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あらまし この論文では，Internet of Things (IoT) デバイスの起動や無線送信/スリープのモード切り替え
制御を，小型かつ低電力で実現する電源制御技術を紹介する．従来は，制御の切り替え時に発生する電源変動を
「抑制」していたが，我々はその変動をむしろ「許容」する手法を考案し，従来必要だった電源 IC や余剰な安定
化容量を不要化した．また，無線モジュールの起動や停止を検知するコンパレータのしきい値を，自身の出力状
態を元に切り替えた後，自動的にパワーダウンする仕組みによって定常消費電流 1µA 以下を達成した．太陽電
池を用いた Bluetooth Low Energy (BLE) モジュールの駆動部に本技術を適用し，従来比で厚さ 1/2，サイズ
を 2/3 に削減したメンテナンス不要の小型ビーコンを実現した．更に，二次電池の充放電や Low Power Wide
Area (LPWA) の電源制御に本技術を適用することで，24 時間動作を可能にするビーコン，及び，7km の長距
離送信を可能にする世界最小のセンサーデバイス (82 × 24 × 6mm) を開発した．本技術は，IoT デバイスの用
途や電力バジェットに合わせて柔軟にカスタマイズでき，多くの IoT 現場での適用・応用が可能である．
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1. ま え が き

立たず取り付けることが要求される．

第 4 次産業革命として Internet of Things (IoT)，

(身の回りのエネルギーを電力に変換するデバイス，

電池交換不要化の実現には，エナジーハーベスタ

Artiﬁcial Intelligence (AI)，ロボットというコア技術

energy harvesters (EH)) の使用が考えられる．図 1

を用いた生産革命構想が広がっている．あらゆるモノ

は，EH の発電電力とデバイスの消費電力のトレンド

のデータをネットワークに繋げるために必要な IoT デ

である．近年，微細化やトランジスタの高性能化に

バイスは世界中で増え続けており，その数は 2021 年

より無線通信 IC (RF IC)，マイコン (MCU) とセン

で約 100 億個になると予測されている [1]．しかしな

サ (sensors) で構成される IoT デバイスの消費電力

がら現在の IoT デバイスは，電池で駆動するタイプが

(Power consumed) が減少し，EH の発電電力 (Power

ほとんどを占めており，膨大な数の定期的な電池交換
作業を伴うサービスは，システムの安定性かつ継続的
な運用を妨げ，人件費等のランニングコストの増加を
招く．これらは，場所が遠く，容易に交換できない場
所 (橋，鉄塔，マンホールなど) に設置された場合，特
に顕著になる．また，IoT デバイスの小型・軽量化も
重要である．例えば，天井から重いデバイスが落下す
ることのないよう安全性を考慮し，景観を害さず，目
図1
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EH の発電電力と IoT デバイスの消費電力のトレン
ド ( [2] をベースに作成)
Fig. 1 Trend of power generated by EH and power
consumption by IoT devices (according to [2]).
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generated) がそれを上回った [2]．つまり，デバイスを
電池駆動ではなく，EH で駆動することが可能になっ
てきた．ただし，EH の発電は設置環境により変化し，
また，小さく不安定であるため，デバイスを安定動作
させるためには，それよりも小さな電力で安定化する
電源制御がキーテクノロジとして必要となる．
本論文では，まず太陽電池 (代表的な EH の一つ)
で動作する BLE ビーコンを例として，電池交換不要
で，かつ，小型・軽量化を実現する電源制御技術を紹
介する．BLE ビーコンとは自分の ID やセンシング
データを定期的に送信する電波発信器である．市販の

図 2 PMIC を用いたビーコンのブロック図と動作原理
Fig. 2 Block diagram and operating principles of
beacons with a PMIC.

BLE ビーコンは一次電池で動作するタイプと太陽電
池で駆動するタイプに分けられる．前者は小型化が可
能であるが，電池交換の手間がかかる．一方，後者は
電池交換が不要であるが，電源安定化，すなわち電源
変動を「抑制」するために，大きな蓄電素子 (Energy-

storage element) や周辺部品 (Peripheral parts) 点数
の多い電源 IC (PMIC) が必要となるため，小型化が
難しい [3], [4]．今回我々は，電池交換不要化と小型化
を両立することが可能な電源制御回路 (Power control

circuit (PCC)) を開発した [5]．動作切り替え制御に
コンパレータを用い，そのしきい値を自身の出力信号
によって自動的に変化させることにより，電源変動を
「許容」することを可能にした．
この論文の構成は以下である．2. では太陽電池を用
いた従来型ビーコンを紹介する．3. は提案する PCC
と BLE ビーコンへの展開を説明する．4.，5. では，

図3

PMIC を使用しない従来ビーコンのブロック図とタ
イミングチャート
Fig. 3 Block diagram and timing chart of beacons
without PMIC.

それぞれ長時間動作，長距離動作が可能なビーコンへ
の展開について紹介し，6. で本論文をまとめる．

できる．すなわち，スイッチ ON の状態を維持できる

2. 太陽電池で駆動する従来型ビーコン

ため，BLE モジュールの安定動作が可能になる．

2. 1 PMIC を用いたビーコン

なインダクタ，及び，入力変動と出力変動を抑制する

図 2 は，PMIC を用いた従来型ビーコンのブロック図

容量などの複数の外付け部品が必要なため，小型化す

と動作原理である．この回路は，太陽電池 (PV cells)，

ることが難しい．また，PMIC は常時動作が必要なた

しかし，市販の PMIC を動作させるためには，大き

BLE モジュール (BLE module)，PMIC とその周辺

め，電力変換の損失 (10%) が発生し，それをカバーす

部品 (Peripheral parts)，及び，蓄電素子 (Energy-

るための太陽電池のサイズが大きくなってしまう．

storage element) で構成される．蓄電状況は，PMIC

2. 2 PMIC を使用しないビーコン

内部の電圧監視回路 (Voltage monitor (VM)) によっ

PMIC を使用しないアプローチとして，図 3 (a) に

て常時監視され，その電圧が十分高くなったタイミン

示すような構成が考えられる．しかしながら，BLE

グ (t1 ) で，制御スイッチ (Control switch) が ON と

モジュールと蓄電素子を直結する構成では，BLE モ

なり，BLE モジュールが起動する．スイッチ制御や起

ジュールが十分に蓄電されていない状態にもかかわ

動，無線送信時に発生する電源変動は，PMIC によっ

らず動作を開始してしまい，初期動作の失敗 (Initial

て抑制 (Suppressing voltage drops) されるため，VM

operations started but failed) を繰り返す (図 3 (c) の

は電源変動の影響を受けず，判定値を維持することが

(a))．
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図 3 (b) は，図 3 (a) に対してスイッチとコンパレー
タ (Comparator (CMP)) を追加したビーコンのブロッ
ク図である．容量 (C) に十分な電荷が蓄えられたとき
に，CMP が反転して (CMP transition) スイッチが

ON になり，BLE モジュールが起動する (BLE module ON)．このとき，CMP の反転と BLE モジュール
の初期動作による大きな瞬時電流が発生し，電源電圧

(VDD ) が大きくドロップする．その結果，CMP の出
力は電圧降下を検知して再度反転し，図 3 (a) の回路
と同様に BLE モジュールの初期動作の失敗を繰り返
す (図 3 (c) の (b))．
ここで，上述の電圧降下が生じた場合においても

CMP の出力が反転しない条件を考える．電源 (VDD )
の電圧降下を VDR ，CMP のしきい値のヒステリシス
幅 (高いしきい値電圧 VRH と低いしきい値電圧 VRL

図 4 提案する PCC のブロック図と動作原理
Fig. 4 Block diagram and operating principles of
proposed PCC.

の差電圧) を VHY とすると，反転しない条件は以下で
表される．

VHY > VDR = I · t/C

出力状態を元に，モニタすべき適切な VM (VM1 or

(1)

VM2) を自動的に選択する (Self-control)．このため，
VHY の広い特別な CMP を開発する必要がなく，VM1，

ここで，I と t はそれぞれ BLE モジュールの初期動

VM2 のしきい値電圧がそれぞれ VRL ，VRH である市

作に必要な電流と時間，C は蓄電素子の容量値である．

販の CMP を使用することが可能になる．今回使用す

市販部品のスペックは，VHY = 100 mV (= ΔVTH [6]

る BLE モジュールの動作電圧範囲は 1.8〜3.6 V であ

= ΔVDET [7])，t = 100 ms，I = 1〜2 mA [8] であ

るため [8]，市販品 [6] の中から，例えば VRH = 3.0 V，

り，これらを式 (1) に代入すると C > 1000µF を得

VRL = 2.0 V となる CMP を選定することで，ヒステ

る．これはすなわち，BLE モジュールの初期動作時

リシス幅 (VHY = VRH − VRL = 1.0 V) が広く設定で

に電圧降下しても，C > 1000µF を用いれば，CMP

きる．したがって，BLE モジュールの起動や動作時の

の出力は再度反転せず，BLE モジュールの動作が継

電圧降下 (VDR ) を「許容」することができ (Tolerating

続できることを示している．しかしながら，100µF の

voltage drops)，従来，電源変動を「抑制」するため

チップコンデンサを 10 個以上並列実装するのは現実

に必要であった PMIC を不要化し，容量値も削減でき

的ではなく，小型軽量化に対して課題となる．また，

る．上述のように VHY = 1V が実現できる場合，式

市販の CMP を用いる場合，しきい値電圧と VHY を

(1) より，必要な容量値は 100µF (従来の 1/10) に削

自動的に変更することができないため，所望の動作電

減できる．

圧範囲内で動作する無線モジュールを選択する必要が

3. 2 低照度環境における PCC の消費電流

あり，汎用性が低い．そこで，市販の CMP を使いな

工場の廊下や棚の中など多くの場所に設置するため

がら VHY を自動的に調整する仕組みを考案した．

3. 提案する PCC と BLE ビーコンへの
展開

には，100lx 以下の低照度でも動作可能なビーコンが
求められる．低照度においても十分な電荷を蓄積す
るためには，PCC の消費電力は太陽電池の発電電力
より小さくする必要がある．図 5 は，今回使用した

3. 1 提案する PCC の原理と基本構成

3cm2 の太陽電池の実測特性である．太陽電池の発電

図 4 は，提案する Power control circuit (PCC) の

電流 (IP ) は，照度 (Illuminance) と比例関係にあり

ブロック図である．PCC には，BLE モジュールの起

(図 5 (a))，図 5 (b) の I-V 特性によると，100 lx 以下

動電圧 VRH と停止電圧 VRL を検知するための二つの

の環境での発電電流は 5µA 以下であった．

しきい値が二つの CMP を用いて VM1，VM2 として

JIS Z9110 [9] の基準に従うと，非常階段や地下通

それぞれ設けられており，Voltage Monitor (VM) の

路の最低照度は 50 lx である．この環境下において動
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図 7 提案する電池交換不要なビーコンの試作写真
Fig. 7 Photograph of the proposed beacon with no
need for battery replacement.
図5

太陽電池性能の測定結果，(a) 出力電圧が 3V 時の
発電電流と照度の関係，(b) I-V 特性
Fig. 5 Measured PV cell performance, (a) Relationship between generated current and illuminance at 3-V output voltages, (b) I-V characteristics.

PCC の動作について，図 6 (b) を用いて説明する．
起動前のフェーズ 1 (Start-up phase1) では，PCC は

CP2 のしきい値 (VRL ) を検出する．電源電圧 (VDD )
が VRL を超えると，CP2 の出力電圧 VO2 が反転す
ると同時に，PCC は起動前のフェーズ 2 (Start-up

phase2) に移り，CP1 のしきい値 (VRH ) を検出する
ように変化する．VDD が VRH を超えると，CP1 の出
力 VO1 は High になるとともに，T3 を介して CP1 が
パワーダウンするため，PCC が検出するしきい値は

CP2 のしきい値 VRL に変わる．このとき，BLE モ
ジュールは初期動作を経て起動し，大きな電圧降下が
発生するが，VDD > VRL を満たす範囲においては，電
源変動が「許容」され，動作継続が可能となる．CP1
のパワーダウン後，VO1 はプルアップ抵抗 R (10MΩ)
により状態が維持される．BLE モジュールが起動し
た後は，照度が下がらない限り，定期的なビーコン動
図6

提案する PCC の (a) 回路図と (b) タイミング
チャート
Fig. 6 Circuit diagram and timing chart of the
proposed PCC.

作を繰り返す (Transmission)．照度が下がった場合

(VDD < VRL ) は，T4 が ON することで回路がリセッ
トされ (Reset)，起動前 (Start-up) の状態に戻る．
図 7 は，提案する電池交換不要のビーコンの試作
品の写真である．Flexible Printed Circuits (FPC)

作するためには，図 5 (b) より，PCC の消費電流は

基 板 上 に ，薄 膜 太 陽 電 池 ，BLE モ ジュー ル ，蓄 電

2.5µA 以下にする必要がある．

素子と提案の PCC が実装されている．全体のサイ

3. 3 提案する PCC の回路構成

ズは 55 × 20 × 2 mm で，重さは 3g である．送信

図 6 (a) は提案する PCC の回路図である．CP1 と

距離は，10m〜15m である．図 7 の試作ビーコンで

CP2 はコンパレータ (CMP) であり，それぞれ高い

は，CP1 のしきい値 VRH = 3.1V，CP2 のしきい値

しきい値 (VRH ) と低いしきい値 (VRL ) が設定されて

VRL = 2V，すなわち，VHY = 1.1V に設定した．BLE

いる．CP1 の出力状態が Low から High に反転する

モジュール [8] の起動に必要な電流と時間は，それぞ

と，CP1 自身はパワーダウンするため，PCC が検出

れ I = 1〜2 mA，t = 100 ms であるため，式 (1) よ

するしきい値は自動的に CP2 のしきい値にシフトす

り，C > 90〜180µF となる．今回は設計マージンを

る．このフィードバック制御により，ヒステリシス電

考慮し，C = 300µF の容量を使用した．

圧 (VHY ) の小さい CMP [6] を用いても VHY = 1V を

3. 4 実測結果と分析

実現することができ，かつ，CP1 のパワーダウン等

試作したビーコンの測定は，照度の調整が可能な暗

で不要な定常電流を削減し，PCC 全体の消費電流が

箱の中で行った．図 8 は，44 lx の照度で動作させた

1µA 以下に抑えられた．

BLE モジュールの VDD と消費電流波形である．
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図 8 44 lx の照度で VDD と消費電流波形の測定結果
Fig. 8 Measured waveform of VDD and current consumption of RF module at 44 lx illuminance.

時刻 t1 で VDD > VRH になり，BLE モジュールが

Fig. 9

図 9 送信頻度と必要な照度の関係
Minimum required illuminance as a function
of the transmission frequency.

起動する．それと同時に，PCC が検知するしきい値は

VRL にシフトする．時刻 t2 で，BLE モジュールは初
期キャリブレーションとプロトコルスタックの生成な
どの初期動作を行う．初期動作終了時刻 (t3 ) までの電
圧降下は VDR = 0.5V であるが，VHY (= 1.1V) より
十分小さく，その後，VDD > VRL を保ちながら送信

(Transmission) 動作が継続できていることがわかる．
ここで，照度と送信頻度の関係を考察する．図 5 (a)
に示すように，太陽電池の発電電流 (IP ) は照度と比
例するため，式 (2) が成り立つ．

IP ≈ 0.016 · APV · Lx

(2)

示す．ビーコンの消費電流 (IC ) は以下の式で計算で
きる．

(3)

は BLE モジュールのスリープ電流，Q は 1 回のパ
ケット送信に必要な電荷量で，N は送信頻度 (1 秒ご
とに送信する回数) を示す．すなわち，Q · N は 1 秒
ごとの総送信電荷量である．BLE モジュールを起動さ
せるためには，IP > IC を満たす必要がある．式 (2)
と式 (3) より，

(4)

動作できない．
制御すれば，電流 (IP −IPCC ) によって得られる電荷を
容量 C にゆっくり蓄積することができる．VDD > VRH
に達したとき，BLE モジュールが起動と初期動作を
経て 1 度送信を行う．この一連の動作で C に蓄積さ
セットされ，起動前の状態に戻る．この動作を繰り返
すため，試作ビーコンは 75 lx 以下の照度においても，
リセットの繰り返しを一周期とするビーコン送信が可
能になる．送信頻度 N は容量 C への電荷チャージ時
間で決まる．

N = IP /(C · (VRH − VRL )

(6)

図 9 は 75 lx 以下の照度で，式 (6) をベースした計
とがわかる．試作ビーコンの最低動作照度は 44 lx で
あり，そのときの送信周期は 162 秒であった．工場の

BLE モ ジュー ル [8] の 仕 様 よ り，Q = 25µC，
ISTD = 2.6µA であり，更に，太陽電池の面積 APV =
3 であるから，IPCC < 1µA を満たすための条件とし
て，式 (4) から下記の式が導出できる．
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(図 5 (b)) を上回ってしまうため，BLE モジュールは

算結果も記しており，実測結果とよく一致しているこ

となる．

Lx > 75 + 520 · N

式 (5) より，照度が 75 lx 以下の場合は，消費電
流 (IPCC + ISTD  3.6µA) が発電電流 (IP = 2.5µA

れた電荷が全て消費され，PCC により回路が一度リ

ここで，IPCC は提案する PCC の消費電流，ISTD

Lx > (IPCC +ISTD +Q · N )/(0.016 · APV )

をプロットしたグラフである．式 (5) をベースにした
計算結果と実測結果がほぼ一致していることがわかる．

しかしながら，IP > IPCC を満たすように PCC で

APV と Lx は，それぞれ太陽電池の面積と照度を

IC = IPCC + ISTD + Q · N

図 9 は，試作したビーコン (図 7) の照度 (Illumi-

nance) と送信頻度 (Transmission frequency) の関係

廊下や棚の中においても十分動作可能である．
表 1 は今回試作したビーコンと従来ビーコン性能
の比較表である．PMIC やその周辺部品であるイン
ダクタなどを使わず，構成が簡単な PCC を用いるこ
とにより，試作したビーコンの厚み (Thickness) は従

(5)

来の 1/2，体積 (Volume) は従来の 2/3 であった．ま
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表 1 提案ビーコンと従来ビーコンとの比較
Table 1 Comparison of conventional beacons and
this work.

た，従来ビーコンについては，44 lx の照度で動作す
るために必要な太陽電池の面積 (PV size required for

operating at 44 lx) も計算した．面積が小さいほど，
より低照度での動作が可能であることを意味する．従
来ビーコンでは 44 lx での動作に 5.1 cm2 の太陽電池

図 10

長時間動作可能なビーコンの回路図とタイミング
チャート
Fig. 10 Circuit diagram and timing-chart of the proposed beacon capable of operating for a long
time.

サイズが必要であるため，提案のビーコンは約 1/1.7

(3.0 cm2/5.1 cm2 ) の小型化を達成した．高額な太陽
電池のサイズ削減は，コスト削減にも効果がある．

4. 長時間動作可能なビーコンへの展開
4. 1 回 路 構 成
3. で紹介したビーコンは 44 lx の低照度で動作でき

図 11 長時間動作可能なビーコンの試作写真
Fig. 11 Photograph of the proposed beacon capable
of operating for a long time.

るが，夜間など 0 lx の環境下では動作できない．そこ
で，提案の PCC を応用し，二次電池を追加した長時

切断され，過充電を防止することができる．VDD が

間動作可能なビーコンを実現した．用いた二次電池の

3.1V を下回った場合 (時刻 t2 ) は，T5 のオン，T6 の

電圧範囲は 2.5 V〜3.25 V [11] であったため，その範

オフにより，二次電池への充電が再開される．二次電

囲内で動作できるように過充電と過放電対策用の保護

池の残量が少なくなり，VDD が VRL (2V) を下回ると

回路を追加した．

(時刻 t3 )，CP2 の制御で T7 がオフとなるため，二

図 10 は，二次電池を搭載したビーコンの回路図とそ

次電池の放電がカットされ，新たにコンパレータを追

のタイミングチャートである．図 6 の PCC に対し，二

加することなく，二次電池の過放電が防止できる．こ

次電池の充放電保護用の電源監視回路 (Power-monitor

のように，提案 PCC に簡単な PMC を追加すれば，

circuit (PMC)) を追加した．PMC は，コンパレータ

昼夜問わず長時間動作が可能なビーコンが実現でき

CP3 とスイッチ T5〜T7 で構成される．CP3 の Low

る．図 11 は二次電池を搭載したビーコンの試作写真

から High になるしきい値 (VBH ) と High から Low に

である．提案した PCC と PMC，及び，5mAh 容量

なるしきい値 (VBL ) は，それぞれ 3.2V と 3.1V に設

の二次電池を FPC 基板に実装した．全体のサイズは

定した．

73 × 20 × 2.5 mm である．

図 10 の回路動作について，PCC の動作は図 6 と同
様である．PMC の動作について，タイミングチャー
トを用いて説明する．VDD が 3.2V を超える場合 (時

4. 2 実 測 結 果
図 12 は，試作した二次電池搭載ビーコンについて，

3 秒 1 回送信する場合 (N = 0.33) の充電 (Charge)・

刻 t1 ) は，過充電を防止する必要があるが，この場合

放電 (Discharge) の実測結果である．昼間は 3000 lx

は CP3 の出力 (VOB ) が反転し (High)，T6 のオンに

の照度で 8 時間動作させながら充電し，夜間 (0 lx) は

より太陽電池の発電電圧 (VP ) が半減する．同時に，

蓄えた電荷を用いて 16 時間以上動作できていること

T5 がオフになることで二次電池への充電のループが

がわかる．
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図 12 長時間動作可能なビーコンの充放電特性測定結果
Fig. 12 Measured charge-discharge performance of
the proposed beacon capable of operating for
a long time.

昼間 3000 lx の照度で充電した後の VDD の最大
充電電圧は 2.7V であった．二次電池の放電下限電
圧は 2V であるが，送信時に VDD が瞬間的に 0.3V
の電圧降下があるため，VDD = 2.3V で PCC がリ
セットされた．二次電池が 2.7V から 2.3V までで放

図 13

長距離送信可能なセンサー付きビーコンのブロッ
ク図と動作原理
Fig. 13 Block diagram and operating principles of
the proposed beacon equipped with sensors
suitable for long-distance transmission.

電することができる電荷量は 2mAh (5mAh × 0.4)
と 計 算 で き る ．ま た ，Q と ISTD に よ り，3 秒 1
回送信する場合の回路全体の平均消費電流は 11µA

(Q/t + ISTD = 25µC/3s + 2.6µA  11µA) と計算で
きる．したがって，3000 lx の照度で 8 時間充電すれ
ば，0 lx の環境下においても，約 1 週間連続して動作
することが可能である (2mAh/11µA = 7.5 日)．

5. 長距離送信可能なセンサー付きビーコン

図 14
Fig. 14

長距離送信可能なセンサー付きビーコンの試作写真
Photograph of the proposed beacon equipped
with sensors suitable for long-distance transmission.

3.〜4. に紹介した BLE ビーコンは近距離 (< 10m)

の低い高温時に合わせて一つのしきい値に固定して設

での通信に適するが，広い工場や農場で使用する場合

計するため，この状態で低温になった場合は，EDLC

には，長距離通信が可能であることが好ましい．この

の容量値の減少により許容できる電圧ドロップが半減

ため，提案の PCC を LPWA (通信距離 > 1km) の一

(0.65 × 0.8  0.5) する．これを防止するには，2 倍の

つの規格である Sigfox に適用し，長距離可能なビーコ

容量値が必要であった．

ンを実現した．間欠的に環境データを収集することを
目的とし，温湿度センサーも搭載した．
図 13 は提案する LPWA センサービーコンのブロッ

今回我々は，まず温度センサーを動作させ，その温
度データを元に Sigfox モジュールの起動しきい値を
設定する電源監視回路 (Power monitor) を開発した．

ク図と動作原理を示す．通信に用いた Sigfox は，長距

温度が変化しても適切な起動しきい値に設定されるた

離での通信品質を確保するため，送信に要する時間が

め，従来必要だったマージン設計を不要にし，容量値

長く，一回の送信に BLE の約 1500 倍の電力が必要

を約半分に削減し，より小型にすることを可能にした．

になる．このため，単純な回路構成では必要な容量値

温度センサーを最初に動作させる検知部には PCC を

(電気二重層コンデンサ (EDLC)) が大きくなる．加え

用い，電源電圧の変動が生じても確実に動作できる仕

て，EDLC の容量値 (Capacitance) と太陽電池の発

組みにした．

電電圧 (Output voltage) は温度により変化するため，

図 14 は提案した LPWA センサービーコンの試作

従来は温度変化を許容するためのマージン設計が必要

写真である．電池交換不要で LPWA の通信を実現す

であった．低温時 (−40◦ C) の EDLC の容量値は常温

る世界最小センサーデバイス (82 × 24 × 6mm，2017

時の 0.65 倍 [12] であり，高温時 (70◦ C) の太陽電池の

年 12 月現在) を実現した．図 15 は LPWA センサー

発電電圧は常温時の 0.8 倍 (実測値) である．発電電圧

ビーコンを建屋内に置き，Sigfox 基地局を経由して
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電池交換不要化と小型化を両立し，1µA 以下の消費
電流で動作する電源制御技術について述べた．電圧監
視のしきい値を二つ設け，それらをコンパレータの出
力信号によって自動的に切り替える構成により，無線
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