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あ ら ま し

富士通では，らくらくホンの開発を軸に「見る・聞く・話す」などの使いやすさを実現

するための独自技術と，携帯電話に搭載されているセンサを活用して人を見守るための

機能を実現する独自のセンシング技術を培ってきた。これらの技術をスマートフォン向

けに体系化してヒューマンセントリックエンジン（HCE）として集大成し，省電力化・高
機能化を図るためにLSI化（HCE-LSI）を行い，スマートフォンに搭載している。HCEは，
他社とは異なる究極の使いやすさを実現するだけでなく，富士通が提唱しているヒュー

マンセントリック・インテリジェントソサエティをユビキタスフロントとして支える上

でも鍵となる戦略的な位置付けを担う。

本稿では，HCEの狙いとスマートフォン搭載機能の概説により携帯機製品としての優
位性を紹介するとともに，HCEを活用したサービス展開について述べる。

Abstract

Human Centric Engine (HCE), which is Fujitsu’s proprietary technology suite, is 
being developed to differentiate Fujitsu’s smartphones from those of other vendors.  
The engine has been studied as a set of competitive technologies offering easy-to-see, 
easy-to-talk and 24/7 monitoring functions which are composed of built-in sensors and 
processing technologies, and it is employed in all Fujitsu’s models to improve usability 
from the user’s viewpoint.  With these technologies, a smartphone can identify the 
situation of the surroundings, movements, and even the physical condition of the 
user by utilizing sensors and can provide well-coordinated functionality.  HCE can 
provide not only competitive built-in functions but also harmonized functions with 
Web services in a smartphone, such as a social network service or m-health service.  
This paper introduces the goal and practical functions of HCE to demonstrate its 
superiority.  It also describes the expandability of the engine towards harmonization 
between smartphone functions and Web services.  
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体系化し，2011年春夏モデルから搭載している。
本稿では，まずHCEの狙いと製品搭載機能を概
説し，次にHCEを活用した端末機能とネットワー
クサービスを連携させたサービス展開について述
べる。

HCEの狙い

富士通はらくらくホンの開発を軸に携帯電話が
周囲の騒音レベルを検知し，ユーザの耳元の騒が
しさに応じて受話音声をクリアに聞きやすくする
「はっきりボイス」などで通話機能の使いやすさを
追求してきた（図-1）。また，携帯電話に搭載され
ているセンサに独自のセンシング技術を適用して
「歩数計」などの人を見守るための機能を実現し，
ユーザの状況に合わせた生活支援機能を独自に進
化させてきた。これらの使いやすさ機能は幅広い
ユーザ層に受け入れられ，らくらくホンシリーズ
の累計販売台数は2000万台を突破した。（1）

スマートフォンの開発に当たっては，これらの
使いやすさ機能を富士通製品の他社差異化の核と
位置付け，HCE技術として体系化した。HCEは
図-2に示すとおり，スマートフォン搭載の各種セ
ンサを活用する独自のセンシング技術に基づき，
ユーザの周囲の環境や動きの情報，スマートフォ
ンが手に持たれているかどうかなどの利用状況，
更にはユーザ自身の年齢に応じた視力・聴力など
の身体的状態までを常時把握することで，その時

HCEの狙い

ま　え　が　き

LTE（Long Term Evolution）に代表される広
帯域の無線インフラが急速に整備され，これにク
ラウドコンピューティングを基盤とした各種ネッ
トサービスの進化が重なり，全世界でICTが大きく
進展している。富士通では，この動きを人間中心
（ヒューマンセトリック）へのパラダイムシフトと
捉え，人がより豊かで安心な生活を送るためのICT
の提供を目指して取り組んでいる。
このようなICTの理想形としてはバックエンドで
あるネットワーク，サービスプラットフォームが
有機的に連携することにより社会インフラを構成
し，個々のユーザにその場そのときに適切な価値
を与える。この垂直統合されたヒューマンセント
リック・インテリジェントソサエティでは，モバ
イル端末がユビキタスフロントとして重要な役割
を担う。つまり，ユーザの最も身近なツールとし
てモバイル端末がユーザの様々な情報をセンシン
グデータとして収集し，サービスプラットフォー
ムとネットワークとの連携で創り出すサービスを
場所や時間に応じて適切な形態で提供する。
富士通はらくらくホンの開発を軸として使いや
すさを追求する独自の技術を開発し，全フィー
チャーフォンに搭載してきた。スマートフォン開
発にシフトするに当たり，これらの技術をヒュー
マンセントリックエンジン（以下，HCE）として

ま　え　が　き

図-1　「聞きやすさ」の進化
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心地よさ（触覚）の「三感」を利用者観点で極め
る独自差異化機能の実現を目指した。

2012年春夏モデルには，図-3に示す22種類の独
自機能を搭載した。
（1） 視覚
周囲の色温度に合わせた画面の色味調整や持っ
ている間は表示を消さないなど，見やすさを追求
した4機能を搭載。
（2） 聴覚
周囲の環境からユーザの動作，更にはユーザの
聴力に合わせる聞きやすさ進化機能など，聞きや
すさ・話しやすさを追求した9機能を搭載。
（3） 触覚
スマートフォンを握る手の指先から遠くにある
アイコンでも的確にポイントできる機能やキレの
ある振動で指先に心地良いフィードバックを返す
操作感を追求した4機能を搭載。
人の生活を見守るライフサポート機能の基盤と
なるのは，富士通独自のセンシング技術である。
図-4に示すとおり，スマートフォンに搭載されて
いる加速度センサやジャイロセンサなどのセンサ
に加えて，カメラやマイクもセンサとして位置付
け，各種センサ情報に画像・音響情報などを融合
（フュージョン）し，歩数などのユーザの状態・行
動が把握できる独自のセンシング機能を実現して
いる。具体的には加速度センサを用いた活動セン

点で最も使いやすい形態でスマートフォン機能を
提供する技術の総称である。この技術により，ユー
ザは特別な操作なしに常に最適な条件で機能を利
用することができる。

2012年度の製品からは，更なる省電力化・高機
能化を図るためにLSI化（HCE-LSI）を行い，先
進的なセンシング技術を低消費電力LSIに集約して
実装した。これにより，
（1） 超低消費電力での常時センシングによる使い
やすさ，見守り機能の実現

（2） プラットフォームやOSへの依存を減らし，マ
ルチプラットフォーム，マルチOSへの適用を容
易にすることで，全てのキャリア，価格帯モデル
に対して共通仕様の機能搭載が可能
と，優れた統一性と継続性を実現している。

HCEによる端末機能の独自差異化

スマートフォンのベースはphone，すなわち電話
であり，「聞きやすさ」「話しやすさ」が基本機能
として求められている。併せて，大画面かつ高精
細なディスプレイを駆使した「見やすさ」，更にス
マートフォン最大の特長であるタッチによる「操
作の心地よさ」が重要な訴求点となる。そこで，
HCEによる使いやすさの追求においては，センサ
を使って環境や人の状況などを把握することで，
聞きやすさ（聴覚），見やすさ（視覚），タッチの

HCEによる端末機能の独自差異化

図-2　HCE技術の考え方
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図-3　2012年春夏モデル独自差異化機能
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この構成ではHCE-LSIおよびセンサデバイスは
プラットフォーム，OSの種別には依存しないため，
マルチプラットフォーム，マルチOS，あるいはOS
バージョンアップへの対応が容易となり，富士通
が提供しているスマートフォン全機種への搭載を
可能としている。

サービスへの展開

スマートフォンには，いつでもどこでもイン
ターネットに容易に高速接続できることから，ク
ラウドサービスとの親和性が高いという特長があ
る。実際にスマートフォンの急激な普及を背景に
モバイルサービス市場が活性化してきている。（2） 

HCEでユーザを24時間センシングした大量の情報
に関してもクラウドを活用して蓄積・分析・解析
することで，新しいサービスへの可能性が広がる
（図-6）。ここでは，クラウドサービスの例として
「シニア見守り」と「ヘルスケア」を挙げ，それぞ
れのサービスにおいてHCEでセンシングした情報
を活用することによるユーザメリットについて述
べる。
（1） シニア見守りサービス
高齢化社会に突入した現在，（3） これまでシニア向
けのらくらくホンを開発し続けてきた富士通とし
ては，富士通ならではのクラウドサービスで，シ
ニアに対してより安心で快適な生活に向けた支援
ができると考えている。
シニアの心配事のうち，最も多いのが健康に関
するもので，特に近年増え続けている一人暮らし
のシニアにとっては，病気のときに面倒をみてく
れる人がいないという点に大きな不安を感じてい
る。（3） 一方で離れて暮らしている家族にとっても，
シニアの体力や足腰の衰え，健康・病気について
心配，不安を抱えている。（4）

サービスへの展開

シング，加速度センサとジャイロセンサを用いて
ユーザの体の動きを3次元的に捉える3Dモーショ
ンセンシング，カメラを活用した画像センシング，
加速度センサやマイク音を活用した動き/音響セン
シングなどである。
これらのセンシング技術を活用した最初のアプ
リケーションは，2003年のらくらくホンに搭載し
た歩数計である。その後，フィーチャーフォンの
機能進化の過程で2009年にユーザの身体活動量を
METs（メッツ）やEx（エクササイズ）の単位で
計測できる活動量計とカメラによる脈拍計を搭載
した。2010年には，ゴルフスイング診断やウォー
キング/ランニングクリニック，更には簡単な動作
から体のバランスや歪

ゆが

みを計測するビューティボ
ディクリニックを実用化して搭載した。
スマートフォン向けのHCEとして，2012年度は
上述のこれまで培ってきた3Dモーションセンシン
グに音響センシング技術を組み合わせることで，
ユーザの睡眠中の状況をモニタリングできる睡眠
ログ機能を実現した。これは睡眠中の寝返りの振
動と，寝返りの音や呼吸音を検知し，これらを組
み合わせてぐっすり眠れているか，いびきをかい
ているか，呼吸が乱れていないかを解析し，ユー
ザが普段の生活の中では知り得ない睡眠中の状況
を可視化することで気付きを与えることができる。
富士通スマートフォンでは，更にこの睡眠ログを
昼間の歩数や活動量と合わせることにより，24時
間のユーザの生活活動状況をモニタリングするこ
とが可能となる。
このように，ユーザ状況を24時間365日モニタリ
ングする見守り機能を常時動作させて安心感につ
なげるためには，電力消費量を最小限に抑えなく
てはいけない。そこで，スマートフォン向けに新
しく超低消費電力HCE-LSIを開発し，2012年の製
品より搭載した（図-5）。スマートフォンに搭載し
ている各種センサデバイスをHCE-LSIに接続し，
サスペンド時にはメインCPUを動作させずにHCE-
LSIとセンサデバイスのみを動作させ，各種情報
を低消費電力でセンシングする。これにより，例
えば睡眠ログの場合，マイクをHCE-LSIに接続し
HCE-LSI内で音響解析を行うことで，従来のメイ
ンCPUで音響解析を行う場合に比べて電力消費量
を約1/100に抑えることができた。 図-5　HCE-LSI の構成
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一次予防に対しては，活動量や睡眠などのHCE
でセンシングした情報をクラウドに蓄積し，長期
間の情報からの習慣の変化や問題点を分析するこ
とが可能である。運動が足りていない，睡眠時間
が不規則などの，普段の生活の中で健康を損なう
方向の行動をしている場合に注意を促し，生活習
慣を改善するよう働きかけることで，ユーザの健
康を維持する。二次予防に対しては，睡眠中のい
びきや呼吸の乱れなど，自覚していない体調の変
化を検知し，ユーザに知らせることで，治療を受
けるきっかけを与える。更に，センシング情報を
クラウドに収集することで，センシング情報と疾
病との関係を分析し，より適した気付きを与える
ことが可能となる。三次予防に対しては，クラウ
ドに収集したセンシング情報から，「毎日10分歩く
ように」などの医師が指示したとおりの生活を送っ
ているかをモニタし，課題がある場合には家族や
医師に通知し早期回復を支援するといったサービ
スが考えられる。
どのフェーズにおいても，スマートフォンから
の日常活動，生活習慣の情報が重要であり，それ
らをHCEでセンシングして，総合的な健康サービ
スを展開していきたい。

む　　す　　び

本稿では，HCEの狙いとしてこれまでらくらく

む　　す　　び

このようなニーズに対し，シニアの無事を離れ
ていながら確認できるサービスが増えてきている。
例えば，らくらくホンの歩数計の情報を家族にメー
ル送信するサービス「いきいき歩数送信サービス」
をNTTドコモ様が提供している。このサービスで
は，らくらくホンユーザの歩数を家族が毎日確認
できるため，歩数の変化で異変が察知でき，電話
連絡などで安否確認が即座に行える。HCEによる
センシングを活用すれば，歩数だけでなくユーザ
の周囲の状況など，より詳細な情報をタイムリに
伝えることが可能となるため，富士通スマートフォ
ンが常に自分を見守ってくれているという安心を
提供できる新しいサービスが実現できると考える。
（2） ヘルスケアサービス

21世紀になり，大きく「治療から予防へ」と
医療の考え方が変革する中，厚生労働省は健康
寿命の延伸および生活の質向上の実現を目指して
2000年から「健康日本21」を推進している。（5） 予防
は，生活習慣の改善などにより健康増進を図る一
次予防，疾病を早期に発見し重症化を防ぐ二次予
防，そして治療の過程で保健指導やリハビリによ
り機能回復を図る三次予防に分類される。（6） 予防の
推進には，生活におけるユーザの状態を長期間に
わたって採取・蓄積し，フィードバックすること
が必要である。（7） この予防に対し，HCEのセンシン
グ機能は最も手軽にしかも効率的に支援できる。

図-6　HCEのサービス展開
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 http://www.icr.co.jp/press/press20120528.pdf
（3） 内閣府：平成23年度版高齢社会白書．
 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2011/
 zenbun/23pdf_index.html
（4） シード・プランニング：高齢者見守り・緊急通報サー
ビスの市場動向とニーズ調査．

 http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/
 2011092801.html
（5） 厚生労働省：平成23年版厚生労働白書．
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ホンを軸に培ってきた技術をスマートフォンへ対
応させる際の考え方について述べた。またその考
え方に基づいて開発した2012年春夏モデル搭載の
HCE機能について説明した。更に，端末のHCE機
能とネットワークサービスを連携させたシニアの
見守りサービス，ヘルスケアサービスへの展開に
ついて述べた。
センシングした情報をクラウドで活用するには，
プライバシーの問題など解決すべき課題が残され
ているが，これを解決するとともに，ヒューマン
セントリック・インテリジェントソサエティの実
現に向け今後もHCE技術を発展させていく。
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