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バッテリレスセンサによる行動認識に向けた発電量と消費電力の検討
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はじめに

スマートフォンやウェアラブルデバイスを用いた行動
認識手法がこれまでに多数提案されているが，行動認識
に伴う消費電力の増加は避けられず，普及を妨げる要因
となっている．このため，これまでにサンプリングレー
ト制御や間欠的なセンシングにより行動認識の省電力化
を図る試みがなされている [1]．しかし，依然としてバッ
テリにより駆動するデバイスの利用を想定しているため，
電池交換や充電の手間を避けることはできない．
これに対して，近年，Li-ion 電池などのバッテリを搭載
せず，環境発電により駆動するバッテリレスセンサが注
目を集めており [2]，超低消費電力型の無線通信技術であ
る backscatter 通信 [3] や無線給電技術と組み合わせるこ
とにより，電池交換や充電の手間が一切かからない行動
認識を実現できる可能性がある．例えば，図 1 に示すよ
うにリストバンド型や靴装着型のバッテリレスセンサに
より取得したセンサデータを backscatter 通信によってス
マートフォンに転送し，行動認識を行うといった利用が
考えられる．しかしながら，これまでにバッテリレスセ
ンサを用いた行動認識を実現する取り組みは十分になさ
れていない．我々の知る限りでは，靴型のバッテリレス
センサを用いた歩数計が提案されており [4]，backscatter
通信により一方の靴で推定した歩数を他方の靴に送信し，
Bluetooth でスマートフォンに転送することに成功してい
る．しかし，対象は歩数のカウントのみとなっており，限
定的である．
そこで本研究では，バッテリレスセンサを用いた行動
認識の実現可能性を明らかにするため，環境発電による
発電量と消費電力の検討を行う．具体的には，加速度セン
サによる行動認識を想定し，センサデータを backscatter
通信によってスマートフォンなどに転送する場合の消費
電力を実測することにより，いくつかの典型的な環境発
電素子の発電量に基づき，実現可能なサンプリングレー
トとセンシング期間の見積もりを行う．
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バッテリレスセンサ

バッテリレスセンサは環境発電モジュール，センシング
モジュール，backscatter 通信モジュールおよびマイコン
により構成される．このうち本稿では，消費電力に影響を
与えるセンシングモジュールとマイコンの実装を行った．
マイコン，センシングモジュールには，それぞれ超低消
費電力マイコン MSP430F2013 と加速度センサ ADXL362
を用いた．MSP430F2013 は LPM0〜4 の 5 段階のスリー
プモードが用意されており，消費電力と利用可能な機能
が異なる．バッテリレスセンサの実装においては必要な
機能が利用可能かつ最も消費電力の少ないスリープモー
ドを用いる．ADXL362 には最大 512 サンプルが保存可能
な FIFO バッファが内蔵されているため，最大で 3 軸加
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図 1: バッテリレスセンサを用いた行動認識の例

表 1: 各モードの消費電力
機器の種類
MSP430(Active)
MSP430(LPM3)
MSP430(LPM4)
ADXL362(Active)
ADXL362(wake up)

消費電力
400〜500µW
1.3µW
0.2µW
4µW
0.6µW

速度 170 サンプル分が保存可能である．なお，1 サンプル
のデータ量は 2byte である．
バッテリレスセンサは，加速度センサの値の変化がな
い時は待機状態となり，加速度が閾値を超えた時に測定状
態に移行する．待機時は，マイコンは常にスリープモード
(LPM4) であり，加速度センサは wake up モードで加速
度を監視し，閾値を超える動きがあった場合に測定状態へ
移行する．測定状態では，マイコンは加速度センサのバッ
ファのサンプル数が最大となった時に割り込み処理によっ
て起動し，データの読み出しと backscatter による送信を
行う．それ以外の期間は，スリープモード (LPM4) で待
機する．backscatter 通信には ambient backscatter[3] を
想定する．送信動作を模擬するため，マイコンのタイマ
割り込みを用いて送信レートに応じたタイミングで 1 つ
のピン出力を反転させるようにした．このとき，ピン出
力を反転させた後，次の反転タイミングまではスリープ
モード (LPM3) でタイマ割り込みを待つことで，消費電
力をできる限り抑える．MSP430，ADXL362 の各モード
における消費電力は表 1 に示すとおりである．
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実験結果と考察

バッテリレスセンサのデータレートと送信ビットレー
トの実現可能な組み合わせをバッテリレスセンサの消費
電力測定結果に基づき検討する．ここで，データレート
とは，1 秒あたりのセンサデータ発生量 (sample/sec) で
ある．
データレート d は 1 秒あたりのセンシング期間率 τ ∈
[0, 1] とサンプリングレート f (Hz) より，

d = τf
と表せる．ADXL362 では，f として 6, 12.5, 25, 50, 100
のいずれかが設定可能である．データレートが送信ビッ
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表 2: backscatter 通信の消費電力
送信ビットレート
1kbps
2kbps
3kbps

表 3: 環境発電の発電量

消費電力
50µW
70µW
80µW

発電手法
圧電素子（靴）
電波
フォトダイオード

発電量
〜1mW
1µW 〜60µW
15µW (1cm2 ,500lux)

方，直射日光が当たる屋外では十分な発電が可能である
ため，屋外においては他の環境発電よりも有利である．た
だし，いずれの場合も安定した電力供給が見込めない時
はデータレートを下げることで対処する必要があると考
えられる．

4
図 2: データレートと消費電力

トレートを超える場合は，生成したサンプルを破棄する
ことになるため無駄が生じる．したがって，消費電力を
抑えるためには送信データ量 48d(bits) が送信ビットレー
ト未満でなければならない．表 2 に backscatter 通信の送
信ビットレートと消費電力 Wb の実測値を示す．送信ビッ
トレートが高いほど頻繁にマイコンが起動するため，当
然ながら消費電力は増加するが，データ送信時間は短く
なる．したがって，データレート d，ビットレート b に対
する消費電力 W は

W = 48d/b · Wb
となる．図 2 はこの式に基づき算出した送信ビットレー
ト，データレートに対する消費電力を示しており，点線の
部分はサンプルの破棄が生じる場合を表している．送信
レートが 1kbps，2kbps，3kbps に対してそれぞれ最大サ
ンプリングレートは 12.5Hz，25Hz，50Hz となる．図 2
から，同じサンプリングレートの場合は送信レートが高
いほど消費電力が低いことが分かる．しかし，送信レー
トが高いと通信可能距離が短くなることが分かっている
ため，状況に応じて適切な値を設定する必要がある．
一方，バッテリレスセンサが駆動するためには，消費
電力が発電量 P 以下でなければならない．このためには，
以下の条件を満たす必要がある．

W ≤P
以下では表 3 に示すいくつかの環境発電を想定した場合
における実現可能なサンプリングレート，送信レートの組
み合わせを検討する．圧電素子発電を用いた場合は，用
途は靴に限定されるが十分な発電量を見込めるため，最
大でサンプリングレート 50Hz，送信レート 3kbps が可能
である．電波を用いた発電は周囲の電波強度により発電
量が大きく変化するが，東京タワーから 6.3km の見通し
が得られる地点での発電量は数 µW 〜数十 µW との報告
がある [5]．これに対し，43µW 以上の発電量が見込める
時であれば最大で 25Hz，2kbps が実現可能と考えられる．
最後に，フォトダイオードを用いた場合は，発電量が周
囲の明るさとフォトダイオードの敷設面積に大きく依存
するが，面積 3cm2 , 明るさ 500lux の条件では 45µW の
発電量が見込めるため，一般的なオフィス程度の照明環
境であれば最大で 25Hz，2kbps での動作が見込める．一

まとめと今後の課題

本稿では，センシングした加速度を ambient backscatter
により送信する場合の消費電力を実測し，バッテリレス
センサを用いた行動認識の実現可能性を検討した．その
結果，発電量に応じてサンプリングレートやセンシング
期間を調整することで，バッテリレスセンサによる行動
認識が実現できる見込みがあることが分かった．今回は
加速度の raw data を送信するものとしたが，マイコン側
で量子化ビット数を削減したり，特徴量抽出処理を行った
りすることによって，通信量を減らすことができるため
全体の消費電力が削減できる可能性がある．今後は，行動
認識にあたり，必要なサンプリングレートやセンシング
期間の調査を行い，プロトタイプを実装する予定である．
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