
は じ め に

“触れる”“踏む”などの自然な振

る舞いでネットワークとつながる人体

近傍の電界通信技術は，ヒトとヒト，

ヒトとモノの通信のつなぎを革新する

技術として注目されています．人体が

電気を通しやすいことはよく知られて

いますが，人体をいわばケーブルとし

て利用することは思ったほど簡単では

ありません．平衡度の悪い伝送路であ

るため，周囲環境に存在するさまざま

な雑音の影響を受けやすくなり，利用

形態や設置環境に通信性能が大きく

依存します．安定した通信を確保する

には，人体，送受信機，電極，ケー

ブルで構成される通信路を使用形態に

応じてモデル化し，回路設計に落とし

込むことが要求されます．

また，評価の際に，安易に端末と測

定器をつなぐと大地のアースとの結合

状態が変わるため全く別物の通信端末

となり，誤った評価をしてしまいます．

電界通信端末を正しく評価するために

は，計測器と被測定対象とが電気的

にアイソレーションされた計測技術が

重要となります．本稿では，電界通信

のモデル化と光技術を利用した通信評

価技術について述べます．

電界通信のモデル

人体は，皮膚や衣服・靴などの絶

縁体に包まれた導体とみなすことがで

きます（1）．人間の身長を考慮すると伝

送路のスケールは１m程度です．例え

ば10 MHzの電気信号の波長は30 m

になりますから，これに比べると電界

通信の伝送路は十分小さいといえます．

したがってMHz帯の電気信号に対し

ては，伝送路を集中定数回路として扱

うことができます．またこのような条件

下では，伝送路近傍の電界分布が静

電界と同様であるとみなし，準静電界

近似と呼ぶこともあります．

これらを考慮した電界分布モデルを

図１に示します（2）．代表的な構成と

して，携帯送信機から環境に埋め込ま

れた受信機（埋め込み受信機）への単

方向通信を例としました．携帯送信機

には２枚の電極があり，送信データに

応じた電気信号が電極間に印加される

と，携帯送信機周囲に電界が発生し

ます．携帯送信機は，通常ポケットや
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人体近傍電界通信のモデル化と通信品質評価

人体をケーブルとして利用した電界通信は，周囲環境に存在するさまざま
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図１　電界通信系の電界分布モデル 
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カバンにしまったまま利用されますの

で，常に人体の近くにあります．携帯

送信機から発生した電界によって，人

体表面に電荷分布が生じ，さらに電荷

分布によって人体近傍に電界が発生し

ます．10 MHz以下の信号に対しては

準静電界とみなせるので，静電界と同

様に人体近傍にだけ分布し，電磁波の

ように遠くまで伝達しません．した

がって人体のごく近くに存在する物体

だけが，電界通信のネットワークを形

成します．実際には図１のように，携

帯送信機，人体，アースが互いに電界

で結合し，ネットワークを形成します．

埋め込み受信機は，埋め込み電極間に

発生した電圧を検出し，携帯送信機

からのデータを受信します．

図１のモデルの電界が発生している

部分をコンデンサ（C1～C7）に置き換

えると，図２の等価回路モデルが得ら

れます（2）．人体は回路上のノードとな

り，コンデンサを介して携帯送信機や

アースと結合していることになります．

電界通信の重要な要素としてノイズ

電界があります．特に問題なのは装置

の電源に起因するノイズ電界で，床や

コンセントなどから大量に発生してい

ます．電源に起因するノイズ電界は，

周波数が低くなるほど大きい傾向があ

ります．したがって，GHz帯の電磁波

を利用している携帯電話は，ノイズ電

界の影響をほとんど受けません．しか

しMHz帯の信号を利用する電界通信

では，ノイズ電界の影響を無視できま

せん．

床から発生したノイズ電界は，埋め

込み電極間に混入し，ノイズ電圧を発

生させます．例として，埋め込み電極

に発生したノイズ強度のスペクトラム

を図３に示します．比較的周波数の高

いMHz帯でも無視できないノイズが存

在することが分かります．

埋め込み電極と人体は床から近いの

で，このノイズの影響を強く受けます．

一方，携帯端末は床から十分離れて

いるので，ノイズの影響は事実上無視

できます．したがって床からのノイズ電

界を考慮した等価回路モデルは，図４

のようになります．

等価回路を解析して各コンデンサの

容量を最適化すれば，電界通信の品質

を向上することができます．コンデン

サの容量を最適化するために，電極の

形状やサイズを適切に設計すれば，あ

る程度通信品質を向上させることが可

能です．しかし現実には，時間や場所

そしてユーザの端末保持形態に応じて，

これらの容量が大きく変わってしまい

図２　電界通信系の等価回路モデル 

アース 

回路GND

埋め込み受信機 
埋め込み電極 

ノード 

人体 

携帯送信機 

C2

C1

C3 C4 C5

C7

C6

図３　埋め込み電極間に発生したノイズのスペクトラム 
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ます．容量が変化しても安定した通信

品質を得ることは，電界通信の最重要

課題の１つです．

電界通信における測定・評価技術

電界通信等価回路モデルのパラメー

タは，時間や場所といったさまざまな条

件に依存します．そのため電界通信の

研究開発では，正しい測定に基づいた

通信品質評価が極めて重要となります．

埋め込み電極間に発生した信号をオ

シロスコープやスペクトラムアナライザ

などの一般的な測定器で計測すること

を考えてみます．測定器を接続した場

合の等価回路は図５で表されます．こ

こでZは，測定器に依存する不定イン

ピーダンスです．測定器を接続すると，

接続点と大地アースの間に不定イン

ピーダンスが付加されてしまうので，本

来とは異なる系の状態で測定すること

になります．つまり一般の測定器で得

た結果は，電界通信系本来の信号や

ノイズを正しく反映していないことに

なります．

正しい測定を行うためには，図５に

おけるZを取り去った状態で信号を計

測する必要があります．Zを取り去る

ということは，被測定物（埋め込み電

極）をアースや測定器の回路グラウン

ド（GND）から絶縁することを意味

します．

このような絶縁計測に有効なのが，

光を利用した計測技術です（3）．光を

利用した測定系の例を図６に示しま

す．電気信号（E）を光信号（O）に

変換するデバイスをE→Oと表していま

す．反対に，光信号（O）を電気信号

（E）に変換するデバイスをO→Eと表

しています．

E→Oデバイスは被測定対象である

埋め込み電極に接続されており，電極

間に生じた電気信号に比例した光信号

を発生します．光信号はファイバ中を

伝搬し，O→Eデバイスで再び電気信

号に変換され，適当な測定器を使って

観測することが可能です．ここで重要

特
集

NTT技術ジャーナル 2010.1 25

図５　測定器が接続された電界通信系の等価回路モデル 
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図４　ノイズ源を考慮した等価回路モデル 

アース 

回路GND

埋め込み受信機 
埋め込み電極 

ノイズ源 

ノード 

人体 

携帯送信機 

C2

C1

C3 C4 C5

C7

C6

N



ヒトとモノ，ネットワークをつなぐヒューマンエリアネットワーク技術の動向とビジネス展望

NTT技術ジャーナル 2010.126

なのは，被測定対象（埋め込み電極）

はファイバによって測定器から完全に

絶縁されているので，不定インピーダ

ンスZの影響が排除され，正しい信号

測定が可能になるということです．

O→Eデバイスとしては，フォトダイ

オードがもっとも一般的です．

E→Oデバイスには能動型と受動型

の２つのタイプが考えられます．能動

型は自身の内部に光源などの能動部品

を含むタイプで，シンプルな反面バッ

テリが必要です．受動型は光変調素子

などの受動部品のみから構成されてい

るタイプで，バッテリが不要な反面，

外部からファイバで光を供給する必要

があります．

被測定対象への電気的な影響を最

小限にとどめるためには，入力イン

ピーダンスの高いE→Oデバイスが必要

です．我々は高入力インピーダンスを

実現するために，電気光学変調素子を

搭載した受動型E→Oデバイスを主に

利用しています（3）．

電界通信系の評価

電界通信系は図２，４などの等価

回路に置き換えることができます．し

かし等価回路に含まれる（C6以外の）

コンデンサの容量は，さまざまな条件

によって変動するので，電界通信系の

特性を把握するには，正確な測定に基

づいたデータの蓄積が不可欠です．

電界通信系の正しい評価には光計測

技術が有効です．光計測技術を利用

した評価系の例を図７に示します．

ネットワークアナライザは，ポート１か

ら発生した信号V1と，人体を経由して

ポート２で検出された信号V2の比

（V2/V1）を，さまざまな周波数に対し

て測定するものです．測定器である

ネットワークアナライザは，ファイバに

よって電界通信系から絶縁されている

ので，人体を含む伝送路の正しい特性

評価が可能になります．

図７の系で得た結果を図８に示しま

す．少なくとも２～40 MHzの範囲で

は，比較的平坦な周波数特性である

ことが分かります．また図２の等価回

路から明らかなように，C1とC2のバラ

ンスが取れると受信信号が減衰してい

ることが分かります．

光計測のメリットを示すために，図

図７　光技術を利用した伝送特性評価系 
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図６　光技術を利用した評価系の等価回路モデル 
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５，６の測定系で得た信号波形を図９

に示します．上段の波形は，携帯端末

から送信したデータ信号の波形です．

中段の波形は図６の系の測定器で受

信した信号波形で，上段と同様の波形

が得られています．下段の波形は，図

５の系の測定器で受信した信号波形で

す．光を使わずに測定した下段の波形

は，不定インピーダンスZの影響で，高

周波成分が異常に強調されていること

が分かります（2）．

今後の予定

本稿で紹介した電界通信系のモデリ

ング技術と通信品質評価技術は，通

信デバイスの研究開発現場での活用だ

けでなく，実際に導入する施工現場で

も利用可能な技術と考えています．設

置調整を容易にすることで，コスト削

減につながり，最終的には本技術の普

及を加速することになります．今後は，

現場での伝送試験機としての製品化を

イメージし，モデリング・評価技術の

完成度を高めていく予定です．
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人体近傍の電界通信技術の開発には，不
安定な電気信号を正確に測定する特殊な計
測技術を必要としました．今後も計測をグ
ループのコア技術とし新たな研究分野に
チャレンジしていきます．
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図９　異なる測定系で得た波形の比較 
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図８　電界通信系の伝送特性 
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