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Press 
2015年 8月 11日 ドイツ レーゲンスブルク 

スマートウォッチやフィットネス用アームバンドなどのフィットネストラッキン

グ用に新センサ  

オスラム オプトセミコンダクターズが脈拍数および血中酸素濃度の光学測定の製品ラインナップ

を拡充します 

 
オスラム オプトセミコンダクターズの新センサ SFH7060は、脈拍数および血液中の酸素濃度測

定用に設計されました。本製品は、優れた信号品質と低消費電力を実現しています。この製品

の主なアプリケーションには、ウェアラブルとして知られ、健康レベルを継続的にモニタリングす

るスマートウォッチやフィットネス用アームバンドなどモバイル機器が含まれます。この光学式集

積センサは、3 つの異なる波長をもつ 5 個の発光ダイオードと 1 個の高感度フォトダイオードで

構成されています。 

 

SFH 7060は、オスラムが 2014年秋に発表した光学式センサ SFH 7050 をさらに発展させた

ものです。機能は従来品と同様ですが、消費電力と信号品質が改善されています。SFH 7060

は緑色 LED 3個、赤色 LED 1個、赤外 LED 1個、そしてエミッターから不透明バリアで光学的

に隔離されたフォトダイオード 1個を搭載しています。計測は肌への光の照射によって行われま

す。血液と周囲組織では光の吸収量は異なります。そして吸収されなかった光は、ディテクター

に反射します。異なる波長による吸収量の測定を利用することで、脈拍数と血中酸素濃度を決

定します。 

 

効率的で信頼できる測定 

緑色の光は手首での脈拍数測定に最適です。SFH 7060には、オスラム オプトセミコンダクター

ズの最新の高効率 UX:3素子技術に基づく、波長 530nmの緑色 LED 3個が搭載されていま

す。最適な駆動電流である 20 mAのポイントでは特に効率的で、チップあたり電圧 3.2 V で標

準光出力 3.4 mW を実現しています。SFH 7050 と比較してより高い光出力により、信号品質が

さらに優れ、脈拍数測定がより安定します。また低消費電力のため、デバイスのバッテリー寿命

が長くなります。 
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より高精度な血中酸素測定 

血中の酸素濃度は、赤色光（660 nm） と赤外光（940 nm）の吸収率の差から算出されます。そ

のため測定品質は、フォトディテクターの信号対ノイズ比達成度および直線性に大きく依存しま

す。当製品が搭載する受光面 1.3 mm x 1.3 mmのフォトダイオードは、これらの要件に完璧に

満たしています。さらに SFH 7060では、2つのトランスミッターとフォトダイオードの距離が SFH 

7050の場合よりも大きくなっています。すなわち、光はディテクターに反射する前により深く皮膚

に浸透するため、より安定した信号と優れた信号対ノイズ比を実現します。従来品と同様に、赤

色光のトランスミッターは高精度測定を確実にする± 3 nm という非常に狭い範囲が特長です。

赤外および緑色 LEDのスペクトル帯域は各 30 nmです。 

 

この新センサは、オスラム オプトセミコンダクターズのフィットネストラッキング用製品ラインナッ

プの最新製品で、あらゆる最新のニーズに対応するよう設計されています。「ウェアラブルによ

るフィットネストラッキング市場は急速に成長しており、コンポーネントに求める仕様も急激に変

化しています」と、オスラム オプトセミコンダクターズのシニアマーケティングマネージャー Dr. 

Jörg Heerlein は説明しています。「当社は顧客と緊密に協力しており、常に適切な製品を継続

的に、かつ迅速に提供できる立場にあります。」これによってユーザーには、脈拍数測定用に設

計された高効率ソリューションの脈拍数・血中酸素測定を組み合わせた極めて小型なセンサと

同じ機能性を大幅に向上させたやや大きめのバージョンの選択肢ができました。 
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プレスコンタクト： 

Marion Reichl 

T: +49 941 850 1693 

Email: marion.reichl@osram-os.com  

 

 

 

テクニカル情報： 

 

Tel:  +49 941 850 1700 

Fax:  +49 941 850 3305 

Email: support@osram-os.com  

www.osram-os.com/appsint/os_distributors-search  

 

 

 

テクニカルデータ： 
  

パッケージサイズ 7.2 mm x 2.5 mm x 0.9 mm 

波長 530 nm / 660 nm / 940 nm  

駆動電流20 mA時の光出力（緑色LED）  3.4 mW 

受光エリア 1.7 mm² 

 
脈拍数および血中酸素濃度測定用の光学式集積センサ SFH 7060 は、電力消費と測定精度

が最適化されました。高感度フォトダイオード、緑色 LED 3個、赤色 LED 1個、赤外 LED 1個

を搭載しています。  

写真提供：オスラム 

mailto:marion.reichl@osram-os.com
mailto:support@osram-os.com
http://www.osram-os.com/appsint/os_distributors-search
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計測がさらに向上 

 

フィットネス用アームバンドやスマートウォッチでの脈拍数および血中酸素測定用の新センサ

SFH 7060は、従来品より安定した信号を実現し、電力消費も低減されています。  

写真提供：オスラム 

 

www.osram-os.com/pr-sfh7060 

 

 

 
 
  

http://www.osram-os.com/pr-sfh7060
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オスラムについて 

ドイツ・ミュンヘンに本社を置くオスラムは、世界 2 大照明メーカーのひとつです。当社の製品ラインナップ

は、ランプ、電子制御装置、発光ダイオード(LED）などの光半導体の部品から、照明器具、ライトマネジメ

ントシステム、照明ソリューションまでバリューチェーン全体に及んでいます。オスラムは世界中に約

34,000 人の従業員を擁し、2014 年度（9 月 30 日決算）の収益は 51 億ユーロ超でした。当社の事業活

動は 100年以上に渡り、光、そして、生活の質（QOL）に重点を置いています。当社は 2013年 7月 8日

にフランクフルト証券取引所およびミュンヘン証券取引所に上場しました。(ISIN: DE000LED4000; 

WKN: LED 400; 銘柄コード OSR) 

 

DISCLAIMER 

This document contains statements and information pertaining to our future business and 

financial performance and future developments that may constitute forward-looking statements 

– i.e. statements about processes that take place in the future, not in the past. These 

statements pertaining to the future can be identified by expressions such as "anticipate", 

"expect", "want", "intend", "plan", "believe", "aspire", "estimate", "will”, "predict" or words of 

similar meaning. Such statements are based on current expectations and certain assumptions 

of OSRAM‟s management. They are, therefore, subject to certain risks and uncertainties. A 

variety of factors, many of which are beyond OSRAM‟s control, affect OSRAM‟s operations, 

performance, business strategy and results and could cause the actual results, performance or 

achievements of OSRAM to be material different from any future results, performance or 

achievements that may be expressed or implied by such forward-looking 

statements or anticipated on the basis of historic trends. These factors include in particular, but 

are not limited to, the matters described in the chapter “Report on Opportunities and Risks” in 

the Annual Report of OSRAM Licht Group for fiscal 2013. Should one or more of these risks or 

uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results, 

performance or achievements of OSRAM may vary materially from those described in the 

relevant forward-looking statement as being expected, anticipated, intended, planned, believed, 

sought, estimated or projected. OSRAM neither intends, nor assumes any obligation, to update 

or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those 

anticipated. Due to rounding, numbers presented throughout this and other documents may not 

add up precisely to the totals provided and percentages may not precisely reflect the absolute 

figures they reference. 

 


