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We report a compact wireless vibration sensor module powered by a vibration energy harvester for health-

monitoring of rotating machinery especially like water pump. The key technologies are an ultralow-power power 

management circuit and a ScAlN piezoelectric MEMS energy harvester. The power consumption of the power 

management circuit during standby was suppressed to be 200 nA. The intrinsic compressive stress of the ScAlN 

film was overcame so that the power generation was increased by 3.7 times. Combining these technologies and 

prototyping the module, it was demonstrated that the module operation in which the frequency of wireless 

transmission varies according to the magnitude of input vibrational acceleration. 

 

キーワード：無線センサ端末，振動発電，ScAlN、圧電MEMS 

(Wireless sensor module, vibration energy harvester, ScAlN, piezoelectric MEMS) 

 

1. はじめに 

ポンプに代表される回転機器のメンテナンスには多くの

手間と費用が費やされている。現状のメンテナンス手法は

人による目視等の点検がいまだ主流のようだ。高い信頼性

の要求される回転機器に至っては、過剰なオーバーホール

が実施されているという現状である。これを効率化し生産

性を向上させるために、回転機器の維持管理をサポートす

る技術への期待が高い。特に対象の振動を検知する無線振

動センサ端末が有用であると考えられている。 

いくつかの無線振動センサ端末はすでに上市されてい

る。これらの端末に共通して言えることは、端末の寿命がポ

ンプのメンテナンス間隔よりも短いこと、そしてポンプに

設置するには端末サイズが少々大きい(100mm 以上)ことで

ある。そこで我々のプロジェクトでは、振動発電素子の搭載

と超低消費電力の電源制御回路を組み合わせて電池容積を

大幅に削減し、小型で長寿命な無線振動センサ端末の開発

を目指している。 

2. 端末構成 

我々の開発する端末は、既存の回転機器に後付けで導入

可能であることが必須である。老朽化した既存のポンプこ

そが、最もメンテナンスを要求している。新規の配線敷設は

受け入れ難く、無線端末であることが強く求められる。加え

て安全性の観点から端末サイズは小型・軽量でなければな

らない。実際の設置現場では、剥き出しのシャフトが高速回

転していることは通常の光景であって、大きくて重い端末

は据え付けが難しくなり、仮に不十分な据え付けによって

端末が落下するような場合には大事故につながる。 

これらの課題を克服すべく、我々は図 1 に示すような端

末構成を考案した。振動発電素子を搭載しセンシング対象

であるポンプなどから発せられる振動を電気エネルギーに

変換して利用する。発電素子から得られる電力はほぼ素子

体積に比例であり、発電量と小型化とはトレードオフの関

係にある。つまり我々の目標サイズ(30mm角)では端末駆動

に足る電力を普通には確保できない。そこで得られた電力

をキャパシタに一旦充電し、キャパシタの電圧が所望の電

圧に達したところで電力を MCU (Micro Controller Unit)

と RFICに供給し、無線送信を行う方式とした。この場合、

常時電力を消費する箇所は、充電キャパシタの電力を監視

 

図 1 開発する小型無線振動センサ端末構成 

Fig. 1. Configuration of the compact wireless 

vibration sensor module. 
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するコンパレータと電圧比較用の参照電圧を生成する部分

(図 1の Power managementの箇所)のみであり、消費電流

は 200nA程度で足りる。十分な寿命(10年)を持たせるため

に必要な電力量は 18mAhであり、腕時計などに利用される

小型なボタン電池で賄うことができる。これにより端末重

量の大部分を占める電池の大幅な削減ができる。 

本方式では、センシング対象である振動と無線送信の頻

度には相関があることも大きな特徴である。大きな振動が

入力されると発電量も大きくなり、それだけ早く充電され

無線送信の間隔が早まることになる。センシング情報をわ

ざわざ送信せずとも、送信頻度に着目することで、ある程度

対象の振動の大きさを知ることができる。これは究極的な

情報の圧縮にほかならず、端末の識別番号を送信さえすれ

ばよい(時刻情報は受信側で付与できる)。図 2は振動発電素

子から出力される電流と送信頻度の相関をシミュレーショ

ンにより求めたものである。これによると、感度が線形でな

いにしても振動発電素子の出力は入力された振動加速度の

二乗に比例であるので、対象の振動加速度と送信間隔に明

確な相関があり、対象の振動加速度の大きさを知ることが

できることが示されている。 

3. 振動発電素子 

ここまでは回路側の工夫によって消費電力を削減するこ

とで小型の振動発電素子から得られる電力でも端末を駆動

できる手法を示した。ここからは振動発電素子そのものの

発電量を寸法を大きくすることなく、いかに増強するかに

ついて我々の取り組みを紹介する。 

そもそも振動発電の方式は大きく静電、圧電、電磁、磁歪

の 4 つに分類される。中でも静電と圧電は素子寸法が小さ

くなった時に発電効率が高い。加えて小型な素子を作製し

なければならない要求から、高度な微細加工技術が発達し

ている半導体MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

技術を用いることとした。そのため半導体微細加工技術と

整合性が高く加工性に優れる圧電薄膜技術を採用すること

とした。 

最も代表的で高い圧電定数(d)を有する圧電材料はPZTで

あるのは言うまでもないが、本研究では窒化アルミニウム

(AlN)系の圧電薄膜を採用した。PZTは非常に高い圧電定数

を持っている反面、比誘電率(r)も非常に高く十分な出力電

圧を得にくい。一方で AlN は、圧電定数は高くはないもの

の比誘電率が低く高い出力電圧が期待できる。発電性能指

数(d2/r)でみると PZT は概ね 10 程度であるのに対して、

AlNは 0.6と一桁以上小さい。ところが図 3に示すように、

PZTの場合は振動加速度が 3 m/s2以下では出力電圧が不足

しているために端末が動作しない一方で、AlN はその半分

程度の 1.5 m/s2 程度まで低い入力で動作することが明らか

となった。加えて AlN に対してスカンジウム(Sc)を適量添

加することで、圧電定数が最大でおよそ 5 倍近くまで増大

する(2)。その場合の発電性能指数は 7 まで向上し、PZT と

遜色ない発電性能が期待できる。 

 ただし ScAlN は本質的に非常に強い圧縮応力を有する薄

 

図 2 振動発電素子の出力電流と端末の無線送信間隔のシ

ミュレーションされた相関関係 

Fig. 2. Simulated relationship between current 

generated in an energy harvester and time-

interval of wireless transmission events. 
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図 3 入力の振動加速度と端末の無線送信間隔のシミュレ

ーションされた相関関係(1) 

Fig. 3. Simulated relationship between 

acceleration of input vibration and time-interval 

of wireless transmission events. 

             

図 4 AlN/ScAlN積層膜の断面 TEM像 

Fig. 4. Cross-sectional TEM (Transmission 

Electron Microscope) image of a AlN/ScAlN thin 

film. 
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膜であるため、Si 基板上に成膜すると非常に大きな基板反

りを引き起こす。そうなると微細加工自体が困難となるた

め、膜応力を緩和する必要があった。応力を緩和する成膜技

術の報告はすでになされているが、結晶性の劣化が避けら

れなさそうだ(3)。そこで我々は引張応力を有する AlN を積

層させて成膜し応力を補償する手法を考案した。図 4 には

実際に成膜したAlN/ScAlN積層膜の断面透過電子顕微鏡像

を示している。応力補償の効果は実際に素子を作製するこ

とで確かめた。 

AlN/ScAlN 積層膜を有する振動発電素子は通常の半導体

MEMS 微細加工技術を用いて作製された。比較用に ScAlN

単層膜の素子も併せて作製した(先述した通り加工は困難を

極めた)。SOI 基板上に熱酸化膜、Pt 薄膜、ScAlN 薄膜を成

膜した後に、フォトリソグラフィと反応性インエッチング、

Ar イオンミリングを用いて微細加工を行った。最後に基板

裏面から深堀 Si エッチングで梁の薄肉部を形成した。図 5

中に作製された素子の写真を示す。単層膜の場合、ScAlN の

持つ強烈な圧縮応力の影響で片持ち梁が大きく下側に垂れ

下がって変形している。その角度およそ 40度であった。一

方で、AlN/ScAlN積層膜の場合、垂れ下がり角度は 15度ま

で抑制されており、全応力が緩和された。蛇足ではあるが、

AlNと ScAlNは親和性が高いと考え、ScAlNの下部に AlN

を積層する順序としたところ、わずかではあるが Pt薄膜上

に ScAlN 単層膜を成膜した場合に比べ、X 線回折の-2ス

キャンの半値幅が°から°へ改善した。 

作製された素子を加速度ピックアップと共に加振器上に

設置し、PID (Proportional-Integral-Differential)制御により入力

の振動加速度の振幅を 0.5 m/s2に保ち加振した。素子は清流

回路と負荷抵抗に接続され、交流電力を直流電力に変換し

て電圧を測定した。振動周波数と負荷抵抗をそれぞれ変化

させながら出力電圧を測定した。測定された出力電圧と接

続されている負荷抵抗値から発電量を求めて、図 5 に示し

た。測定された発電量を示している。横軸は振動周波数で縦

軸は負荷抵抗を示している。応力補償をした素子では振動

周波数 86.8 Hzで最大の発電量 0.21 W (出力電圧 2.1V)、応

力補償のない素子では振動周波数 37.4 Hz で発電量

0.13W(出力電圧 1.6V)であった。共振周波数が応力補償あ

りなしの場合で異なるが、入力された振動に対する最大の

発電量(Pmax)が以下の式で表されるため、規格化して議論で

きる。 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑄𝑎2

16𝜋𝑓
 ......................................................... (１) 

mは錘の質量、Qは機械 Q値、aは入力振動の振動加速度、

fは入力振動の振動周波数である。得られた発電量(Pmeas)を

Pmax で除すことで規格化したところ (次元は無次元 )、

AlN/ScAlN 積層膜を有する素子の規格化発電量は 282、一

方で ScAlN 単層膜素子の規格化発電量は 75 となり、応力

補償することで発電量を 3.7倍に増強させることができた。 

3. 端末動作 

開発した電源制御回路と振動発電素子を組み合わせ、端

末動作を検証した。無線送信のキャリア周波数には 920 

MHz帯を用いた。これは実際に端末を設置する現場の環境

             

図 5 (a) 応力補償のない ScAlN単層膜の振動発電素子と

(b) 応力補償のある AlN/ScAlN積層膜の振動発電素子の発

電量 

Fig. 5. Generated power through a vibration 

energy harvester (a) without and (b) with stress 

compensation 

             

図 6 振動発電素子からの発電力を充電するキャパシタの

電圧の時間依存性 (4) 

Fig. 6. Time-dependence of voltage at a 

capacitor that generated power from the 

vibration harvester is charged. 
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を屋内であって障害物が存在する環境と想定し、無線送信

の到達距離を少なくとも 10 m程度は確保するためである。

送信電力は-2 dBmに設定し、送信するパケットは 42 bitの

ヘッダーと 40 bit のペイロードの計 82 bit である。MCU

にはSilicon Labs社製のC8051シリーズ、RFICにはNordic 

Semiconductor社製の nRF905を用いた。 

振動の入力には加振器を用いて正弦波振動を振動発電素

子に入力し、端末を駆動させた。図 5は、入力の振動加速度

を変化させたときの充電キャパシタの電圧を示している。

キャパシタが空の状態から、振動発電によって充電され電

圧が上昇し、一定の電圧に到達したときに MCU が起動し

無線送信を行う。無線送信が起こると電力が消費されるた

めキャパシタの電圧は降下し、再び充電によって電圧が上

昇する。以降はこれを繰り返す。図 5 では入力の振動加速

度を 0.06 Gと 0.045 Gとしたときのキャパシタ電圧を示し

ており、無線送信頻度が入力した振動加速度に応じて変化

することが確認された。図 6 はシミュレートされたキャパ

シタ電圧の時間変化を示しており、実験結果とよく一致し

ている。これにより入力の振動レベルに応じて送信頻度に

相関があることが明確となった。 

4. まとめ 

本プロジェクトでは、振動発電素子を備える小型無線振

動センサ端末を開発している。主要な要素技術として、消費

電流 200nAの超低消費電力電源制御回路と、高い出力電圧

で PZT に匹敵する発電性能を有する ScAlN 圧電薄膜を用

いた振動発電素子について我々の取り組みを紹介した。こ

れらの主要技術を組み合わせて無線振動センサ端末を試作

したころ、入力の振動加速度の違いに応じて無線送信頻度

が変化する端末動作が実証され、ポンプをはじめとする回

転機器の傾向管理に有用な端末を開発できた。今後は、実際

にポンプに取り付け実証実験を重ねていくことで、さらな

る端末性能の向上に努めたい。 
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図 7 入力の振動加速度と端末の無線送信間隔のシミュレ

ーションされた相関関係(1) 

Fig. 7. Simulated relationship between 

acceleration of input vibration and time-interval 

of wireless transmission events. 
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