
超小型バッテリレス・無線センサ端

末が切り拓くセンサネットワーク

人と人をつなぐことがはじまりで

あった通信の世界に，現在ではM2M

（Machine to Machine）という，人

を介さずモノとモノをつなぎ，自動的

に情報の伝達を行うシステムが登場

しています．そして身の周りにある

ちょっとした情報を大量に集め解析す

るセンサネットワークはM2Mにおいて

新しいサービスを生み出すシステムと

して注目を浴びています．例えば，家

庭内の機器に電力量を測るセンサを入

れると，電力消費量が見える化され，

動作パターンを基に省エネを促すこと

が可能になるでしょう．また，構造物

に振動を検出するセンサを配置し，振

動パターンを分析することで構造物の

破損状況をモニタするシステムも提案

されています．

2009年の電波政策懇談会（1）によれ

ば，低電力・自立型センサネットワー

クが新たな電波利用サービスの１つと

して取り上げられ，将来的に数兆円規

模の経済波及効果が生まれると予測さ

れています．

我々の想定するセンサネットワーク

イメージを図１に示します．センサ端

末は，モノ・空間などに配置され，さ

まざまな情報を取得します．取得され

たデータは，センサ端末よりネットワー

クへ接続されている携帯電話やホーム

ゲートウェイ，専用のデータ収集装置

などへ送られます．センサ端末より集

められたデータは，ネットワークを介し

てサーバへと集約され，集められた膨

大なデータを蓄積解析することで人々

の役に立つ情報が生み出されます．

ここで，もし非常に小さいセンサ端

末があれば，そしてそれが光などの環

境エネルギーで動き，センサデータを

無線で飛ばすことができれば，電源と

無縁のモノにもセンサ端末を入れ込む

ことが可能になり，我々の身の周りに

ある決してネットワーク化することの

なかった情報を集めることができるで

しょう．サイズを小さくすることは，無

線端末の存在感を減らすだけでなくコ

ストの低減にもつながります．また環

境エネルギーで動くことにより，大量

にばらまいたセンサ端末の電池寿命や

電池交換のわずらわしさから解放しま

す．身の周りのさまざまなモノの情報

を収集・蓄積し分析することができれ

ば，エネルギー管理や健康管理，交通

状況や気象状況のモニタ，子どもや家

族の見守りやホームセキュリティ，機

器の劣化予測といったアプリケーショ

ンが実現できるだけでなく，蝶が羽ば

たくと竜巻が起こるかのごとく，ちょっ

と先の未来を予測することさえもでき

るかもしれません．

極限的な低消費電力を目指したハードウェア技術

NTT技術ジャーナル 2012.1224

ナノワット級超小型バッテリレス・無線センサ
端末技術

本稿では，身の周りのさまざまな情報を取得し活用するセンサネットワー
クにおいて，邪魔にならない，電池交換がいらないセンサ端末を実現するた
め，非常に小さく，光などの環境エネルギーにより動作する端末低消費電力
化技術について紹介します．
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図１　センサネットワークの構成例 
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本稿では，超小型バッテリレス・無

線センサ端末を実現するさまざまな低

消費電力化技術を紹介します．

超小型バッテリレス・無線セン

サ端末技術

■環境エネルギー

センサ端末は図２で示すように，光

などの環境エネルギーより発電を行う

「環境発電」，振動などの環境情報を

取得する「センシング」，そしてセンサ

情報を送るための「無線通信」という

最低限３つのブロックから構成されま

す．環境発電により得られたエネル

ギーは蓄積され適宜センシング・無線

通信ブロックへ供給されます．センシ

ングされた情報は，無線通信ブロック

により定期的もしくは特殊な情報が

あった場合に送信されます．

では，実際に無線センサ端末を小型

にした場合，どのようなことが起きる

のでしょうか．１つの課題は環境から

得られるエネルギーがとても小さくなる

ことにあります．環境のエネルギー源

として，「光」「振動」「温度」を考え

てみます．図２に発電素子の１辺の長

さを基準とした場合の生成エネルギー

目安を示します．光の場合は正方形

を，振動・温度は立方体で発生でき

るエネルギーを基に計算しています．グ

ラフより，発電素子のサイズが小さく

なるにつれ，劇的にエネルギー量が減

少していくことが分かります．仮に１

cm角程の無線センサ端末を環境エネ

ルギーのみで動かそうとすれば，環境

変動を踏まえると１μW以下のエネル

ギーでセンシング・無線通信を行う必

要があります．このエネルギー量は，ス

マートフォンなどで使用されているリ

チウム電池の100万分の１以下という

非常に小さい量のため，センシングお

よび無線通信で使用される回路の劇

的な低消費電力化技術が必須になり

ます．

■センサ回路の低消費電力化技術

ここでは，振動センサを例にとり，

センシング部分の低消費電力化技術を

紹介します．

振動センサ自身はパッシブ素子がほ

とんどのため駆動電力を消費しません

が，代わりに振動情報を電気へと変換

する回路が問題になります．図３に示

す回路では，金属板を振動センサに採

用するとともに，その金属をコンデン

サに見立てています．このコンデンサ

は可動電極部が振動すると容量変化

が発生します．この回路では，容量変

図２　無線センサ端末構成とサイズ当りの環境発電エネルギー量 
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化量を電源回路に蓄えられている電荷

量を引っ張り出す力へと変えることが

できます．つまり，振動エネルギーそ

のものを利用して振動情報を電気情報

に変換しています．実験では回路の消

費電力を0.7 nWと非常に小さくする

ことに成功しています．

■無線回路の低消費電力化技術

次に，無線通信回路の低消費電力

化技術として，変調信号にパルス列を

用いた通信方式を紹介します．

この回路ブロックを図４（a）に示し

ます．従来の無線通信回路では信号

をある特定の周波数成分を持つ波に変

えるための発振器ブロックが必要とな

りますが本方式では，パルス生成器が

代わりの役割を行います．

本方式の特徴は，高速な起動と間

欠的なシンボル表現です．従来の無線

方式では，発振器ブロックの安定化な

どのため，通信を行う際の回路の起動

時間が数ミリ秒ほど必要になります．

ここで，送りたいデータについて考え

てみます．センサの情報量は，例えば

振動の場合，強さや周波数の時間変

化が対象になりますが，データ量とし

ては高々数10 bitもあれば十分です．

これに端末IDを付加したとして，１

回の通信データ量は多くても100 bit

程度になると予測されます．仮に，通

信速度を１Mbit/sとすれば，通信に

かかる時間は100μ秒になりますが，こ

の数値を起動に要する時間と比べて

みると，数10分の１になります．つま

り，従来の無線通信方式では，起動

時間が長いためにデータ量が少ない通

信システムではエネルギーの損失が非

常に大きくなってしまいます．本方式

では，パルス生成にリング発振器とい

う起動時間が無視できるほどの回路を

利用しており，エネルギーの損失をほ

ぼゼロにしています．

また，この高速な立ち上がりを利用

して，「0」と「1」のデジタル信号の

表現を，図４（b）のように回路的に休

み休み行っています．従来の方式で
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図３　振動センサ変換回路の低消費電力化技術 
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図４　無線通信回路の低消費電力化技術 

（a）　パルス通信回路 （b）　パルスによる「0」「1」表現と消費電力 （c）　１回の通信に必要な回路エネルギー量 
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は，データ通信を開始し終わるまで，

常に発振器などの空中へのエネルギー

信号送信に寄与しない回路も動作し電

力を消費していましたが，データ通信

の途中でも無線回路を起動・停止する

ことによりデータを１bit送るためのエ

ネルギーをも削減することができます．

本方式と従来方式のエネルギー消費

量を比較した場合のイメージを図４（c）

に示します．従来の方式では，起動時

間が長いため送るデータ量を極限まで

減らしていった場合でも消費エネル

ギーが減少しませんでしたが，本方式

では，データ量が低い場合でも多い場

合でもエネルギーを減らすことが可能

になり，特にデータ量が少ない場合で

はその差が大きくなるため，センサネッ

トワークのような少量のデータを通信

する無線システムに適しています．

■振動検知端末

最後に，実際に試作した振動を検知

する１cm角無線センサ端末を紹介し

ます．組立写真を図５（a）に示します．

端末には，市販の太陽電池・ボール型

センサと設計した無線チップを搭載し

ています．ボール型センサは，振動に

より端末の角度が変化すると太陽電池

のエネルギーを無線チップへ伝えます．

無線端末は，エネルギーが供給される

と固有のIDを送信します．端末の小

型化のために各部品を１cm角のプリ

ント基板へ実装した後，それぞれを積

み重ねています．

無線の送信実験を図５（b）に示しま

す．センサが振動を検知した瞬間に，

コンデンサに蓄えられた太陽光のエネ

ルギーのみで，約３m離れた位置にあ

る受信機へIDを送信することを確認

しています．

今後の展開

今回紹介した技術は無線送信回路

ですが，さまざまなアプリケーションを

実現するには，併せてセンサ素子の検

討を行う必要があります．また，身の

周りのあらゆるものへ端末を入れ込む

にはさらなる小型・薄型化，低コスト

化と低消費電力化が課題となります．

これらに取り組み，センサネットワー

クのサービス拡大へ向けて，研究開発

を進めていきます．
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図５　１cm角無線振動センシング端末 

（a）　１cm角端末の組立写真 

（b）　無線送信実験 
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