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環境発電による環境発電素子の発電量計測システム
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あらまし　 我々は，スマートフォンを使わずに，低消費電力で部屋単位の場所を認識するシステムを提案している．このシステム
では，環境発電素子に着目し，それらの発電量が環境によって変化することから，その発電量から場所や行動を認識しようとしてい
る．さらに，発電した電力をシステムの電源としても利用することでエナジーハーベストなシステムを構築しようとしている．しか
しながら，場所や行動の認識の可否の検証に焦点をあてていたため，発電量の計測にはバッテリを搭載したマイコンを用いていた．
そこで本論文では，エナジーハーベスティングも考慮し，複数の環境発電素子を場所認識のためのセンサかつ電源として利用可能に
するシステムを検討した．
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Abstract　 In our prior work, we proposed a system to recognize place without using smartphone. In this system, focusing on
environmental power generation elements which generate different amount of power depending on the environment, we tried to recognize the
place and behavior from the amount of power generated. Our final goal is to construct an energy harvesting place recognition system which
uses the generated electric power as the power source of the system. However, since our prior work aimed to investigate whether place or
behavior recognition is possible or not, we used a microcomputer equipped with a battery to measure power generation. Therefore, in this
paper, to realize energy harvesting, we design and implement a system that makes it possible to use multiple environmental power generation
elements as both sensors and power sources for place recognition.

Keywords　 environmental power generation, energy harvest, place recognition, embedded system

1. はじめに
近年，ライフログに基づいてストレスや鬱との関係を調査し，生

活習慣を見直す研究が広がっている [1]．こうした研究ではスマー
トフォンのアプリとして実装されたシステムを用いて，生活行動
を取得している．このとき，最も重要となるのは，どこに居たか
という位置情報である．位置情報は，屋外であれば GPS(Global
Positioning System)により，容易に取得可能である．一方，屋内で
の位置情報に関しては，さまざまな研究がなされており，Wi-Fi[2]

や iBeacon[3, 4] を用いたものが最も普及している．これらの方式
は，環境から発信される電波をスマートフォンなどの携帯端末で
受信し，その受信状況から位置を推定する．そのため，常時位置
を把握するためには，常時携帯端末上でアプリケーションを動
作する必要があり，バッテリの消費が問題となる．また，Wi-Fi
のアクセスポイントが少ない環境では位置精度は低い．iBeacon
を様々な場所に設置することも考えられるが，コストが問題とな
る．　これまでの位置推定の研究では，座標としての精度に焦点
が当てられてきたが，我々は，ライフログに必要な位置精度とい
うことで，部屋レベルの位置（以降，場所認識と呼ぶ）を目標と
し，低消費電力で継続的に駆動可能なシステムの実現を目指して
いる．その手法として，我々は，環境発電素子をセンサをとして
用いる．場所認識システム（以下，梅津らの研究）を提案してい
る [5, 6, 7]．このシステムでは，環境発電素子に着目し，それらの発
電量が環境によって変化するため，その発電量から場所や行動を
認識しようとしている．Khalifaら [8] は，環境発電素子の中でも
振動発電素子に着目し，その発電量から行動認識を試みている．
一方，我々は環境発電素子の中でも太陽電池に着目している．以

前の調査 [9] で，太陽電池は，受光量や受光波長によって発電量
が変化し,太陽電池の材料によってその特性に違いがあることが
示されている. そのため，場所によって光源が異れば, 太陽電池
の発電量の違いからその場所を識別可能となる．そして，振動発
電素子と異なり，太陽電池には複数の素材があることから，特性
の異なる太陽電池を組み合わせれば，高い精度で行動認識ができ
ることが期待できる．
ここで，フォトダイオードなどの一般的な光センサではなく，

環境発電素子である太陽電池を利用する理由としては，生成した
電力をシステムの駆動にも利用できる可能性があるからである．
しかしながら，梅津らの研究では，発電量の違いに基づいた行動
や場所の認識の可否の検証に焦点をあて，発電量の計測にはバッ
テリを必要とするマイコンボードを用いていており，発電した電
力を電源として利用するには至っていない．
そこで，本論文では，エナジーハーベスティングも考慮し，複

数の環境発電素子を場所認識のためのセンサかつ電源として利
用可能にするシステムを検討した結果を報告する．提案システ
ムは，従来の発電量計測モデルを根本的に見直し，発電量を直接
計測するのではなく，メモリの書き込みに必要な電力を貯めてタ
イムスタンプを書き込む，という動作を繰り返すことで，単位時
間あたりの書き込み回数から，単位時間あたりの発電量を間接的
に計測するという手法を提案する．この手法を実現する回路を
設計し，実装し，実験を行ったところ，光の強度によって書き込
み回数が変化することが観測され，提案システムによって，環境
発電素子の発電量を環境発電素子から発電した電力で記録でき
ることを示した．



2. 想定環境と従来システム
まず，想定する環境を図.1に示す．これは，従来システムでも

提案システムでも同じ環境となる．日常生活において，ユーザが
滞在する代表的な場所は数箇所に絞られることを前提とし，それ
らの場所を認識することが目標となる．従来および提案システ
ムは，ウェアラブルデバイスとして実装され，常にユーザが身に
つけるものとする．太陽電池を利用するため，服の下に隠れない
ようにする必要があるという制約があるが，光が当たればよいた
め，帽子や靴などに実装されるものでも構わない．我々は，学生
や会社員が常に身につけているネームタグに着目しており，将来
的にはネームタグ内に収まるデバイスにすることを狙っている．
最終的には，システムを装着して作業を行うことで，環境発電素
子が発電した発電量を記録し，オフィス内のフリースペース，会
議室，集中室，リフレッシュスペースなどの中から，どの部屋で
作業しているかを推定することで使用者のライフログを記録す
ることが可能となる．
図 2に梅津らのシステム構成を示す．この従来システムは，主

に電源かつセンサとして用いる環境発電素子とデータを処理する
マイコンから構成されている．梅津らは環境発電素子として太
陽電池を 5種ピエゾ素子を 1種使用しており，各環境発電素子
が発電した電圧を測定し，使用者の場所を推定している．MPU
は Adafruitのマイコンボードを使用しており，電源は環境発電素
子が発電した電力を用いる想定であったが，梅津らの研究では場
所推定に焦点をあてていたため，バッテリから供給している．ま
た，データの保存は BLEで携帯端末に送信する手法や SDカー
ドに記録する手法で行っていた．しかしながら，これらの手法で
は消費電力が大きいため，バッテリレスにするための大きな障害
となる．よって，梅津らのシステムをバッテリレスにするために
は，バッテリの代わりとなる電源の確保およびデータの保存方法
の変更が必須となる．

3. 提案システム
マイコンを駆動させるためには，約 2V の電圧と数 mA の電

流が必要であり，データを保存するために SDカードを用いると
数百 mA の電流が必要になる．太陽電池は高電圧の出力が得ら
れるが，得られる電流は低いため，そのまま扱うには電力が不足
している．昇圧チョッパーなどの電流の増幅方法が存在するが，
太陽電池は定電流源に近似できるため，電流の増幅は不可能であ
る．そこで我々は，複数枚の太陽電池を直列に接続して電圧を確
保しつつ一度電解コンデンサに電荷を蓄積することで瞬間的な
電力の消費に耐えることが可能な方法を選択した．これにより
間欠的に動作することが可能となる．
図 3 に電流を水流に見立てた提案手法のモデル図を示す．左

側が一般的な測定システムで右側が提案システムである．一般的
な測定システムは水量を測定するとき，水源（環境発電素子が発
電した電力）が水車にあててモータを用いて回転数を測定する．
また，時々刻々と変化する水量を測定するためには単位時間あた
りの水量を測定する必要があるため，常時回転数を計測しその結
果を SDカードに保存する必要がある．その結果消費電力が高く
なり，モータが発電した電力では賄うことができないため，バッ
テリという外部電源が必要になる．そこで，右側の提案システム
ではししおどしのように一定の水量が貯まると動作を切り替え
るという単純なアプローチを取る．これにより，水量はししおど
しの容量と等価であるため測定器が不要となり，ししおどしが動
いたときにタイムスタンプを記録するだけの単純な動作を行う
だけで良くなる．また，記録媒体に外部 EEPROMを使用し記録
時の消費電力を抑えることでモータが発電した電力だけで全て
のシステムを賄うことが可能である．よって，タイムスタンプの

読み取りと記録ができるだけの最低限の水量を貯め，貯まったら
書き込むという動作を繰り返す．この場合，直接的な水量を記録
するわけではないが，単位時間当たりの書き込み回数から間接的
に水量を求めることが可能になる．
このように，提案システムでは環境発電素子が発電した電力を

電解コンデンサに充電し，一定以上の電力が貯まるとマイコンが
駆動し，タイムスタンプを読み込み記録するという間欠計測によ
り単位時間あたりの記録数から発電量を求める．
たとえば，図 4 は，コンデンサへの充電とマイコン駆動によ

る放電を時系列グラフで示したものであるが，光量が多い部屋は
発電量が多くコンデンサに充電する時間が短いため明るい部屋
であり，光量が少なければ発電量が少なくコンデンサに充電する
時間が長くなるため暗い部屋であることがわかる．よって，単位
時間あたりの書き込み回数を求めることで，間接的に単位時間当
たりの発電量を求めることが可能である．
システムの流れを図 5 に示す．マイコンは基本的にスリープ

図 1 想定する環境

図 2 従来システムの構成図

図 3 水流に見立てたモデル図



状態で待機し，コンデンサに一定以上の電力が充電されるとス
リープ状態から復帰し，時間と電圧を記録し，再びスリープ状態
に移行する．ここで，時間と同時に電圧も計測しているが，電解
コンデンサに太陽電池を接続した場合，マイコンが取得する太
陽電池の線圧は電解コンデンサに充電された電圧と等価になる．
よってマイコンが駆動している間は電解コンデンサの電力が使
用され電圧が急激に低下するため，その環境における太陽電池の
発電量が測定できない．そこで，提案システムでは発電量ではな
く発電比として利用するために電圧を測定している．このサイ
クルを繰り返すことにより，コンデンサの充電に要した時間と各
太陽電池の電圧比から使用者の滞在場所を推定する．

4. 提案システムの設計
梅津らはピエゾやペルチェといった環境発電素子も利用して

いたが，本研究では問題の簡略化のため，太陽電池だけを対象と
する．太陽電池には様々な種類が存在し，今回使用する太陽電池
は表 1 に示す多結晶シリコン型と色素増感型である．多結晶シ
リコン型は単結晶の不要な部分を寄せ集めて製作される光電効
果を利用した太陽電池であり，現在最も普及しているモデルであ
る．一方，色素増感型は酸化チタンの表面に色素を吸着させるこ
とで可視光への受光感度を向上させた太陽電池であり，低照度環
境でも高電圧の出力が得られる．
試作したシステムの構成図を図 6，使用した部品を表 2 に示

す．太陽電池 SC1と SC2は直列で接続しており，電解コンデン
サは全て並列で接続しているため合計 4000μ Fとなる．梅津ら
のシステムでは情報を記録するために BLEを用いて携帯端末に
送信し保存する，あるいは，SD カードを用いて保存している．
しかし，システムの消費電力の削減のため本システムでは外部
EEPROM を使用してデータを保存する．外部 EEPROM に保存
する場合，そのままではデータが取り出せないため，USBシリ
アル変換モジュールを搭載し，PCと接続したときにデータを取
り出す．また，電解コンデンサの充電量を測定する方法としてマ
イコンが常時 A/D変換を行って監視するという手法が挙げられ
るが，常時 A/D変換を行うと消費電力が大きくなる．そこで本
システムでは，内部リファレンス付きのコンパレータ ICを用い
ることでこの問題を解決した．
本システムは計測モードとデータ転送モードの 2 つのモード

から構成されている．計測モードでは図 5 に沿ってタイムスタ
ンプと各環境発電素子が発電した電圧比を間欠的に記録してい
く．データ転送モードでは，本システムを PCに接続し，計測し
たデータをシリアル通信で PCへ送信する．

図 4 発電量が変化することによる充電時間の変化

図 5 システムの動作手順

表 1 使用する太陽電池の種類

name SC1 SC2

image

type polysilicon dye sensitization
model OPP55A161BI FDSC-FSC1G
power 880mW 0.18mW
size 50*105 56*91

図 6 試作した回路の構成図

表 2 使用した部品

name model number

micro computer ATmega328P 1
solar cell SC1, SC2 1
capacitor 1000μ F 4

RTC module
Adafruit DS3231

1
Precision RTC

EEPROM AT24C1024B 3
comparator MAX931EPA+ 1

serial convert module AE-FT234X 1



5. 評価実験
試作した提案システムの動作確認および評価を行うために簡易

実験を行った．本実験ではスタンドライトで太陽電池に強い光，
弱い光，太陽電池を半分隠して弱い光を照射したとき，本システ
ムみおいて発電量に応じてデータの書き込み回数に変化が生じる
かを確認した．図 7に強い光源を照射したときの結果，図 8に
弱い光を照射したときの結果，図 9 に太陽電池を半分隠して弱
い光を照射した結果を示す．図 7 では強い光を照射しているた
め，太陽電池の発電量が多く単位時間当たりのデータ書き込み回
数は平均 1.83回であったのに対し，図 8では平均 1.23回，図 9
では平均 0.167回となった．よって発電量（光量）に応じてデー
タの書き込み回数が変化することが確かめられた．

図 7 単位時間あたりの書き込み回数（強い光源）

図 8 単位時間あたりの書き込み回数（弱い光源）

図 9 単位時間あたりの書き込み回数（照射面積半分で弱い光）

6. おわりに
本稿では環境発電素子を用いて発電した電力を電源かつセン

サとして用いることで，場所を推定するデバイスを提案し，簡易
的なエナジーハーベスティングのデバイスを試作した．今後の
展望としては，実際に様々な場所で計測して機械学習モデルを作
成し，場所推定の精度評価などが挙げられる．
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