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1. まえがき
近年普及しつつあるスマートフォ

ンを利用すると，アプリケーション

をダウンロードしてインストールす

ることで，ユーザ自身で購入後に機

能の追加や，さまざまなカスタマイ

ズを行うことが容易に可能である．

しかしそれはあくまでもソフトウェ

アで実現可能な範囲に限られてお

り，センサなどのハードウェアに依

存する機能を追加するには，USBや

Bluetooth�＊1，Wi-Fi�＊2などで周辺

機器を接続する必要があった．

有線や無線で接続する周辺機器と

しては，ヘッドセット，キーボー

ド，体重計，バーコードリーダなど

さまざまな製品が市販されている

が，実際に利用するにあたっては，

事前にケーブルの接続や無線の初期

設定を行う必要があった．

一方，ケータイ＊3の背面に装着す

るカスタムジャケット（保護カバ

ー）がスマートフォンを中心に広く

使われており，本体の保護や，デ

ザインのカスタマイズに利用されて

いる．そこで，そのカスタムジャケ

ットにさまざまなセンサを含めた

ハードウェアを搭載し，本体との通

信にFeliCa�＊4を利用することで，ユ

ーザ自ら着せ替え感覚でハードウェ

アも含めた機能を簡単にカスタマイ

ズすることのできるシステムを開発

した．

本稿では，開発した「着せ替えセ

ンサジャケット」の概要と今後の展

望について解説する．

2. ケータイと各種
センサとの連携

2.1 ケータイと連携するメリット
コンシューマユースで比較的小型

なセンサが取得する主な情報は，以

下の2つに分類できる．

①生体情報

例：心拍，脈拍，心電，体

温，体脂肪，体重，血圧など

②環境情報

例：紫外線量，気温，湿度，

気圧，放射線量など

このようなさまざまな情報を取得

するセンサとケータイとが連携する

ことで，センサ単体では実現が困難

であった新しい使い方が可能になる．

例えばケータイの大きな画面を利

用して生体情報の測定結果をグラフ

などわかりやすい形式で表示した

り，GPSなどで位置情報が取得でき

ることを利用して，環境情報の測定

結果を地図上に表示したりすること

ができる．また，通信機能を利用す

ることで，複数のユーザの測定結果
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をネットワーク上で共有したり，サ

ーバに送信して医療機関での診断に

役立てたりすることもできる．

2.2 ケータイとの接続形態
センサなどのハードウェアの機能

をケータイから利用するときの接続

形態のイメージを図1に示す．

従来，ケータイとハードウェアの

接続には，大きく分けて次の2つの

形態があった．

①USB/Bluetooth/Wi-Fiで接続

長所：ある程度の大きさのデ

バイスでも利用可能

短所：USBは使用するたび

にケーブルを抜き差しする手間

がある．BluetoothやWi-Fiは最

初に使用する前に認証や暗号化

の初期設定を行う必要のあるも

のが多い．また，電池を必要と

する場合が多い

②ケータイ本体に内蔵

長所：本体と一体のため接続

の手間がない

短所：ケータイ本体のサイズ

やコストの増大につながりや

すい

着せ替えセンサジャケットは上記

2形態の中間に位置付けられるもの

であり，比較的小型であるが，ケー

タイ本体に標準搭載することが難し

いセンサを活用する場合に適してい

る形態である．

特に近年はユーザのニーズが多様

化しているため，個々のユーザが必

要とするさまざまなセンサをすべて

本体に内蔵することは現実的ではな

いが，着せ替えセンサジャケットの

ように簡単に着脱できる外付け機器

として提供し，必要なユーザが選ん

で使えるようにすることで，多様な

ニーズに対しても柔軟に対応可能と

なる．

センサの種類によってはケータイ

に標準搭載となっていくものもあり

えるが，その普及過程においてはセ

ンサ搭載ケータイと非搭載のケータ

イが社会に混在している状態があ

る．そのような技術革新の進化の過

程においては，本システムはセンサ

非搭載ケータイを所有するユーザに

対して選択肢を提供できる．

3. システム構成
本システムの基本的な構成を図2

に示す．

3.1 接続方法
ケータイ本体とセンサジャケット

の間のデータのやり取りにはFeliCa

を用いる．

他の接続方法としては有線（USB

など）が考えられるが，ケータイ本
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＊3 ケータイ：今回の試作にはAndroidTMスマ
ートフォンを利用したが，原理的にはス
マートフォン以外でも実現可能であるた
め，本稿ではまとめて“ケータイ”と表
記する．AndroidTMは，米国Google, Inc.の
商標または登録商標．

＊4 FeliCa�：ソニー㈱が開発した非接触型
ICカード技術方式．同社の登録商標．
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図1 センサとケータイの接続形態のイメージ
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図2 着せ替えセンサジャケットの基本的な構成
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体からセンサジャケットへ電力を供

給できる場合がある一方，ケーブル

を抜き差しする手間がある．また，

BluetoothやWi-Fiなどの無線も候補

になるが，前述したように接続を開

始するための事前の初期設定が必要

であり，使い慣れていないユーザに

とっては1つのハードルとなってし

まう．

一方で今回採用したFeliCaでは，

事前の初期設定は必要なく，ケータ

イ本体をセンサジャケットに装着す

るだけですぐに利用できる．

なお，FeliCaに限らず他の非接触

通信規格（NFC TypeA/B＊5など）を

利用することも可能である．

3.2 センサジャケット側の構成
センサジャケットはデータ通信と

受電を行うFeliCaアンテナと，Feli-

Ca制御モジュール，センサ素子，制

御用マイコンで構成される．

FeliCaは電磁誘導によって外部へ

電力を供給する能力があるため，消

費電力次第ではセンサジャケット側

に電池を搭載せずに済むが，必要に

応じて電池（リチウムイオン電池，

ボタン電池など）を搭載することも

できる．

3.3 ケータイ側の構成
ケータイ本体は前記のとおりFeli-

CaやNFC TypeA/Bなどの非接触通

信規格搭載の機種を用いる．

そのほかには，ケータイ本体のハ

ードウェアに手を加える必要はな

く，センサジャケットとの間で制御

コマンドや測定データのやり取りを

行うためのアプリケーションをイン

ストールするだけで利用できる．

3.4 通信シーケンス
通信シーケンス例を図3に示す．

ケータイ本体にセンサジャケット

を装着した状態で，ケータイ上で対

応するアプリケーションを起動する

（図3①）．アプリケーション上でユ

ーザが「測定」ボタンを押すなどの

操作を行う（図3②）と，FeliCaを

通じて測定開始のコマンドがセンサ

ジャケット内のマイコンに通知され

る（図3③）．マイコンはセンサを駆

動して測定を行い，その結果をふた

たびFeliCaを通じてケータイ本体の

アプリケーションへ送信する（図3

④）．測定結果のデータはケータイ

本体のアプリケーションによって表

示・保存される（図3⑤）．

4. 試作したセンサ
ジャケットの概要

今回は本システムを具現化した一

例として，MEDIAS�＊6WP（N-06C）

に装着可能な3種類のセンサジャケ

ットを試作した．

各センサジャケットに搭載したセ

ンサ素子と測定アルゴリズムについ

ては，それぞれ専門のセンサベンダ

に技術協力いただいた．

4.1 女性向けセンサジャケット
女性向けセンサジャケットの外観

を図4に，測定結果表示例を図5に

示す．

呼気中の口臭とアルコール量を測

定できるセンサのほか，特に外出時

に女性が気にすることの多い紫外線

量を測定できるUVセンサを搭載し

た．

口臭とアルコール量については，

半導体式のガスセンサによって測定

した値を基に，口臭・アルコール量

をそれぞれレベル1～5の5段階で

表示する．

紫外線量については，WHO

（World Health Organization）＊7の定

めているUVインデックスに基づき，

センサで検知した紫外線量を11段

階で表示するほか，測定した場所の

位置情報を取得し，測定結果の履歴
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＊5 NFC TypeA/B：FeliCa�のような非接触
通信技術．国際的にはISO14443 Type Aと
Type Bが有名．

＊6 MEDIAS�：NECカシオモバイルコミュ
ニケーションズ㈱の登録商標．

＊7 WHO：世界保健機関．
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を地図上に表示することもできる．

4.2 健康管理センサジャケット
健康管理センサジャケットの外観

を図6に，測定結果表示例を図7に

示す．

測定者の性別，年齢，身長，体

重，ウェストサイズを入力後，セン

サジャケット側面の4カ所に付いて

いる電極を両手の人差し指と親指で

挟むことで，体脂肪率と筋肉率を測

定することができる．

また，測定結果をユーザごとに管

理し，過去の測定履歴を表形式やグ

ラフ形式でわかりやすく表示するこ

ともできる．

4.3 災害対策センサジャケット
災害対策センサジャケットの外観

を図8に，測定結果表示例を図9に

示す．

ガンマ線を検出する半導体式の

センサを搭載し，線量当量率＊8（μ

Sv/h）をリアルタイムに測定する

ことができる．

測定した場所の位置情報を取得

し，測定結果の履歴を地図上に表示

できるほか，あらかじめユーザが設

定したしきい値を超えた場合に警告

音を鳴らしたり，警告を表示するな

どして，行政機関などに連絡するこ

とを促す機能を実装している．

4.4 ユースケース例
個々のユーザがそれぞれ各自に必

要なセンサジャケットを選んで利用

するというユースケースのほかに，

1人のユーザが複数のセンサジャケ
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＊8 線量当量率：単位時間当りの人体に対す
る放射線の影響の大きさを表す値．放射
線量と呼ばれることもある．
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図5 女性向けセンサジャケットを用いた測定結果表示例
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ットを所有し，時と場合に応じて着

せ替えるということも考えられる．

例えば，外出先で女性向けセンサジ

ャケットを装着してその場所での紫

外線量を測定し，子供と一緒に公園

に遊びに行くときは災害対策センサ

ジャケットに着せ替えて放射線量を

測定し，エクササイズ後には健康管

理センサジャケットに着せ替えて体

脂肪／筋肉率を測定する，というこ

とが考えられる．

このように，必要なときに必要な

センサジャケットに着せ替えること

で，ケータイ本体に搭載されていな

いセンサであっても容易に利用する

ことが可能になる．

5. あとがき
本稿ではカスタムジャケットにセ

ンサなどのハードウェアを搭載した

着せ替えセンサジャケットのシステ

ムを解説した．

ケータイとセンサジャケットとの

データのやり取りにFeliCaを利用す

ることで，通信のための初期設定が

不要なだけでなく，搭載センサの種

類によっては，センサジャケット側

への電池の搭載を不要にできる．

さらに，センサ単体では実現が困

難であったさまざまなケータイ機能

との連携が容易になるため，センサ

の活用範囲を広げることができ，移

動体通信事業者だけでなく，端末メ

ーカやセンサベンダなどを含めた新

たな市場の創出につながると考えて

いる．
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体脂肪率・筋肉率の測定結果例 
 

体脂肪率・筋肉率の測定履歴例 
（グラフ表示） 

2012年3月 

図7 健康管理センサジャケットを用いた測定結果表示例

放射線センサを 
内蔵 

図8 災害対策センサジャケットの外観

放射線量の測定結果例 
 

放射線量の測定履歴の表示例 
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図9 災害対策センサジャケットを用いた測定結果表示例
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