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背景
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産業構造ビジョン2010から（平成22年6月）

• 医療・介護・健康・子育てサービスについて

1. 生活の質を高める医療・介護・高齢者生活支援関連サービス産業の創出
• 2015年、年金・医療・福祉等の社会保障給付費は117 兆円に達すると推定される

• 政府に求められる役割

– ノウハウを持つ事業者が医療・介護との連携を円滑に行うことができる環境整備

– 医療・介護とその周辺のビジネスにむけての不必要な制度リスクの取り除き

– 加えて、基本的なビジネスモデルに基づく医療・介護機関との連携のあり方や必要な
標準化が必要標準化が必要

2. 医療サービス分野の国際化
• タイやシンガポールでは、各々128万人、67万人（いずれも各国保健省調べ）もの外国人（同

伴者を含む）が医療目的で訪問

3. 医薬品、医療機器、介護ロボット分野における世界市場の獲得

• 日本の研究開発環境の魅力低下から、外資系製薬企業は国内研究開発拠点を次々と閉鎖し、
中国に研究拠点を移す動きが活発化、など

産業構造審議会産業競争力部会報告書より
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• ITU-T TSAGにおいて (2010/2/8-2/11)
– Objectives of the ITU-T are:

• …..
• 5.5.2 Objective 2 – Producing Global Standards:

– …..
– To standardize services and applications meeting global user 

needs that relies not only on state-of-the-art technologies but 
also on matured proven technologies with, e.g., interoperability, 
robustness reliability cost-effectiveness and ease of installation

Objective of ITU-T in the ITU Strategic and 
Operational plan 2012-2015

robustness, reliability, cost effectiveness and ease of installation, 
operation and maintenance.

*ITU-T： 国際連合の専門機関の一つITU（国際電気通信連合）の下部機関で，
データ伝送を含む通信関係の国際標準化を行う電気通信標準化部門

*TSAG: 電気通信標準化アドバイザリグループのこと

グローバルなユーザニーズに対するサービスアプリケーションの標準化に向けて、
先端技術だけでなく成熟した実証済み技術も取り込むとの文章が合意された。
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• 新興市場では、携帯電話がデータ通信の手段になりつつある
– 2009年末の携帯電話総加入件数7億47万件で、普及率は56.3％（中国工業・情報化部、

2010/2/3）で、移動データユーザ数が顕著な伸びで、前年の39.8％から51.5％へ

– 2009年末の携帯電話の総加入件数が5億604万件で普及率は44.73％（インド電気通信管理
局（TRAI）、2010/1/29)で、移動データユーザ数は10%

• インド通信情報省のルーラルエリアを対象としたUniversal Service Obligation Fund（USO基金）など

で、携帯電話とQoLセンサを組み合わせた健康管理サービスを急速に伸ばしていくことも考えられる

誰でも考えるQoLセンサ＋携帯電話で遠隔健康管理

5300km巡回健診

リオ・グランデ・ド・スール連邦大学医学部 森口秀幸大学院教授の資料より

イヤホン
オーディオテクニカ
ホームページより

アドバンスド
メディカル社
SpO2

アクセサリ型
心電計
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いたるところで健康管理/増進プロジェクト推進

• 多数のセンサ利用プロジェクト
– 総務省 ICT技術を用いた安心安全ネットワーク

– 経産省 ITを活用した健康管理システム

– 厚労省 老人保健健康増進プロジェクト

– 国交省 安全・安心な地域づくりプロジェクト

– 文科省 次世代型の健康管理支援システム

....

[医学学会]

[あ行]
・・・.
日本アレルギー学会
・・・
[さ行]
・・・
日本心血管画像動態学会
日本心血管インターベンション学会
日本心身医学会

短距離無線

様々なプロジェクト
様々な学会と連携
様々な無線を利用

日本心身医学会
日本心臓血管外科学会
日本心臓病学会
・・・
[わ行]
・・・

合計273学会

[情報通信関係学会]
・・・

Bluetooth SIG

ZigBeeアライアンス

ANT+ アライアンス

IEEE802.15.6

小型省電力化

サイロ型システムへ

日本A社

日本B社

日本C社
・・・
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だいたいシステム構成は同じ

コーディ
バックエンド

サーバ

サービス
サービス

サービス

センサからのデータ送信で
様々な短距離無線を利用

バックエンドに様々なプラットフォームを利用

電池

ネータ短距離無線
ネットワーク

非侵襲
センサ

携帯端末各種
センサ
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共通プラットフォームはどうする？

プラットフォーム

センサ

短距離無線ネットワーク
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健康長寿とUMeプロジェクト
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健康長寿



高齢者の寝たきりの期間とその原因

杤久保 修教授の資料から

11Copyright(C) 2010 Medical school, Yokohama City University All right reserved.



高血圧（H）・糖尿病（G）・高脂
血症（L）・高尿酸血症（U）・腹
部型肥満（O）など

脳卒中・心臓病など
動脈硬化

生活習慣病の階層構造

部型肥満（O）など

アルコール（A）
喫煙（S）
食塩（S）

ストレス（S）
・・・

運動不足（E）

杤久保 修教授の資料から

Copyright(C) 2010 Medical school, Yokohama City University All right reserved. 12



Ｓ Ｏ Ｓ

Ｓａｌｔ過剰摂取
12ｇ/日→5ｇ/日 Obesity

内臓型肥満
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
（HOGUL) Stress

（Sleeplessness）

H

効果的戦略

負荷のかからない方法で正確に測定したい

H
血圧評価・管理ICT化

空間的問題
（数千万人）

時間的問題
（十万個/日）

脳血管障害予防・要介護者減少

そ し て

杤久保 修教授の資料から
Copyright(C) 2010 Medical school, Yokohama City University All right reserved.
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UMeプロジェクト

神奈川県予防医学協会 杤久保 修 理事・循環器病予防部長の提唱する
ビキタ 保健医療シ ムを実現するため 開発プ ジ クト ある

ユビキタス保健医療システムとは、
誰もが安心して容易に利用できる
オンデマンド型の保健医療サービ
スである

ユビキタス保健医療システムを実現するための開発プロジェクトである

 対象
– 心電計,血圧計,SPO2センサー,呼吸センサー, 加速度計を中心とした機器
– センサからのデータを処理するオープンソフトウェアによるデータ管理機構

 状況
– NICTを含め、会社が集まり、現場への適用を目指した技術開発と検証をH21年度まで行った
– この開発技術とその検証結果を生かした、実証実験プロジェクト立上げ中
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集団検診システム（UMe-1）

• 業務用検診機器＋無線ネットワーク＋システム
– 検診機器

• 1次開発対象機器は、身長、体重、血圧他、および生化学機器
– 無線通信ボックス

• 省電力ネットワーク（ＭＡＣ）とセキュリティ
• IEEE802.15.6目標に開発

– 標準化への取り組み
• 既存検診機器の共通HWインタフェースはRS-232C
• 検診に最適な使いやすい共通無線ネットワークとセキュリティ

検診機器の共通デ タ表現とプライバシ確保

問診

腹囲

身長、体重
• 検診機器の共通データ表現とプライバシ確保

– システム検証
• H21年度で基本動作確認完了

移動検診先での集団検診

血圧他

肺機能

聴力

視力

尿

生化学

ECG

XP

眼底

超音波

RFID Ring認証

RS232-C

電池駆動

・
・

・
・

15



UMe-1(夢ワン): : 現場での基本動作検証

• 業務用検診機器＋無線ネットワーク＋システム

次世代の集団検診システムに向けて、現システム下で
の効率化を図る予定である。

既存検診機器からデータを集めるにあたって、無線通
信インタフェース(Bluetooth,Zigbee,…)、同インタ

フェース上でのデータ受け渡しプロトコル、および機
器データ表現(ISO/IEEE11073 … )の標準化が必要であ

血圧検診風景

器デ タ表現(ISO/IEEE11073,… )の標準化が必要であ
る。

CEATEC2009展示
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家庭向け健康指導システム(UMe-2）

• ウェアラブルセンサⅡ型＋BAN＋生体データ同時表示（コーディネータ含）
– 軽量ウェアラブルセンサ

• 第2世代アクセサリ型心電計（加速度、温度含）、呼吸センサⅡ型、手首/上腕型血圧計など
• コーディネータ1つに対してウェアラブルセンサ10個程度の構成

– BAN
• コイン型充電池で24時間以上動作する省電力ネットワーク（ＭＡＣ）とセキュリティ
• IEEE802.15.6目標に開発

– システム検証
• H21年度で基本動作評価完了

将来の広域分散デ タ管理機構上で動作する生体デ タ同時表示システム• 将来の広域分散データ管理機構上で動作する生体データ同時表示システム

屋内自宅健康管理

無線LAN(WiFi)など

コーディネータと
そのシステム

無線機能付指輪型
パルスオキシメータⅡ型

アクセサリー型心電計
Ⅱ型（加速度、温度含）

手首/上腕型血圧計

呼吸センサⅡ型

屋外健康管理
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UMe-2((夢ツー夢ツー):):セキュアBAN

 セキュア省電力BAN
– 省電力セキュア無線ネットワーク技術を搭載し、携帯端末（コーディネータ）と複数の暗号セン

サとの間で１対Ｎの送受信同期を実現
– コイン型充電池１つで24時間以上連続動作を実現
– セキュリティでの暗号化キー設定操作は必要なし
– MAC/PHY,AES128-CBC,自動暗号化キー生成+センサアプリケーション8-bit CPU, 29KB 

ROM, 2 KB RAM
 20グラム以下の第2世代アクセサリ型心電計

– 不整脈検知とその外部への緊急連絡を行うアクセサリ型双極誘導心電計
セキュアBAN機能を搭載し 体表にペンダントのようにぶらさげて長期間着装していることが– セキュアBAN機能を搭載し、体表にペンダントのようにぶらさげて長期間着装していることが
できるように電極を改良

アクセサリ型心電計

SpO2センサ

呼吸センサ

データ集積携帯端末
(コーディネータ)

異なる種類の生体センサから送られてくるデータ
それぞれの暗号化と時間的順序関係の保存

加速度 心電体表温度

第2世代アクセサリ型心電計
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心電計, 呼吸センサ、耳孔内温度計のセキュアBAN構成

 アクセサリのようにぶらさげ、不整脈検知を行う双極誘導心電計

 蒲団の下に敷いて、睡眠時の呼吸及び心拍を取り出す呼吸センサ

 耳穴に入れて、深部体温測定のための耳孔内高精度温度計

19

H1N1の兆候は、心拍変動、体温、酸素飽和度でみると言われている

SpO2開発費不足でBAN構成できず



• Wearable sensors in a BAN keep working more than 24 hours continuously under 
limited power supply

• Wearable sensors weight less than 20grams and  dry electrodes not to hurt skin
• A BAN provides vital data ordering among sensors involved in the network
• A BAN keeps privacy in wireless data transfer
• A BAN configures sensors automatically and provides simple setup operations 

for a user

低消費電力センサとセキュアBANの要求仕様

1. 低消費電力BAN
2. 複数のセンサから得るデータの順序関係保存
3. 低消費電力暗号と暗号キー生成
4. 利用者が簡単にセットアップできる事

Empirical Evaluation of Zero-admin 
Authentication for Vital Sensors in Body 
Area Networks, IEEE EMBC2008

Low-power Secure Body Area Network 
for Vital Sensors toward IEEE802.15.6,
IEEE EMBC2009
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オープンソースを用いたUMeフレームワーク

UMe data display心電
加速度

温度

Teeda

T t

Apache
Searsar2

UMe
data
store

呼吸 SpO2 …
ポータル

UMe data 
portlet

Internet Explorer 

Windows

クライアントソフトウェア
オープンソースを用いたUMeフレームワーク

UMe data display心電
加速度

温度

Teeda

T t

Apache
Searsar2

UMe
data
store

呼吸 SpO2 …
ポータル

UMe data 
portlet

Internet Explorer 

Windows

クライアントソフトウェア

UMe-2健康管理バックエンドシステムの構成

• 1次評価としてオープンソースをベースにシステムを試作
– Javaを使った開発の生産性を高めるために開発されたフレームワークSeasar2と

その上のJSF(Java Server Faces)実装Teeda
– Read-onlyを意識した広域分散機能Hadoop基本部

Tomcat
Java
Windows

サーバソフトウェア

ウェアラブル
センサ

Physical (PHY)

Data link (MAC)

アプリケーション

省電力無線ネットワーク
BAN

コーディネータ
（携帯など）アクセサリ型心電計

血圧計

…

ボディエリアネットワーク

データ

Tomcat
Java
Windows

サーバソフトウェア

ウェアラブル
センサ

Physical (PHY)

Data link (MAC)

アプリケーション

省電力無線ネットワーク
BAN

コーディネータ
（携帯など）アクセサリ型心電計

血圧計

…

ボディエリアネットワーク

ウェアラブル
センサ

Physical (PHY)

Data link (MAC)

アプリケーション

省電力無線ネットワーク
BAN

コーディネータ
（携帯など）アクセサリ型心電計

血圧計

…

ボディエリアネットワーク

データ
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BANまわりの標準化BANまわりの標準化
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ボディエリアネットワーク（BAN)とは

日経エレクトロニクス2007年4月23日号より http://www.ieee802.org/15/pub/TG6.html
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BANの標準化と他の標準化との関係

PANインタフェースMedical
Equipment

Manager

Pulse Oximeter

IEEE 11073-10404 Pulse oximeter
IEEE 11073-10407 Blood pressure monitor
IEEE 11073-10408 Thermometer
….

PC

Wearable
Sensor

BANインタフェース

ISO/IEEE 11073 Personal Health Device

ECG

O2

TLV format
(type-length-value)

生体/生活センサ 医療用・健康管理用機器 医療情報システム

Weight scale

Glucose meter

Personal
Healthcare

Device

Cellular
phone

….

….
Physical  (PHY) 

Data link (MAC) 

Network (IP)

Transport (TCP)

Application

PHD in USB-IF

HDP in Bluetooth SIG

Physical (PHY)

Data link (MAC)

Application

Wireless

Wired

IEEE802.15.6

SpO2

Breath sensor

….

Continua

Coordinator
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BAN周辺でのマルチスタンダード化

 ICT分野では、住み分けを前提としないマルチスタンダードが多くみられるようになってきた

 短距離無線IEEE802.15は利用目的にあわせて機能を絞ることから複数の無線ネットワー
ク規格がある

 IEEE802.15仕様から機能選択して、フォーラム標準を規定する流れである

 既存のフォーラム活動は、帯に短しタスキに長し

短距離無線ネットワークでの業界団体(フォーラム)
アライアンス

無線LAN
→省電力化

IEEE802.15.1 MAC/PHY

Bluetooth SIG

デジタル機器用の近距離無線通信規格の1つ 家電向け短距離無線通信規格の一つ

ZigBeeアライアンス

…
IEEE802.15.4 MAC/PHY
ZigBee NWK/APS/ZDOプロファイル

省電力 MAC/PHY

ANT+ アライアンス

→省電力化 →省電力化

ボディ・エリア・ネットワーク（BAN）
省電力短距離無線通信規格の１つ
（NICT中心に標準化中、H22年度中）

IEEE802.15.6 MAC/PHY

Proprietary省電力 MAC/PHY

産業界はどれを採用すれば効率が良いのか、団体参加料、帯に短しタスキに長し
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IEEE802.15.6標準化活動と NICT

N 医療⽀援 グル プが h と をとり 主導し

◆Activities to Achieve International Standard (IEEE.802.15.6)
May 2006: BAN Interest Group (IG) established
Nov 2006:  Promoted to BAN Study Group (SG)
Dec 2007:  Promoted to BAN Task Group (TG)
Mar & May 2009： Draft Standard Proposals 
Mar 2010:  Agreement of Baseline Document
May 2010: Drafting started
End of 2010FY: IEEE802.15.6 Standardization finished

NICT 医療⽀援ICTグループがVice chairmanとsecretaryをとり、主導している

＊NICT 医療支援ICTG 浜口氏より
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ネットワーク第2層(MAC)

セキ

IEEE802.15.6の内部構成

セキュリティ

• 複数の無線を想定したPHY層で、さまざまなBAN利用アプリケーショ
ンを目指したMAC層から成っている

超広帯域無線
（UWB）

狭帯域通信
（NB)

人体通信
（HBC)

MAC層
ノンセキュアモード

MAC層
セキュアモード

セキュリティ

ネットワーク第1層(PHY)
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IEEE802.15.6が利用する無線通信

• N対１通信で、省電力のウェアラブル機器から送られるデータの順序関係を
保存するためには、1Mbpsを超える送信レートが望まれる

1395 -1400902-928602-614

420-430

440- 450

国際的に共通

な周波数帯 （単位： MHz）

日本

米国

24
00MICS

WMTS

ISM-

主要各国の医療用途の周波数

3400-4800
7250-8500

950 - 956

※主要各国ともMICS/WMTSともに2次業務（国際分配は気象または無線標定等であり移動業務は２次業務）

2400 2483

863-870

420 - 430

440- 450

402 - 405

40
1 -

40
2

40
5 -

40
6

米国

欧州

韓国

既存無線規格狭帯域無線通信システム無線
インタフェース

1427-1432

23
60

-

ISM band

： ペースメーカ/埋込

型除細動器用
： 医療テレメータ用 ： 検討中： 多目的に利用可

超広帯域無線システム

： 各国共通： 各国独自
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2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2nd re-circulation complete >

C t l ti 2 t i l ti

IEEE802.15.6 2011スケジュール

The 802.15 WG approved the 802.15.6 WG letter ballot and 
forwards the P802.15.6 Draft d02 to Sponsor Ballot

Comment  resolution, 2st recirculation > > >

3rd re-circulation complete > > > > >

Comment resolution, prepare for sponsor ballot / Seek EC 
Approval for sponsor ballot cond appr 11/10 > > >

Seek EC approval for RevCom > > >

参照 From “TG6 Opening Report for the TG6 Session in January 2011 ”
doc.: IEEE 802.15-11-0037-00-0006 2011/1/18
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IEEE802.15.6と業界団体との関係

病院内医療機器 医療情報
システム

アプリケーション
ウェアラブル

センサ

ISO/IEEE 11073 
Personal Health Device

アプリケーション

TLV フォーマット

BANの世界 PANの世界

• 病院などを対象にPANでは様々なレイヤでの標準化が進んでいる
• IEEE802.15.6を基本としたBAN領域の業界団体は無い

HDP in Bluetooth SIG

Physical (PHY)

Data link(MAC)

Network (IP)

Transport (TCP)

センサ

有線
無線

Continua
Physical (PHY)

Data link (MAC)

省電力無線

…

BAN
コーディネータ

（携帯、自宅光モデ
ムなど）

アクセサリ型心電計

血圧計

IEEE802.15.6

…
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ボディエリアネットワーク（BAN）への取組み

娯楽、楽しく健康

BAN
BAN

ホ ケ

• 医と健康を中心とした適用を中心に、
さらに広範囲に

• 利用する周波数及びデータの種類に
より、様々な応用が考えられる

健康見守り

メディカル

BAN

BAN

BAN
ホームヘルスケア
作業時の健康管理
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バックエンドシステムまわりの標準化
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大手IT企業 ...

BANのバックエンドは従来のEHRプラットフォームか

• 医療機関が医療記録を管理するサイロ型EHRシステム
– 公共を含む医療事業体がフィールド情報管理を行うため、悪用を防げる

– EHR（Electronic Health Record：電子健康記録）は、電子的な医療情報を個人の
視点で長期にわたって活用しようとするものだが、どうしてもサイロ型EHRシステ
ム構築の話になってしまう

電子カルテなど

患者個人
公共を含む
医療事業体

医療提供

受診

33



BANのバックエンドはPHRプラットフォームか？

• 米Microsoftが「HealthVault」を発表

機密性が高い個人情報に対して、その保護とセ
キュリティの確保が重要である。管理する健康情
報や共有先、家族への情報提供、個人が特定で
きない形での統計分析などにルール整備などが
必要である。 （日経メディカルOnline）

• 米Googleが「Google Health」を発表

• 米IBMが、米Googleおよびコンティニュア
ヘルス アライアンス（Continua Health 
Alliance）と医療分野で協力

ルール整備に加えて、拡張性が高く、運用コスト
削減を図る事ができるコンピュータ分野の最新
技術導入が重要である。

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/it/report/200908/511905.html
日経メディカルから

×
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データから見たEHRとPHRの関係

• PHR(Personal Health Record)を中心とした健康管理（予防）で扱うデータ量
は、EHR(Electronic Health Record)など医療で扱うデータ量と大きな違い
があるとともに、増え方も大きい

– 常時取るバイナリ・データは大きくなるし、扱うユーザ数も増えていくと…
– 血圧・体重は、1人、32バイトx365日x100万人≒11.7GB
– 心電は、1人、32バイトx234(128ms,30秒)ｘ365日x100万人≒2700GB=2.7TB
– 呼吸は、1人、32バイトｘ28800(1sec,8時間)x365日ｘ100万人＝336000000GB=336000TB=336PB

• GoogleEarthの扱う画像データ量は、2006年公表時で70TBであったg

健康管理（予防）

仮想的な大規模データファイル

センター

Google

QoL-PaaS

Amazon

QoL-PaaSQoL-PaaS

Hadoop

データ投入

医療情報(EHR)システムへ

医療情報の交換

標準データ投入インタフェース
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• 米国では成人の７％がPHRを使っている

• PHRと3rdパーティアプリとの連携で、個人向けサー
ビスのeco systemができてきている

– 最近ではPHRサービスがオープン APIを整備し、既存
Social networking sitesとも連動してきている

• 一緒に運動しようとか、お互いの健康情報を交換するとか

– PHRは伸びているが、多くのアプリがまだ使いにくく、
PHRサ ビスから必要なデ タを取り出せない事も多

米国PHR関連情報

PHRサービスから必要なデータを取り出せない事も多
々である

• 信頼できる組織がSocial networking sitesにア
プリを提供し始めている

Luis Fernandez-Luque, et al;"Personalized Health Applications in 
the Web 2.0: the emergence of a new approach",IEEE EMBS, Aug31-Sep4,2010
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• Microsoft HealthVault
– 18のPHRアプリは特定の病院のサポートがある

• 6つのアプリケーションは、心血管疾患関係3、糖尿病関係2、がん関係1、肥満1、メンタルヘルス1、フィットネス
と減量関係は5、オンライン薬局など5,その他

– 58のうち27アプリが、他のアプリとうまく同期できなかったり

– 24は有料で、クリニックとか保険会社との連携がある

– 有料アプリは、Health professionalsからのフィードバックが得られる

• Google Health

Microsoft HealthVault/Google Health

Google Health
– 22のアプリケーション

– 3つが糖尿病、2つが心臓病予防

– 7つは有料、2つが同期できない

Luis Fernandez-Luque, et al;"Personalized 
Health Applications in the Web 2.0: the 
emergence of a new approach",IEEE 
EMBS, Aug31-Sep4,2010

Microsoft HealthVault
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PHRプラットフォームモデル

検索

GoogleやMSなどのIT企業

PHRプラットフォーム機能

• 自分の医療/健康管理記録は自分で管理するモデル

• 拡張性が高く、運用コスト削減を図る事ができるデータ管理

患者個人

PHRサービス利用

公共を含む地域医療事業体

PHRシステムの構築・運営

プラットフォーム
機能を無償提供

PHRのフィールド
情報を無償提供

医療提供

受診
健康状態の提供
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XXX ...

PHRプラットフォームモデルの問題点

• 自分で記録管理するのだが、個人のデータ入力にインセンティブがない

– 個人に対して医学的に見守ってくれるという視点がない

• 個人の生体・生活データが安全性保証のないデータベースに入る

– 悪用されかねない

GoogleやMSなどのIT企業

患者個人

PHRサービス利用

公共を含む地域医療事業体

PHRシステムの構築・運営

プラットフォーム機
能を無償提供

PHRのフィールド情
報を無償提供

PHRプラットフォーム機能
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BAN-PHRオープンプラットフォームモデル

• 見守りと安心を提供する
– 自分の医療/健康管理記録は自分で管理する
– 余計な操作がなくて自分の自動的に生体データが取れる
– それを自動的に公共を含む地域医療事業体に送る

• BAN利用PHRオープンプラットフォームが必要である
– 容易な拡張可能性を実現する

XXX ...
*Google相当オープン分散データベース

PHRオープンプラットフォーム
利用者個人

BAN利用PHRサービス

公共を含む地域医療事業体

PHRシステムの安価な構築・運営

プラットフォーム機能を安価に実現
医療提供

受診
健康状態の提供

BAN

*Google相当オープン分散データベース: Hadoop
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QoL-SN研究会の取組みとビジネスモデルQ 研究会 取組 ネ
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QoL-SN研究会

• QoL(Quality of Life)-SNセンシング・ネットワーク研究会が発足した

• 設立趣旨と目標

• 我が国においても得意とする超小型機器からなるセンシング・ネットワーク領域でのインタ
フェースからアプリケーションにわたる標準化を実現し、個人の健康管理情報システムの充実・
発展を図ることを目的とする

• 使いやすい個人対応の安心健康管理（PHR：パーソナルヘルスレコード）サービスを目指し、多
様化するQoLセンサと近距離省電力無線ネットワークのインタフェースの違いを吸収するとと
もに、QoL-PHRサービスを提供サービスプラットフォームPaaS(Platform as a Service)を実
現する 共通イ タ を整える とを目標とする現する、共通インタフェースを整えることを目標とする

• 設立
• 平成22年7月5日（月）

• 事業活動
• 新たなQoLセンシング・ネットワーク利用者サービスを提供すべきユーザ層の発掘、様々な分

野のアプリケーション、端末、そしてセンサーに至る検討を行い、その標準仕様策定を行う

• QoLセンサ開発WG(SNWG）、QoLアプリケーション開発WG(APWG）

• 参加団体(事務局 財団法人 電波技術協会)
• 企業28社、2独立行政法人、地方公共団体・財団など
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標準化とビジネスモデルとの関係

標準化第１ビジネスモデル

標準化第２ビジネスモデル

標準化第３ビジネスモデル

標準化第４ビジネスモデル

・伝統的な部品、材料の標準化

・オープン環境で最も多用される

・低コスト大量普及、低コスト調達のための標準化

・互いに協力しあって巨大市場を創出するための場

事業化シナリオと
連 携 し た 標 準 化
取 得 推 進

外
部

標準化第１ビジネスモデル

Copyright (C) 2010東京大学小川紘一教授の標準化モデルより

巨大な

完全オープン

市場

統合型プラットフォーム構築

オープン環境をコントロール

する仕組みの刷り込み

Turn-key
solution

インタフェースのオープン標準化

標準化第2ビジネスモデル

摺
り
合
わ
せ
型

テクノロジー・イノベーション

（ブラックボックス領域）

部
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
標
準
化

産業界主導
BANインタフェース標準化

摺り合わせ型完成品

基幹材料・基幹部品

知的財産

電池

コーディ
ネータ短距離無線

ネットワーク
非侵襲
センサ

バックエンド
サーバ

サービス

携帯端末

サービス
サービス

摺り合わせ型
モジュラ型

産業界主導サービス
インタフェース標準化各種

センサ
オープン化

43

BAN

BAN利用PHRオープン
プラットフォーム



産業界中心のメンバー構成

• 超小型機器からなるセンシング・ネットワーク、そのアプリケーションにわたる
分野で、さまざまな企業がそれぞれの立場で参加している

ファイル

コーディ
ネータ短距離無線

ネットワ ク

サーバ

サービス
サービス

QoL
プラットフォーム

QoL-SN標準仕様

ネットワーク

電池
携帯端末

センサQoL
センサ QoL-SN標準仕様

•IEEE802.15.6を基本部としてMACプロファイル定義を行う
•様々なセンサーのデータ形式を満たすフォーマットの策定を行う

センサーネットワークWG(SNWG）参加企業群

•PHR-PaaSインタフェース標準仕様策定を行う

アプリケーションWG(APWG）参加企業群個人情報を扱わない領域

個人情報を扱う場合は既出方式を採用

44



QoLセンサ開発WG

• センサのBAN標準インタフェース
を策定する
– BANの基本部であるネットワーク物理

層(Physical, PHY)とデータリンク層の

下位副層である媒体アクセス制御層
(Data link, MAC)は、
IEEE802.15.6WGにおいて遅くても
2011年春を目標に標準化が進む

コーディ
ネータ短距離無線

ネットワークサ
携帯端末

各種
センサ BAN

2011年春を目標に標準化が進む

– UMe-2 BAN仕様を参考に、様々なア

プリケーションを短距離無線ネット
ワーク非依存で効率よく構築できるよ
うに、IEEE802.15.6をその基本部とし
て短距離無線の違いを吸収するMAC
プロファイル定義を行う

– 様々なセンサーのデータ形式を満たす
効率的なフォーマットの策定を行う

ウェアラブル
センサ

アプリケーション

省電力無線 BAN
コーディネータ

IEEE802.15.6など

PHY1

MAC1

PHYn…

MACn…

Virtual MAC

プロファイル

データ形式
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BAN周辺でのマルチスタンダード化

 ICT分野では、住み分けを前提としないマルチスタンダードが多くみられるようになってきた

 短距離無線IEEE802.15は利用目的にあわせて機能を絞ることから複数の無線ネットワー
ク規格がある

 IEEE802.15仕様から機能選択して、フォーラム標準を規定する流れである

 既存のフォーラム活動は、帯に短しタスキに長し

短距離無線ネットワークでの業界団体(フォーラム)
アライアンス

無線LAN
→省電力化

IEEE802.15.1 MAC/PHY

Bluetooth SIG

デジタル機器用の近距離無線通信規格の1つ 家電向け短距離無線通信規格の一つ

ZigBeeアライアンス

…
IEEE802.15.4 MAC/PHY
ZigBee NWK/APS/ZDOプロファイル

省電力 MAC/PHY

ANT+ アライアンス

→省電力化 →省電力化

ボディ・エリア・ネットワーク（BAN）
省電力短距離無線通信規格の１つ
（NICT中心に標準化中、H22年度中）

IEEE802.15.6 MAC/PHY

Proprietary省電力 MAC/PHY

産業界はどれを採用すれば効率が良いのか、団体参加料、帯に短しタスキに長し
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IEEE802.15.6は上乗せではなく選択で

短距離無線ネットワークでの業界団体(フォーラム)

Bluetooth SIG

ANT+ アライアンス

ボディ・エリア・ネットワーク（BAN）

• QoL-SNの概念にのっとり、目的に合った機能選択が必要

• IEEE802.15.6は機能選択ができる仕様となっている

• IEEE802.15.6ベースでさらに省電力化を進めた自前ソースコードがある

47

ZigBeeアライアンスIEEE802.15.6 MAC/PHY

超広帯域無線
（UWB）

狭帯域通信
（NB)

人体通信
（HBC)

MAC層
ノンセキュアモード

MAC層
セキュアモード

ネットワーク第2層(MAC)
セキュリティ

ネットワーク第1層(PHY)

セキュリティ



QoLアプリケーション開発WG

• PHR-PaaS標準インタフェー
スを策定する
– 見守りと安心を提供するアプリ

ケーション、及びそれらアプリ
ケーションの構成要素について
合意する

– 各社のソリューション及び
UMe-2バックエンドシステムな
どを参考に、健康管理クラウド
を想定したオ プンプラット

バックエンド
サーバ

サービス
サービス

サービス

BAN利用PHRオープン
プラットフォーム

を想定したオープンプラット
フォームのインタフェースを定
義する

– 海外での健康管理クラウドイン
タフェース標準化活動も参考に
する

– どこで信頼性を確保して、運用
コストをどこまで下げることが
できるか

XXX ...

*Google相当オープン分散データベース
PHRオープンプラットフォーム

利用者個人

BAN利用
PHRサービス

公共を含む地域医療事業体

PHRシステムの安価な構築・運営

PaaSプラットフォームを安価に実現

医療
提供

受診

健康状態の
提供

BAN

*１例としてGoogle相当オープン分散データベースHadoopを利用した図
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QoLアプリケーション開発と実証実験

センター(A)アプリケ ション

• 仕様策定後の実証実験は、同環境を提供していただける団体下で行う

• 現在、さまざまな検討を行っている

仮想的な大規模データファイル

センタ (A)

Server N

dataNode dataNode

NameNode

dataNode

Secondary
NameNode

センター(B)

Server 1

dataNode

NameNode
Server 2

dataNode

Secondary
NameNode

広帯域ネットワー
ク

….

XXX

QoL-PaaS

YYY

QoL-PaaSQoL-PaaS
Hadoo

p XXX
QoL-
PaaS

………

アプリケーション
B アプリケーション

A

センサーからのデータ投入
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QoL-SN研究会の活動について

公共を含む保健医療事業体など

提案採択

• 専門分野が異なる参加者の専門を生かして、統合成果を出すともに、Win-Win
関係を構築する

– チップ、MAC搭載、セキュリティ搭載、BANアプリケーションプロトコル

– 広域分散ファイルシステム、健康管理クラウドに向けたBAN-PHR PaaS

QoL-SN研究会

システム開発取りまとめ組織

各種サービス

PHRオープンプラットフォーム
利用者個人

公共を含む地域医療事業体

BAN

提案採択

仕様開発へ

XXXWG アプリケーション
開発WG

センサ
開発WG
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スケジュール

2010 2011

12 37

7/5研究会開始

4

2012

329 11

QoL-SNシンポジウム

QoL-SN MAC及びPaaS仕様ドラフトSep版

ドラフトFeb版

QoL-SNMAC及びPaaS仕様v1

ドラフトNov版

実センサでQoL-SN  MAC動作検証

QoL-SN  PaaS試作

実証実験システムへの適用
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QoL-SNシンポジウム

• 目的

QoL-SN (Quality of Life- Sensing Network)研究会は、ICTによる健康

長寿の実現を目指して、我が国の得意とする超小型機器からなるセンシ
ング・ネットワークからそのアプリケーションにわたる領域でのインタフェ
ースの「標準化」を実現し、個人のための健康管理システムの充実・発展を
図るため、本年７月より、多彩な産業界メンバーが結集して活動を重ねて
きました。

そこで本シンポジウムでは、上記のような社会的要請や国のICT政策をも踏
まえて、QoL-SN研究会によるこれまでの研究成果を更に発展させる方向
性について、産学官各方面からお集まりの参加者の皆様と考察します。

• 日時・場所

– 平成23年2月1日 13：30～17：00 メルパルク東京「瑞雲」

• プログラム

– 開会挨拶 ，来賓挨拶，基調講演，講演,発表そして交流会

– 展示も
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まとめと今後の取組み

53



まとめ

• UMeプロジェクトとして、実用を狙った共通インフラを構築した
– UMe-1はまず現場で使える事、UMe-2は臨床実験での利用ができる事を目指した

– ソースプログラム（MACおよびインフラ）を持つ事で、さまざまな要求に合わせこむ事ができる

• どのセンサー/機器からも使えるBANオープンソースプログラム提供の準備ができた

• どのセンサー/機器からみても共通のUMe-1/UMe-2統合オープンシステム提供の準備ができた

• IEEE802.15.6仕様策定とフェーズをあわせ、研究会参加企業提案や
UMeプロジェクト成果をベースに、同標準に準拠したQoL-SN標準仕様
の策定を開始したの策定を開始した
– IEEE802.15.6を中心に、ビジネス拡大を目指した標準化アプローチを取る

– 本年度以降、各種実証実験システム構築などを順次を推し進める

– QoL-SN研究会成果を元に、国際標準化を目指す検討を開始した
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今後の取組み

• 日常生活、仕事中など、「いかなる時でも」、「いかなる場所でも」、「中断させるこ
となく継続的に」、体調の変化を捉えることのできるQoL（Quality of Life）セン

サ技術とそれを利用したサービスを目指し、ユビキタス型保健医療システムを
実現する

いままで
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いかなる時も、いかなる場所でも、継続的に



具体的には

• 大学医学部や医療機関の後援の下、産業界中心のメンバー構成で、各社が得
意とする超小型機器からなるセンシング・ネットワーク、そのアプリケーション
にわたる領域での実用インタフェースの標準化を推進していく

医

健康長寿

生活習慣病の階層構造

脳卒中・心臓病など ICT活用地域医療情報連携 医

住食

ユビキタス型
ICT

システム

高血圧（H）・糖尿病（G）・
高脂血症（L）・高尿酸血症
（U）・腹部型肥満（O）など

アルコール（A）
喫煙（S）
食塩（S）

ストレス（S）
・
・・

運動不足（E）

＋

脳卒中 心臓病など

横浜市立大学医学部 杤久保修
名誉教授の資料より

ICT活用地域医療情報連携
日本版EHR基盤構築など
医療関係ICTフォーラム
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そして、広く利用できるように

• 多数のセンサ利用プロジェクト
– 総務省 ICT技術を用いた安心安全ネットワーク

– 経産省 ITを活用した健康管理システム

– 厚労省 老人保健健康増進プロジェクト

– 国交省 安全・安心な地域づくりプロジェクト

– 文科省 次世代型の健康管理支援システム

....

[医学学会]

[あ行]
・・・
[さ行]
・・・
日本心血管画像動態学会
日本心血管インターベンション学会
日本心身医学会

• 健康管理/増進プロジェクトが多数推進されているが、今後、これらの成果を
広めるために、本研究会標準インタフェース上に実現することを提案していく

様々なプロジェクト
様々な学会と連携
様々な無線を利用

日本心身医学会
・・・
日本心不全学会
日本心理学会
・・・
・・・

短距離無線

Bluetooth SIG

ZigBeeアライアンス

ANT+ アライアンス

IEEE802.15.6

小型省電力化

日本A社

日本B社

日本C社
・・・
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本研究会標準インタフェース上に実現
し、広く利用できるようにする



ご清聴ありがとうございました。

Q&Aへ
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