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⇒今後需要が伸びるセンサ技術やデバイスは？キラーアプリケーションとなる応用先は？
ユーザーから求められている計測技術とは？

●デバイス設計開発において求められる要素技術、
その課題から対策まで解説

⇒電気回路・アナログ回路・アンテナ設計技術、
コモンモードノイズ対策、低消費電力化、ニューラルネットワー
クを用いた信号処理と数理モデリング、MEMSによるセンサの小型化・低コスト化アプローチ、静脈画像の解析
処理技術、生体センサに適した材料設計等

●製品化における考慮事項とその対策

⇒ノイズ対策の具体的手法、求められる５つの安全性、対応要件毎の規格比較、データ収集時の注意点
⇒現行法から見る、参入が比較的容易なジャンルとは？顧客ニーズに対する製品開発までの結び付け方

●生体センシング関連技術の最新事例

⇒ウェアラブル非侵襲型、画像解析やマイクロ波を用いた非接触型、
ウェアラブルに頼らない
センシング技術の開発事例。電源技術、
スマートフォンを利用した二次情報の推定手法、外乱の影響を受け
にくい計測技術などのトピック情報に加え、
アプリケーション展開に向けた取り組みまで解説

●各種生体情報の計測手法とデータの見方

⇒収集したデータをどのように活用するか？解析手法、測定原理、商品開発までのポイント
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第１章 生体情報の基礎知識
第１節 各生体情報の計測手法
第１項 心拍
１．心電図
２．脈波
３．その他の方法
第２項 脈波
１．脈波とは
２．計測方法と原理
第３項 脳波
１．脳波とは
１．１ 脳波の原理と限界
１．２ 一般的な脳波計での脳波計測
２．導電性ジェルを用いないドライ電極を備えた
ウェアラブル脳波計
２．１ アクティブ電極
２．２ フレキシブルなドライ電極チップ
２．３ 小型脳波計
２．４ ヘッドギア
３．ウェアラブル脳波計の種類
第４項 筋電図(EMG)
１．筋電信号の特性と計測データ例
２．筋電信号の計測方法と原理
３．筋電信号の周波数帯域と計測精度
４．筋電信号計測時のトラブル対策
５．筋電信号計測の国内外動向
第２節 データの見方、解析から製品応用への考え方
第１項 心拍
１．信号処理
２．心拍と消費カロリー
３．心拍計測と交通安全
４．その他
第２項 脈波
１．信号処理
２．加速度脈波
３．デバイスへの要求事項
４．脈波の応用
第３項 脳波
１．脳波データの見方と解析
１．１ 脳波データの見方
１．２ 脳波データの解析
２．製品応用につなげるために
第４項 筋電図（EMG）
１．筋電信号に対する信号処理
２．筋電情報の解析方法
３．筋電情報パターン認識
４．関連デバイスに必要な要求事項
５．筋電情報から製品応用への考え方
第２章 生体情報センシングのトレンド・市場動向把握
第１節 トリリオン・センサ社会実現に向けた現状と課題
１．MEMS微細加工技術・デバイス・システム
２．Trillion Sensors（Tsensors、トリリオン・センサ）
３．Tsensors Summits（トリリオン・センサ・サミット）
４．Trillion Sensors Universe（トリリオン・センサ社会）
５．トリリオン・センサ社会における生体情報センシング
６．今後の展望と課題
第３章 デバイス設計開発において求められる要素技術ノウハウ
第１節 高分子材料を用いた生体親和性に優れた
センシングデバイス
１．柔軟性に優れたソフトコンタクトレンズ（SCL）型
グルコースセンサ
２．装着性・審美性を備えた通信機能付きマウスガ
ード型センサ
第２節 生体センシングにおける回路設計技術
１．ウエアラブルモニタリングの特徴
１．１ 商用電源を利用するベッドサイドモニタリング
１．２ ウエアラブルモニタリング
２．生体電位計測（心電、筋電、脳波）
２．１ 心電（ECG）
２．２ 筋電（EMG）
２．３ 脳波（EEG）
２．４ 電極
３．生体電位計測回路
３．１ アナログ回路のみ
３．２ 生体電位取得専用集積回路
４．脈波計測回路
５．活動量や環境情報の取得
６．オープンコミュニティ
７．生体センサの実例
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第３節 生体センシングに用いられる人体周辺通信
技術・ボディエリアネットワーク
１．人体周辺通信技術・ボディエリアネットワーク
２．人体通信技術
３．人体通信技術の自動車システムへの適用
４．人体通信を利用した映像・音声信号の伝送
第４節 ウェアラブル生体センサに最適な
超低消費電力化技術
１．ウェアラブル生体センサの課題
２．ウェアラブル生体センサの低消費電力化技術
３．ノーマリーオフ技術を用いた低消費電力
ウェアラブル生体センサの開発
３．１ ノーマリーオフコンピューティング
３．２ 全体アーキテクチャと不揮発マイコン
３．３ 性能評価
第５節 モバイル・ウェアラブルセンシング機器の
アンテナ・電極の設計・実装技術
１．ＵＷＢ用広帯域アンテナ
２．広帯域アンテナの小型化
３．広帯域フレキシブルアンテナ
４．2.0GHz・ＵＷＢ帯2周波数帯対応デュアルバンド
アンテナ
５．800MHz・2.0GHz・UWB帯3周波数帯対応マルチ
バンドアンテナ
６．人体通信用ウェアラブル機器の電極設計
７．人体通信用ウェアラブル電極のギガヘルツ帯
アンテナとしての利用

第３節 国内外での製品化に関わる法規制
１．国内外の法規制の関連性
２．国内法規制への基本的対応
３．機器開発にあたって知っておきたい法規制の留意点
４．薬機法の特徴
５．法規制の変化経緯
６．生体計測デバイスソフトウェアに関連する法規制
第４節 データ収集実験において考慮すべき倫理面
第５章 生体情報センシングのトピック技術と開発トレンド
第１節 非侵襲型生体センシング技術
第１項 シート型圧電センサを用いた睡眠サイクル
解析の信号処理技術
１．ヒトの睡眠とそのモニタリングの意義
２．睡眠時の自律神経活動と呼吸性不整脈
３．心拍呼吸カップリングからの睡眠サイクルの
評価技術
４．シート型圧電センサを用いた心拍，呼吸およ
び睡眠サイクル計測技術
第２項 赤外線・RGB顔画像解析による非接触バイ
タルサイン計測技術
１．赤外線・RGB画像処理による呼吸数・心拍数
計測の原理
２．赤外線・RGB画像処理による呼吸数・心拍数
計測の精度検証
３．赤外線・RGB画像処理による呼吸・心拍数計
測技術を感染症スクリーニングへの応用

第３項 ドライバモニタリニグ向け生体計測手法
第６節 生体センシング機器におけるＥＭＣ、実装技術
１．ウェアラブル生体センサの課題と心拍計測の
１．生体信号のセンシング
２．ウェアラブル生体センサにおける電磁干渉の 低侵襲化
２．マイクロ波ドップラーセンサを用いた心拍の計
発生機構とＥＭＣ評価法
測
３．ウェアラブル生体センサにおける電磁干渉
３．ドップラーセンサのノイズと心拍抽出
ノイズの除去法
４．ドライバモニタリングへの応用
４．ウェアラブルセンサに対するイミュニティ試験法
第２節 生体センサ電源として利用可能なエネルギ
ーハーベスティング技術
１．生体センサ利用環境に存在するエネルギー
２．開発中のエネルギーハーベスティング技術の例
２．１ ジャイロ効果を利用したウェアラブル発電
システム
２．２ スポーツを対象としたウエアラブル圧電型
振動発電モジュールの開発
２．３ バイオ燃料電池を搭載したウェアラブルヘ
第８節 医療・ヘルスケア用センサの高付加価値化 ルスケアデバイスの創成
３．体内・対外のエネルギーハーベスティング開発
とMEMSを用いた小型化・コスト低減
１．医療・ヘルスケア用センシングと高付加価値化 ロードマップ
１．１ 医療・ヘルスケアと五感センシング
第３節 生体センシングを支える導電性機能素材
１．２ センサの複合化による高付加価値化と
hitoeRと収集データの活用方法
コスト低減両立の必要性
1. 導電性機能素材“hitoeR”と，ウェア型生体情報
２．MEMSを用いたヘルスケアセンサの小型化・
計測デバイス
高精度化・低コスト化への取り組み例
2. スマートフォンによる生体情報の推定
２．１ アミロイドβタンパク質検知のためのMEMS
3.生体情報に基づくサービス応用への展開
バイオセンサ
２．２ 柔軟物・皮膚性状計測のためのMEMS触
第４節 プリンテッドエレクトロニクス技術による各種
覚センサ
センサの可能性
はじめに
第９節 非接触生体センシングにおける画像解析処
１．様々な印刷プロセスの特徴
理技術
２．印刷技術を用いたセンサ応用
１．携帯端末による生体認証デバイスと要件
２．可視光で撮影された静脈画像の鮮明化
３．被写体の位置・姿勢に頑健なテンプレートマッチング 第５節 高感度光ファイバセンサーによる外乱に強い
４．携帯端末を用いた掌紋・掌静脈認証システムの 生体計測技術
１．ヘテロコア光ファイバセンサの構造と原理
開発事例
２．生体情報計測の事例
２．１ 脈波モニタリング
第４章 生体計測デバイスの商品化における考慮事項
２．２ 睡眠時呼吸モニタリング
第１節 ノイズ対策
２．３ 嚥下動作モニタリング
１．心電図モニタ－誘導ノイズ
２．パルスオキシメータ－光ノイズ
３．血圧計－雑音除去
４．歩数計・活動量計（加速度センサ）
５．ノイズ対策の具体的な手法
第７節 生体情報計測のための信号処理と数理モデリング
１．入浴中における事故とその要因
２．超高感度振動センサによる生体情報計測
２．１ 超高感度振動センサ
２．２ 振動検知センサによる計測
３．心拍抽出のための数理モデリング
４．実環境への応用事例
おわりに

第２節 安全性確保のポイント
１．生物学的安全性試験
２．電気的安全性及び電磁両立性試験
３．耐久性
４．安定性
５．個別の規格
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