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無線センサネットワークにおける
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1．
． 背景・目的
近年，電子技術の発達により小型無線機を使った
無線センサネットワーク構築が進んでいる．また，地
球温暖化やエネルギー問題から，周囲の環境で使
われていないエネルギーを電力に変えるエナジーハ
ーベスト(EH)技術が注目されている．これらの技術
を使った自然に影響の少ない EH 無線センサネット
ワーク構築方式[1]が提案されている．
本論文では，まず EH の種類や特徴を調査し，次
に EH を利用した 4 つの WSN(WSNEH)デバイス
について考察する．
2．
．EH 技術の特徴と種類
技術の特徴と種類
EH 技術の特徴と種類を示す．EH 技術は 3 つの
グループに種類を分けることができる．グループには
自然などの再生可能エネルギーを利用するもの，歩
行などの生物の行為を利用するもの，体温などの生
命エネルギーを利用するものがある．
まず再生可能エネルギーを利用する発電方法は
主に自然のエネルギーを使う．表 1 に例として太陽
光，風力発電の特徴を示す．

力を得ている．また，[6]のようにマイクロ波を電力に
変換する研究もなされている．
最後に体温などの生命エネルギーを利用する方
式がある．例えば，体温と外気の温度差を利用した
発電[7]や血液中のグルコースを利用した発電[8]な
どがある．このような EH 技術を WSN におけるノー
ドに利用して，自家発電できるノードが製造されてい
る[9]．

3．
． WSNEH ノードの比較と推測
ノードの比較と推測
ここでは既存の WSNEH に関する小型デバイスの
出力や大きさを比較し，考察する．既存の WSNEH
ノードには TI 社のソーラー・エネルギー・ハーベスト
(SEH)開発キット[9]，EnOcean 社の SHE デバイス
の STM110[10] や ス イ ッ チ を 押 す 力 で 発 電 す る
PTM200 [11]などがある． また温度差による発電を
するコンバーターECT300[12]がある．これらの大き
さと，出力を各データシートからわかる範囲でまとめ
たものを表 2 に示す．
表 2：WSN における EH デバイスの大きさと出力

表 1：太陽光発電と風力発電の特徴
エネルギー変換効率
コスト(家庭・ビル用)
天候による影響

太陽光

風力

10～20％[2]
約 75，000 円
(セル 1 枚)[3]
有

約 520，000 円
[4]
有

SEH 開発キッ
ト (太陽光)

STM110
(太陽光)

ECT300
(温度差)

1.3×3,5
cm [10]

約 4mW (温
度差 90K)
[12]
約 250µW
(温度差 10K)
[12]
2.0×1.2cm
[12]

30%[2]

これらの特徴として，表 1 にあるように天候によって
発電量が左右されることや，一般家庭が購入するた
めのコストが高いことが挙げられる．以上のことや，日
本の土地が少ないこともあり，普及が進んでいない．
次に生物の行為を利用する方式がある．これは，
歩行時の振動やスイッチを押す力などを生活の中の
未使用のエネルギーを電力に変換する方法である．
人間の歩行時の振動をエネルギーに変換する発電
床は，[5]で実験されている．[5]によると，東京駅の
改札口に発電床を敷き詰め，1 日に 1400kWs の電
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出力 1

350µW
(1000lx) [9]

出力２

80µW
(200lx) [9]

大きさ
価格

約 5.7×5.7cm
[9]
約 12,000 円
[13]

PTM
200 (スイ
ッチ)

4.0×4.0
cm [11]
14,750
円[14]

表 2 から，WSN における EH ノードの大体の大き
さとそれに伴う出力が推測できる．まず大きさについ
ては，表 2 の全ての大きさの平均値を取れば，約
14cm2 となり，これが WSN における EH ノードの大
体の大きさと推測できる．
次に出力については，SHE 開発キット[9]では 10
00lx の光を受けることで 350µW，200lx で 80µW，
また ECT300[9]は外気温と熱電素子との温度差が
90K で出力が約 4mW，温度差が１０K で約 250µ
W である． さらに STM110[10]のデータシートには
具体的な出力は記述されていないが，送信電力と充
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電時間から単純に計算した結果，出力の単位は µW
になった．そのため，約 14cm2 の大きさの WSNEH
ノードにおける出力は数 µW～約 4mW の範囲であ
る，と推測できる．また，価格による大きな違いは表 2
からは見られない．
4．
．まとめと今後の課題
EH の特徴や種類を述べ，また WSNEH デバイ
スに関して，出力や大きさ等を比較し，WSNEH ノー
ドの大きさや出力を考察した．
また，EH ノードは，エネルギーを得ることができな
ければ表 2 の出力 2 のような低い値になる．そのた
め，WSNEH ノードの配置は可能な限り発電するた
めのエネルギー源を大きくする必要がある．今後は
WSN 環境に応じた EH 技術についてより詳細に検
討する．
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