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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基盤上に被覆層を積層して構成されており、被覆層には複数種類の香料が含有されてお
り且つ複数種類の香料を徐放可能に構成されており、複数種類の香料は徐放量が同一にな
る様に被覆層に含有されていることを特徴とする健康状態検査装置。
【請求項２】
　複数種類の香料は、同一モル数の香料分子が徐放される様に構成されている請求項１の
健康状態検査装置。
【請求項３】
　複数種類の香料を貯蔵する貯蔵手段と、複数種類の香料を同時に徐放する徐放手段と、
貯蔵手段と徐放手段とを接続する複数の香料ラインと、複数の香料ラインの各々に設けら
れた流量制御手段と、制御手段とを有し、該制御手段は、被験者からの入力信号に応答し
て徐放手段から複数種類の香料が同一モル数だけ徐放される様に流量制御手段を調節する
制御を行う様に構成されていることを特徴とする健康状態検査装置。
【請求項４】
　前記徐放手段は単一の香料のみを徐放することも可能に構成されており、前記制御手段
は、被験者から入力信号に応答して単一の香料のみが徐放される様に流量制御手段を調節
する制御を行う様に構成されている請求項３の健康状態検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、被験者の健康状態を容易に判断することが出来る様な健康状態検査装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　健康管理は多忙な毎日を過ごす現代人にとって、非常に重要な問題である。ここで、外
見上から判断することが困難な内臓の疾患等の予防、治療については、病院に入院或いは
通院して、検査を受けて、然るべく医療処置を受けることが最善である。
【０００３】
　しかし、多忙な現代人にとって、病院に入院或いは通院する時間が取れない場合が多く
、本人に自覚症状が無い場合には病院や検査施設に行かない場合が殆どである。そして、
身体の不調や臓器の疾患が重篤な状態となって、本人が苦痛を感じるようになって初めて
病院に行く、というケースが数多く見受けられる。
　そのため、早い段階で治療をすれば容易且つ短時間で完治するような疾患が、非常に深
刻な状態となってしまい、最悪の場合には「既に手遅れ」というケースすら存在する。
【０００４】
　ここで、病院に行かなくても、内臓疾患や身体の不調を簡単、容易且つ正確に判断出来
る様な手段があれば、病院に行くのが手遅れになる様な事態を防止することが出来る。
　しかし、内臓疾患や身体の不調を容易且つ正確に判断出来る様な好適な手段は、未だに
提案されていないのが実情である。
【０００５】
　例えば、携帯端末に生体情報取得用の生体情報測定手段を設け、携帯端末で取得された
情報を通信回線を介して管理センタに伝達し、管理センタにおいて健康に関する判断を行
うシステムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
　しかし、係る従来システムでは、生体情報として、心拍数或いは心電図情報の何れか１
つ、眼球或いは口腔等の写真の何れか１つ、体温、呼気等が必要であり、これ等の情報を
取得するためには複数の複雑な工程を要するので、少なくとも簡単とは言い得ない。
　従って、係る従来システムでは、内臓疾患や身体の不調を簡単、容易且つ正確に判断出
来る様な手段を提供することは不可能である。
【特許文献１】特開２００４－２５５０２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上述した従来技術の問題点に鑑みて提案されたものであり、内臓疾患や身体の
不調を簡単、容易且つ正確に判断出来る様な健康状態検査装置の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　発明者は種々研究の結果、同一量で且つ複数種類の香料を嗅いだ場合、その嗅いだ者（
被験者）は、被験者の身体で不調な部分或いは疾患の恐れがある臓器に関する機能を促進
するような機能を奏する香料を、最も強く感じることを見出した。
【０００８】
　本発明の健康状態検査装置は係る知見に基いて創作されたものであり、基盤（２）上に
被覆層（４）を積層して構成されており、被覆層（４）には複数種類の香料（６）が含有
されており且つ複数種類の香料（６）を徐放可能に構成されており、複数種類の香料（６
）は徐放量が同一になる様に被覆層（４）に含有されていることを特徴としている（請求
項１）。
【０００９】
　ここで、複数種類の香料は、同一モル数（ｍｏｌ数）の香料分子が徐放される様に構成
されているのが好ましい（請求項２）。
　そして、本発明の健康状態検査装置は、例えば、キャッシュカード状のサイズ及び形態
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であるのが好ましい。そのため、前記基盤を構成する材料として、例えば、合成樹脂を使
用することが好ましい。
【００１０】
　また、本発明の健康状態検査装置は、複数種類の香料（６）を貯蔵する貯蔵手段（８）
と、複数種類の香料（６）を同時に徐放する徐放手段（１０）と、貯蔵手段（８）と徐放
手段（１０）とを接続する複数の香料ライン（Ｌ６）と、複数の香料ライン（Ｌ６）の各
々に設けられた流量制御手段（流量調整弁）（１６）と、制御手段（２２）とを有し、該
制御手段（２２）は、被験者（２０）からの入力信号に応答して徐放手段（１０）から複
数種類の香料（６）が同一モル数（ｍｏｌ数）だけ徐放される様に流量制御手段（２２）
を調節する制御を行う様に構成されていることを特徴としている（請求項３）。
【００１１】
　ここで、前記徐放手段（１０）は単一の香料（６）のみを徐放することも可能に構成さ
れており、前記制御手段（２２）は、被験者（２０）から入力信号に応答して単一の香料
（６）のみが徐放される様に流量制御手段（１６）を調節する制御を行う様に構成されて
いるのが好ましい（請求項４）。
【発明の効果】
【００１２】
　上述した構成を具備する本発明（請求項１の発明）の健康状態検査装置によれば、基盤
上に被覆層を積層して構成されているので、携帯に便利な小型の形状、例えば、キャッシ
ュカード状のサイズ及び形態に形成することが出来る。
【００１３】
　そして、前記被覆層には複数種類の香料が含有されており且つ複数種類の香料を徐放可
能に構成されており、複数種類の香料は徐放量が同一になる様に被覆層に含有されている
（請求項１）。この健康状態検査装置から徐放される複数の香料を嗅いだ被験者（携帯者
或いは所持者）は、当該被験者の身体上の不調を補完する機能を奏する香料を、嗅覚にお
いて最も強く感じる。無意識下において、身体は、不調な部位を修復しようとするので、
身体上の不調を補完する作用を奏する香料を、無意識下で最も強く要求するからである。
　従って、被験者が最も強く感じる香料が有れば、その香料が発揮する身体補完機能に対
応する身体の部位に不調が存在することになる。
【００１４】
　すなわち、本発明によれば、形態可能で、且つ、小型の装置（例えば、カード状の健康
状態検査装置）から徐放される香料を嗅ぐ、という極めて簡単な手法により、被験者が自
らの健康状態を判断することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
　図１～図５は、第1実施形態を示している。
　図１において、健康状態検査装置１は、基盤２に被覆層４を積層した積層体で構成され
ていて、被覆層４から複数の臭（香）気Ｖ６が徐放するように構成されている。
　そして、例えば図４から推察されているように、本健康状態検査装置１は、いわゆる「
名刺」サイズのカード状に構成されている。
　ここで、基盤２を構成する材料は、比較的重量が軽く、ある程度以上の強度を持つ材料
、例えば各種カード等で用いられている様な合成樹脂が好ましい。
【００１６】
　ここで、被覆層として要求される性質としては、
　　（１）　複数の香料を長期間に亘って保存することが出来る、
　　（２）　長期間に亘って複数の香料の各々を徐放することが出来る、
　　（３）　長期間に亘って香料を変質させること無く、安定して徐放出来る、
　　（４）　外的な衝撃により基盤から脱落しない様に、香料を保護出来る、
　　（５）　耐水性、耐薬品性、その他の各種耐性に優れている、



(4) JP 4544521 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

等が挙げられる。
【００１７】
　被覆層４における香料６の分布例が、図２及び図３に示されている。
　図２、３で示す様に、被覆層４には少なくとも２種類の香料が等量だけ塗布されている
。より詳細には、少なくとも２種類の香料が、同一の徐放量となる様に塗布されている。
【００１８】
　ここで、図２の場合には、カード（健康状態検査装置）の表面を１／２に区切り、同一
量の香料６ａ、６ｂ（以降、総称は符号６で行う。）を含有する被覆層４を基盤２上に積
層している。しかし、この様に積層した場合には、後述する健康状態の検査に際して、ど
の香料（６）の香を最も良く感じるかという判定が、被験者の鼻腔の位置によって影響を
受けてしまう可能性が有る。
【００１９】
　これに対して、図３で示す様に、等量の香料６を混合すれば、換言すれば、複数種類（
例えば２種類）の香料６が同一の徐放量となる様に混合して基盤２上に積層すれば、被験
者２０の鼻腔の位置に依存すること無く、何れの香料６の香を最も良く感じるかという判
定が正確に行われる。
【００２０】
　同一の徐放量となる様に混合するには、例えば、複数種類（例えば２種類）の香料６の
モル数（ｍｏｌ数）を同一にして混合するか、或いは、分子当量を同一にして混合すれば
良い。
【００２１】
　なお、図２、３では、２種類の香料６が被覆層４に含有されている場合について説明し
たが、香料６の種類は、３種類以上であっても構わない。
　そして、各々の香料６の含有量は、徐放量が同一になるように設定されていれば良い。
徐放量が同一でないと、被験者２０は徐放量が最も多い香料６（の香）を最も強く感じる
こととなり、後述の香による健康状態判断を正確に行うことが出来なくなってしまうから
である。
【００２２】
　ここで、含有するべき香料６の種類（エッセンシャルオイルの名称）は、有無を判断す
るべき疾患に対処する作用効果を奏するものを選択する。具体的には、例えば、次の様に
選択される。
【００２３】
　胃腸（消化器系）の不調の検出については、消化促進作用を有するエストラゴン（タラ
ゴン）、ブラックペッパー、グレープフルーツ、ローズマリー、カモミール、ヒソップ、
ベルガモット、マンダリン、オレンジ、カルダモン、クラリセージ、コリアンダー、ネロ
リ、フランキンセンス、メリッサ、レモングラス、アニス、キャラウェイ、クミン、ディ
ル、パセリ、バーベナや、消化不良改善作用を有するタイム、脂肪と澱粉食品を消化する
作用を持つナツメグの何れか、或いは、これ等の中から幾種類かを混合したもの、を選択
する。
【００２４】
　泌尿器系（腎臓、膀胱、尿道）の不調の検出は、利尿作用を奏するパイン、サイプレス
、シダーウッド、ジュニパー、パチュリ、エストラゴン（タラゴン）、フェンネル、ブラ
ックペッパー、グレープフルーツ、ローズマリー、カモミール、ヒソップ、ユーカリ、タ
イム、カルダモン、アニス、キャラウェイ、パセリの何れか、或いは、これ等の中から幾
種類かを混合したもの、を選択する。
【００２５】
　肥満傾向の検出には、脂肪分解作用があるパインや、肥満解消作用があるジュニパー、
ブラックペッパー、脂肪の消化促進作用があるグレープフルーツの何れか、或いは、これ
等の中から幾種類かを混合したもの、を選択する。
【００２６】
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　新陳代謝が低調である旨の検出については、発汗作用のあるパイン、サイプレス、ジュ
ニパー、ローズマリー、バジル、カモミール、ヒソップ、ジンジャー、ペパーミント、メ
リッサ、レモングラス、ディルの何れか、或いは、これ等の中から幾種類かを混合したも
の、を選択する。
【００２７】
　食べ過ぎ、飲み過ぎに起因する中毒の有無を検出するには、解毒作用を奏するジュニパ
ーや、フェンネルを選択する。
【００２８】
　肝臓系或いは胆のうの不調については、胆汁の分泌を促す作用を奏するバーベナを選択
する。
【００２９】
　循環系の不調を検出する場合には、血液循環を促す作用を奏するマージョラムを選択す
る。
【００３０】
　ホルモンのバランスが失調しているか否かを検出するには、ジャスミンを選択する。
【００３１】
　図４、図５は、上記の香料と内蔵疾患との相関を利用した第１実施形態を用いた健康状
態検査の態様を示している。
　図４は第１実施形態の健康状態検査装置１を用いた診断の状態を示していて、複数種類
（第１実施形態では２種類か４種類）の香料６が同一の徐放量となる様に混合して含有さ
れた被覆層４から、複数の香料６が臭いＶ６となって徐放される。
【００３２】
　被験者２０の嗅覚は、徐放された複数の香料６のうち、被験者２０の身体で不調な部分
或いは疾患の恐れがある臓器に関する機能を促進するような機能を奏する香料６を、最も
強く感じる。換言すれば、同一の徐放量であれば、被験者２０の身体状の不調を補完する
機能を奏する香料６を、被験者２０の嗅覚が最も強く感じる。
【００３３】
　図５は、香気Ｖ６を嗅いで疲労や疾患のある臓器や身体部位を特定する典型的な手順を
示している。
　図４におけるカードに作成された健康状態検査装置１の被服層４から叙放された香気Ｖ
６を被験者２０が嗅ぐ（ｙｅｓ）（ステップＳ１）、ここでｎｏは、待機を意味している
。
　その香気Ｖ６から臭いを特に強く感じる香料６ｓを特定する（ステップＳ２）。
　ここで特定された香料６ｓに対応する臓器に疲労や疾患の恐れがあると判断する（ステ
ップＳ３）。
【００３４】
　上記のステップＳ２において、被験者が、「自分はどの香料を最も強く感じているのか
？」が判断出来ない場合が存在する。
　その様な場合には、例えば、カード（健康状態検査装置１）の被覆層４に含有された複
数の香料６の各々を単独で徐放する手段（単一香料徐放手段：例えば単一の香料６のみを
徐放するように構成されたカードや、単一の香料６を充填した香水ビン等）を別途用意し
て、単一香料徐放手段から徐放される香料６を嗅ぐことと、カード（健康状態検査装置１
）から徐放される複数種類の香料６を嗅ぐことを交互に繰り返す（ステップＳ１のｎｏに
よる繰り返し）。
【００３５】
　その様に交互に香料を嗅ぐ事により、被験者は、「自分はどの香料を最も強く感じてい
るのか？」が判断することが出来る。
　従って、ステップＳ３で、被験者が最も強く感じる香料が奏する機能に対応する臓器や
身体部位について、不調、疲労、疾患の恐れが有ることを判断する。
【００３６】
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　図６、図７は、第２実施形態を示している。
　ブロック構成を示す図６において、臭いとその臭いに対応する内蔵疾患が明確な香料６
を貯蔵する貯蔵手段の貯蔵体８が複数準備されている。本図の例では４つの貯蔵体８があ
って、貯蔵体８ａには香料Ａが貯蔵され、貯蔵体８ｂには香料Ｂが貯蔵され、貯蔵体８ｃ
には香料Ｃが貯蔵され、貯蔵体８ｄには香料Ｄが貯蔵されている。
【００３７】
　各貯蔵体８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄは、それぞれ香料ラインＬ６ａ、香料ラインＬ６ｂ
香料ラインＬ６ｃ、香料ラインＬ６ｄによって徐放手段１０に接続されている。
　徐放手段２１は、貯蔵体８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄから送られる単一の各香料の臭いを同
時に、あるいは単一に放香するように、他孔質性材・ポーラス材で構成されている。
【００３８】
　各香料ラインＬ６ａ、Ｌ６ｂ、Ｌ６ｃ、Ｌ６ｄのそれぞれに、流量制御手段の流量調節
弁１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄが対応して設けられている。
　流量調節弁１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄは、制御手段２２からの指示によって、香
料の徐放量を決定するべく開度が制御される。
【００３９】
　各流量調節弁１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄのそれぞれは、弁の開度を制御するため
の制御信号ラインＬ２２ａ、Ｌ２２ｂ、Ｌ２２ｃ、Ｌ２２ｄによって制御手段２２に接続
されている。
【００４０】
　制御手段２２は、上記の各流量調整弁１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄへの接続の他に
、信号ラインＬ２４によって記憶手段２４に接続されていて、信号ラインＬ２２によって
表示手段３０に接続されている。また、信号ラインＬ２１によって入力手段２１に接続さ
れていて、被験者２０からの入力信号に応答して、単一の香料のみを徐放することも可能
に構成されている。　
【００４１】
　記憶手段２４は、香料Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのそれぞれに対応する臓器のデータを予め内蔵し
てあり、また徐放量と披験者２０に対するその定性或いは定量効果を内蔵してあるととも
にそれらのデータを貯蔵して分析する機能を有していて、表示手段３０に疾病臓器その他
を表示手段３０に送信するように構成されている。
【００４２】
　表示手段３０は、通常の画像および文字ディスプレイであって図示しないキーボード等
の入力端末で作動するように構成されている。
【００４３】
　入力手段３１は、被験者２０の被験の開始指示、終了等を制御手段２２に対して、入力
信号として送信するスイッチ機能を有して構成されている。
【００４４】
　上記構成の作用を図７に示すフローチャートによって説明する。
　検査開始の確認し、開始（ｙｅｓ）であればステップＳ２に進み、検査開始の確認が未
了であれば（ｎｏ）、ステップＳ１に戻って開始を待機する。
【００４５】
　ステップＳ２では、香料Ａ～Ｄの徐放量が同一になるように流量制御弁の第１弁１６ａ
～第４弁１６ｄの弁開度を制御して、貯蔵手段８ａ～８ｄから徐放手段１０に香料Ａ～Ｄ
を徐放をする。被験者２０の特性に沿うような徐放量、その他の要領は、制御手段２２に
よる指示に従って行う。
【００４６】
　ついで、被験者２０の香料を嗅ぐ量あるいは時間が充分となり、香料の感じ方が、例え
ば香料Ａ～Ｄのうちのどの香料が最も強く感じられたかが判明した、あるいはどれが最も
強いかが判然としないので別途、単一の香料で確認したいという場合に、被験者２０が香
料Ａ～Ｄの徐放を停止するように入力手段３１のボタンを押して、停止サインを出す。
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　この停止サインが出たか否かを判定して（ステップＳ３）、停止サインが出れば、ステ
ップＳ４に進み、停止サインが出なければ再度の香料確認をする（ステップＳ２）。
【００４７】
　ステップＳ４では、流量制御弁の第１弁１６ａ～第４弁１６ｄの全弁を閉鎖して徐放手
段１０への香料Ａ～Ｄの供給を停止する。そして次のステップＳ５に進む。
【００４８】
　ステップＳ５では、被験者２０から「特定の香料を嗅ぎたい」との要請があるか否かを
判定する。例えば、香料Ａ～Ｄのうちのどれか１つを決定できない場合にこれを行う。
　この要請があれば（ｙｅｓ）、ステップＳ６に進む。要請がなければ（ｎｏ）、即ち香
料Ａ～Ｄのうちのどれか１つを決定できていれば、ステップＳ８に進む。
【００４９】
　ステップＳ６では、被験者２０からの要請の特定の香料を、その香料を徐放する流量制
御弁を開弁する。そして、特定された香料を徐放する。例えば、特定香料がＡであれば、
第1弁１６ａを開弁して徐放する。
【００５０】
　ついで、ステップＳ７では、被験者２０からその香料の徐放を停止してよいか否かを判
定する。特定の香料が最も強く感じた香料であるか、あるいは、その特定の香料が強く感
じた香料ではない、と判断出来た場合には、停止サインが出される（ステップＳ７がｙｅ
ｓ）。
　その停止サインがでるまでは（ステップＳ７がｎｏ）、即ち特定の香料のものか否かを
決定できなければ、ステップＳ６に戻って確認を継続する。
　ステップＳ７が「ｙｅｓ」である場合はステップＳ５に戻る。そしてステップＳ５にお
ける前記の作用を行う。
【００５１】
　ステップＳ８では、前記ステップＳ３あるいはステップＳ６、Ｓ７において最も強く感
じた香料が、被験者２０が最も強く感じた香料である、と制御手段２２で決定する。
【００５２】
　ついで、決定された香料に対する内蔵疾患を、制御手段２２の指示に従って、表示手段
３０に表示する。この表示によって被験者被験者２０あるいは関係者に結果の伝達をする
。
　なお、個人情報の守秘の立場から、被験者２０以外への情報の漏洩がないようにするこ
とが好ましい。
【００５３】
　なお、ここで、第２実施形態では４種類の香料が図示されているが、香料の種類数につ
いては、特に限定するものではない。
【実験例】
【００５４】
　第１実施形態に係るカード状の健康状態検査装置において、香料として、ローズマリー
、パイン、ジンジャー、バーベナの４種類を用いて、２００人の被験者について実験を行
った。
　４種類の香料は、図３で示す様に、ランダムに混ぜ合わせて、被覆層に含有した。
【００５５】
　実験では、２００人の被験者の各々が、上記４種類の香料のうち最も強く匂った香料を
決定させた。その後、病院において、ローズマリーを選択した被験者については消化器系
の検査、パインを選択した被験者は泌尿器系の検査、ジンジャーを選択した被験者に対し
ては代謝系の検査、バーベナを選択した被験者については肝臓系、特に胆のうについて検
査を実施した。
　その実験結果を次の表１に示す。
【００５６】
　　　表１
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【００５７】
　表１で示す実験結果では、ローズマリーを選択した（消化器系に異常が有ると考えられ
る）被験者と、ジンジャーを選択した（代謝系に不調を感じていると思われる）被験者の
割合が高く、且つ、病院で検査した結果、何等かの異常（軽度な異常を含む）が発見され
る割合が高かった。
　実験例における被験者は、都市部のホワイトカラー労働者から選別しているため、精神
的なストレスから消化器系にダメージを受けている率が高いことと、オフィスの空調設備
（特に冷房）により代謝系にダメージを受けていること（いわゆる「冷房病」等）とに起
因するものと思われる。
【００５８】
　表１において、第１実施形態の実験例では、健康状態の判断について、８６％（１７２
／２００）の精度が得られた。このことは、本発明によれば、正確な健康状態判断が可能
であることを物語っている。
【００５９】
　前記図示の実施形態はあくまでも例示であり、本発明の技術的範囲を限定する趣旨の記
述ではない旨を付記する。
　例えば、第１実施形態の説明に際して例示した香料（エッセンシャルオイル）に限らず
、その他の香料を使用することが可能である。
　また、第１実施形態では２種類、第２実施形態では４種類の香料が選択されているが、
香料の種類数については、特に限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る健康状態検査装置の構造を示す斜視図。
【図２】図１のカード状健康状態検査装置の表層部における香料の分布状態を例示する平
面図。
【図３】図１のカード状健康状態検査装置の表層部における香料の分布状態の別例を例示
する平面図。
【図４】第１実施形態に係る健康状態検査装置を用いて健康状態判断を行っている態様を
示す説明図。
【図５】図４の健康状態判断を行う過程を説明するフローチャート。
【図６】本発明の第２実施形態に係る健康状態検査装置のブロック図。
【図７】図６の装置を用いて健康状態判断を行う過程を説明するフローチャート。
【符号の説明】
【００６１】
Ｌ６ａ、Ｌ６ｂ、Ｌ６ｃ、ｌ６ｄ・・・香料ライン
Ｖ６・・香気
２・・・基盤
４・・・被覆層
６・・・香料
８・・・貯蔵手段
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１０・・徐放手段
１６・・流量制御手段、流量調整弁
２０・・被験者
２１・・入力手段
２２・・制御手段
２４・・記憶手段
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【図４】
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