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Ⅰ 当該年度における計画と成果 
  

１．当該年度の担当研究開発課題の目標と計画 

アナログ生体信号をデジタル値に変換し、信号処理を行った後ワイヤレス通信にて本体に伝送する

超小型モジュールの開発を継続してきた。 

これまでに、10 ㎝角のマザー基板上に AD 変換機能、CPU 機能、Blue Tooth Low Energy  
を用いる通信機能およびワイヤレス給電機能を実装し、低ノイズで生体信号を伝送できる第一次の

機能試作を完了した。 
その後、超小型化までの中間地点として、3 ㎝角の小型試作を行い大きな課題のノイズ低減化とワ

イヤレス給電のコイル小型化の検討を実施した。結果として、実装面積を小型化しつつノイズレベ

ルは 10 ㎝角の時点と同じレベルを実現でき、モジュール消費電力 100mW を上回る 1W 程度まで 3
㎝角のコイルにてワイヤレス給電出来る事を確認した。 

 平成 29 年 4 月 1 日より、最終の超小型モジュールの実現に向け、これまでの開発を元   
 に設計資料、SW 仕様、ｺｰﾄﾞを開発してドキュメント化を目指す。 
 超小型モジュールは実際に試作を行い、モジュールサイズに対応した小型コイルを用い 
 たワイヤレス給電の検証も実行予定、 
平成 29 年 4 月 1 日現在の研究開発計画は下記の通り。 
 サイバニックシステムにおけるアナログ生体信号をデジタル信号に変換し、必要な 
 フィルタ処理を行った上で、サーバ機へ伝送するセンサー入出力処理用超小型 
 モジュールの開発 を最終目標とする。使用する LSI は小型化を実現しうる構成とし、   
 最終的には ADC はアナログフロントエンドと一体の LSI を使用し（AD7124*） 
  、Blue Tooth Low Energy LSI は ARM マイコンと一体である既存商品（nRF52）、又 
 ワイヤレス給電はローム製 LSI を候補とする。本プロジェクトでは上記 LSI を用い超小 
 型モジュールに向けた検証と技術確立を行う。 
 具体的には、超小型実装方式、パッケージング及び外部端子の接続方法の確立や、これ 
 まで開発したソフトウェアを新ハードウェアへの実装、さらには商品化を前提としたシ 
 ステム（セキュリティとセーフティを満たす）の為のソフトウェアとハードウェア方針 
 を確立する。    
   （期間：平成 29 年 4 月～平成 29 年 12 月） 

*：AD7124 は、プログラマブルゲインアンプを内蔵し、帯域制限は外付け 
 

一方、検討課題については、下記が想定されるが、これらについても ImPACT 研究開発推進

コアと相談、協議の上で進める。 
 

 検討課題１： 新 BlueTooth-LSI（ARM Cortex-M4 マイコン内蔵）への既存ソフトウェアの 
  移植と通信能力の見極め。 
 

  検討課題２： 超小型、高密度実装に向けた実装方法の確立 
検討課題３： ワイヤレス給電方式の確立 
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 検討課題４： セキュリティポリシーの確立 
   本デバイスは Blue Tooth Low Energy の無線を用いるため、セキュリティ 
   対策が必須となる。 
 検討課題５：異常系対応 
   異常動作への対策（異常処理）の方針をソフトウェア,ハードウェアそれぞれに連携 
   した形で確立する。 

 
  

 上記検討課題に対し、下記研究開発項目を設定し、研究開発を進める。 
2018 年 2 月末のプロジェクト終了時点で明らかにすべき技術課題は、上記の検討課題 
に記載した通り下記の点である。 
 
検討課題１：   新 BlueTooth-LSI への既存ソフトウェアの移植と通信能力の見極め 

 新たな MPU への移植完了と通信容量の増加の確認 
検討課題２：  超小型、高密度実装のための実装方法の確立 

 AD 変換 LSI, MPU 内蔵 BLE LSI、ワイヤレス給電 LSI の実装 
   検討課題３：  ワイヤレス給電方式の確立 

 コイルサイズと送受電コイル間距離の見極め。 
 検討課題４： セキュリティポリシーの確立 

 脅威と安全の観点からポリシー確立を目指す 
検討課題５： 異常系対応 

 既知の課題に照らし合わせた対応案の明確化を目指す 
 

２．当該年度の担当研究開発課題の進捗状況と成果 

2-1 進捗状況 
(a) システムの設計・開発 

∙ 検証用に超小型基板に対応した回路を設計、ADC、MPU 一体の新 BLE -LSI、無接点給電用

LSI 機能を実装し１０セット試作。 
MPU 一体の新 BLE－LSI への開発済の SW システムを移植完了。 

(b) 試作基板の動作確認 
∙ 超小型検証基板の動作を検証。 

 ・新ＢＬＥ－ＬＳＩでの圧縮機能、伝送能力の改善を確認 
(c) 上記 検討課題 1~5 に対し、検討を実施し設計に反映 

 
2-2 成果 

(a) システムの設計・開発 
本体の SD カード大の領域に、AFE+ADC-LSI、MPU 一体新 BLE-LSI、ワイヤレス給電（裏 
側への実装を想定）の各機能を搭載し、Firmware 書込み・検査・デバッグ等の各種インタ 
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 フェースはその外側に実装し、10 セットの試作を実施。 
 これまでに開発した SW の移植に成功し、動作確認 
 (課題１の検討結果) 
 ・無線方式 Bluetooth4.2 に準拠した新 BLE-LSI（nRF52）を搭載 
  PC 側受信側も同じ nRF52 を採用することで、下記の伝送帯域を確保 
 ・BLE の伝送帯域が広がったため（BLE4.2 対応の LSI を 採用したので最大パケット 
  サイズが拡大できた結果） 圧縮率を下げることが可能となった。 
 ・マイコンの処理能力向上によって生体信号圧縮に改善を実施。 
  処理負荷・エラー時の復帰容易さを考え 差分 PCM＋μ-law 方式を採用した。BLE で  
  の伝送レートは従来性能より大幅に拡大し、信号再現性も向上した。 
 ・BLE 間の接続  
  Just Works 関連の開発を進め LESC（LE Secure Connection*）対応を実装 
  ホスト（PC）側にスキャンされた BLE デバイス表示と選択機能を実装 
 ・倍率自動補正 最大倍率でのキャリブレーションに用いる中央値の計算の為に 
  デジタル IIR－LPF フィルタを新たに導入 
 ＊：LESC：BLE4.2 から導入されたセキュアな通信プロトコル。データの暗号化と 
   セキュアなペアリングを実現 
 (課題２の検討結果) 
 ・SD カード大の領域にコネクタを除く機能を実装し動作を確認 
  PM が取り組まれている新 ADC-LSI を用いる試作時にはパッケージサイズにより若

干の大きさの違いは生じるが、おおよそこのサイズに実装できることを確認。 
 ・マイコンを含めた全体システムの消費電力は、従来の約半分に削減できた。 

(b) ワイヤレス給電の開発 (課題 3 の検討結果) 
 複数の給電方式での給電可能距離、給電可能電力容量を確認した。 
                  ※ SD モデルサイズで 給電可能        

(c) セキュリティポリシーの検討、異常系対応（課題４，５の検討結果） 
 これまでの成果物のセキュリティ、異常系からみた評価を実施。 
 この評価には、最新の脅威分析手法であるアタックツリー分析を用い、全てのケースを 
 網羅した。 
 その結果、セキュリティ関連では BlueTooth 通信に関わる部分が攻撃ポイントになり得る 
 事が見つかり、異常系ではでは既知の課題に照らし合わせ検討した結果、ソフトウェアの不具 
 合やハードウェアの故障に起因するものが対応必要とわかり、分析と対策に関してリスク評  
 価シートと開発指針に纏めた。 
  

(d) 試作基板の動作確認 
∙ 差動生体電位センサーを装着し、無接点給電にて給電することで正常に動作することを確認。 

∙ 伝送後に波形が再現出来ているかについて同等であることを確認。 

∙ BLE 伝送時のパケットロスは、前回の試作機同様ほぼ発生しなくなったことを確認。 
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※ただし、他の Bluetooth 機器や Wi-Fi 機器等との電波干渉がある場合には、パケットロス

発生の可能性あり。 
∙ AFE ついては回路定数および測定方法を再検討し、ノイズレベルを確認。 

 
2-3 新たな課題など 

1.  今後の実システム開発時には、新 LSI の特性にあわせた AFE 周りの回路定数の選定や、ワ

イヤレス給電の受電コイルの実装など、現物にあわせた対応が必要。  
 
３．アウトリーチ活動報告 

 無し 
 


