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(57)【要約】
【課題】製造コストが低い、生体に関する情報を測定す
ることができる携帯端末を提供する。
【解決手段】この発明に係る携帯端末は、カメラと、発
光部と、受光部と、制御部とを備える。発光部は、カメ
ラによる撮影を補助するための光を出射する。受光部は
、入射した光の強度に応じたレベルの信号を出力する。
制御部は、受光部から出力される信号を受けて生体に関
連する情報を生成する。受光部および発光部は、携帯端
末が生体に装着された状態において発光部から出射され
た光が、当該生体で反射して受光部へ入射するように配
置されている。制御部は、発光部から出射された光を用
いて生体に関する情報を生成する。
【選択図】図２



(2) JP 2016-202733 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラと、当該カメラによる撮影を補助するための光を出射する発光部とを備える携帯
端末であって、
　入射した光の強度に応じたレベルの信号を生成する受光部と、
　前記受光部から出力される信号を受けて生体に関連する情報を生成する制御部とをさら
に備え、
　前記受光部および前記発光部は、前記携帯端末が生体に装着された状態において前記発
光部から出射された光が、当該生体で反射して前記受光部へ入射するように配置され、
　前記制御部は、前記発光部から出射された光を用いて生体に関する情報を生成する、携
帯端末。
【請求項２】
　前記携帯端末が生体に装着された場合に当該生体の表面と密着する前記携帯端末の主表
面には出射孔と入射孔とが設けられており、
　前記発光部は、前記出射孔を通して光を外部へと出射し、
　前記受光部は、前記入射孔を通して入射した光を受光し、
　前記出射孔および前記入射孔は、前記携帯端末が生体に装着された状態において前記生
体の表面によって塞がれるように配置されている、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記発光部は、第１の光と第２の光とを含む光を出射し、
　前記受光部は、第１の光センサと第２の光センサとを含み、
　前記第１の光センサは、入射した前記第１の光の強度に応じたレベルの第１の信号を生
成し、
　前記第２の光センサは、入射した前記第２の光の強度に応じたレベルの第２の信号を生
成し、
　前記制御部は、前記第１の信号と前記第２の信号とに基づいて前記生体に関する情報を
生成する、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１の信号のレベルと前記第２の信号のレベルとの差に基づいて前
記生体に関する情報を生成する、請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記第１の光は、緑色光であり、
　前記第２の光は、赤色光である、請求項３に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記発光部は、白色光を出射する発光ダイオードを含む、請求項５に記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記生体に関する情報は、心拍数である、請求項３に記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は携帯端末に関し、特に生体に関連する情報を測定することができる携帯端末
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体に関する情報を測定することができる携帯端末が知られている。特開２０１４－８
３１２２号公報（特許文献１）には、血圧を測定することができるスマートフォンが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１４－８３１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特開２０１４－８３１２２号公報（特許文献１）に記載のスマートフォンは、人体へ赤
外線を照射し、その反射光から血圧を算出する。当該スマートフォンは、赤外線を照射す
る血圧測定専用の発光素子を備える。
【０００５】
　カメラを備える携帯端末には、暗闇でのカメラによる撮影を補助するための光を出射す
る光源（たとえば白色ＬＥＤ）を含む発光部を備えるものがある。当該発光部から出射さ
れる光は、生体に関する情報（たとえば心拍数）を測定するために必要な光を含む場合が
ある。そのため、当該発光部を用いれば生体に関する情報を測定するための専用光源は不
要とすることができる。
【０００６】
　この発明の主たる目的は、製造コストが低い、生体に関する情報を測定することができ
る携帯端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る携帯端末は、カメラと、発光部と、受光部と、制御部とを備える。発光
部は、カメラによる撮影を補助するための光を出射する。受光部は、入射した光の強度に
応じたレベルの信号を生成する。制御部は、受光部から出力される信号を受けて生体に関
連する情報を生成する。受光部および発光部は、携帯端末が生体に装着された状態におい
て発光部から出射された光が、当該生体で反射して受光部へ入射するように配置されてい
る。制御部は、発光部から出射された光を用いて生体に関する情報を生成する。
【０００８】
　好ましくは、携帯端末が生体に装着された場合に当該生体の表面と密着する携帯端末の
主表面には出射孔と入射孔とが設けられている。発光部は、出射孔を通して光を外部へと
出射する。受光部は、入射孔を通して入射した光を受光する。出射孔および入射孔は、携
帯端末が生体に装着された状態において生体の表面によって塞がれるように配置されてい
る。
【０００９】
　好ましくは、発光部は、第１の光と第２の光とを含む光を出射する。受光部は、第１の
光センサと第２の光センサとを含む。第１の光センサは、入射した第１の光の強度に応じ
たレベルの第１の信号を生成する。第２の光センサは、入射した第２の光の強度に応じた
レベルの第２の信号を生成する。制御部は、第１の信号と第２の信号とに基づいて生体に
関する情報を生成する。
【００１０】
　好ましくは、制御部は、第１の信号のレベルと第２の信号のレベルとの差に基づいて生
体に関する情報を生成する。
【００１１】
　好ましくは、第１の光は、緑色光である。第２の光は、赤色光である。
　好ましくは、発光部は、白色光を出射する発光ダイオードを含む。
【００１２】
　好ましくは、生体に関する情報は、心拍数である。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明に係る携帯端末によれば、カメラ撮影用の発光部を生体に関連する情報を測定
するために利用することにより、生体に関する情報を測定するための専用の発光部が不要
となり、その結果、携帯端末の製造コストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】実施の形態に従う携帯端末であるスマートフォンを右手上腕部に装着してランニ
ングをしているユーザの様子を示す図である。
【図２】図１のスマートフォンの正面図（ａ）と背面図（ｂ）である。
【図３】図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ断面図である。
【図４】図１のスマートフォンの機能を説明するための機能ブロック図である。
【図５】制御部の動作を例示するタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００１６】
　図１は、実施の形態に従う携帯端末であるスマートフォン１を右手上腕部に装着してラ
ンニングをしているユーザの様子を示す図である。スマートフォン１は脈波を検出して心
拍数を測定する機能を有している。図１（ａ），（ｂ）を参照して、ユーザがランニング
をするために腕を振ったとき、上腕部は手首と比較して振れ幅が小さい。そのため、脈波
を検出するにあたって体動による誤差が少なく、上腕部はランニングをしながら心拍数を
測定するのに適した部位といえる。図１（ｃ）は、スマートフォン１を右手上腕部に装着
してランニングしているユーザを上から見た図である。図１（ｃ）を参照して、スマート
フォン１は、背面において背面の長手方向と直交する方向（以下では「幅方向」ともいう
。）の中央部分でユーザの右手上腕部と密着している。
【００１７】
　図２は、スマートフォン１の正面図（ａ）と背面図（ｂ）である。図２（ａ）を参照し
て、スマートフォン１の正面には、長手方向の上部にスピーカ６１と、長手方向の下部に
マイク６２と、中央部に表示部４０と入力部５０とが設けられている。表示部４０には心
拍数と心拍数の時間変化を示すグラフとが表示されている。図２（ｂ）を参照して、スマ
ートフォン１の背面には、カメラ９０と、心拍数を測定するのに必要な光が出射される出
射孔２５と、当該光の人体からの反射光が入射する入射孔１７とが設けられている。出射
孔２５と入射孔１７とは、スマートフォン１の背面の幅方向の中央から幅方向に距離ｄだ
け離れた位置までの領域Ｒ０（以下では「中央領域」ともいう。）に各々配置されている
。距離ｄとスマートフォン１の背面の幅Ｗとの比は４分の１程度である。距離ｄをこのよ
うな値とすることで、出射孔２５および入射孔１７は、スマートフォン１が人体に装着さ
れた状態において皮膚表面によってより塞がれ易くなる。
【００１８】
　心拍数を測定するためには、人体に光を出射し、その反射光から脈波を検出する必要が
あるため、スマートフォン１は心拍数測定用の光源が必要になる。カメラを備えるスマー
トフォン１は、暗闇でのカメラによる撮影を補助するための光を出射する白色ＬＥＤを含
む発光部を備える。白色ＬＥＤから出射される白色光は、心拍数を測定するために必要な
緑色光と赤色光とを含む。そのため、当該発光部を心拍数測定用の光源として用いること
で、心拍数を測定するための専用光源は不要とすることができる。
【００１９】
　この実施の形態においては、カメラの撮影を補助する発光部を利用して人体の脈波を検
出し、心拍数を測定する。
【００２０】
　図３は、図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ断面図である。図３を参照して、スマートフォン
１は、筐体１０２の内部に受光部１０と、発光部２０と、電子回路基板１０１とを備える
。電子回路基板１０１には受光部１０と発光部２０とが設けられている。
【００２１】
　受光部１０は、シリコン基板１３と、Ｇセンサ１１と、Ｒセンサ１２と、遮光壁１４と
、レンズ１５と、透明板１６とを含む。シリコン基板１３は電子回路基板１０１に設けら
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れている。Ｇセンサ１１およびＲセンサ１２はシリコン基板１３に形成されている。遮光
壁１４はＧセンサ１１およびＲセンサ１２を囲み、入射孔１７以外からの光が受光部１０
に入射するのを防止している。レンズ１５は、受光部１０の受光方向に設けられている。
透明板１６は入射孔１７に固定されている。
【００２２】
　発光部２０は、白色ＬＥＤ２１と、遮光壁２２と、レンズ２３と、透明板２４とを含む
。白色ＬＥＤ２１は電子回路基板１０１に設けられている。遮光壁２２は白色ＬＥＤ２１
を囲み、白色ＬＥＤ２１から出射された光が受光部１０に直接入射するのを防止している
。レンズ２３は白色ＬＥＤ２１の出射方向に設けられている。透明板２４は出射孔２５に
固定されている。
【００２３】
　心拍数の測定は、透明板１６，２４の表面が人体５００の表面に密着した状態で行なわ
れる。この状態で白色ＬＥＤ２１から出射された白色光は、レンズ２３および透明板２４
（出射孔２５）を通過して人体５００に照射される。当該白色光のうち体内で反射した光
αは、透明板１６（入射孔１７）およびレンズ１５を通過してＧセンサ１１およびＲセン
サ１２に入射する。光αのうちの緑色光の強度に応じたレベルの信号がＧセンサ１１によ
って生成される。光αのうちの赤色光の強度に応じたレベルの信号がＲセンサ１２によっ
て生成される。制御部３０は、Ｇセンサ１１からの信号とＲセンサ１２からの信号とに基
づいて心拍数の情報を含む信号を生成する。
【００２４】
　図４は、図１のスマートフォン１の機能を説明するための機能ブロック図である。図４
を参照して、スマートフォン１は、受光部１０と、カメラ９０と、カメラ９０の撮影を補
助する発光部２０と、制御部３０と、表示部４０と、入力部５０と、音声処理部６０と、
スピーカ６１と、マイク６２と、通信部７０と、記憶部８０とを備える。
【００２５】
　制御部３０は、図示はしないがＣＰＵ（Central Processing Unit）、および記憶素子
としてＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）またはＤＲＡＭ（Dynamic Random Acce
ss Memory）を含み、スマートフォン１を統合的に制御することができる。制御部３０が
行なう心拍数の測定に関する構成については後に説明する。
【００２６】
　記憶部８０は、制御部３０によって読み出されて実行されるＯＳ（Operating System）
、各種ソフトウェアのプログラム（たとえば健康管理ソフトウェア）、および当該プログ
ラムによって使用される各種データ（たとえば心拍数の時系列データ）を保存することが
できる。記憶部８０は、たとえば、不揮発性の半導体メモリであるＲＯＭ（Read Only Me
mory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable ROM）、フラッシュメモリ
、または記憶装置であるＨＤＤ（Hard Disk Drive）を含んでもよい。
【００２７】
　入力部５０は、ユーザからの入力を受け付け、制御部３０にその入力に基づく信号を送
信することができる。入力部５０は、たとえばボタンまたはタッチパネルから構成されて
もよい。
【００２８】
　表示部４０は、制御部３０から受信した信号に基づいて表示を行なうことができる。表
示部４０は、たとえば液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、または有機ＥＬディス
プレイから構成されてもよい。
【００２９】
　通信部７０は、いずれも図示しないがアンテナスイッチ、デュプレクサ、電力増幅器、
低雑音増幅器、および帯域通過フィルタを含む。通信部７０は、ＬＴＥ（Long Term Evol
ution）またはＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）の方式に従い、通信事業者の
通信網において通信を行なうことができる。通信部７０は、アンテナで受信した信号を処
理して、当該信号を制御部３０に送信することができる。また、制御部３０は、通信部７
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０へ信号を送信し、通信部７０において信号処理された信号を送信することができる。通
信部７０は、図示はしないが無線ＬＡＮ回路および無線ＬＡＮアンテナを含み、ＷｉＦｉ
（登録商標）に基づいて、たとえばＷｉＦｉアクセスポイントのようなＷｉＦｉ対応機器
と通信を行なうことができる。
【００３０】
　音声処理部６０は、マイク６２に入力された音声信号を処理して制御部３０に送信する
ことができる。音声処理部６０は、制御部３０から受信した信号に基づいて、スピーカ６
１に音声信号を出力することができる。
【００３１】
　制御部３０は、いずれも図示しないがアンプ、ＡＤ（Analog-to-Digital）コンバータ
、および高域通過フィルタを含む。制御部３０は、Ｇセンサ１１からの信号Ｓ１およびＲ
センサ１２からの信号Ｓ２をデジタル信号に変換し、当該デジタル信号に基づいて心拍数
の情報を含む信号Ｓ４を生成する。
【００３２】
　制御部３０は、使用者の操作によって入力部５０から入力された測定開始指示に応じて
発光部２０に制御信号Ｓ０を出力する。発光部２０は、制御信号Ｓ０に応答して発光し、
白色光を人体に出射する。発光部２０から出射された白色光は、人体で反射されてＧセン
サ１１およびＲセンサ１２に入射する。このとき白色光は皮膚、血液などに吸収され、反
射光の強度は人体の脈波および体動に応じて変動する。具体的には、反射光に含まれる緑
色光の強度は、人体の脈波および体動に応じて変動する。反射光に含まれる赤色光の強度
は、人体の体動に応じて変動するが人体の脈動に応じてはほとんど変動しない。なお、制
御部３０は、脈波の周期よりも十分に短い周期で制御信号Ｓ０を交互に「Ｈ」レベルおよ
び「Ｌ」レベルに変化させて発光部２０を所定の周期で点灯および消灯させることが望ま
しい。発光部２０を断続的に発光させることにより、発光部２０の消費電力を抑制するこ
とができる。
【００３３】
　Ｇセンサ１１は、発光部２０から出射され、人体内で反射した光を受け、そのうちの緑
色光の強度に応じたレベルの信号Ｓ１を生成する。信号Ｓ１のレベル（たとえば電圧）は
、入射した緑色光の光強度に応じて増大する。上述したように、信号Ｓ１のレベルは、人
体の脈動および体動に応じて変化する。
【００３４】
　Ｒセンサ１２は、発光部２０から出射され、人体内で反射した光を受け、そのうちの赤
色光の強度に応じたレベルの信号Ｓ２を生成する。信号Ｓ２のレベル（たとえば電圧）は
、入射した赤色光の光強度に応じて増大する。上述したように、信号Ｓ２は、人体の体動
に応じて変化するが、人体の脈動に応じてほとんど変化しない。
【００３５】
　制御部３０は、信号Ｓ１，Ｓ２のうちの同じ周期で変動する体動成分の振幅が略同じに
なるように信号Ｓ１，Ｓ２のうちの少なくともいずれか一方の信号を増幅してもよい。制
御部３０は、信号Ｓ１と、信号Ｓ２を増幅した信号とのレベルの差を示す信号を生成し、
当該レベル差を示す信号に基づいて人体の脈波を得る。
【００３６】
　図５（ａ）（ｂ）は、制御部３０の動作を例示するタイムチャートである。図５（ａ）
は信号Ｓ１，Ｓ２の波形を例示し、図５（ｂ）は信号Ｓ１と信号Ｓ２とのレベルの差を示
す信号Ｓ１２の波形を例示している。図５（ａ）（ｂ）において、信号Ｓ１は比較的長い
周期および大きな振幅で変動する体動成分と、比較的短い周期および小さな振幅で変動す
る脈波成分とを含み、信号Ｓ２は信号Ｓ１と略同じ体動成分を含む。信号Ｓ１２は脈波成
分のみを含む。
【００３７】
　再び図４を参照して、制御部３０は、信号Ｓ１２から１分間あたりのパルス数をカウン
トすることにより心拍数を算出し、当該心拍数に関する情報を含む信号Ｓ４を、表示部４
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０に出力する。表示部４０は、制御部３０からの信号Ｓ４に従って心拍数を示す文字、画
像、グラフなどを表示する。
【００３８】
　スマートフォン１によれば、カメラの撮影を補助する発光部２０からの光を用いること
により心拍数を測定することができる。したがって、心拍数を測定するための専用光源が
不要となり、携帯端末の製造コストを低減することができる。
【００３９】
　スマートフォン１においては、発光部２０の光が出射される出射孔２５と、人体からの
反射光が入射する入射孔１７が、スマートフォン１を人体に装着した場合に人体の皮膚表
面と密着する面の中央領域に配置されている。そのため、スマートフォンをたとえば上腕
部に装着した場合、出射孔および入射孔は皮膚表面で塞がれるため、白色ＬＥＤから出射
された光が外部に漏れることを抑制することができる共に、人体からの反射光以外の光が
受光部に入射することを抑制することができる。その結果、当該スマートフォンは、高い
精度で心拍数を測定することができる。
【００４０】
　スマートフォンのような高機能な携帯端末は、高性能なＣＰＵおよび大容量の記憶領域
を備えており、複雑な処理を行なうソフトウェアを高速に実行することができる。実施の
形態に従う携帯端末は、測定した人体に関連するデータを保存し、当該データに基づいて
さまざまな処理を行なうソフトウェアを高速に実行することができる。その結果、当該携
帯端末のユーザは自己の健康管理を容易に行なうことができる。
【００４１】
　上記した実施の形態においては、生体に関する情報として心拍数を測定したが、生体に
関する情報は心拍数に限られず、たとえば血中酸素飽和濃度であってもよい。
【００４２】
　実施の形態に従う携帯端末であるスマートフォンによれば、人体に限らず、人間および
動物を含む生体に関連する情報を測定可能であることはいうまでもない。
【００４３】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００４４】
　１　スマートフォン、１０　受光部、１１　Ｇセンサ、１２　Ｒセンサ、１３　シリコ
ン基板、１４，２２　遮光壁、１５，２３　レンズ、１６，２４　透明板、１７　入射孔
、２０　発光部、２５　出射孔、３０　制御部、４０　表示部、５０　入力部、６０　音
声処理部、６１　スピーカ、６２　マイク、７０　通信部、８０　記憶部、９０　カメラ
、１０１　電子回路基板、１０２　筐体、５００　人体、２１　白色ＬＥＤ、Ｒ０　領域
、Ｓ０　制御信号、Ｓ１，Ｓ２，Ｓ４，Ｓ１２　信号、Ｗ　幅、ｄ　距離。
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