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時間

尿撒出来了

         実際检测画面
緑色部分　   皮膚的反射
红色部分      撒尿

Ⅱ－４.应用案例　测出“撒尿”状态

株式会社 信日康
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雷达也可以测出反射强度和反射时间，所以
前列腺肥大、前列腺癌的问诊方法少，花费时间长，
常常半途而废等等，这些问题都可以用雷达反射波测
量的数据来表示。

检测出前列腺肥大症状

Ⅱ－５.应用案例　检测小便尿液量

在厕所便器内安装雷达能测出小便尿液量

株式会社 信日康



ＣＱ－Ｓネット　Confidential

时间

提前设定水分含量，达到指定值时
雷达芯片就会通知

Ⅱ－６.应用案例　水分含量检测通知

美味与干燥度有着密切的关系

反射级

干燥

株式会社 信日康
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在房间内任何一个位置发生情况都能
检测出来
对跌倒、无呼吸情况做了测试
测试会进一步确认：检测范围、精确
度、以及发生动作误判等的因素。

Ⅱ－７.应用案例   位置检测　（XY平面、XYZ立体面）

株式会社 信日康
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Ⅱ－８.应用案例　食品冰温保存（未冻结）

食品在冷冻过程中，0℃--1℃区间食品中的水分会
被冻结形成冰的结晶。

冰结晶不断增大，破坏食品的细胞膜和细胞壁，这
样就会失去食物的味道和特色。

要想食品的组织不被破坏，就要避免食品外侧
冻结。

细胞外侧的冰吸取细胞内部的水分，从而造成
细胞内部变干。

①-②区间80%的水分变成冰
的结晶，这时会产生潜热，
大部分的冷却都被去除潜热
消耗掉了。

缓慢冻结→细胞外部冻结→
冰的结晶破坏细胞
快速冻结→细胞内外同时冻
结→物理性破坏小

株式会社 信日康
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Ⅱ－９.应用案例  车　乘客位置　空调送风

了解汽车车内乘坐人员的状态以及车内的环境，做最佳控制

株式会社 信日康
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物体和空气接触 ，其表面温度比霜点更低的话，空气中的水
蒸气升华，在物体表面生成微小结晶的冰。这种结晶或是现
象本身就称之为霜。

霜害的原因

叶子受冻以后细胞的水结成冰
一旦结成冰体积就会膨胀从而破坏
细胞壁，导致细胞坏死至枯萎。

時間

水

冰

开始冻结

反射级开始急剧下降

株式会社 信日康

Ⅱ－１０.应用案例　霜检测传感器
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溺水检测区

通过测量距离检测人淹没情况　

洗漱池和浴缸分离
测量浴缸的高度　

株式会社 信日康

Ⅱ－１１.应用案例　   头下沉状态检测
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混雑状況表示

18.6

实时信息
1秒間隔

实时信息
1秒間隔

時間（３０分単位）

混
雑
度

混乱度变化图

Ⅱ－１２.应用案例 人行道混乱情况显示　

株式会社 信日康
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②　垂直方向：个子高、低

非常矮的移动物体

①　水平方向：反射物体多、少 ③　水平方向、垂直方向多台雷达
利用高度识别人和动物

Ⅱ－１３.应用案例　检测移动物体
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在地下通道的顶部或是旁边安装雷达，照明的同时，在发生浸水情
况时雷达可以判断水位以及人员情况，然后将数据传输到中心，便
于中心人员了解水位、拥挤情况，以及避难引导。

Ⅱ－１４.应用案例　 道路灌水情况检测

株式会社 信日康
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https://www.konicaminolta.com/jp-ja/care-support/service/nursing-home-solution/

Ⅱ－１５.应用案例   医疗厂商使用

01看到状况后行动
02胸部跳动发出身体异
常通知 -确认是否安全
03跌倒，倒下时的行迹
04生成看护记录
05及时准确共享信息
06呼叫
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可穿透金属、水以外的无导电性东西
可穿透瓷砖、木材、玻璃、烟等
另外，不会受周围温度、风等的影响
可以稳定检测

用于检测生命体征，救出活着的人

检测生命信号　测量距离、呼吸数等

起火的屋内
在距离10米的地方有生命体反应

将雷达安装在电灯里面，用于检测埋在砖瓦下的人或
是烟雾滚滚的火灾现场的生命信号

株式会社 信日康

Ⅱ－１６.应用案例    人生命体搜索
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名称及び概要 番　号 申请时间
定在波レーダー内蔵型LED照明器具
　トイレ、風呂場、廊下等に設置してある既存の照明器具の代わりに設置するだけ
で、人体の位置、呼吸数及び心拍数等を検出することができ、人体の容体の急変を
迅速に検知することができる定在波レーダー内蔵型LED照明器具を提供する。

特許5377689号

2013.10.4

定在波レーダーによる状態検知装置
　複数の人体が近接して位置している場合にも、その位置及び生体信号を高精度で
検出することができる生体情報の検知装置を提供する。

特許5861178号
2016.1.8

定在波レーダーによる状態検知装置
　屋内のように狭い空間においても、測定対象の距離を測定できると共に、この測
定対象の水分の経時的変化を測定することができ、距離及び水分等の状態を検知で
きるようにする。

特許5861179号
2016.1.8

定住波レーダーによる状態検知装置
　測定対象の水分等の経時的変化を測定することができ、食品の鮮度維持等を可能
とする定在波レーダーによる状態検知装置を提供する。

特許6083057号
2017.2.3

定在波レーダーによる状態検知装置
　測定対象の食物の幹を流れる水分量の変化を検知して、植物の活動状況を判定す
ることができる定在波レーダーによる状態検知装置を提供する。

特許6124231号
2017.4.14

定在波レーダーによる状態検知装置
　XYZ平面立体面位置を検知することができる定住波レーダーによる状態検知装置
を提供する。

特許6187995号
2017.8.10

定在波レーダーによる状態検知装置
　乳がん検出や人の体内の臓器に含まれる異物又は臓器の異常部位を検知すること
ができる定住波レーダーによる状態検知装置を提供する。
 

特許6187998号
2017.8.10

定在波レーダーによる状態検知装置
測定対象の食物の幹を流れる水分量を変化を検知して、植物の活動状況を判定す
ることができる定在波レーダーによる状態検知装置を提供する。

特許6124230号
2017.4.14

定在波レーダーによる状態検知装置
測定対象の人の発汗を検知できると共に、人の睡眠状態を検知することができる
定在波レーダーによる状態検知装置及び睡眠状態表示装置を提供する。

特許6202457号
2017.9.8

定在波レーダーによる状態検知装置
測定対象の人の発汗を検知できると共に、人の睡眠状態を検知することができ人の
生理的状態の表示装置を提供する。

特許6261022号
2017.12.22

商標：レーダーライト 5502173号 24.06.22
商標：Radar-light 5549927号 25.01.18
驻波雷达内置型发光二极管元件照明器具及其利用方法 中華人民共和国

ZL2012 １0295517.9
2015.5.13

DEVICE FOR SENSING HUMAN BODY ABNORMALITY BY STANDING-WAVE
RADAR AND METHOD FOR USING SAME USA 特許登録 Patent NO.:US 9,125,628 B2 2015.9.8

駐波雷達內置型LED照明器具 台湾登録番号 ： I 93131
 

2015.07.21

Ⅲ－１.专利申请

株式会社 信日康
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Media

媒体多次登载

Ⅲ－２.新闻报道

株式会社 信日康



株式会社中央コリドー
株式会社ＣＱ－Ｓネット

日刊工業新聞（6月19日）掲載

日本経済新聞（7月24日）掲載
日経産業新聞（7月31日）掲載
ＴＢＳ夢の扉（9月2日）１８：３０～
BS-TBS　夢の扉　（9月6日）11:00～

ＮＨＫ　首都圏ネットワークニュース
　　　　 首都圏ニュース845 　3月3日放送
日本経済新聞（4月12日）掲載
日本経済新聞（7月10日）掲載（パナソニックと共同開発）
日経産業新聞（7月24日）掲載
電波新聞掲載
日経BPホームページ掲載
（ http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20141110/387943/?ST=ndh）

神奈川新聞
日刊工業新聞（10月27,28日）

Ⅲ－２.报道
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横浜市長：林 文子

東京都知事小池 百合子 神奈川県知事 黒岩 祐治

Ⅲ－２.报道（神奈川工业技术开发大奖）
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2014年肩负新一代神奈川风投
2015年选定并进行神奈川县能源相关联等风投事业化推进工作
2016年选定并进行经济产业省机器人看护设备开发・导入推进工作
2016年选定并进行机器人看护开发・导入推进工作
第32次神奈川工业技术开发大奖
第70次九都县市闪闪发光产业技术
                    融资计划见其他文件

株式会社 信日康

邮件：amada@shinniko.co
 微信号：135 0150 8105

深圳市奔象科技有限公司

邮    箱：wxj@szhqwl.cn

手    机：133 1693 3055

总 经 理：王小军

Ⅲ－３.所获荣誉＆联系方式

株式会社 信日康


