）

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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