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Abstract：
Non-contact vital sensing is drawing attentions since it does not need to put electrodes on body
surfaces. Therefore, it is expected to be applied for the monitoring of vital signs such as heartbeats
and respirations of the elderly. Doppler sensor is a device which enables us to realize the noncontact vital sensing. It radiates a microwave and the wave is reflected by a human body. The
Doppler sensor receives the reflected wave so that we can obtain the output voltage of the device
which is in proportion to the frequency deviation between the radiated- and the received waves.
Since the frequency deviation is a function of the distance between the sensor and the body, we can
estimate the vital signs such as heartbeats and respirations. This is because a body surface is
slightly moving due to the heartbeats and the respirations.
Although the non-contact vital sensing is attractive, the distance between the sensor and the
target body is limited since the output power of the radiation is limited by the radio regulations. In
this research, we will develop several methods in order to extend the distance. The performance is
verified through computer simulations and experiments.
１．はじめに
心拍・呼吸といったバイタルサインの計測は，近年さまざまな分野で重要となり，注目されてい
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入院中の患者の心拍・呼吸を常にモニ
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リングと異なり，プライバシー侵害の
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心配もない。
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