
は じ め に

ユビキタスコンピューティングが提

案されたころから比較的近い距離の通

信に関する技術開発が活発化しまし

た．最近では究極の近距離無線通信

として人の体を伝送路とする通信技術

の実用化が進んでいます．人の体を伝

送路とすることの最大の特徴は，動

作と通信が連動できることです．“触

る”“踏む”などの自然な振舞いによ

りネットワークに接続できるので，コ

ンピュータとの直感的なインタフェー

スが実現できます．

人体近傍電界通信技術

人の体を伝送路とする通信を実現す

る方式として，大別すると電界型と電

流型の二通りがあります．電界型は，

MITのZimmermanによって実証（1）

された後，NTTによって受信部に光セ

ンサを用いることで10 Mbit/sまで高

速化が実現されている方式です（2）．

一方，電流型は，体脂肪計の技術

を応用した微弱電流を流す方式として

提案され，計量販売システムへの応用

が報告されています（3）．電流型は，人

体に電流を流す必要があるため，金属

製の電極を人体と接することが可能な

装着形態が前提となり，腕時計のよう

に直接地肌に触れるような利用形態に

限定されてしまいます．電界型はポケッ

トやネックストラップのように地肌と接

しない装着方法でも通信できるので，

利便性を向上できる応用として多く用

いられる方式です．以上の理由により，

我々は電界型に着目し，レッドタクト

ンとして実用化を進めてきました（4）．

電界通信用チップセット開発

高機能，高性能な人体近傍電界通

信を実現するためのチップ開発に求め

られる要件として以下の項目があり

ます．

①　双方向通信ができること

② 人体に効率的に電界信号を誘

起できること

③ 人体に誘起した微弱な電界信

号を検出することができること

④ 環境雑音の影響を低減できる

こと

⑤ 電池駆動の携帯機器搭載のた

めに，低消費電力であること

⑥ ICカードと同等の機能実現の

ための処理能力とメモリを有する

こと

以上の要件を考慮し，アナログとデ

ジタルのチップセットを開発しました．

アナログチップ

無線と異なり，人の体を伝送路とす

るため周囲環境からの雑音の影響を受

けやすくなります．そこで，雑音耐性

の高い同期検波方式のBPSK（Bina-

ry Phase Shift Keying）方式を採

用しました．キャリア信号周波数は，

6.75 MHzおよび９MHzの選択が可

能です．

アナログチップの構成を図１に示し

ます．チップサイズは，2.5 mm × 2.5

mmであり， WLP（ Wafer Level

Packaging）技術により，小型実装

を実現しています．受信部は，電界信

号強度の大きさに応じて復調感度およ

びキャリア信号検出感度の切替設定が

可能です．また，環境雑音の影響を抑
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高機能・小型電界通信モジュール用LSIの開発

図１　アナログチップ構成 
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NTTマイクロシステムインテグレーション研究所では，交流電界を利用す
る方式で人体近傍電界通信技術の研究開発を進めています．本技術をパーソ
ナルユースに対応させ広く普及させていくためには，小型化，低コスト化が
条件となります．そのためには，徹底的な外付け部品削除とLSI化・小型モ
ジュール化が必然の流れとなります．本稿では，開発したLSIの構成と本LSI
を用いた端末による通信評価について述べます．
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制するために，キャリア信号成分検出

をデジタル的に検知するフィルタリン

グ機能を有しています．

デジタルチップ

一般のICカードと同等の機能を実現

するためにデジタルチップは以下のス

ペックを有しています．デジタルチッ

プの構成を図２に示します．コアの

CPU は16 bit/10 MHzであり，アプ

リケーション格納のためのFlashは，

256 KB，RAM の容量は24 KBです．

また，ICカードデータ用に32 KBの

E2PROMがデジタルチップに接続可能

です．デジタルチップのサイズは，５

mm ×５mmであり，アナログチップ

と同様に，小型実装のためにWLP技

術を用いています．

携帯機器搭載のために電池駆動を

想定し，アナログチップ・デジタル

チップともに低電力化設計がなされて

おり，コイン電池を電源とする端末へ

の応用を可能としています．また，こ

れらのチップセットで実現できる電界

通信のビットレートは，約500 kbit/s

です．開発したアナログチップおよび

デジタルチップの代表的なスペックを

表にまとめました．

端末試作と通信実験

（1） カード端末

カード端末のブロック図および端末

の写真を図３に示します．カード端末

は，アナログチップ，デジタルチップ，

E2PROM，発振子，電源用IC，コイ

ン電池（2.5 V）および電極で構成さ

れています．カード表面には，各種表

示用にLEDを用意し，目視によって通

信状態を確認できるようにしました．

カード端末のサイズは，85 mm × 55

mm × ５mmです．E2PROMに各種

の評価データを格納することで，通信

試験の解析を可能としています．

（2） 埋め込み端末

環境に埋め込まれた端末（埋め込み

端末）のブロック図および端末の写真

を図４に示します．埋め込み端末は，

アナログチップ，デジタルチップ，

E2PROM，発振子，RS232Cドライ

バ，電源用IC，埋め込み端末電極用

送信ドライバで構成されています．埋

め込み端末のサイズは，120 mm ×

80 mm × 30 mmです．電源は５Vの

ACアダプタであり，外部機器との接

続のため，Dsub 9ピンのRS232Cのイ

ンタフェースを備えています．埋め込

み端末用の電極は，SMAコネクタか

ら同軸ケーブルで引き出し，用途に応

じたサイズの電極を取り付けます．

（3） 評価結果

図５に示すように，カード端末を胸

ポケットに入れて埋め込み端末との間

の通信実験を行いました．通信試験評

価用に開発したプログラムを用いて，

① カード端末⇒埋め込み端末方

向の通信成功率

表　各チップの代表的スペック

アナログチップ

デジタルチップ

チップサイズ

キャリア周波数

変調方式

ビットレート

チップサイズ

CPU

フラッシュメモリ

RAM

図２　デジタルチップ構成 
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図３　カード端末 
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② 埋め込み端末⇒カード端末の

通信成功率

③ カード端末⇒埋め込み端末⇒

カード端末の双方向通信の通信成

功率

をそれぞれ分離して評価しました．通

信評価には，指定したIDパケットを埋

め込み端末から送信し，カード端末で

折り返し，再び埋め込み端末で受信し

ました．送信間隔100 msでパケット

の折り返し評価を行い，パケット成功

率100％を確認しました．

この評価系をアプリケーションと組

み合わせることで，カード端末を身に

付けた人が，床の電極を踏むことでド

アの開錠・入退室管理，プリンタや複

合機と組み合わせて印刷物のセキュリ

ティ確保，キャビネットの施錠・解錠

などに使うといった応用展開が可能に

なります．

（4） 小型モジュール化

前述したように，アナログチップは，

2.5 mm × 2.5 mm，デジタルチップ

は，５ mm × ５ mm のWLP技術で

実現されているため，これ以外に動作

に必要な素子は，E2PROM，発振子

と数個のチップ部品のみであることか

ら，図６に示すように10 mm × 10

mm の超小型パッケージに実装するこ

とが可能になります．この超小型パッ

ケージにより，各種の機器の基板上に

通常のリフロー実装で搭載することが

可能になり，応用の幅を広げていくこ

とができます．

今後の展開

通信モジュールの小型化によりス

マートキー，腕時計，携帯電話など搭

載される端末種類も多様化し，セキュ

リティ応用だけでなく介護・医療や課

金・決済などに対応するためファーム

ウェア機能書換えによるフレキシビリ

ティ向上や，データ量増加に対しLSI

の高速化が要求されると考えています．

また，低消費電力化を進めることに

よって，人の体に誘起したわずかな電

力で動作するいわゆるバッテリレス端

末実現も今後の検討課題となります．

以上の視点で今後研究開発を進めて

いく予定です．
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本稿で紹介したLSI化・小型モジュール化
により，搭載可能な端末の種類が豊富にな
り，応用範囲が飛躍的に拡大していくと考
えています．新たなビジネス分野の開拓に
向けて，研究開発に取り組んでいきます．
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