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��の��やソーシャルディスタンスに�けた
IoT���	テクノロジの
�

はじめに

����の�に、マッチングアプリなど、スマートフォンを��したリアルタイムのSNS
ペアリングアプリが��し、スマートなソーシャル��の��が��できるようになりま

した。これらのアプリの��は、�いに� した｢プロファイル｣を	つ
�のユーザが、

プライベートかつ��な��で�を'わせるようにすることでした。	くべきことに、

�(コロナウイルスが,��に��している-�、
�の./が�いに��しすぎないよ

うにするために� ��が��されています。��0には、SNSによる./データプライ

バシーの��が3
になるとは��していませんでしたが、�5では67�8などが9:

インフラを�じて�;する<��があるため、このことが� されています。,�=の>

くの/々にとって、./の!?や"?に�する#$な%&'(も� )*となっています

。@+に、AB,のCD�EFをG(にするH-アプリケーションに./されたスマート

ジオフェンシングデバイスも、0N1Oでは2�が�んでいません。

ワクチンやR�34がS56にT�されたとしても、,�のSUのVやWXでは、ソー

シャルディスタンスまたは7��8�を9Zすることが、:;を��[に<くための�=

な��の1つと>えられています。�しい\?(ウイルスの@に]い、-AのBCをD9

にREするのは^�であり、このような8�9Zがますます�=になってきました。

W�や_�にマークをFGしたり��H�(スポーツI��、b7�、レストランなど)に
;dりする/々の�をJ?でKLするなど、7��8�の��にMNつO��な��がい

くつかあります。ただし、このようなPeの��ではJ�とQ�がかかるので、7��8

�の��を�?fすることがRめられます。1つの�STは、U�,がg/に�hに��す

るとリアルタイムで<�Viをするj(・W�デバイスを�することです。この-の

デバイスは、インダストリ4.0でAB,のCD9Zをmるなど､gのn�でもo�できます。

FXのトレンドを>Yすると、q[のZ�を	つ./��ソリューションをs�に[dす

るtuはあるでしょう。

•,Bluetooth®Low Energyなど、vwく��されx��が�いワイヤレスプロトコルをzむ

エネルギー~\の�いテクノロジ

•,ピアツーピアベースのデバイス��

•,2�のデバイスが��しすぎるか�れすぎると、OちにViアクションを��する(�

http://www.onsemi.jp/
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このデバイスを��fするには、いくつかの���=�を]たす^=があります。まず_

も�=なことは、デバイスは./データをZ	しそのデータをモバイルアプリに`xする

ためCDでなければなりません。デバイスは/�にU�するので、W�かつバッテリで?

�し、abQのコスト~cが�いこともRめられます。

このdeでは、Bluetooth® Low Energyテクノロジ�fgh、H-�<L�テクノロジ

(RSSIまたはRTLSベースのL�)、
�のスマートアルゴリズムをiみ'わせることによ

り、コスト~\が�く、セキュアで�j�k	G(な./��ソリューションを��す

る��をGします。この�lをm�させるには、RSL10などno��が��にjさい

Bluetooth Low Energy SoCが�Gpです。

Bluetooth Low Energyワイヤレスプロトコルは、�5ではqr��Eけの�s�な�S

Tで、B2Bアプリケーションの50%を�めています。Bluetooth Low Energyにはエコシス

テムが�tされており、�no��、�uv�、qrのZ�wt、セキュリティの�でバ

ランスをmると@Qに、�<L�、セキュリティ、xy�の�l��(ピアツーピア、エッ

ジデバイスからスマートフォン、エッジデバイスからゲートウェイなど)をzむいくつかの

z�'(も.�します。

�<L�および8�L�にo�できるBluetooth Low Energyベースシステムがいくつか

あります。

モバイルアプリを��したソーシャルディスタンスの�

スマートフォンベースシステム

このソリューションを�lするターゲットはウェアラブルデバイスで、��と����の

BCに�fできます。これは�サイドで@じアプリケーションを��する^=があるた

め、�{(�lです。スマートフォンでモバイルアプリケーションを��する^=があり

ます。スマートフォンはvwく��されており、フランスのStopcovidなど�1がすでに�

|%&�モバイルアプリを}¡しています。

http://www.onsemi.jp/
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Figure 1. StopCovid France Mobile App

StopCovidアプリは、ユーザデータZ~に�しては� がありましたが、2020�6��ま

でのQ�で180¢£qFダウンロードされ、2020�10��のQ�でユーザ�は260¢/に�

しています。フランスでは�/¤6,740¢/に�して、モバイル¥d,の��は1¦800¢/
です。

��に�する��

�|%&アプリが§けdれられるかどうかはWXによってSきく?なります。ドイツ、�

V、フランスを��してみましょう。

フランスの�'、260¢/の��ユーザ(/¤の�3.8%)のうち、わずか472/の���|

,が� されただけであり、2020�6�23�Q�で18�のリスクケースが��されていま

す。このアプリケーションのZ¨コストは、フランス�©の��で��10¢〜20¢ユーロ
と��されます。2020�11��までに、ダウンロード�は1,000¢£に�しました。

ドイツと�Vで�lされた� の�|%&アプリは、それよりかなり�い2�\に�して

おり、ユーザ�は�2,000¢/です。これはドイツの/¤の�24.1%、�Vの/¤の�30%
に��します。

グローバルT�のªな�
は、これらHV��のアプリケーションは、いずれも���が

ないことです。ハードウェア、アプリケーション、クラウドデータ��レベルで、vwい

¬�と��fを��すればSvな�をj�できるはずです。

��コロナウイルス����

�(コロナウイルスのd�では、��BCとは1mq�の���|を15n��uすること

と��されます。この��は%&に��するどのテクノロジでもほぼ:�ですが、�®�

�8に¯づきQ���に]って\fするG(�があります。

http://www.onsemi.jp/
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��

スマートフォンモバイルアプリの�'、�lにはクラウドベースとピアツーピア�;'(

を��する2つのªなJ�があります。

クラウドベース

クラウドベース�lでは、スマートフォンはW��な�<L�°�と°�アプリケーショ

ンがX した;Oい°�を�±f ²でサーバに`xします。o�,の¡かが�(コロナ

ウイルス!�と��された�'、その/が¡かは¢らかにしないで���|,に��がプ

ッシュ`xされます。

クラウドベーステクノロジの�'、システムはスマートフォンがスキャンしたgのMAC
アドレスをX し、それらのアドレスを³´でクラウドにプッシュ`xします。£にクラ

ウドアプリケーションは、｢post-exposure risk notification (:;¤";Aのリスク��)｣
を�います。

リアルタイムで8�Viや:;¤";Viが¥することはありません。¦Lが�われ、

クラウドにプッシュ`xされたA、クラウドNアルゴリズムがそのデータを§けµって¶

�します(/·�((AI))。この�8は:;%&データベース�にX されている./�8と

�#¸けられ、§�ユーザにフィードバックされます。

ピアツーピア

2¨�のオプションは、スマートフォン¹�の�lであり、モバイルデバイス�でピアツ

ーピアの8��;を�います。

�5のスマートフォンのSUは、�くにあるH-アクセサリ(スピーカなど)を�;する(

�を»えており、ハプティクスフィードバック(©?など)を¥mすると@Qに、そのアクセ

サリと�¼アクションをFGします。このJ�は>くの�'、Bluetooth Low Energyとª
wSXテクノロジのiみ'わせに¯づきます。このJ�は½らかの�u�なスキャンを^

=とし、S�のエネルギーをnoします。また、ピアツーピアスキャンモードを��して

いる�は、スマートフォンの�«�もSvに�[します。

まとめ

0¬の�(ピアツーピアはハイエンドのエネルギーコストが�いテクノロジ、クラウド

ベースのアプローチはリアルタイム��システムではない)から、®々はこのようなテクノ

ロジの�lをこれqFは�しないR�であり、¾わりにタグベース�lについて�¯し

ます。

��タグに�づくソーシャルディスタンスの�

>えられる�°としては、リアルタイムでのソーシャルディスタンスの9Z�8のZeな

ど、Z���¿�のタグを��することです。これは^=なBCでのみlUできるので、

http://www.onsemi.jp/
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$Àな�STになります。これにより、スマートフォンのバッテリÁÂにÃぼす±%をW

²できます。

ケース1：Bluetooth Low EnergyでのRSSIを��したアドバタイズ

RSSIベースシステムの��と��

�E�なRF³Äである｢�´H�｣では、ghエネルギー�µの`x¶hは8�のÅÆに

Ç�Èして²·します(zSする¸�の��&Xにおける�µ)。ただし、�'のシナリオで

は、BCは¹して�E�なものではなく、§xx±¶hインジケータ(RSSI)は¹に8�だ

けでなく、>くの=Éにfじて\fします。このモデルをºDするために、さまざまな�

(��を%¥またはÊ)して、gh�(に±%をÃぼすq[の=ÉをºËすることができ

ます。

*ghの>��»とパデイング。これらは�い�、=900MHzおよび2.4GHz`xにおいて

3
のÍÉとして��されてきた。

*パッケージングおよびウェアラブル¼�に�#するgh:hの\f

*アンテナのゲインやケースなど

これらの\�がÍÉで、RSSI8�をÎ�するための��の²である(RSSI = f>(Distance)
とDistance = g(RSSI))はÏDにD9ではなくなります。��により
*なモデルが./さ

れてきたので(Source 1)、それらを>Yします。

RSSI = −10 n log d + A
(d = 8�、A = `x��、n = x±Ð½��、RSSI = dBm)
�s�な¾りは、�'の`x(Tx)��を¾dし、²の��｢n｣を$�することによってこ

の²を¹#に>えることです。�¿�に、_Àの��はこの²をÑ¿ポイントに�する�

��なuとして��し、�(に¯づく�Áを�プロセスにzめることです。

@+に、�H�でn = 2のはずですが、このuはÒ+ Bに¯づいて\?します。Èえ

ば、Óがe5するとRSSIは�3>dBm�[し、それがnに±%をÃぼします。

Figure 2. RSSI Path Loss Exponent for Different Environments (Source:
Evaluation of the Reliability of RSSI for Indoor Localization)

�(は§xx±¶hのG\�を¶�しているように@えます。さらに、この²の����

Âから、8�が5>mÃ]の�'、8���uがRSSIuにSきな\fをもたらすことをGして

います。したがって、KÄと8���uの¾ÔがÅ5�に�=になります。

http://www.onsemi.jp/
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Figure 3. The Establishment of the Reference Curve (Source: Evaluation of
the Reliability of RSSI for Indoor Localization)

��による��の�	


®々はFXの¦LÆcから、8�のKÄを�Õする0に、ハードウェアZ�wtによる�

(��Áが^=と>えました。

Ç=Èhを9Zするには、L�に�するÉKに¯づく%¥KÄが^=です(;Ö1)。9ペー
ジで、マイクロコントローラが_j,のno��で�nな¶�(�を.�する^=がある

�について、さらにÊËしました。

RSSIに�づくリアルタイム��アラートを�するシステムの��

ピアツーピアエッジベースシステムで、Hデバイスは�u�にそれぞれの8�をÌÍし、

ピアデバイスが�すぎるとリアルタイムでユーザにViします。このシステムをアクティ

ブRTMS (Real-Time Monitoring System: リアルタイムÌÍシステム)と×びます。このシ

ステムは(FXのスマートフォンアプリケーションÈとは?なり)ÏDにエッジベースなので

、?�に�たってクラウドのØ5はありません。#$にRを��としています。

Figure 4. Edge−based Peer−to−Peer System (Source: BLINQY, Tatwah)

http://www.onsemi.jp/
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この-のシステムは、リアルタイムでアラートを`xできるので、ソーシャルディスタン

スの9Zが��と>えることができますが、j(、W�、Ù��G(なデバイスも��し

なければなりません。

このシステムは./データのÏD�と'Ú�をZÁしますが、�Ûで�められる�'、

1つのオプションは、./の�|�8をクラウドにアップロードして:;¤";Aの%&を

ÎGするかどうかを、Hユーザが¹�できるようにすることです。

このシステムは、2�のデバイス�にアクティブなやりとりが¥しないので、��uモ

ードシステムの�Èです。HデバイスはÜ�から�8が`られてくるのを｢�'し｣、�x

�Jが�すぎるかどうかをÎ�します。

ピアツーピア�"#�の��

�E�な�(を��するには、Hウェアラブルデバイスはインターリーブ ²のアドバタ

イズ'(とスキャン'(を�lする^=があります。

�;BÏでは、ビーコンはブロードキャストとスキャンの2つのモードをÞ�にÀりÐえ

ます。

1. ブロードキャストモードでは、ビーコンは�EÑ�なしかつ�u�G(なアドバタイズ

(Tx)を��します。フレームの�ßはブロードキャストフォーマットとして��されます。

ブロードキャストj�はランダムに��されます。ランダムfにより、�いに��する&

X�にある
�のタグの�で、ブロードキャストj�とスキャンj�が@Qに¥する9

\を_jfできます。

2. スキャンモードでは、デバイスはチャネル37 (2402>MHz)､38 (2426>MHz)､39 (2480>MH
z)のそれぞれでスキャン(Rx)し、Hチャネルのスキャンウィンドウの�この-àがk	され

ます。スキャンj�はランダムに��されます。

Figure 5. Randomized Scanning Advertising

ピアデバイスの1�が、�u�G(なアドバタイズメッセージ ²で�Òの�ÓIDを`x
します。gのピアデバイスはすべてÜ�からのUxを�'(スキャン)し、��hがアラーム

の�ÔになるかどうかをÎ�します。

http://www.onsemi.jp/
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アラーム`xのしきいuはプログラマブルで、¹#なViからÕÂ�アラートまでのv�

でÑ�できます。ユーザは.'によりアラーム/をâÖすることもG(です。

Figure 6. Peer−to−Peer Interaction Range (Source: BLINQY, Tatwah)

アラームウィンドウの�に�ÓのMACアドレスがÞ�されるので、さらなるサービスを

./できます。�ÓIDの`xと³Äスキャンの�\は、バッテリÁÂを_$fするうえで

��に�=です。

�$(Rx)��と�$(Tx)��のバランス

ソーシャルディスタンス9Zタグは、エネルギーnoが_$fされ~\Àく�;できるよ

うに×Kする^=があります。タグは�ÒのIDの`xと、Ü�にあるデバイスIDに�する

�8の§xをÞ�に��し、@Qに8�をKÄします。RxとTxの��がÞ�に��されま

すが、Hフェーズのエネルギーno�はSきく?なるため、インターリーブの�\はØÙ

にnÚする^=があります。ここでその�についてË¢します。1Û�にq[のÜ�を�

�するとしましょう。

Figure 7. Transmitting and Receiving Powers

1−20 Rxスキャンスロット、Hスロット24>ms (3.のBluetooth Low Energyアドバタイズ
チャネルを��。したがって、HチャネルのスキャンQ�はおよそ7 x 24>ms = 168>ms)。
このシナリオでは、1Û�に�ÓのTxビーコンを�;できる9\は16.8%であり、6Û��

http://www.onsemi.jp/
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Aは100%になります。Hスキャンアクションのコストは205>�Jであり、10Û�のRxエネル
ギー� !は41,0007�Jです。

2−3 x 7 Txスロット、Hスロット1>ms (x 3チャネル、7 x 1>ms)
HTxアクションのコストはチャネルあたり7>�J
つまり、10Û�の Txエネルギー� !は1,4707�J

このシナリオで、1Ûに�fする7.のTxビーコンのうち1.を�;できる9\は100%で

あり、Rx/TxQ�の�\は24になります。

����とエネルギー���の��*

この�lのfÝQ�は�Þ(1Û)ですが、Dエネルギーno�のうちRxフェーズの�みと

Txフェーズの�みを��すると、きわめて�ãßです。ここではCR2032バッテリを��
しているので、�;�(をàáにしないでバッテリ���を_$fする^=があります。

そのために、RX	uj�を1/2または1/3にâãし、TXを2äまたは3äにå�します。この

²を$�するとよりÀæなÆcがäられます。

Figure 8. Power Consumption and Energy Budgets

µJ spent

over 10 sec
20 RX + 21 TX  10 RX + 42 TX 8 Rx + 50 TX 6-7 Rx + 63 TX

RX Energy 43200 21600 17280 14400
TX Energy 2898 5796 6900 8694

Total 46098 27396 24180 23094

アドバタイズç�は_j(20>ms)なので、1Û�でÏèするのはわずか50£のTxと>える

^=があります。したがって、24>msのスキャンを8£��することになります。1Û�たり

の'Knoエネルギーは�24,200>�Jです。

�$
�に+ぼす��

åæ(のアドバタイズビーコン(�u�G(モード)を��する�'、�,は`xQにお

けるエネルギーno�の_$fにç�することになります。

ただし、ピアツーピアセンシングビーコンを��する�'、§xエネルギーno�は、D

エネルギーno�のうち60〜90%を�めます。q[のFigure 9にGすように､Bluetooth Lo
w Energy5èのé�のため1ÛあたりのTxアドバタイズの_S£�は50£であり、そのÆ

c、_jRxスロット�は8.になります。

http://www.onsemi.jp/
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Figure 9. Rx versus Tx Energy Consumption during Advertising/Scanning

これらの=Éのため、ワイヤレスデータの`§x=に_$なno��を��できる

Bluetooth Low Energyghを�éすることが�Gpです。

24��のミッションプロファイルとスマートセンサの 7

このデバイスで��するBluetooth Low Energyghのno��を_$fすると、デバイ

スD�のエネルギーno�をSvに�できます。このほか、スマート!?�;êを�l

すると、デバイスÃ��Qのno��をさらに�できます。

_ëに、デバイスのミッションプロファイルの�Â、すなわちデバイスが24Q�の�にど

のように��されるかを>Yする^=があります。ここでは、íã�なåêîの"?B

Cに¯づいてKÄを�い、10�のíãABQ�を40Q�(10�のïð��5�、1��たり

の"?Q�8Q�とñëQ�16Q�)とE�しています。また、デバイスがj(210>mAh
CR2032バッテリからé�されていることも0.となっています。

Figure 10. A Typical Mission Profile for Social Distancing Device 
(Courtesy of BLINQY, Tatwah)

RSL10の!"8#

Rx�(とTx�(がno��にSきな±%をÃぼしますが、8�のKÄ、デバイス?�の

リアルタイム��、シンプルで~\�なMMIの�mなどもエネルギーZ�に±%をòえるこ

とにçÓしてください。

RSL10ghのKÄ(�は、q[のさまざまな=ìのiみ'わせによって¹まります。

•,Arm® Cortex®-M3 コア

http://www.onsemi.jp/
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•,ª�no��の32ビットDSP
•,ª�no��のメモリアーキテクチャ

•,ª�no��のコア�l

これらのiみ'わせは、MHzあたりのmAに�する,りIó�の�いZ�を��します。

RTLS/AoAテクノロジに�づくソーシャルディスタンスの�

RTLS/AoAの��

AoA (Angle of Arrival: ôæí)とは、¯��に�してデバイスが mするíhをKÄするた

めの���なî です。AoAの¾F�な�lは、õ0��ïみの¯��Eを��して×<さ

れた�<L�ö�(インフラストラクチャで mされます。

�<L�は、AoAÍ�を��し､
�の�のÞÔ+nをiみ'わせて�うことができます｡

さらに、Z�の�xチャネルを
���して、1.のRTLS (Real Time Localization Syste
m: リアルタイム�<L�システム)を�mできます。

Figure 11. Localization with AoD or AoA

9�$�なテクノロジ

Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.1)

Bluetooth 5.15èは、Bluetooth Low EnergyEけに%¥の�E�;サポートを÷dしまし

た。この5èは、¯��とのíhをKÄ(�E�;)できるように、!?�からö�(インフ

ラストラクチャに`xされたBluetooth Low Energyアドバタイズフレームの����を5

�しています。

これはアプリケーションをE�して��されます。すなわち、アドバタイズフレームの�

ßと��、システムのタイミングとMøはアプリケーションの��を>Yして5�されま

す。

http://www.onsemi.jp/
https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/bluetooth-direction-finding/?utm_campaign=location-services&utm_source=internal&utm_medium=blog&utm_content=AoA-AoD-direction-finding
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Figure 12. AoA Principle (Source: Bluetooth, SIG)

Bluetooth 5.1が9�5èであるというõ�から、�,には�lに�するあるðhのガイ

ダンスがòえられます。ただし、�<L���に�するコンピュータNのé�とリアルタ

イムのé�をzめ、システムアーキテクチャD�がúñ�に��されているわけではあり

ません。¥えて、Bluetooth 5.1に¯づくs}の�lはまだ��していません。

Quuppa Intelligent Locating System�

BLE5.1に¾わる�STであるQuuppa Intelligent Locating System (Quuppaインテリ
ジェント�<L�システム)は、Bluetooth Low Energy 2.4>GHzûghフロントエンドと、

Bluetooth Low Energy�xのいくつかのÍ�を��しています。ただし、このテクノロジ

の~\をさらに�める�=な���アドオンも
�.�されています。

Figure 13.  2.4 GHz ISM Band

Quuppaテクノロジ�lにはいくつかのò¥óがありますが、ここで�¯するのは、

Quuppa Tag Emulation Proです。このテクノロジのZ�はq[のとおりです。

*リアルタイム�(をEFさせるために_$fされたアドバタイズôb

*no��を_$fするためのシングルチャネル`x

*÷dとシステムT�をßõにするÏDなインストーラ³Ä

これらのZöをiみ'わるときわめて�いエネルギーnoにつながり、タグベースの�|

%&ソリューションのüれた�STとなります。

http://www.onsemi.jp/
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%=�&'けリアルタイム?()?システム

RTLS AoAシステムは、Bluetoothビーコンが^=とする÷Ä=�とリソースがö�(�f

システムよりもはるかにjさいため��{(です。ペリフェラルのMøはWいのに�し、

=ý+のMøは�く､
�の
*なアンテナハードウェアアーキテクチャが�lされます。

>くの�'、=ý+のMøをºÏするために、Quuppaベース�lのように、x±¶�と�

ø�のタイムオブフライト、��ÔパラメータKÄを��します。�<L�Èhは、��

BCでは_Àで10>cmに�します。

http://www.onsemi.jp/
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"� #$リアルタイム%&'8ソリューション

Figure 14. RSL10 Quuppa AoA RTLS Tag CMSIS Pack

オンセミはQuuppa1と¬�し、Bluetooth Low Energyテクノロジと、Quuppa1のI
ntelligent Locating Systemをiみ'わせて��する��のqr%&EけにRSL10ghをベ
ースとするソフトウェアソリューションをリリースしました。このソリューションは、

オンセミのqr��を��としたúñ�かつ�þÏÆ(�エコシステムの�+という 

で.�され、タグメーカTatwah SAのa�もzまれています。

オンセミのRSL10は、ö�(RTLSアーキテクチャをタグNでサポートします。クラウド

Nで8�をKÄし、アルゴリズムがリアルタイム�8に�い でÆcをタグにùし、
�

のLEDの�úやハプティクス(©?)フィードバックのような でアラームを��します。

この'(はö�(インフラストラクチャからタグに`xされる、いわゆる｢バックチャネル

｣メッセージの で�lされます。

Figure 15. Indoor Positioning System (Source: Quuppa)

RSL10のSきなo�はê�をリードするno��です。®々はdJG(なH-Bluetooth
Low Energyコンポーネントについて、@じ?�¼�で��したときの�(をnÚしまし

た。RSL10はÉ'レベルでも�¬なしに、ªなI'a�をF£る�(であることが9�で

きます。

http://www.onsemi.jp/
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Figure 16. Energy Consumption Comparison across Bluetooth Low Energy
Radios

ソーシャルディスタンス�のためのリストバンド

úñ�かつ�þÏÆ(ソリューションを��できるように、Tatwah SAはメーカがqr%

&や1O�8���Eけタグをû¹に�できるように、>+なパッケージオプションと

iみ'わせた¹�ハードウェアプラットフォームを.�しています。

25�qFにわたるRFIDやgの��|(テクノロジの��(を	つTatwah SAは､RSL10
ghに¯づくソーシャルディスタンス9Zのための�しいIP68/65クラスウェアラブルデバ
イスをa�しました。これら�デバイスは、ユーザが�いに1.5>mq�の8�に��すると

サウンドアラームをします。また、ユーザデータをZ~するためのプライバシー'(も

üýしています。これらのリストバンドは、カラーやバーコード/QRコードへの�fなど、

%¥'(を��してカスタマイズすることができます。

Figure 17. SD−WB−100 and SW−WB−400 Wristbands from Tatwah 
(Source: Tatwah)

http://www.onsemi.jp/
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まとめ

このdeでは、オンセミのRSL10のようなª��Bluetoothghと、8����のスマー

トアルゴリズムをiみ'わせて、��または��³ÄEけRSSI、あるいは��³ÄEけリ

アルタイム�<L�システムに¯づき、ソーシャルディスタンスの9Zを��する��に

ついてË¢しました。この��のテクノロジを"�することにより、./データのプライ

バシーZ~やバッテリÁÂのk	を��しながら��を�mすることができます。þ¥ア

プリケーションまたはB2Bアプリケーションに'わせて�Sするテクノロジにfじ

て、CR2032バッテリ1.の��でa�の?�ÁÂが�か�から��のv�で\?するG(

�があります。

この-のデバイスは、ソーシャルディスタンスの9Zやその%&だけでなく、AB,のC

D�9Zやジオフェンシング=�にも��です。

Ñ>d�：

https://www.rn.inf.tu−dresden.de/dargie/papers/icwcuca.pdf
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