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Dream Technology  Field Ware 

はじめに
夢の技術としての可能性を秘めるFieldWare™ の登場。
■これまでにない電波とは違う“場”（“Field” ）での人体通信技術
■わずかな電圧（単電子）で通信できるeco技術
■生体や物体が纏う準静電界の動きをセンシングする技術
■生体や物体の内部構造をセンシングする技術
■生体に感覚的な刺激（Effect）を与える技術
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準静電界技術発見の経緯と発明者
１．発見と過程

■準静電界通信の第一人者である滝口清昭氏が、準静電界の有効活用研究を始めたきっかけは、ある偶然によるものだった。
■ソニーの研究員として在籍時、歩行者用高精度ナビゲータの開発を行っていた滝口博士は、ビルの陰ではGPS電波が届かな
いため、GPS電波がなくても現在位置を推定できないか、と思案していた。
■そのためには“人間が歩行運動時に発する大腿筋などの筋肉から発生する筋音が利用できるのでは”と仮定し、腕にマイクを
着けて人体から様々な筋音を拾う方法による非機械的な歩行の高精度センシングの実験を行っていた。
■あるとき腕からマイクを離しても歩行に応じた波形がマイクに入ることに気がつき、さらにマイクを分解して、“電極”のみ
の形状にした物を、人体から離した場所に置いても、同じように波形が拾えることを発見した。
■電波暗室で測定をしても、歩行時の人体からは電波は出ていないことが判明。しかし、電波のように遠隔から歩行に応じた
波形が電界センサーに捉えられ、これが準静電界によるものということに気付いた。
■人体の周りに沿って存在する準静電界はオーラ（帯電）のように分布するが、実はこれは極めて不安定であり、この電界
（フィールド）を制御して人体周囲に均整の取れた形で電界（フィールド）を分布させる技術が必要なことを見出した。
この技術を“Field WareTM（フィールドウェア）”と呼び、高速で安定した人体通信には必要不可欠なものであることがわ
かった。

２．滝口清昭氏プロフィール
東京大学 生産技術研究所 準静電界科学 特任准教授
工学博士

※現在は体調を崩されて研究活動休止中

<経歴>
ソニー株式会社（1990-2008） GPS開発、QEF研究

技術開発本部 Nプロジェクト室 技術開発マネージャー
ユビキタス技術研究所 上席研究員

Dream Technology  Field Ware 
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通信やセンシングなどに利用可能な物理現象の一つです。電極に交流電圧をかけると発生する電磁波には
3つの電界成分があります。

一般に電波（TV、ラジオ、携帯電話など）
と呼ばれて利用されている①『放射電磁界』。
FeliCaのような電磁誘導通信カードで使用
される②『誘導電磁界』。

そして、前者２つと違い電磁波ではない
③『準静電界』の３つとなります。
右図は、①→②→③とパラダイムシフトを
してきたことを示しています。
この新たな領域の準静電界にフォーカス
した技術がまさにこれから始まることで、
従来の固定概念のブレイクスルーとなる
技術であることを予感させます。

準静電界とは？
Dream Technology  Field Ware 

① ② ③

図：滝口博士より提供※電界を構成する3つの成分とパラダイムシフト

①放射電磁界 ②誘導電磁界

（FieldWare）

③準静電界

λπβ /2=
l:ダイポール長

r:距離

j:虚数単位
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自然界での準静電界

準静電界は、自然界では、細胞レベルで生物界のセンシング手段として用いられています。
例えば、また、サメは、従来一般的に血液のにおいで、餌として感知し、襲われるということを言われており
ましたが、実はこの準静電界センサーで、人の体の血液から発する準静電界を感知し、襲撃に来るというこが
解ってきました。このセンサーは、ロレンチーニ器官と呼ばれ、微弱な電流を感じ取るとされるができ、数キ
ロメートル離れていても、感知できるといわれております。この器官が特に発達したサメがシュモクザメです。
シュモクザメは、小魚を主食としており、魚群で移動する小魚を複数同時に補足し、捉える能力を持っていま
すが、まさにこれが、この準静電界センサーになります。
同じ、海洋生物のエイは、目では見えない真下についている口でえさを食べることができ、これも準静電界で
センシングしていると言われている。その他には、ナマズやカモノハシなども準静電界を利用して餌を取って
いると言われています。

これらのことから、生物が基本的に持っているセンシング手段を、人為的に利用する技術が、この準静電界の
技術ということになります。

Dream Technology  Field Ware 
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従来の電界通信の問題点とFieldWare
Dream Technology  Field Ware 

電界(情報フィールド) 人体内の電流分布
従来の電界通信

電磁界を形成する３つの成分を制御せ ずに

低出力で使用

人体に電流分布やマルチパスが発生
このため３つの電磁界成分に起因する
電界が相互干渉し、人体に美しく沿うパ
ターンは得られず不安定となる。

Field Ware™
純粋な電界のみの成分とすることで帯電に

近似する

出力を制御して磁界成分を抑制
電界は人体表面に沿って帯電に近似
してきれいに分布する。

人体内には入り込まない。

人体内に入り込む。
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準静電界技術と使用用途例のマッピング
Dream Technology  Field Ware 

通信
（情報の送受信を行う）
特許4088896号

多重極子
（多電極で高感度にセンシング）

センシング
（フィールド内の変化を捉える）

エフェクト
（生体に刺激を与える）

感覚刺激

ゲーム、TVや映画の臨場感演出

送信方法

動き検出

TVのリモコン、コントローラ

加速度センサ

加速度センサ

静脈センシング、歪み検出、金属探知機、
体内解析装置、非侵襲非破壊スコープ

（光よりも分解能が高い）

電界ルアー、養殖用電界網

人体通信、改札機、個人認証、
セキュリティキャビネット、キーレスエントリー

ポータブルゲーム機、美術品解説

体内解析装置、防犯ブザー
片足歩行路

歩行検出、個人認証

測定装置

体内解析装置

ワイヤレスバッテリーレスマウス・
キーボード

鍵掛け記録装置

単電子通信
（無電源で情報の送信を行う）
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10年後のFieldWareTMが創る私たちの生活
朝、改札を通る時、手をかざしながらゲートをすり抜けて行く※１。駅の売店に行き、今日、配信開始の新作

ドラマの映像コンテンツを、プレイヤーをかざしダウンロードする。電車に乗り込み、コンテンツを見ながら
吊革につかまる。吊革からは、鉄道会社が提供するCM映像が自動的にプレイヤーに配信される※２。
会社に着いてビルのセキュリティ入場ゲートを、通り抜けたと同時に、今日の会社からの通知が携帯に届きタ
イムスタンプも記憶された。オフィスでは、ＰＣもＦＡＸもコピー機も、机の引き出しやキャビネットなども
全て個人認証されて使用可能となっている※３ 。
仕事を終え帰りにクリニックに立ち寄る。新型の体内スキャン検査機※４で、数分で検査終了。先月からの検
診情報は、朝使ったプレイヤーに入っており、診断結果は全てこのプレイヤーに、次回検診までのアドバイス
が付いて自動的に受信される。薬局に行きプレイヤーを、受付の台の上に置くと処方箋情報が薬局側にデータ
送られ、薬を受け取ることができる。自宅に戻り、小学生の子供と買い物にでかけるが、車に乗り込む時、先
に小学生の子供が車のドアノブに触れてロックが解除された。車に乗りエンジンをかけたが、忘れ物をしたた
め家に取りに帰る。待ってた子供がふざけて運転席に乗ってアクセルを踏んだり、ドライブモードに入れよう
とするが、全く動かない※５。などなど・・・、様々なところにこのFieldWareが搭載されている時代、これは
ほんの一部です。

※１ 携帯電話機とゲートに搭載されたFieldWare（チップ）間で、双方向通信で情報のやり取りを行う。
※２ 売店には、高速通信用のプレートが設置され、プレイヤーに瞬時に大容量のデータがコピーされる。吊革から腕を伝って

コンテンツがプレイヤーに配信される。
※３ 会社でのシステム上のセキュリティ管理は、このFieldWareで、個人認証（生体認証）され管理される。
※４ 現在の医療機器であるMRIやCTスキャンに代わる新型の非進襲型体内スキャン検査機。多重極子により高精度に3次元的

に生体内を検査可能。ピンポイントで、疾患部分やウィルス感染の免疫反応もわかります。
※５ 車が個人識別（生体認証）しているため、ドアノブを持った瞬間に個人識別し解錠できます。生体情報を登録した家族

（人）を判断して、大人と子供が操作できる範囲を限定できます。

Dream Technology  Field Ware 
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Field wareField ware

START!

①手をかざして
改札ゲート通過

GOAL!

Fieldware

②キオスクでｺﾝﾃﾝﾂを
D/L

④ビルの入場
ゲートを

通り抜けると

⑤オフィスのPCもFAXも、そして
引き出しやキャビネットも
使用可能に！

⑦検診情報は
自動的に
ﾌﾟﾚｰﾔーにD/L

⑧薬局では
ﾃﾞｰﾀーで
簡単受取り

⑨車のロック解除もワンタッチ
（子供が触っても動作しない安全ロックも

装備！）

■■ Field Ware Field Ware その起きてから寝るまでその起きてから寝るまで

③吊革から
CM映像を
自動D/L

⑥仕事を終えてクリニックへ
新型体内スキャン検査機で
数分で検査完了！
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準静電界技術と応用例準静電界技術と応用例

FieldField  wareware
IMCG株式会社（準静電界通信・人体通信）（準静電界通信・人体通信）



ご参考資料

Dream Technology  Field Ware 
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人体通信ベンチマーク
Dream Technology  Field Ware 

メーカー Qファクター

『Field Ware™』

NTT

『RedTacton』

カイザーテクノロジー

『 Wirelesswire 』

アドソル日進

『タッチタグ』

KDDI パナソニック電工

『タッチ通信システム』

概要 ・基本は送信技術

・準静電界現象に着目、従来
必要と言われていた人体通
信の特殊な受信技術が、実
はまったく不要なことを発見

・日米露など各国で準静電界
方式の基本特許取得

・人体上の相互干渉やマルチ
パスの影響をうけにくく広帯
域

・送信電力の低減、受信デバ
イス不要による小型低消費
電力化

・基本は受信技術

・FeliCaと同等の伝送速度（
230k/秒）を実現

・将来は10Mビット/秒以上の
伝送速度も実現可能だが、
部品が高価になる

・基本は受信技術

・NTTの技術者が独立

・AMラジオと同じアンテナ
コイルの同調により感度
向上させているが、その反
面で狭帯域は不可避

・100kビット/秒以下と低速
伝送、AMラジオと同じな
ので通信はASKのみ

・アルプス電気をはじめ各
社と協業

・低速

・セキュリティー用途向け
開発

・2008年度末にイトーキと
共同開発した商品『システ
マゲート』の商品化を目標

・9.6kと低い伝送速度

・ノイズに対して有利な電
流方式を採用

・開発中断

・ノイズに対して有利な電
流方式を採用

・近年の開発状況は不明

・低速

方式 準静電界方式 電界方式(磁界との区別がつ
いていない)

近接場方式(磁界との区別
がついていない)

電界方式？ 電流方式 電流方式

通信方式 双方向通信 単方向

通信

双方向

通信

単方向通信

（双方向は開発中）

単方向通信 不明 不明

コスト ◎ △ × ○ ○ 不明 ○

使用周波数帯

（Hz）

3M～1G 5M ～20M 10M 18M 3M

（中心周波数）

533k

最大データ伝
送速度

（ビット/秒）

5M～

210M（最大理論値）

230k 10M～ 40k 9.6k 17M 3.7k

消費電力 低 極大 極大 中 不明 極大 極大

変調方式 Wavelet OFDM/PAMなど ASK ASK ASKのみ ASK OFDM ASK

ASK：amplitude shift keying
OFDM：orthogonal frequency division multiplexing(直交周波数分割多重方式)

日経エレクトロニクス 2008.6.30
ROA社レポート『人体通信の現状と展望』
各社公式WEBサイト、ニュースサイト 等

参考：
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近接場通信ベンチマーク
Dream Technology  Field Ware 

メーカー Qファクター

『Field Ware™』

FeliCa RFID Bluetooth 赤外線通信 IrDA  ZigBee TransferJet

概要 ・基本は送信技術

・準静電界現象に着目
、従来必要と言われて
いた人体通信の特殊な
受信技術が、実はまっ
たく不要なことを発見

・日米露など各国で準
静電界方式の基本特
許取得

・人体上の相互干渉や
マルチパスの影響をう
けにくく広帯域

・送信電力の低減、受
信デバイス不要による
小型低消費電力化

・非接触型ICカードの一

方式、日本では最も普
及しているが、世界的
には『Mifare』の方がメ
ジャーである。

・上位通信方式として
国際標準の『NFC』があ

り、これに対応すること
で、多くの非接触ICカー

ドに互換性を持たせら
れる。

RFID(Radio Frequency I
Dentification「電波によ
る個体識別」の略)は、
ID情報を埋め込んだタ

グから、電磁界や電波
などを用いた近距離(周
波数帯によって数cm～
数m)の無線通信によっ

て情報をやりとりするも
の、および技術全般を
指す。PHSなどの通信

機器を用いた技術もあ
るが、一般的にはICタ

グや、その中でも特に
パッシブタイプのICタグ

のみを指して用いられ
ることが多い。

東芝、エリクソン、イン
テル、IBM、ノキアが中

心になって提唱してい
る、近接したデバイス（
機器）とデバイスの間を
2.4GHzの周波数帯を用

いてワイヤレス情報通
信方式。

⾚外線を利⽤した近
距離のデータ通信を
⾏なう技術仕様を策
定するために1993年
に設⽴された業界団
体が定めた⾚外線通
信の規格。

家電向けの短距離無
線通信規格の一つ。低
速で転送距離が短い代
わりに、安価で消費電
力が少ないという特徴
を持つ。基礎部分の（
電気的な）仕様はIEEE 
802.15.4として規格化さ

れている。論理層以上
の機器間の通信プロト
コルについてはZigbee
Allianceが仕様の策定
を行っている。

ソニー(SONY)のかざす

だけで大容量のデータ
転送が可能な技術。

TransferJet(トランスファ
ージェット)は、携帯電

話、デジタルカメラ、ポ
ータブルオーディオなど
のモバイル機器をかざ
すだけで、大容量の写
真や音楽や映像を高速
転送できる技術で、
4.48GHz帯を用いてデ
ータを転送。

方式 準静電界方式 電磁誘導(誘導電磁界) 電磁波(放射電磁界) 赤外線 電磁波(放射電磁界) 電磁誘導(誘導電磁界)

通信方式 双方向通信 双方向通信 双方向 双方向 双方向 双方向

コスト ◎ ○ △ ○ ○ ×

使用周波
数帯

（Hz）

3M～1G 13.56MHz 2.4GHz 3MHz～ 2.4GHz
902～928MHz
868～870MHz

4.48GHz帯

最大デー
タ

伝送速度

(ビット/秒
)

5M～

210M（最大理論値）

212kbps
847kbps以上(理論値)

432.6〜1306.9kbps 
下り2178.1kbps/上り
177.1kbps 

10kbps～16Mbps
UFIR 100Mbps

20Kbps～250kbps 
2.4GHzで250kbps
902～928MHzで40kbps
868～870MHzで20kbps 

物理層の転送レートは
560Mbps
実効レートで375Mbps  

消費電力 低 低 ⼤ 中 大 極大

変調方式 Wavelet OFDM/PAMな
ど

ASK 10% 
(符号化方式
Manchester )

SS FSK FIR 4PPM変調
UFIR 8B10B変調

2.4GHz帯はO‐QPSK、
915/868MHz帯はBPSK 

不明

日経エレクトロニクス 2008.6.30
ROA社レポート『人体通信の現状と展望』
各社公式WEBサイト、ニュースサイト 等 11
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人体通信関連、メディア情報（１）
Dream Technology  Field Ware 

日経産業新聞 2008年4月24日（木） 日経新聞 2007年12月9日（日） 日経新聞 2007年10月2日（火）

日経エレクトロニクス 2008年6月30日日刊工業新聞 2008年9月9日（火）日経産業新聞 2008年11月5日（水）
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人体通信関連、メディア情報（２）
Dream Technology  Field Ware 

日経産業新聞 2009年5月13（水）
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日経エレクトロニクス 2009年6月15（月）日経産業新聞 2009年8月25（火）

IMCG



人体通信関連、メディア情報（３）
Dream Technology  Field Ware 

日経マイクロメディア 2009年11月号
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野村週報 2009年11月9日号

IMCG



メディア情報

ＤＩＭＥ 掲載

２０１０．３/１６
２０１１．４/５

IMCG









メディア情報

毎日新聞 掲載

２０１０．４/１３

IMCG





メディア情報

ＢＳＪＡＰＡＮ 地球アステク

２０１１．５/１２ 放映

IMCG



＃6 「人間の超能力？電界のチカラ」
／東京大学・生産技術研究所 滝口清昭特任准教授 (11/05/12放映)

伊藤洋一氏ブログ：http://arfaetha.jp/ycaster/diary/11/05/12.html



伊藤洋一氏ブログ：http://arfaetha.jp/ycaster/diary/11/05/12.html
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