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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメータを検出し、少なくとも第１の検出接
触点、第２の検出接触点及び第３の検出接触点を含む検出手段を備え、前記第１の検出接
触点と前記第２の検出接触点又は前記第３の検出接触点との信号インタラクティブによっ
て、前記検出手段が前記使用者の生理的特徴パラメータを検出し、
　本体部品と、
　前記本体部品に接続され、使用者の身体の少なくとも一部との相対位置関係を維持する
ための維持部品と、を備え、
　前記検出手段は前記維持部品に設けられ、
　前記電子機器の外面は第１の外面及び第２の外面を含み、前記維持部品が前記使用者と
固定関係を維持するとき、前記第１の外面と使用者との距離は、前記第２の外面と使用者
との距離より小さく、前記検出手段の前記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点は
前記第１の外面に設けられ、前記第３の検出接触点は前記第２の外面に設けられ、前記使
用者は快速に検出するとき、前記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点を使用者に
接触させ、前記使用者は正確に検出するとき、前記第１の検出接触点及び前記第３の検出
接触点を使用者に接触させることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記維持部品は少なくとも固定状態を有し、前記維持部品は環状空間の少なくとも一部
であってもよく、又は、第１の所定の条件を満たす近似環状空間の少なくとも一部であっ
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てもよいことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記環状空間の外面は内環面及び外環面を含み、前記内環面の口径は外環面の口径より
小さく、前記検出手段の前記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点が内環面に設け
られ、前記第１の検出接触点と前記第２の検出接触点との間隔は所定の閾値以上であり、
これにより、前記電子機器が前記使用者と相対位置関係を維持するとき、前記第１の検出
接触点及び前記第２の検出接触点は前記使用者に接触することができることを特徴とする
請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　データ信号を処理するためのプロセッサと、
　前記プロセッサ及び前記第１の検出接触点に接続され、前記プロセッサから送信される
トリガー信号に基づいて、使用者の身体を経過して前記第２の検出接触点に検出信号を生
成する励起信号を生成し、前記励起信号を前記第１の検出接触点に送信して、前記第１の
検出接触点が使用者に前記励起信号を発信する信号発生器と、
　前記プロセッサ及び前記第２の検出接触点に接続され、前記第２の検出接触点により検
出された検出信号を受信し、前記検出信号を前記プロセッサに送信して、前記プロセッサ
が前記使用者の前記生理的特徴パラメータを取得する信号受信器と、を備えることを特徴
とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記プロセッサは、具体的に前記信号発生器を制御して前記励起信号を生成し、前記信
号受信器が受信した前記検出信号を受信し、前記励起信号及び前記検出信号に基づいて、
前記生理的特徴パラメータを取得することを特徴とする請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記第１の検出接触点は第１の電極であり、前記第２の検出接触点は第２の電極である
ことを特徴とする請求項１-５のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
　電子機器の検出手段によって前記電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメータを
検出することを含み、そのうち、前記検出手段は少なくとも第１の検出接触点、第２の検
出接触点及び第３の検出接触点を含み、第１の検出接触点と前記第２の検出接触点又は前
記第３の検出接触点との信号インタラクティブによって、前記検出手段は前記使用者の生
理的特徴パラメータを検出することができ、
　前記検出手段は、前記電子機器の本体部品に接続され、使用者の身体の少なくとも一部
との相対位置関係を維持するための維持部品に設けられ、
　前記電子機器の外面は第１の外面及び第２の外面を含み、前記維持部品が前記使用者と
固定関係を維持するとき、前記第１の外面と使用者との距離は、前記第２の外面と使用者
との距離より小さく、前記検出手段の前記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点は
前記第１の外面に設けられ、前記第３の検出接触点は前記第２の外面に設けられ、前記使
用者は快速に検出するとき、前記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点を使用者に
接触させ、前記使用者は正確に検出するとき、前記第１の検出接触点及び前記第３の検出
接触点を使用者に接触させることを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　前記電子機器の検出手段によって前記電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメー
タを検出することは、
　前記電子機器の前記第１の検出接触点によって、前記電子機器の信号発生器の、使用者
の身体を経過して前記第２の検出接触点に検出信号を生成する励起信号を前記使用者に発
信することと、
　前記電子機器の前記第２の検出接触点によって、前記使用者身体の少なくとも一部に検
出信号を取得することと、
　前記励起信号及び前記検出信号に基づいて、前記使用者の前記生理的特徴パラメータを
取得することと、を含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子技術分野に関し、特に電子機器及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子技術の発展に伴い、例えば、携帯電話、タブレットなどの携帯型端末設備も多くな
っている。
【０００３】
　現在、一部の電子機器はユーザの一部の生理的特徴パラメータを検出でき、例えば、電
子機器は、ユーザの指紋情報やユーザの身体温度等を検出し、検出された生理的特徴パラ
メータに基づいて電子機器のある機能を制御することができる。
【０００４】
　しかしながら、現在、人体インピーダンスに対する検出は専門的な設備が必要であり、
これにより、人体インピーダンスの検出のコストが高くて、検出の便利性がよくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施例は、従来技術の人体インピーダンスの検出のコストが高くて、検出の便
利性がよくないという問題を解決するための電子機器及び情報処理方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　具体的な技術案は以下の通りである：
　電子機器であって、前記電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメータを検出し、
少なくとも第１の検出接触点及び第２の検出接触点を含む検出手段を備え、前記第１の検
出接触点と前記第２の検出接触点との信号インタラクティブによって、前記検出手段が前
記使用者の生理的特徴パラメータを検出する電子機器
【０００７】
　選択的には、この電子機器は、
　本体部品と、
　前記本体部品に接続され、使用者の身体の少なくとも一部との相対位置関係を維持する
ための維持部品と、を備え、
　前記検出手段は前記本体部品及び／又は前記維持部品に設けられる。
【０００８】
　前記維持部品は少なくとも固定状態を有し、前記維持部品は環状空間の少なくとも一部
であってもよく、又は、第１の所定の条件を満たす近似環状空間の少なくとも一部であっ
てもよい。
【０００９】
　選択的には、前記環状空間の外面は内環面及び外環面を含み、前記内環面の口径は外環
面の口径より小さく、前記検出手段の前記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点が
内環面に設けられ、前記第１の検出接触点と前記第２の検出接触点との間隔は所定の閾値
以上であり、これにより、前記電子機器が前記使用者と相対位置関係を維持するとき、前
記第１の検出接触点及び前記第２の検出接触点は前記使用者に接触することができる。
【００１０】
　選択的には、前記電子機器の外面は第１の外面及び第２の外面を含み、前記維持部品が
前記使用者と固定関係を維持するとき、前記第１の外面と使用者との距離は、前記第２の
外面と使用者との距離より小さく、前記検出手段の前記第１の検出接触点は第１の外面に
設けられ、前記第２の検出接触点は前記第２の外面に設けられ、これにより、前記第１の
検出接触点は使用者に接触し、前記第２の検出接触点は接触待ちの検出接触点とされるこ
とができる。
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【００１１】
　選択的には、データ信号を処理するためのプロセッサと、
　前記プロセッサ及び前記第１の検出接触点に接続され、前記プロセッサから送信される
トリガー信号に基づいて、励起信号を生成し、前記励起信号を前記第１の検出接触点に送
信して、前記第１の検出接触点が使用者に前記励起信号を発信する信号発生器と、
　前記プロセッサ及び前記第２の検出接触点に接続され、前記第２の検出接触点により検
出された検出信号を受信し、前記検出信号を前記プロセッサに送信して、前記プロセッサ
が前記使用者の前記生理的特徴パラメータを取得する信号受信器と、を更に備える。
【００１２】
　前記プロセッサは、具体的に前記信号発生器を制御して前記励起信号を生成し、前記信
号受信器が受信した前記検出信号を受信し、前記励起信号及び前記検出信号に基づいて、
前記生理的特徴パラメータを取得する。
【００１３】
　選択的には、前記第１の検出接触点は第１の電極であり、前記第２の検出接触点は第２
の電極である。
【００１４】
　前記電子機器の検出手段によって前記電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメー
タを検出することを含み、そのうち、前記検出手段は少なくとも第１の検出接触点及び第
２の検出接触点を含み、第１の検出接触点と前記第２の検出接触点との信号インタラクテ
ィブによって、前記検出手段は前記使用者の生理的特徴パラメータを検出することができ
る情報処理方法。
【００１５】
　選択的には、前記電子機器の検出手段によって前記電子機器を装着する使用者の生理的
特徴パラメータを検出することは、
　前記電子機器の前記第１の検出接触点によって、前記電子機器の信号発生器の励起信号
を前記使用者に発信することと、
　前記電子機器の前記第２の検出接触点によって、前記使用者身体の少なくとも一部に検
出信号を取得することと、
前記励起信号及び前記検出信号に基づいて、前記使用者の前記生理的特徴パラメータを取
得することと、を含む。
【００１６】
　本発明の実施例は電子機器を提供しており、この電子機器は、当該電子機器を装着する
使用者の生理的特徴パラメータを検出し、少なくとも第１の検出接触点及び第２の検出接
触点を含む検出手段を備え、第１の検出接触点と第２の検出接触点との信号インタラクテ
ィブによって、検出手段が使用者の生理的特徴パラメータを検出する。具体的には、本発
明の実施例において、この電子機器の第１の検出接触点及び第２の検出接触点は信号のイ
ンタラクティブによって、この電子機器が使用者の人体インピーダンスを快速に検出し、
人体インピーダンスの検出のコストを低減するとともに、人体インピーダンス検出の便利
性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例の電子機器の機構模式図の１つである。
【図２】本発明の実施例の電子機器の他の機構模式図である。
【図３Ａ】本発明の実施例の維持部品の構成模式図である。
【図３Ｂ】本発明の実施例の維持部品の他の構成模式図である。
【図４】本発明の実施例の電子機器の更に他の機構模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施例は電子機器を提供しており、この電子機器は、当該電子機器を装着する
使用者の生理的特徴パラメータを検出し、少なくとも第１の検出接触点及び第２の検出接
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触点を含む検出手段を有し、第１の検出接触点と第２の検出接触点との信号インタラクテ
ィブによって、検出手段は使用者の生理的特徴パラメータを検出することができる。具体
的には、本発明の実施例において、当該電子機器における第１の検出接触点及び第２の検
出接触点が信号のインタラクティブによって、当該電子機器は使用者の人体インピーダン
スを快速に検出でき、人体インピーダンスの検出のコストを低下するとともに、人体イン
ピーダンスの検出の便利性を向上させる。
【００１９】
　以下、図面及び具体的な実施例によって本発明の技術案を詳細に説明する。本発明の実
施例及び実施例における具体的な技術特徴は本発明の技術案に対する説明のみであり、限
定するものではなく、衝突しない場合に、本発明の実施例及び実施例における具体的な技
術特徴を互いに組み合わせることができると理解すべきである。
【００２０】
　図１は本発明の実施例の電子機器構成の模式図を示す。この電子機器は、
　この電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメータを検出し、少なくとも第１の検
出接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂを含む検出手段１０１を有し、第１の検
出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂとの信号インタラクティブによって、検出
手段１０１は使用者の生理的特徴パラメータを検出することができる。
【００２１】
　まず、本発明の実施例において、この電子機器は、使用者に装着される電子機器に設け
られる検出手段１０１を含み、これにより、この検出手段１０１は使用者の生理的特徴パ
ラメータを直接に検出することができる。
【００２２】
　もちろん、本発明の実施例において、検出手段１０１に使用者の生理的特徴パラメータ
を採集させるために、この検出手段１０１に第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接
触点１０１ｂが含まれている。この第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０
１ｂはそれぞれの検出機能を有し、例えば、第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接
触点１０１ｂは使用者の電気的なパルス信号等を検出することができる。
【００２３】
　さらに、本発明の実施例において、電子機器が第１の検出接触点１０１ａから発信され
る信号及び第２の検出接触点１０１ｂによって使用者の生理的特徴パラメータを検出する
ために、第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂを合わせて使用するこ
とができる。例えば、第１の検出接触点１０１ａから励起信号を発信し、第２の検出接触
点１０１ｂによって検出信号を受信して、第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接触
点１０１ｂの合わせ使用によってこの電子機器を装着する使用者の生理的特徴パラメータ
を取得する。ここで強調すべきであるのは、本発明の実施例において、検出手段１０１が
使用者の生理的特徴パラメータを検出できるために、検出手段１０１が少なくとも２つの
検出接触点を含み、この２つの検出接触点を合わせて使用しなければならず、単独な１つ
の検出接触点が使用者の生理的特徴パラメータに対する検出を実現できない、ということ
である。
【００２４】
　さらに、本発明の実施例において、この電子機器は、例えばスマートメガネ、スマート
腕時計、スマートヘルメット等の装着可能な設備であってもよく、この電子機器が使用者
の身体のある部位に便利に装着されるために、この電子機器は図２に示すような構成を含
み、この電子機器は、
　本体部品２０１と、
　本体部品２０１に接続され、使用者の身体の少なくとも一部との相対位置関係を維持す
る維持部品２０２と、を含み、
　検出手段は、この本体部品２０１及び／又はこの維持部品２０２に設けられる。
【００２５】
さらに、この維持部品２０２は本体部品２０１に接続され、この維持部品２０２は、使用
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者の身体の少なくとも一部との相対位置関係を維持し、この維持部品２０２は少なくとも
固定状態を有し、環状空間の少なくとも一部であってもよく、又は、第１の所定の条件を
満たす近似環状空間の少なくとも一部であってもよい。ただし、環状空間又は近似環状空
間は、第２の所定の条件を満たす柱状体の外周を囲んでいる。
【００２６】
　簡単に言うと、この電子機器は本体部品２０１及び維持部品２０２で構成され、維持部
品２０２によってこの電子機器を操作体のある部位に固定することができ、例えば、この
電子機器は腕に装着されるスマート腕時計、ヘッドに装着されるスマートメガネ、ヘッド
に装着されるスマートヘルメット等のスマート装着可能な設備であってもよい。
【００２７】
　選択的には、本発明の実施例において、この電子機器の本体部品２０１及び／又は維持
部品２０２に電池、チップ、メモリカード等が設けられることができ、当業者は実際な需
要に応じて設置することができ、本願には具体的に制限しない。
【００２８】
　そのうち、維持部品２０２は、例えば、腕時計のバンド、ヘッドシェルフという電子機
器を固定するための固定部品であってもよい。
【００２９】
　維持部品２０２が固定状態にあるとき、この維持部品２０２は環状空間の少なくとも一
部であってもよく、又は、第１の所定の条件を満たす近似環状空間の少なくとも一部であ
ってもよい。この環状空間又は近似環状空間は第２の所定の条件を満たす操作体の外周を
囲んでいる。
【００３０】
　具体的には、維持部品２０２については複数の実現方式がある。以下、その２つを挙げ
る。具体的な実現過程において、以下の２つを含むが、それらに限らない。
【００３１】
　第１種類：この維持部品２０２は少なくとも固定状態を有し、この維持部品２０２は環
状空間の少なくとも一部であってもよく、又は、第１の所定の条件を満たす近似環状空間
の少なくとも一部であってもよい。そのうち、この環状空間又は近似環状空間は第２の所
定の条件を満たす操作体の外周を囲んでいる。
【００３２】
　具体的には、維持部品２０２が一部のみを含む場合、維持部品２０２はディスプレイ１
に位置する本体と共に環状空間を形成でき、図３Ａに示すように、数字５０は維持部品２
０２を代表する。
【００３３】
　図３Ｂを参照し、維持部品２０２が数字５１に代表される第１の固定部分及び数字５２
に代表される第２の部分を含むとき、第１の固定部分の第１の端はディスプレイ１の第１
の側部に接続され、第２の固定部分の第３の端はディスプレイ１の第２の側部に接続され
、第１の側部及び第２の側部はディスプレイ１の対向する２つの側部である。
【００３４】
　このとき、維持部品２０２の材料が硬質材料であり、第１の固定部分の第２の端と第２
の固定部分の第４の端とが接続されていないとき、維持部品２０２は固定状態にあり、第
１の固定部分と第２の固定部分は近似環状空間の２つの部分である。この近似環状空間は
第１の所定の条件を満たし、即ち、第１の固定部分の第２の端と第２の固定部分の第４の
端との間の口径は、例えば腕部という電子機器を装着する身体の部位の口径より小さい。
このときの腕部は柱状操作体と見なされる。この柱状の操作体は第２の所定の条件を満た
し、即ち、環状空間の口径より大きい。例えば、手首の周長が１０ｃｍであり、この環状
空間の内径が１２ｃｍであれば、装着者の手首と手のひらとの接続部位の周長は少なくと
も１２ｃｍより大きくて、装着される電子機器の滑り落ちを防止すべきである。
【００３５】
　第２の種類：維持部品２０２は少なくとも固定状態を有する；維持部品２０２は環状空
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間の少なくとも一部であってもよく、又は、第１の所定の条件を満たす近似環状空間の少
なくとも一部であってもよい。そのうち、環状空間又は前記近似環状空間は第３の所定の
条件を満たす近似球状の外周を囲んでいる。
【００３６】
　第２の種類の実現方式と第１の種類の実現方式との同じ部分について、ここでは贅言し
ない。第２の種類の実現方式と第１の種類の実現方式との相違点は、電子機器が、例えば
ヘッドという使用者の身体のある部位に装着されるとき、ヘッドが近似球状体と見なされ
ることができることである。この近似球状体は第３の所定の条件を満たし、即ち、近似球
状体の口径は環状又は近似環状空間の口径より大きい。
【００３７】
　具体的な実現過程において、維持部品２０２は電子機器と使用者の身体の第１の部分と
の相対位置関係を維持する必要がある。通常、維持部品２０２の属性パラメータは使用者
の身体のパラメータに整合すべきであり、例えば、電子機器を使用者の腕部に固定する場
合、維持部品２０２が相対位置関係を維持するときに腕部を囲む有効的な周長は腕部の外
周周長以上であるべきであり、例えば、一般的な腕部の周長が１０-１５ｃｍであるため
、維持部品２０２の有効的な周長は１５ｃｍ以上であるべきである。あるいは、例えば、
電子機器を使用者のヘッドに固定する場合、成人の額の周長が５４-５８ｃｍであるため
、維持部品２０２２の周長は５９ｃｍ等であってよい。当業者は、実際な需要に応じて設
置することができ、本願には具体的に制限しない。
【００３８】
　さらに、本発明の実施例において、この維持部品２０２の環状空間の外面は内環面及び
外環面を含み、この内環面の口径は外環面の口径より小さく、検出手段１０１の第１の検
出接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂは内環面に設けられ、第１の検出接触点
１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂとの間隔は所定の閾値以上であり、これにより、電
子機器が使用者と相対位置関係を維持するとき、第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検
出接触点１０１ｂは使用者に接触することができる。
【００３９】
　具体的には、図２では、この電子機器は具体的にスマート腕時計であり、この維持部品
２０２は具体的に当該スマート腕時計のバンド部分であり、当該バンド部分は内環面及び
外環面を有し、もちろん、バンド部分における内環面の口径は外環面の口径より小さい。
ユーザがこのスマート腕時計を装着するとき、このバンド部分の内環面は使用者の腕部に
接触しており、外環面は使用者から離れる。第１の検出接触点１０１ａはスマート腕時計
のバンド部分の内環面に設けられ、もちろん、第２の検出接触点１０１ｂもバンド部分の
内環面に設けられる。
【００４０】
　好ましくは、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂとの間隔は所定の
閾値以上であるべきであり、例えば、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０
１ｂとの間隔を５ｃｍにしてよい。第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１
ｂとの間隔を増大することによって、２つの検出接触点間の影響を小さくすることができ
る。なお、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂとの距離を増大した後
に、第１の検出接触点１０１ａから発信される励起信号は使用者の身体において遠い距離
を伝送することができ、これにより、第２の検出接触点１０１ｂが受信する信号は、ほぼ
全体の人体インピーダンスを経過した信号である。したがって、第１の検出接触点１０１
ａと第２の検出接触点１０１ｂとの距離を増加することによって、最後に得られる人体イ
ンピーダンスは実際な人体インピーダンスに近づけ、最後に検出される生理的特徴パラメ
ータの正確性を向上させることができる。
【００４１】
　選択的には、本発明の実施例において、この電子機器は第１の外面以及第２の外面を含
める。維持部品２０２が使用者と固定関係を維持するとき、第１の外面と使用者との距離
は第２の外面と使用者との距離より小さい。検出手段における第１の検出接触点１０１ａ
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は第１の外面に設けられ、第２の検出接触点１０１ｂは第２の外面に設けられ、それによ
って、第１の検出接触点を使用者に接触させ、第２の検出接触点を検出待ちの接触点とす
ることができる。第１の検出接触点１０１ａを第１の外面に設け、第２の検出接触点１０
１ｂを第２の外面に設けることによって、第１の検出接触点１０１ａから発信される励起
信号は使用者の身体において遠い距離を伝送することができ、これにより、第２の検出接
触点１０１ｂが受信する信号は、ほぼ全体の人体インピーダンスを経過した信号である。
したがって、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂとの距離を増加する
ことによって、最後に得られる人体インピーダンスは実際な人体インピーダンスに近づけ
、人体インピーダンスの検出正確性を向上させることができる。
【００４２】
　具体的には、図４に示すように、この電子機器は図４に示すスマート腕時計であり、こ
のスマート腕時計の外面は第１の外面４０１及び第２の外面４０２を含む。使用者が当該
スマート腕時計を装着した後に、このスマート腕時計の第１の外面４０１は使用者の腕部
に最も近接しており、第２の外面４０２は使用者に離れる腕部である。このスマート腕時
計の第１の外面４０１に第１の検出接触点が設けられ、使用者がこのスマート腕時計を装
着しているとき、第１の外面４０１の第１の検出接触点１０１ａは使用者の腕部に接触し
ている。もちろん、スマート腕時計の第２の外面４０２に第２の検出接触点１０１ｂが設
けられており、この第２の検出接触点１０１ｂは、検出待ちの接触点として、即ち、使用
者が自身の身体インピーダンスを検出した場合、使用者は身体のある部分を当該第２の検
出接触点１０１ｂに接触することができ、例えば、使用者の指を当該第２の検出接触点１
０１ｂに接触し、あるいは、使用者の足を第２の検出接触点１０１ｂに接触する。このよ
うに、第１の検出接触点１０１ａ、使用者身体、第２の検出接触点１０１ｂは完全な回路
を形成し、これにより、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂとの信号
インタラクティブは使用者の身体において遠い距離を伝送することができ、当該スマート
腕時計は使用者の人体インピーダンスを正確に検出することができる。
【００４３】
さらに、本発明の実施例において、この電子機器上の第１の検出接触点１０１ａ及び第２
の検出接触点１０１ｂは全て第２の外面に設けられてもよく、検出するとき、当該第１の
検出接触点１０１ａは使用者身体のある部分に接触し、第２の検出接触点１０１ｂは使用
者身体の別の部分に接触することができ、このように、第１の検出接触点１０１ａ、使用
者身体、第２の検出接触点１０１ｂは回路を形成することができる。これにより、第１の
検出接触点１０１ａから発信される励起信号は使用者の身体に経過した後に、第２の検出
接触点１０１ｂに信号を受信し、第２の検出接触点１０１ｂで検出される信号によって、
使用者の人体インピーダンスを取得することができる。
【００４４】
　好ましくは、本発明の実施例において、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点
１０１ｂは第２の外面の半径方向の反対位置に設けられてもよく、例えば、図３Ｂに示す
スマート腕時計については、第１の検出接触点１０１ａがスマート腕時計のバンドの上方
の外面に設けられ、第２の検出接触点１０１ｂがスマート腕時計のバンドの下方の外面に
設けられてもよい。これにより、使用者はこの２つの検出接触点を便利に接触でき、例え
ば、使用者は上方の外面の検出接触点を手で接触し、下方の外面の検出接触点を足で接触
することができる。これにより、第１の検出接触点１０１ａ、使用者身体、第２の検出接
触点１０１ｂは検出回路を形成し、第１の検出接触点１０１ａから発信される励起信号は
使用者の身体において遠い距離を伝送し、第２の検出接触点１０１ｂによって検出される
信号は使用者の人体インピーダンスを正確に算出することができる。
【００４５】
　ここで説明すべきであるのは以下のことである：本発明の実施例において、この検出手
段１０１は、例えば上記の第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂとい
う２つ又は２つ以上の検出接触点を使用する必要があり、これにより、第１の検出接触点
によって使用者の身体に励起信号を発信し、第２の検出接触点によって使用者の身体の検
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出信号を検出し、最後に使用者の人体インピーダンスを取得できる。
【００４６】
　もちろん、上記の２つの検出接触点によって人体インピーダンスの検出を完成すること
以外に、３つ、４つ、４つ以上の検出接触点によって人体インピーダンスの検出も実現で
きる。例えば、この電子機器に３つの検出接触点が設けられるとき、この電子機器が第１
の外面４０１及び第２の外面４０２を含むことから言うと、３つの検出接触点の２つの検
出接触点が電子機器の第１の外面４０１に設けられ、他の検出接触点が第２の外面４０２
に設けられることができる。使用者がこの電子機器を装着するとき、第１の外面の２つの
検出接触点は使用者の身体に接触し、他の検出接触点は検出待ちの接触点とする。
【００４７】
　例えば、この電子機器はスマート腕時計であり、このスマート腕時計のバンド部分の内
面に２つの検出接触点を設置し、即ち、使用者が当該スマート腕時計を装着するとき、使
用者の腕部から近い表面に２つの検出接触点を設置する。もちろん、この２つの検出接触
点間の間隔は所定の閾値以上であり、例えば、５ｃｍ以上である。そして、第３個の検出
接触点を外面に設置し、当該第３個の検出接触点を検出待ちの接触点とする。検出接触点
間の検出距離がインピーダンス検出の正確性に比例するため、使用者が人体インピーダン
スを快速に検出したい場合、スマート腕時計の内面の２つの検出接触点によって人体イン
ピーダンスの検出を行え、使用者が自身の人体インピーダンスを正確に検出した場合、使
用者は内面の１つの検出接触点及び外面の１つの検出接触点を用いればよく、これにより
、人体インピーダンスの検出正確性を高くすることができる。
【００４８】
　もちろん、本発明の実施例において、４つ又は４つ以上の検出接触点を用いてもよい。
例えば、スマート腕時計の内面に２つの検出接触点を設け、スマート腕時計の外面にも２
つの検出接触点を設けることができる。スマート腕時計の内面の２つの検出接触点は、使
用者身体の検出信号を検出し、スマート腕時計の外面の２つの検出接触点は、使用者に励
起信号を送信する。スマート腕時計内面の２つの検出接触点のみによって人体インピーダ
ンスの検出を行うことも当然できる。４つの検出接触点を使用することによって、人体イ
ンピーダンスの検出も正確に行える。
【００４９】
　もちろん、本発明の実施例において、５つ又は５つ以上の検出接触点によって人体イン
ピーダンスの検出を行うこともできる。ここでは一々に説明しない。
【００５０】
　もちろん、本発明の実施例において、３つの検出接触点を使用することが好ましい。こ
の３つの検出接触点によって人体インピーダンスの検出を実現する方式は、上記の実施例
に詳細に説明されており、ここでは贅言しない。
【００５１】
　この電子機器が第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂによって使用
者の生理的特徴パラメータである使用者の人体インピーダンスを取得するようにするため
に、この電子機器は、
　データ信号を処理するためのプロセッサ（未図示）と、
　プロセッサ及び第１の検出接触点１０１ａに接続され、プロセッサから送信されるトリ
ガー信号に基づいて、励起信号を生成し、励起信号を第１の検出接触点１０１ａに送信し
て、第１の検出接触点１０１ａにより使用者に励起信号を発信する信号発生器（未図示）
と
　プロセッサ及び第２の検出接触点１０１ｂに接続され、第２の検出接触点１０１ｂによ
り検出された検出信号を受信し、検出信号をプロセッサに送信して、プロセッサにより使
用者の生理的特徴パラメータを取得する信号受信器（未図示）と、を更に含む。
【００５２】
　例えば、この電子機器はスマート腕時計であり、このスマート腕時計にプロセッサ、信
号発生器及び信号受信器が設けられ、このプロセッサは信号発生器及び信号受信器にそれ
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ぞれ接続され、信号発生器は第１の検出接触点１０１ａに接続され、信号受信器は第２の
検出接触点１０１ｂに接続される。スマート腕時計が人体インピーダンスの検出を実行す
るとき、このスマート腕時計のプロセッサは信号発生器にトリガー信号を送信し、信号発
生器が当該トリガー信号を受信した後に、この信号発生器は励起信号を生成し、そして、
この励起信号を第１の検出接触点１０１ａを介して使用者の身体に発信する。
【００５３】
　このとき、このスマート腕時計の第２の検出接触点１０１ｂは使用者身体の検出信号を
リアルタイムで取得し、もちろん、当該検出信号は第２の検出接触点１０１ｂを介して信
号受信器に送信され、最後に、信号受信器は、受信した検出信号をプロセッサに送信する
。プロセッサは、受信した、信号受信器から送信した検出及び信号発生器から発信した励
起信号を、所定待ちの演算式に代入して、このプロセッサは、演算された結果を使用者の
生理的特徴パラメータである使用者の人体インピーダンスとする。もちろん、これにより
、人体インピーダンスを検出するコストを低減するとともに、正確かつ簡単な方式によっ
て使用者の人体インピーダンスを検出することができる。
【００５４】
　ここで説明すべきであるのは以下のことである：本発明の実施例において、第１の検出
接触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂは、形状及び構成がほぼ同じである第１の
電極及び第２の電極であってもよく、即ち、第１の検出接触点１０１ａ及び第２の検出接
触点１０１ｂは簡単な２つの金属導体であってもよく、この２つの金属導体は主に信号の
伝送に用いられ、すなわち、一方は信号を送信し、他方は信号を受信する。第１の検出接
触点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂの合わせ使用によって、この第１の検出接触
点１０１ａ及び第２の検出接触点１０１ｂを含む検出手段は使用者の生理的特徴パラメー
タである使用者の人体インピーダンスを検出することができる。具体的には、本発明の実
施例において、第１の検出接触点１０１ａから使用者身体に励起信号を発信し、使用者の
身体を介して当該励起信号を伝送し、第２の検出接触点１０１ｂによって使用者身体の検
出信号を検出し、これにより、第１の検出接触点１０１ａと第２の検出接触点１０１ｂと
の信号インタラクティブによって使用者の生理的特徴パラメータに対する検出を実現する
。
【００５５】
　総体的には、本発明の実施例において、この電子機器は、第１の検出接触点１０１ａ及
び第２の検出接触点１０１ｂを含む検出手段１０１を備え、第１の検出接触点１０１ａ及
び第２の検出接触点１０１ｂによって、この電子機器は、この電子機器を装着する使用者
の生理的特徴パラメータである使用者の人体インピーダンスを検出することができ、これ
により、人体インピーダンスの検出コストを低減するとともに、人体インピーダンスを快
速に簡単に検出することができる。
【００５６】
　本発明の実施例の電子機器に対応して、本発明の実施例は情報処理方法を更に提供して
いる。この方法は、電子機器の検出手段によって電子機器を装着する使用者の生理的特徴
パラメータを検出することを含む。
【００５７】
　そのうち、検出手段は少なくとも第１の検出接触点及び第２の検出接触点を含み、第１
の検出接触点と第２の検出接触点との信号インタラクティブによって、この検出手段は使
用者の生理的特徴パラメータを検出することができる。
【００５８】
　具体的には、本発明の実施例において、この電子機器は上記実施例の電子機器であり、
この電子機器は第１の検出接触点及び第２の検出接触点を含み、この電子機器は、第１の
検出接触点によって電子機器の信号発生器の励起信号を使用者に発信し、すなわち、この
使用者が自身の人体インピーダンスを検出したい場合、この電子機器の第１の検出接触点
は人体に励起信号を発信する。そして、この電子機器の第２の検出接触点は使用者の身体
の少なくとも一部に検出信号を取得する。
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【００５９】
　第２の検出接触点が検出信号を検出したとき、この電子機器のプロセッサは励起信号及
び検出信号を取得する。そして、この電子機器のプロセッサは当該励起信号及び検出信号
を所定のアルグリズムに代入する。最後に、この電子機器のプロセッサは、算出された結
果を使用者の人体インピーダンスとする。上記方法によって、使用者の人体インピーダン
スに対する検出を簡単かつ快速に実現し、人体インピーダンスの検出のコストを低減する
とともに、人体インピーダンスの検出効率を向上させることができる。
【００６０】
　もちろん、本発明の実施例において、この電子機器は、スマート腕時計、スマートリス
トバンド、スマートメガネなどのスマート携帯型電子機器であってもよい。
【００６１】
　本願の好ましい実施例を説明したが、当業者は基本的な進歩性概念を分かれば、これら
の実施例を変更又は補正することができる。したがって、添付した特許請求の範囲は、好
ましい実施例及び本願の範囲に属する全ての変更及び補正を解釈することを目的とする。
【００６２】
　もちろん、本願の主旨及び範囲を脱離しない限り、当業者は本願を変更又は変形するこ
とができる。これにより、本願の補正又は変形が本願の請求項及びその同一の技術範囲に
属すれば、本願にそれらの変更及び変形も含まれる。
【符号の説明】
【００６３】
　１０１　検出手段
　１０１ａ，１０１ｂ　検出接触点
　２０１　本体部品
　２０２　維持部品
　４０１，４０２　外面
【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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