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１． 序論
近年，無線通信技術の発展に伴い，人体周辺に
情報機器を配置して構成する人体無線網 (BAN:
Body Area Network)の研究が盛んに行われている．
BAN は情報機器に生体センサを組み込むことで患
者の生体情報をリアルタイムで取得することが可
能となるため，医療・ヘルスケア分野への応用が
期待されている．BAN は大きくウェアラブル BAN
とインプラント BAN の 2 つに分類される．ウェア
ラブル BAN は情報機器を人体表面に配置して人体
表面同士で通信を行うものであり，応用例として
心電計や血圧計が挙げられる．一方でインプラン
ト BAN は人体内外もしくは人体内同士で通信を行
うものであり，応用例としてカプセル内視鏡が挙
げられる．カプセル内視鏡は従来のワイヤー型の
内視鏡と異なり，患者がカメラや通信機器を搭載
したカプセルを飲み込むことで消化管内部の動画
像を外部へ無線で伝送する医療機器である．これ
により従来では困難であった小腸内部の検査を行
うことができる．さらにカプセル内視鏡は患者が
ケーブルを飲み込む必要が無いため，患者の身体
的負担が軽減され，より小さい身体的負担で消化

器官内の検査を行うことが可能となるという利点
がある．
現在のカプセル内視鏡で主流な周波数帯は 400
MHz MICS (Medical Implant Communication Service)
帯であるが，狭帯域周波数帯の制限を受けるため，
データレートは数百 kbps 程度に制限される．一方
でカプセル内視鏡はリアルタイムで画像伝送を行
うため，数 Mbps 以上の高いデータレートが求めら
れる．そこで本研究は，高速伝送が実現できる周
波数帯域である UWB (Ultra WideBand)帯に注目し
た．UWB 帯のもう 1 つのメリットとしては，高い
周波数帯域幅により距離の分解能が飛躍的に向上
し，UWB 帯による高精度なインプラント機器位置
推定も実現可能となる．しかし UWB 帯は 400 MHz
MICS 帯に比べて人体内での信号減衰が大きくなる
ため，通信の信頼性が低下してしまう懸念がある．
無線通信の信頼性の向上の手法として送受信機に
複 数 の ア ン テ ナ を 用 い る MIMO (Multiple Input
Multiple Output)伝送方式が挙げられる．本研究で
は，インプラント伝送にも適用可能な MIMO 伝送
方式及び UWB パルスに基づいた位置推定法の構
築を実施する．位置推定方式においては送信パル
スのスペクトル波形により距離分解能の向上の検

討を行った．UWB MIMO 伝送方式の開発において
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は IR (Impulse Radio)方式を用いた MIMO 伝送によ

パルスの到来時間を推定することによって送受信
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図2 UWBパルスの周波数スペクトル

により影響を受けるため，信号到来時間の推定に
は信号伝搬速度推定を行う必要がある．そこで，
本研究はパルスの伝搬速度と送受信間距離を同時
に推定可能なパーティクルフィルタによる方式を
採用する．本方式により，伝搬速度推定とインプ
ラント機器位置の同時推定が実現される．

送に着目する．ダイバーシチコーディング法では，
複数のダイバーシチブランチ信号を合成するが，
このときのダイバーシチ合成手法として選択合成
法，等利得合成法などが挙げられる．本研究では
等利得合成法を採用する．

3. 実験評価環境
本研究では UWB low-band 帯におけるインプラン
ト通信環境下での MIMO 伝送の有効性を評価する
ために，インプラント通信環境下での BER (Bit

図3 UWB帯送信アンテナの構造

図5 アンテナ特性測定環境
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ントムを用いた．図 1 に液体ファントムの電気定

図6 アンテナ反射係数特性

数を示す．また本研究では実験機器として UWB

1mm の距離分解能を達成できる見込みが大きい結
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製作が必要である．送信アンテナは人体内部で使

Spectrum Spreading)を用いた．送信機にはポートが

用することを想定しているため，本研究では液体

2 つ存在し，最大で 2 つの送信アンテナを接続する

ファントム内での使用に適したアンテナを製作し

ことが可能な機構となっている．図 2 に送信信号

た．図 3 に製作した送信アンテナの構造を示す．

の周波数スペクトルを示す．2 ダイバーシチアン

比誘電率 4，厚さ 1.6 mm の誘電体基板上に幅 1 mm

テナを用いる場合ではダイバーシチ合成手法とし

のアンテナエレメントをループ構造で設計した．
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図8 BER特性測定実験環境

図7 ファントム環境のパスロス特性

分とするグルーで覆った．また，受信アンテナは

テナの反射係数特性を取り除き，パスロス（PL）

人体表面で使用することを想定し，液体ファント

を算出した．図 7 は本実験によって得られたパス

ム表面での使用に適したアンテナを製作した．図

ロス特性を示す．図 7 から，本実験で用いる送受

4 に製作した受信アンテナの構造を示す．送信ア

信アンテナ間のパスロスは 10cm までの距離におい

ンテナに用いた基板と同様の電気的特性を持った

て 60dB 程度となっており，一般的な受信機で求め

誘電体基板を用いた．受信アンテナは液体ファン

られる受信電界強度を達成できる可能性が大きい

トム表面から 10 mm 離した位置での使用に適する

結果が得られた．

ものとし，構造は平板不平衡ダイポールである．
製作した送受信アンテナの反射係数と透過係数を
測定するためにベクトルネットワークアナライザ
の Port1 に送信アンテナ，Port2 に受信アンテナを
それぞれ接続した．測定環境を図 5 に示す．図 6 に
製作した送信アンテナと受信アンテナの反射係数
特性を示す．製作した送受信アンテナの反射係数
特性は 3.4 - 4.8 GHz で-9.5 dB 以下を満たしている
ため，製作したアンテナは UWB low-band 帯で利用
可能である．次に製作した送受信アンテナのパス
ロス特性について述べる．受信アンテナをファン
トム表面に固定し，アンテナ間距離が 1 cm から 10
cm まで 1 cm 間隔で測定した．しかし，パスロス
特性には送信アンテナの反射係数特性の影響が含
まれているため，送受信チャネル間の純粋なパス
ロス特性を表現することができない．そのため，
本測定では測定されたパスロス特性から送信アン

4. 実験結果
図 8 に実験環境を示す．送信アンテナは 2 つ使用
し，互いに垂直となるように配置することで偏波
ダイバーシチアンテナを構成した．受信アンテナ
は MIMO 伝送の有効性の評価のために，1 つ使用
した場合と 4 つ使用した場合で実験を行った．受
信アンテナを 4 つ使用する場合は，それぞれ異な
る位置に配置して固定することで空間ダイバーシ
チとした．測定範囲は液体ファントムの長手方向
の中央を 0 cm としたとき-15 cm から +15 cm まで，
また短手方向へ 1 cm から 10 cm までである．本研
究ではカプセル内視鏡を想定した特性評価を行う
ため，測定範囲は小腸の存在範囲を模擬し，測定
範囲内で送信アンテナを長手方向，短手方向へそ
れぞれ 1 cm 刻みで移動させ，受信アンテナを固定
す る こ と で BER 測 定 を 行 っ た ． 本 研 究 で は

式を用いた．MIMO 伝送は送信側で偏波ダイバー
シチ，受信側で空間ダイバーシチを採用した．イ
ンプラント通信特性評価に向けて，まず送受信ア
ンテナを制作し，送受信アンテナはそれぞれ Inbody 及び On-body 環境下で UWB low-band 帯で利
図9 BER特性解析結果例（MIMO適用前）

用可能であることを確認した．加えて，実験系に
おけるパルスの周波数帯域幅は 5GHz を達成し，
UWB パルスによる高精度位置推定実現の可能性を
示した．そして，これらの送受信アンテナを用い
て，液体ファントムによる MIMO 伝送特性評価実
験を行った．MIMO 方式の適用前後の BER 特性評
価実験より，MIMO 伝送が基準値を満たす領域を

図10 BER特性解析結果例（MIMO適用後）

BER=10-2 を基準値とし，BER≦10-2 を満たす送信

約 5 倍に拡大したことから，インプラント通信環
境下での MIMO 伝送の有効性を示すことができた．

地点を評価した．MIMO 適用前後の測定結果を比
較すると，MIMO 適用前では基準値を満たす領域
が 13 点であるが MIMO をインプラント通信に適用
することで 66 点まで増加したことから，受信アン
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テナを適切に配置することでインプラント通信環
境下で MIMO 伝送を行うことで基準値を満たす領
域を拡大することが可能である．以上より，UWB
low-band 帯におけるインプラント通信環境下での
MIMO 伝送の有効性が示された．
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