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ライフアシスト技術を支えるデバイス研究

ICTの活用とソーシャルデバイス
への期待

近年，センシングと無線機能を備え
たウェアラブルデバイスが注目されて
います．従来から，さまざまな情報を
センシングし，無線で送信することで
ユビキタス社会をより進化させるセン
サネットワークが提唱されてきました
が，その実態は，センサ端末の大きさ
やバッテリ寿命の問題，さらには核と
なるようなアプリケーションもなく，
ICTの劇的な広がりと比較すると限定
的な適用例にとどまっていた状況がし
ばらく続きました．

しかし，スマートフォンの爆発的普
及に伴いその様相は一変しつつありま
す．スマートフォンには，GPS機能
やWi-Fi，Bluetoothが標準搭載され
るとともに，加速度センサなどのセン
サ機能も搭載され，センサ端末として
の基本構成を満たしています．そして，
スマートフォンはさまざまな機器が
ネットワークに接続可能なハブとして
の機能が備わっており，単なる携帯端
末としてだけではなく，ウェアラブル
デバイスのプラットフォームとしても
活用され始めています．スマートフォ
ンが普及する以前は，ウェアラブルデ

バイスはセンサだけでなく表示 ・ 演
算 ・ 3Gなどの通信機能などすべてを
一体化する必要がありましたが，ス
マートフォンの普及によりセンシング
機能と最低限必要な近距離通信機能を
有するだけで良く，その状況は大きく
変わったことが分かります．さらに，
ウェアラブルデバイスだけでなく，イ
ンフラ保守やビルメンテナンス ・ 物流
管理など，あらゆるモノへの搭載やメ
ンテナンスフリーが可能な小型センサ
端末実現への期待も高まっています．
具体的には，自然環境や外界からの微
小なエネルギーを収穫して動作するエ
ネルギーハーベスティング機能を備え
た自立型のワイヤレスセンサ端末技術
の実現です．

このように，ビッグデータ，M2M
（Machine to Machine），IoT（Internet 
of Things），環境知能と呼ばれるよう
な，あらゆるデバイスやセンサをイン
ターネットに接続し，クラウド技術を
用いて大量のデータ処理を行い，有益
な情報を抽出し社会やユーザに還元す
るインフラ基盤としての技術も現実味
を持ち始めているといえます．

このような技術の進展を踏まえて，
実世界とサイバースペースをネット
ワークでつなげることで，安心 ・ 安

全 ・ 健康な社会を実現しようという試
みが活発化してきています．これまで
18世紀後半には蒸気機関の発明によ
る第 1 次産業革命，19世紀後半には
大量生産による大幅に生産性が向上し
た第 2 次産業革命が発生しました．20
世紀後半のIT革命は第 3 次産業革命
とも呼ばれています．第 4 次産業革命
では，実世界とサイバースペースが融
合し活用することが主眼となるため，
サイバーフィジカルシステムとも呼ば
れ，その到来時期は2030年ごろとみら
れています．第 4 次産業革命ではIoT
が重要な役割を果たすといわれてお
り，すべての課題解決はデータを収集
するところから始まるということです．

インターネットのサイバースペース
上から実世界の人やモノの情報をいか
にして取得するかという課題はビジネ
ス戦略上極めて重要で，その命題に対
して，さまざまな機関が活発に研究開
発を行っています．この課題の解決を
目的としたデバイスは，ソーシャルデ
バイスとも呼ばれています．人や住宅，
オフィス，社会インフラなどにさまざ
まなかたちでソーシャルデバイスが普
及することによって，社会的課題を解
決し，人々の生活に豊かさと恩恵を与
えることが期待されています．

ヘルスケアデバイス 低電力無線センサ端末 テラヘルツ技術

社会的課題解決に向けたICTの技術動向と
ライフアシスト技術
近年，少子高齢化に伴う医療費の増大や社会インフラの維持管理・更新
などが社会的課題として取り上げられ，ICTを活用した社会的課題の解決
がさまざまな分野・領域で提唱されています．本稿では，社会的課題解決
に向けたICTの技術動向について概観し，NTT研究所の取り組みとして，
人やインフラの状態を簡便に測定し，収集・解析したデータから異常を検
知・予測し，病気や事故などを未然に防ぐライフアシスト技術を支えるデ
バイス研究の事例を紹介します．
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ソーシャルデバイスを基盤とした
ライフアシスト技術

NTT先端集積デバイス研究所では，
図 1 に示すような人やインフラの状
態を簡便に測定し，診断支援に寄与す
るセンサ技術やそれを支える無線通信
技術の研究開発を推進しています．こ
れらをネットワークに接続することで
新サービス創造のイネーブラ（実現に
向けたキー技術）としてビジネス機会
を提供し，安心 ・ 安全 ・ 健康な社会を
実現するとともに，インフラ点検の効
率化（省力化，無人化など）による点
検コスト削減にも寄与していきたいと
考えています．まずは，ビッグデータ
のフロントエンドとして，センシング
と無線機能を備えたウェアラブルデバ
イスやエネルギーハーベスティング技
術を用いた超小型のバッテリレスセン
サ端末は，そのような世界を切り拓い
ていくと考えています．

ライフアシスト技術は，ソーシャル

デバイスを基盤とした技術になります
が，それに限定されず，超高速な無線
技術や創薬に必要な未知情報の解明に
活用できる超高感度なセンシング技術
も含んでいます．端末だけでなく我々
の生活を直接 ・ 間接的にアシストして
くれる技術を総称してライフアシスト
技術ととらえています．以下に，ライ
フアシスト技術が目指す 3 つの世界
観を簡単に紹介します．
■ヘルスケアデバイス

ウェアラブル技術の活用例としてヘ
ルスケアデバイスを用いた新しいユー
ザエクスペリエンスの世界を図 2 に
示します．

ヘルスケアデバイスでは，人体が測
定対象となるため，必要とする機能に
応じて装着場所を工夫して実現しま
す．腕時計型，眼鏡型，ネックレス型，
ウェア型など，さまざまなタイプのセ
ンサやアクチュエータ，ディスプレイ
などを展開します．生体情報は環境や
体調，行動などで時々刻々と変化する

まさに個人のビッグデータです．生活
活動を阻害せずに従来は得られなかっ
た価値ある情報を抽出 ・ 創出していく
のが技術的なねらいとなります．ス
マートフォンに代表されるモバイル機
器はこれらの生体情報の集約や結果の
表示，蓄積，さらにはネットワークを
介してクラウドへデータ転送をするプ
ラットフォーム装置として極めて好都
合なツールとなります．クラウドでは
高度な情報処理技術を駆使することで
付加価値化された情報に変換し，利用
者にフィードバックします．このよう
にウェアラブル ・ ヘルスケアデバイス
技術は，生活にもっとも密着したパー
トナとして利用者の健康で快適な生活
をサポートし，画期的なユーザエクス
ペリエンスの提供を目指します．
■低電力無線センサ端末

低電力無線センサ端末を用いたサー
ビスイメージを図 3 に示します．低電
力無線センサ端末が目指す世界は，コ
イン電池 1 つで10年間電池交換不要

図 1 　ライフアシスト技術を活用した社会的課題の解決
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や，室内光発電などのエネルギーハー
ベスティング技術を用いることでバッ
テリレス化を可能にすることです．こ
れによりメンテナンスフリーを実現す
ることができ，多数のセンサ端末を普
及させることができます．このような
技術が実現すれば，センサ情報に基づ
き宅内機器の遠隔モニタやセンサ ・ 機
器制御を実現できます．さらに収集し
たデータを分析 ・ 解析することで，子

育て支援，見守りサービス，在宅医療 ・
介護，インフラ保守 ・ 環境モニタなど
の新ビジネスを創出することができる
と考えています．
■テラヘルツ帯超高速無線通信 ･
センシングシステム
ミリ波 ・ テラヘルツ波を活用した超

高速無線通信とセンシング技術につい
て紹介します（図 ₄ ）．ミリ波 ・ テラ
ヘルツ波は，広帯域性や分子との相互

作用が大きいなどの特徴を有していま
すが，これまでは発生 ・ 検波デバイス
の性能限界から，産業的には未利用の
周波数帯でした．NTTでは，超高速
のトランジスタやフォトダイオードな
どのオリジナルデバイスを実現するこ
とにより，ミリ波やテラヘルツ波を使
用した大容量無線通信システムや分光
イメージングシステムの構築を可能に
しました．これらのシステムは，医療
現場における大容量データの瞬時ダウ
ンロードや，建築物の非破壊での安全
診断，火災現場での遠隔危険ガスモニ
タリングなどへの利用が期待されてい
ます．

本特集のトピックスと構成

本特集では，NTT研究所で取り組
んでいる ₆ つのトピックスを紹介し
ます．

まず，前半の 3 つの記事では，ヘル
スケアデバイスに関する話題を取り上
げます．『ウェアラブル電極インナー
技術の応用展開』では，着るだけで簡
単に心電 ・ 心拍を計測できる生体情報

図 2 　ヘルスケアデバイスを用いたユーザエクスペリエンス
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計測用ウェア設計技術について，端末
を含めたシステム構成について解説し
ます．本技術は，日常生活活動を阻害
することなく，着衣のまま長時間生体
信号を取得できるため，フィジカル面，
メンタル面でさまざまな応用が可能で
す．その応用例として，エンタメと体
調管理への適用事例について説明し
ます．
『スマホで視る血液の流れ─超小

型ウェアラブル血流センサ』では，血
流センサの意義，構成，性能，応用に
ついて解説します．動作原理の説明と
従来のレーザ血流センサとの比較とと
もに，小型軽量化のポイントとなるス
マートフォンと連携したシステム設計
について説明します．
『フルイディクスを用いた生体分子

センサ』では，マイクロフルイディク
スとSPRセンサを使った血液検査技
術について解説します．本技術を用い
ることで，不整脈（心房細動），脳梗塞，
エコノミークラス症候群などの検査で

用いられる血液凝固検査への応用が期
待されます．動作原理としての自己送
液機構やその特徴を活かした血液凝固
検査応用について説明します．

中盤の 2 つの記事では，超低電力無
線や超高速無線を活用したセンサデバ
イスや携帯端末に関する話題を取り上
げます．
『ナノワット級無線回路を活用した

無線センサ端末の低消費電力化技術』
では，ナノワットレベルで動作する無
線回路技術およびセンサを接続して実
験評価が可能な評価キットについて紹
介します．本技術を活用することで，
小型で電池交換不要な無線端末の実現
が可能です．物流管理 ・ インフラ監視
やバイタルデータの簡便な伝達手段な
どの応用先が想定され，その有用性に
ついて解説します．
『テラヘルツ波による超高速ダウン

バースト技術』では，100 Gbit/s級の
伝送速度が期待されるテラヘルツ無線
の実現に向けた，変復調用ICやアン

テナの最新の研究成果を紹介します．
本技術を活用することで，大容量コン
テンツを瞬時に転送することが可能で
あり，例えば，医療現場における画像
データ等の大容量コンテンツの機器間
転送などへの応用が期待されています．

最後の記事では，薬効予測等に役立
つ先進的な取り組みとして，『医薬分
野に向けた連続波テラヘルツ分光シス
テム』を紹介します．本技術のポイン
トは，連続波（CW波）を使用したテ
ラヘルツ帯ホモダイン分光技術であ
り，本システムを利用した薬剤をサン
プルとした分光測定で，薬効に影響
を与える結晶多形を区別した定量分析
が可能であることを実証しました．

NTT研究所では上記に示したよう
なライフアシスト技術を支えるデバイ
ス研究を推進することで，社会的課題
を解決し，人々の生活に豊かさと恩恵
をもたらす社会の実現に寄与していき
たいと考えています．

図 4 　ミリ波・テラヘルツ波を応用した通信およびセンシング技術
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人々の生活を直接 ・間接的にアシストし
てくれる技術を総称してライフアシスト技
術ととらえています．本技術により，人や
インフラの状態や異常を検知 ・予測し，病
気や事故などを未然に防ぐことで，人々の
生活に豊かさと恩恵をもたらしていきたい
と考えています．

◆問い合わせ先
NTT先端集積デバイス研究所
	 ソーシャルデバイス基盤研究部
TEL	 046-240-2258
FAX	 046-240-2936
E-mail　morimura.hiroki lab.ntt.co.jp


