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汎用環境情報収集システム

”1つ” のシステムで多様な分野へ対応可能

農業
減災・災害管理

海産養殖

・自律発電を前提とした可変電源回路技術

・センサ毎に異なる電源電圧に対応可能

・ミドルウェアによるセンサインターフェース管理技術

・センサ毎に異なるインターフェースに対応
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水位センサ（浸水量）
傾きセンサ（地すべり）
気圧センサ（竜巻）
水分センサ（堤防管理）

浸水量の把握, 災害の兆候予測, 
インフラの健全性判断など, 
減災・災害被害の早期復旧が可能

温度センサ（海水温）
酸素センサ（酸素量）
PHセンサ（酸性度判定）
音響センサ（魚運動量）

赤潮の判断, 水温低下の検知, 飼
育魚の健全性判断など, 
海産養殖の安定供給が可能

照度センサ（日照量）
温度センサ（気温）
PHセンサ（肥料量）
水分センサ（土壌水分量）

収穫時期, 肥料添加スケジュール, 
日照量予測など, 
作業者負担の軽減が可能

WSNの利用フィールド
・接続するセンサを変更することで, 様々な分野で利用可能

WSN需要の高まりにより
多くの製品が登場
しかし, 汎用的に使用でき
る既存製品は存在しない

農業 減災・災害管理

海産養殖
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市場予測
・水産養殖 : 2030年までに漁獲生産量の46%を占めると予想

・スマート農業 : 2020年までに 695億円の市場規模予測

水産養殖 : 世界銀行 “Fish to 2030” , 2014. 
スマート農業 : シードプランニング, “次世代・スマート農業の現状と将来展望”, 2015

漁業生産量（世界）

養殖業生産量（世界）

スマート農業の
市場予測（国内）
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既存製品の問題点

センサを自由に変更できない

・電源供給，インターフェースが異なるため

・他社製センサの利用には，基板・ソフトウェアの変更が必要

（非現実的）

必要とする用途ごとに製品を買い換えている

本技術

多様なセンサを接続可能

様々なフィールドで利用できる
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スカイディスク社（福岡発・九州大学のベンチャー ）

14種の非接触センサのうち3個接続可能

屋内専用, 外部電源必須のため, 設置場所が限られる

既存製品の例 2016年発売
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既存製品の例 2015年発売
住友精密社 NeoMote

3種類の供給電圧を選択可能 ( DC 5V, 9V, 12V )

太陽電池による自律稼働が可能

接続センサはアナログ式のみ

他社製センサは接続不可能のため

汎用的に使用できない問題
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実装したハードウェア

異種センサの接続には
ソフトウェアとハードウェアの変更が必要
・電源電圧の変更 -> DCコンバータ変更
・接続可能センサ -> アナログのみ
・接続可能センサ数 -> 1つ
→ 電源系の変更はモジュール交換
→ インターフェースはソフトウェア変更

異種センサの接続には
ソフトウェアプロファイル変更のみ
・電源電圧 -> 12V, 6V, 5V, 3.3V
・接続可能センサ -> アナログ, デジタル
(I2C, SPI, 1-Wire)
・接続可能センサ数 -> 3つ
→ 電源系は4つから選択可能
→ ソフトウェアプロファイルにより
センサ情報を定義(主プログラムの変更不要）

従来のシステム

本システム
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本システムの応用例と研究実績

１アドホック水位計システム（2014- 国土交通省との共同研究）

– 大規模内水被害時の浸水量の把握システム

– 現在も静岡県の河川で継続稼働中

２海洋モニタリングシステム（2016- N社との共同研究）

– 海産養殖における水温低下や赤潮の検知システム

– 国内25箇所の実データとの連携を予定

異なる対象を”同一”システムでセンシング可能
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内水被害は災害発生後の事後処理のみ可能

– ポンプ車などの排水装置を効率的に運用する必要

浸水地域の全水量を把握することで, 被害の早期復旧が可能

– 水防団/消防団が容易に設置可能なシステム

内水被害発生 ポンプ車による排水

浸水地域の水量を把握し, 被害の早期復旧に活用

１アドホック水位計システム - 概要
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実際の運用手順

• タブレット等でセンシングデータ

閲覧可能

•任意箇所を即座にセンシング可能

なシステムを実現

地図表示

グラフ表示
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データ表示の例（水位センサ）

グラフ表示以外に, 地図表示, グループ毎の管理・閲覧も可能
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２海洋モニタリングシステム -概要

アドホック
ネットワーク

国内25箇所の実データとの連携により
赤潮, 水温低下の予測により安定した養殖環境を実現する

• 観測”地域”毎に3G回線を集約
• データを集約して管理
• データ処理による予測の実現

アドホック
ネットワーク

集約局

集約局

クラウドサーバ
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本技術のまとめ

多様なセンサを容易に接続可能なシステムを実装

複数のフィールドに１つのシステムで適用可能

必要とするセンサの追加・変更ごとに製品買い換えが不要

ソフトウェア・ハードウェアの統合開発による実現

本技術により，多分野にWSNを応用することが可能

WSNによる社会のスマート化を実現可能
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実用化に向けた課題

現在の課題点

– さらなる省電力設計が必要

• 現在のノード単体の消費電力は80mAと省電力だが, 高効率なDC-DCコン

バータの選定, アナログ回路の見直しが必要

– 二次電池，発電デバイスの効率化

• 二次電池にはリチウムリン酸鉄を用いており, サイクル寿命1000回程度で

あるため，スーパーキャパシタ等の導入が必要

• 高効率な発電デバイスが必要, 特にスフェラー太陽電池や, 小型水力など

– 実フィールド分野の拡大

• 農業, 防災, 海洋だけではなく, 使用が見込める分野での実運用試験が必要
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企業さまへの要望

現在の課題点に対する必要技術

– 省電力および，高密度化

• 特に, アナログ・デジタル回路の高密度技術における協力

• 高密度化, 量産効果によるコスト削減についてもご協力いただきたい

– 二次電池，発電デバイス

• 高効率太陽電池セル, 環境発電による自律稼働のノウハウ面での協力

– 実フィールド分野の拡大

• センシングに対するニーズがあれば是非ご相談ください！
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発明②：クラウド一体型異常検知センサシステム

出願番号：特開2014-35689

出願人：名古屋工業大学

発明者：伊藤孝行, 大塚孝信

発明①：クラウド型汎用環境情報モニタリングシステムおよびそのミドルウェア

出願番号：特願2015-171687

出願人：名古屋工業大学

発明者：伊藤孝行, 大塚孝信

本技術に関する知的財産権
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お問い合わせ先

名古屋工業大学

産学官連携コーディネーター 梶川 秀親

ＴＥＬ ０５２－７３５ － ５６２７

ＦＡＸ ０５２－７３５ － ５５４２

e-mail c-socc@adm.nitech.ac.jp


