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(57)【要約】

（修正有）

【課題】簡易な構成で静電容量型センサの肌に対する押
圧力も併せて測定することにより肌水分量を含む複数の
肌に関する物理情報を取得する肌状態測定装置を提供す
る。
【解決手段】被測定対象物である肌が押し当てられたと
きに圧力に応じた撓み量が生じる可撓性のセンサ保持部
１３と、前記センサ保持部１３に設けられ、押し当てら
れた前記肌と容量結合する第１の電極部と、前記センサ
保持部１３に設けられ、前記センサ保持部１３の撓み量
に応じて抵抗値が変化する第２の電極部と、前記センサ
保持部１３に接続され、前記第１の電極部と前記第２の
電極部とに印加する電圧を制御して前記肌を押し当てた
ときの静電容量値と圧力値を取得する測定手段と、取得
した前記静電容量値と圧力値の経時的な組み合わせであ
る測定データに基づいて肌の物理情報を取得する情報取
得手段とを備えたことを特徴とする肌状態測定装置１で
ある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被測定対象物である肌が押し当てられたときに圧力に応じた撓み量が生じる可撓性のセ
ンサ保持部と、
前記センサ保持部に設けられ、押し当てられた前記肌と容量結合する第１の電極部と、
前記センサ保持部に設けられ、前記センサ保持部の撓み量に応じて抵抗値が変化する第
２の電極部と、
前記センサ保持部に接続され、前記第１の電極部と前記第２の電極部とに印加する電圧
を制御して前記肌を押し当てたときの静電容量値と圧力値を取得する測定手段と、
取得した前記静電容量値と圧力値の経時的な組み合わせである測定データに基づいて肌
の物理情報を取得する情報取得手段とを備えたことを特徴とする肌状態測定装置。
【請求項２】
前記情報取得手段は、飽和した時の前記静電容量値に基づいて肌水分量を取得し、前記
圧力値の変化に対する前記静電容量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得すること
を特徴とする請求項１に記載の肌状態測定装置。
【請求項３】
前記情報取得手段は、前記静電容量値の最大値に基づいて肌水分階級を取得し、前記圧
力値の変化に対する前記静電容量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得することを
特徴とする請求項１に記載の肌状態測定装置。
【請求項４】
被測定対象物である肌が押し当てられたときに圧力に応じた撓み量が生じる可撓性のセ
ンサ保持部と、
前記センサ保持部に設けられ、押し当てられた前記肌と容量結合する第１の電極部と、
前記センサ保持部に設けられ、前記センサ保持部の撓み量に応じて抵抗値が変化する第
２の電極部と、
前記センサ保持部に接続され、前記第１の電極部と前記第２の電極部とに印加する電圧
を制御して前記肌を押し当てたときの静電容量値と撓み量を取得する測定手段と、
取得した前記静電容量値と撓み量の経時的な組み合わせである測定データに基づいて肌
の物理情報を取得する情報取得手段とを備えたことを特徴とする肌状態測定装置。
【請求項５】
前記情報取得手段は、飽和した時の前記静電容量値に基づいて肌水分量を取得し、前記
撓み量の変化に対する前記静電容量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得すること
を特徴とする請求項３に記載の肌状態測定装置。
【請求項６】
前記情報取得手段は、前記静電容量値の最大値に基づいて肌水分階級を取得し、前記撓
み量の変化に対する前記静電容量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得することを
特徴とする請求項３に記載の肌状態測定装置。
【請求項７】
前記測定手段と前記情報取得手段とを収容するケースをさらに備え、前記センサ保持部
は前記ケースに着脱可能に取り付けられていることを特徴とする１から６のいずれかに記
載の肌状態測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は肌状態測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、肌状態のひとつである肌の水分量を測定する装置として肌水分量測定装置が
用いられている。肌水分量測定装置は、静電容量型センサを用いたものがよく知られてい
る。静電容量型センサを用いた肌水分量測定装置は、絶縁物であるガラスで覆われた電極
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対を肌にあてがい、肌の角質層を誘電体としたコンデンサを形成することによってコンデ
ンサの静電容量値の変化を測定している。コンデンサの静電容量値は、誘電体である肌の
水分量によって変化するので、静電容量値を測定することによって肌の水分量を測定する
ことができる。
【０００３】
このような肌状態測定装置においては、肌の水分量を測定するために電極対を肌にあて
がう際の肌に対する密着度合いが測定の安定性に非常に重要な要素となることが知られて
いる。例えば特許文献１の肌水分量測定装置では、電極対を保持したセンサ保持部が装置
の内側に凹み、肌に対して押し当てる押圧力が最適な値となったことを知らせる手段によ
り、最適圧力で安定した測定を可能としている。また、特許文献２の肌水分量測定装置で
は、特許文献１と同様に肌に対して押し当てる押圧力が最適な値になったことを判断する
が、最適圧力となってから一定時間後に肌水分量計算値を出力することにより、安定した
状態で測定した肌水分量を出力することを可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３−１６９７８７号公報
【特許文献２】特開２００３−１６９７８８号公報
【非特許文献】
【０００５】
【 非 特 許 文 献 １ 】 Peter Clarys et.al., ＂ Influence of probe application pressure o
n in vitro and in vivo capacitance (Corneometer CM 825) and conductance (Skicon
200 EX) measurements＂ , Skin Research and Technology 2011; 17: 445-450.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
これらの技術はいずれも、肌水分量を正確に測定するためには、最適な一定の圧力で肌
に押し当てた状態で測定する必要がある、との前提にたっている。また非特許文献１には
、静電容量型センサで肌の水分量を測定する場合に、肌への押し付け圧の強さによって検
出値が変化するという報告がなされている。このように従来の肌水分量の測定においては
、正確な測定のためには肌への押し付け圧の強さが一定であることが必要であると考えら
れてきた。
【０００７】
しかしながら、静電容量型センサの肌への押し付け圧と検出値との関係を本発明者らが
鋭意検討したところ、肌の水分量を測定する際に、静電容量型センサを肌へ押し付ける押
圧力を一定にすることは必ずしも必要ではなく、むしろ静電容量値の測定と併せて静電容
量型センサの肌に対する押圧力も測定することにより、肌の水分量以外にも、肌の柔らか
さや肌の凹凸状態などの肌状態を推定できることを見出し、本発明に至った。
【０００８】
本発明は上記知見に鑑みなされたものであって、本発明の課題は、簡易な構成で静電容
量型センサの肌に対する押圧力も併せて測定することにより肌水分量を含む複数の肌に関
する物理情報を取得することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決するために、一実施形態に記載された発明は、被測定対象物である肌
が押し当てられたときに圧力に応じた撓み量が生じる可撓性のセンサ保持部と、前記セン
サ保持部に設けられ、押し当てられた前記肌と容量結合する第１の電極部と、前記センサ
保持部に設けられ、前記センサ保持部の撓み量に応じて抵抗値が変化する第２の電極部と
、前記センサ保持部に接続され、前記第１の電極部と前記第２の電極部とに印加する電圧
を制御して前記肌を押し当てたときの静電容量値と圧力値を取得する測定手段と、取得し
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た前記静電容量値と圧力値の経時的な組み合わせである測定データに基づいて肌の物理情
報を取得する情報取得手段とを備えたことを特徴とする肌状態測定装置である。
【００１０】
一実施形態を参照した第１の態様に記載された発明は、前記情報取得手段は、飽和した
時の前記静電容量値に基づいて肌水分量を取得し、前記圧力値の変化に対する前記静電容
量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得する。
【００１１】
一実施形態を参照した第２の態様に記載された発明は、前記情報取得手段は、前記静電
容量値の最大値に基づいて肌水分階級を取得し、前記圧力値の変化に対する前記静電容量
値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得する。
【００１２】
他の一実施形態に記載された発明は、被測定対象物である肌が押し当てられたときに圧
力に応じた撓み量が生じる可撓性のセンサ保持部と、前記センサ保持部に設けられ、押し
当てられた前記肌と容量結合する第１の電極部と、前記センサ保持部に設けられ、前記セ
ンサ保持部の撓み量に応じて抵抗値が変化する第２の電極部と、前記センサ保持部に接続
され、前記第１の電極部と前記第２の電極部とに印加する電圧を制御して前記肌を押し当
てたときの静電容量値と撓み量を取得する測定手段と、取得した前記静電容量値と撓み量
の経時的な組み合わせである測定データに基づいて肌の物理情報を取得する情報取得手段
とを備えたことを特徴とする肌状態測定装置である。
【００１３】
他の一実施形態を参照した第１の態様に記載された発明は、前記情報取得手段は、飽和
した時の前記静電容量値に基づいて肌水分量を取得し、前記撓み量の変化に対する前記静
電容量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得する。
【００１４】
他の一実施形態を参照した第２の態様に記載された発明は、前記情報取得手段は、前記
静電容量値の最大値に基づいて肌水分階級を取得し、前記撓み量の変化に対する前記静電
容量値の変化の挙動に応じて肌の荒れ状態を取得する。
【００１５】
上記実施形態を参照した他の態様に記載された発明は、前記測定手段と前記情報取得手
段とを収容するケースをさらに備え、前記センサ保持部は前記ケースに着脱可能に取り付
けられている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の肌状態測定装置の一例を示す外観斜視図である。
【図２】肌状態測定装置による測定状態を示す模式図である。
【図３】本実施形態の肌状態測定装置の他の一例を示す外観斜視図である。
【図４】本実施形態の肌状態測定装置の電気回路構成を示すブロック図である。
【図５】測定データの一例を示す図である。
【図６】異なる肌状態を測定した結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１８】
図１は本実施形態の肌状態測定装置の一例を示す外観斜視図であり、図２は本実施形態
の肌状態測定装置による測定状態を示す模式図であり、図３は本実施形態の肌状態測定装
置の他の一例を示す外観斜視図である。本実施形態の肌状態測定装置１は、図１に示すよ
うに、センサ部１０と、コネクタ部２０と、本体部３０とを備えている。センサ部１０は
コネクタ部２０を介して本体部３０に取り付けられている。
【００１９】
センサ部１０は、静電容量型センサ１１と、ひずみゲージセンサ１２と、これらのセン

10

20

30

40

50

(5)

JP 2019-154804 A 2019.9.19

サ１１、１２を保持する平板状の保持部材１３とにより構成されている。保持部材１３は
、図２に示すように、静電容量型センサ１１が設けられている部分に被測定対象物である
肌を押し当ると押圧力に応じて撓むように構成されている。保持部材１３は、例えば、ガ
ラスエポキシ、紙フェノール、紙エポキシなどのプリント基板材料や、ＰＥＴフィルム、
ＰＥＮフィルム、ＰＩフィルムなどの可撓性の材料を用いることができる。なお、本実施
形態の肌状態測定装置ではひずみゲージセンサ１２で保持部材１３が撓んだ量を検出して
いるため、本明細書においては、「撓み量」と「歪み量」とを同じ物理量を表す用語とし
て記載している。
【００２０】
静電容量型センサ１１は、図１に示すように、保持部材１３の同じ面において互いに対
向するよう形成された、くし形の電極対である。静電容量型センサ１１は、この形態に限
定されず、面積が異なる電極対を保持部材１３の表裏面において互いに対向させて設けた
形態であってもよく、公知の静電容量型センサを用いることができる。静電容量型センサ
１１を構成する電極材料は、例えば、銅、銀、金、アルミニウム、ニッケル、錫などの導
電性材料を用いることができる。
【００２１】
ひずみゲージセンサ１２は、センサ部１０が被測定対象物に押し当てられた時に、保持
部材１３の撓む量に応じて抵抗値が変化するように形成された電極として構成することが
できる。ひずみゲージセンサ１２を構成する電極材料は、例えば、銅、銀、金、アルミニ
ウム、ニッケル、錫などの導電性材料を用いることができる。ひずみゲージセンサ１２で
直接測定できるのは保持部材１３の撓み量に応じた抵抗値の変化量であるが、保持部材１
３はかかった圧力に応じて撓む構成であるので、撓み量（歪み量）に応じた抵抗値の変化
量を測定することによってセンサ部１０に対する圧力を検出することができるといえる。
すなわち、撓み量（歪み量）を測定することによって間接的に押圧力を測定することがで
きるといえる。
【００２２】
静電容量型センサ１１は、保持部材１３に対して、肌との接触面側に検出面が形成され
るように設ける必要があるが、ひずみゲージセンサ１２は、保持部材１３の撓み量を検出
できれば良いので、肌との接触面側に限らず、肌との接触面の裏側に設けてもよい。裏側
に設ける場合は、図３に示すように、ひずみゲージセンサ１２と静電容量型センサ１１と
が保持部材１３の表裏の別々の面に設けられた構成となる。なお、ひずみゲージセンサ１
２の設け方については、保持部材１３の表面に限らず、保持部材１３を多層に構成して中
間層に設けてもよい。
【００２３】
コネクタ部２０は、センサ部１０を本体部３０に固定する導電性接着剤などであっても
よいし、センサ部１０を本体部３０に着脱可能に取り付ける構成であってもよい。例えば
、本体部３０の入り口に設けた板バネでセンサ部１０を挟み込む構成により着脱可能に取
り付ける構成とすることができる。この場合、コネクタ部２０としては、例えば日本モレ
ックス社製５０４２８１などのフレキシブルプリント回路基板用コネクタを用いることが
できる。
【００２４】
本体部３０は、センサ部１０に設けられた静電容量型センサ１１およびひずみゲージセ
ンサ１２を制御するための電源および電子回路部分を有するとともに、電源および電子回
路部分を保護するためのケース部分を有している。本体部３０のケース部分は、必要に応
じて設けられ、電源および電子回路部分を保護したり、肌状態測定装置を把持したりする
際に持ち手とすることができるものであればその形状等は特に限定されない。
【００２５】
本実施形態の肌状態測定装置では、センサ部１０の静電容量型センサ１１とひずみゲー
ジセンサ１２とはそれぞれ、本体部３０内に設けられた電源および電子回路部分に接続さ
れている。本体部３０内の電源および電子回路部分により、静電容量型センサ１１とひず
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みゲージセンサ１２とに印加される電圧が制御されて静電容量と歪み量（撓み量）の測定
値が取得される。測定をするときは、被測定対象である肌に対してセンサ部１０を押し当
てて測定を行う。センサ部１０を肌に押し当てると、静電容量型センサ１１を介して肌の
水分量が測定されるとともに、図２に示すように押し当て圧力に応じてセンサ部１０が撓
むことによって、ひずみゲージセンサ１２を介して押し当て圧力が測定される。
【００２６】
ところで静電容量型センサ１１では、物体に押し当てて測定を行うが、前述のように押
し当てるときの圧力が異なると静電容量型センサ１１における測定値も異なることが知ら
れている（非特許文献１）。つまり、同じ水分量の肌であっても、その柔らかさや表面の
凹凸状態によって、異なる押圧力における静電容量型センサ１１の測定値は異なる。本実
施形態の肌状態測定装置１によれば、静電容量型センサ１１によって肌の水分量を測定す
る際の押圧力をひずみゲージセンサ１２によって同時に時系列的に測定することができる
ので、押圧力に応じた静電容量型センサ１１の測定値とその変化傾向を評価することがで
きる。
【００２７】
図４は、本実施形態の肌状態測定装置の電気回路構成を示すブロック図である。図４に
は、本実施形態の肌状態測定装置１として、センサ部１０の静電容量型センサ１１に接続
された第１の信号変換部３１と、センサ部１０のひずみゲージセンサ１２に接続された第
２の信号変換部３２と、第１の信号変換部３１および第２の信号変換部３２に接続された
信号処理部３４と、信号処理部３４に接続された電源３３、記憶部３５、表示部３６およ
び通信部３７とが示されている。なお、上述した本体部３０内に設けられた電源および電
子回路部分に相当するのが、第１の信号変換部３１と、第２の信号変換部３２と、電源３
３と、信号処理部３４と、記憶部３５、表示部３６と、通信部３７である。
【００２８】
第１の信号変換部３１は、静電容量型センサ１１と信号処理部３４とに接続されている
。第１の信号変換部３１は、信号処理部３４に制御されており、信号処理部３４を介して
静電容量型センサ１１に対して電圧を制御して印加し、そのときの静電容量値を測定する
。第１の信号変換部３１は測定した静電容量値のデータ信号を信号処理部３４に送る。例
えば第１の信号変換部３１は、静電容量型センサ１１に対して、抵抗成分となる構成要素
とインダクタンスとなる構成要素とを並列に接続し、所定の周波数と所定の振幅の交流電
圧を静電容量型センサ１１に印加し、印加した所定の交流電圧の変化に対する電流値の変
化に基づいて静電容量値を示す値として測定することができる。例えば、第１の信号変換
部３１における静電容量値を示す値を検出する手段として具体的には、オンセミコンダク
ター社の静電容量検出ＩＣ（ＬＣ７１７Ａ）などを用いることができる。
【００２９】
第２の信号変換部３２は、ひずみゲージセンサ１２と信号処理部３４とに接続されてい
る。第２の信号変換部３２は、信号処理部３４に制御されており、信号処理部３４を介し
てひずみゲージセンサ１２に対して電圧を制御して印加し、そのときの抵抗値を測定する
。第２の信号変換部３２は測定した抵抗値のデータ信号を信号処理部３４に送る。例えば
第２の信号変換部３２は、ひずみゲージセンサ１２に対して、所定の電圧をひずみゲージ
センサ１２に印加し、印加した所定の電圧に対する電流値の変化に基づいて抵抗値の変化
量を測定することができる。例えば、第２の信号変換部３２における抵抗値を測定する手
段として具体的には、ひずみゲージブリッジとオペアンプ（Ａｖｉａ Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ社ＨＸ７１１）を有する信号検出機構を用いることができる。
【００３０】
信号処理部３４は、第１の信号変換部３１から静電容量値を示す値を時系列的に受け取
るとともに第２の信号変換部３２から抵抗値の変化を時系列的に受け取る。信号処理部３
４は、受け取った静電容量値を示す値と抵抗値との組を時系列データとして蓄積し、蓄積
した時系列データを用いて記憶部３５のデータテーブルから対応するデータを抽出して測
定データの生成を行う。
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【００３１】
記憶部３５には、静電容量値を示す値と肌水分量とを紐づけた第１のデータテーブルと
、抵抗値と圧力（歪み量）とを紐づけた第２のデータテーブルとを格納している。信号処
理部３４は、まず、第２のデータテーブルから時系列データの抵抗値に対応する圧力（歪
み量）を抽出し、時系列的に対応する静電容量値と組み合わせて、測定データを生成する
。この測定データは、センサ１１、１２から得られた値に基づいて生成されるものであっ
て、静電容量値（または静電容量値を示すデータ）と圧力（または圧力を示すデータや撓
み量）との相関を示すデータである。
【００３２】
さらに信号処理部３４は、測定データにおいて静電容量値の一番大きい値に対応した肌
水分量を第１のデータテーブルから抽出することにより肌水分量の検出値を得る。信号処
理部３４は、記憶部３５に肌水分量ごとの肌水分階級を決定するための肌水分階級決定テ
ーブルを格納しておき、検出した肌水分量に対応する肌水分階級を決定することができる
。この場合、記憶部３５に格納された第１のデータテーブルの代わりにまたは第１のデー
タテーブルとともに静電容量値を対応する肌水分階級に変換するためのデータテーブルが
格納されていてもよい。
【００３３】
肌水分階級とは、肌水分量を複数の階級に分類して表現したものであって、例えば、肌
水分量が大きい場合は「うるおい肌」、肌水分量が小さい場合は「乾燥肌」、肌水分量が
中間的な場合は「普通肌」などに分類される。
【００３４】
信号処理部３４は、好ましくは、静電容量値が圧力（歪み量）の変化に対して飽和した
場合に、その時の静電容量値に対応する肌水分量を第１のデータテーブルから抽出するこ
とにより、肌水分量の検出値を得る構成とすることができる。
【００３５】
また、信号処理部３４は、圧力（歪み量）に応じた静電容量値の変化傾向などから、肌
の荒れ方や柔らかさなどの物理情報を取得することができる。圧力に応じた静電容量値の
変化傾向は肌状態によって異なる。例えば、固い肌状態の場合、肌と静電容量型センサ１
１との接触不良から、圧力（歪み量）が低いうちは静電容量型センサ１１と肌との間の容
量結合の形成が不完全であるので、柔らかい肌状態の場合に比べて静電容量値が低くなる
ことがわかっている。よって、圧力（歪み量）に応じた静電容量値の変化傾向を取得する
ことで、肌の柔らかさに関する情報を取得することができる。圧力（歪み量）に応じた静
電容量値の変化のどのような挙動がどのような肌状態を示しているのかを取得するための
基準は、あらかじめ記憶部３５に格納しておくことができる。信号処理部３４は、記憶部
３５に格納された基準に基づいて肌水分量以外の肌の物理情報を取得することができる。
【００３６】
記憶部３５に格納された基準としては、圧力値（歪み量）の変化に対する静電容量値の
変化の挙動から肌水分量以外の肌状態を取得することができるように、測定データの傾き
、静電容量値が飽和となるときの圧力（歪み量）の値と飽和となった静電容量値（肌水分
量）の組み合わせなどを用いることができる。
【００３７】
表示部３６は、液晶画面などの各種表示手段である。信号処理部３４は、得られた測定
データから取得されたデータを表示データとして加工して、表示部３６に表示させること
ができる。
【００３８】
通信部３７は、外部機器とデータの通信を行う手段である。信号処理部３４は、得られ
た測定データを通信部３７を介して外部機器に出力することができる。例えば、外部機器
としてスマートフォンなどを利用することができ、信号処理部３４は得られた測定データ
を、通信部３７を介してスマートフォンに送信する。スマートフォンでは、送信されたデ
ータをアプリなどで管理することにより、日々の肌状態を管理することもできる。
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【００３９】
図５は、測定データの一例を示す図であり、図６は、異なる肌状態を測定した結果を示
す図である。ここで、本実施形態の肌状態測定装置１における測定結果について説明する
。
【００４０】
図５において、（ａ）はひずみゲージセンサを静電容量型センサの裏側の面に配置した
構成において取得した測定データであり、（ｂ）はひずみゲージセンサを静電容量型セン
サと同じ面に配置した構成において取得した測定データである。測定データとは、時間ご
との抵抗値を用いて第２のデータテーブルから圧力（歪み量）のデータを抽出し、抽出さ
れた圧力（歪み量）のデータを、時間ごとの測定された静電容量値と対応させたものであ
る。
【００４１】
図５（ａ）に示された測定データは、歪み量がマイナス方向に大きくなるに伴って静電
容量値が増加している。歪み量がマイナス方向に大きくなることは、センサ部１０のひず
みゲージセンサ１２に対して圧縮応力が与えられている（圧縮応力が増大している）こと
を示している。この例では、ひずみゲージセンサ１２は、保持部材１３に対して静電容量
型センサ１１が設けられた面の裏側の面に設けられている（図３と同様の構成）。肌状態
を測定する場合には、保持部材１３において静電容量型センサ１１が設けられた面から肌
が押し当てられるため、裏側の面に設けられたひずみゲージセンサ１２には圧縮応力がか
かる。
【００４２】
図５（ｂ）に示された測定データは、歪み量がプラス方向に大きくなるに伴って静電容
量値が増加している。歪み量がプラス方向に大きくなることは、センサ部１０のひずみゲ
ージセンサ１２に対して引張応力が与えられている（引張応力が増大している）ことを示
している。この例では、ひずみゲージセンサ１２は、保持部材１３に対して静電容量型セ
ンサ１１が設けられた面と同じ側の面に設けられている（図１と同様の構成）。肌状態を
測定する場合には、保持部材１３において静電容量型センサ１１が設けられた面から肌が
押し当てられるため、同じ側の面に設けられたひずみゲージセンサ１２には引張応力がか
かる。
【００４３】
図５（ａ）、（ｂ）の２つの測定データともに共通して、ひずみゲージセンサ１２を介
して測定した応力の絶対値（歪み量）が増加するに伴って静電容量値も増加し、ある値に
なると、静電容量値が飽和するということが示されている。本実施形態の肌状態測定装置
１の信号処理部３４は、図５に示す飽和した静電容量値から第１のデータテーブルを使用
して肌の水分量を抽出することができる。静電容量値が飽和しない場合でも、肌水分階級
に変換するためのデータテーブルを用いて肌水分階級を抽出することができる。
【００４４】
図６は、異なる肌状態を測定した結果を示す図である。図６において、黒丸で示された
データは、肌水分量が高く荒れていない肌（試料ａ）の測定データであり、白丸で示され
たデータは、肌水分量が低く荒れている肌（試料ｂ）の測定データである。図６に示す測
定データは、図１と同様の構成の肌状態測定装置により測定したものであり、歪み量の値
の増加（引張応力の増加）に伴って静電容量値が増加している。
【００４５】
試料ａと試料ｂとでは、試料ａの静電容量値の飽和値の方が高い値を示しており、試料
ａの方が試料ｂに比べて高い肌水分量（肌水分階級）を示しているといえる。
【００４６】
肌表面が荒れている場合、センサ部に強く肌を押し当てないと静電容量値は飽和に達し
ない。記憶部３５は、静電容量値が飽和したときの歪み量を肌の荒れ状態あるいは肌荒れ
階級の基準として格納しておくことができる。例えば、静電容量値が飽和したときの歪み
量が３５［任意単位］以下の範囲であれば「荒れていない肌」であり、静電容量値が飽和
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したときの歪み量が３５［任意単位］より大きい範囲であれば「荒れた肌」であるという
肌の荒れ状態あるいは肌荒れ階級の基準を格納しておくことができる。この基準に基づく
と図６の測定データでは、試料ａは３５［任意単位］より低い歪み量で静電容量値の飽和
が起きていることから「荒れていない肌」という肌荒れ階級が取得でき、試料ｂは３５［
任意単位］より大きい歪み量で静電容量値の飽和が起きていることから「荒れた肌」とい
う肌荒れ階級が取得できる。この結果は事実に合致しているといえる。
【００４７】
このように本実施形態の肌状態測定装置によれば、簡易な構成で静電容量型センサの肌
に対する押圧力も併せて測定することにより肌水分量を含む複数の肌に関する物理情報を
取得することができる。
【００４８】
以上の実施形態では、センサ部１０はコネクタ部２０を介して本体部３０に接続されて
いる場合を例に挙げて説明したが、コネクタ部２０は必須の構成ではなく、センサ部１０
と本体部３０はコネクタ部２０を介さずに接続されていてもよい。この場合は、例えばセ
ンサ部１０のセンサ１１、１２と本体部３０の電源および電子回路部分とが同じ可撓性の
基板上に設けられ、直接接続された構成とすることができる。さらに本体部３０の電源お
よび電子回路部分を覆うケースを設けてもよい。
【符号の説明】
【００４９】
１０ センサ部
１１ 静電容量型センサ
１２ ひずみゲージセンサ
１３ 保持部材
２０ コネクタ部
３０ 本体部
３１ 第１の信号変換部
３２ 第２の信号変換部
３３ 電源
３４ 信号処理部
３５ 記憶部
３６ 表示部
３７ 通信部
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図６】
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