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免責事項

当資料は自分自身で創意工夫し、鳥獣被害対策にIcT機器を導入したい方の参考資料として作成しています。ま
た、当事例に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、九州農政局は利用者が当事例の情
報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。
当事例に起因して利用者に生じた損害につき、九州農政局としては責任を負いかねますので御了承ください。

「ラズパイわな作動通知システムの製作事例」上の情報やURLは、予告なしに変更または削除される場合があり

ます。

当事例では携帯電話の電波を使用するため、サービスエリア内でも、電波の届かない所ではデータ通信はできません。

また、電波状態の悪い所や不安定な所ではデータ通信ができないことがあります。

技術的な質問等は、本来の業務と異なるためご容赦頂きますようお願いします。なお、各種会議、学習会等での

説明を希望される場合はご連絡ください。
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Ⅰ はじめに
野生鳥獣による農作物被害額は、近年、２００

億円前後で推移している一方、農業者及び狩猟者

の高齢化により、対策が年々困難となっています。

捕獲による被害防止対策において、特に問題と

なっているのが、設置したわなの見回り労力の負

担と考えられます。

現在行われている農作物の被害防止としての捕

獲は、農業者が自ら行っている場合も見られ、本

業である農業のかたわら、毎日、わなを見回るこ

とは大きな負担となっています。

また、夏場は捕獲した動物が短時間で死亡する

こともあるため、捕獲後は速やかに処理加工施設

等へ搬送する必要があります。

このようなことから、わなの作動を通知するＩ

ｏＴ機器が有効と考えられ、わなの動作を通知す

る機器が数多く販売されています。

販売されている機器の多くは付加機能を備え、

パソコンやスマートフォン等から地図上でわなの

作動を確認できたり、処理施設との連携や鳥獣被

害防止対策に有用な管理や分析ができる機器もあ

ります。

しかし、市販の機器は、価格が高価な場合が多

く、個人で導入するのは難しいと考えられます。

また、管理や分析の機能は総合的な対策には有

用ですが、個人の捕獲者には過剰な機能です。

以上のことから本事例では、捕獲者が必要とす

る最低限の機能を安価に導入出来ることを目標に、

わなの作動をメールで通知する単機能に特化した

通知機を検討しました。

機材については一般的に入手性が良く、低価格

な材料で製作する事例を普及することで、捕獲者

自らが製作し運用できる事も必要と考えました。

また、自ら製作出来ない方に安価に機器を提供

する業者の方が現れることも期待できるのではと

考えました。

なお、通信方式については、農地及び人家周辺

で利用することが主体と思われることから、なる

べく安価でエリアが広域な通信方式として、携帯

電話の電波を利用し、LTE-Mを使用する機器を採

用しました。

Ⅱ 材料及び方法
使用する機器は、設定が容易な機器として、

ボタンを押すとLTE-M通信で送信して、メール送

信等を行うSORACOM LTE-M Button（以下、

LTE-M）を使用しました。

本機は従来のsimと異なり、基板上の電子simと

なるため、盗難等で不正利用されにくいと言われて

います。

なお、導入に際してはSORACOM社Webサイト

へ無料の登録を行った後、同webサイトから購入

手続きが必要となります。

初期費用は送料税別で7,980円となり、価格に

は１年間で1500回の通信費が含まれます。

また、Amazon Web Service（以降AWS）の

インターネットサービスを使用するため、事前のユ

ーザー登録が必要です。課金としては機器の基本料

金は月額0.25ドル（１ドル113円の時、約28

円）ボタン操作１回当たりのEメール送信料が約４

円（１ドル113円の時）でした。

（参考：試験で26回作動させて、147円／月）

ユーザー登録は下記をご参考にしてください。

https://aws.amazon.com/jp/register-flow/

通知機の作動原理については、ひもが引かれると、

機器のボタンが押され、LTE-M回線でAWSへ通信

が行われ、AWSが設定済みのメール送信を行うこ

ととなっています。

メールはEメール以外にsms（ショートメール）

も選択でき、パソコン以外にIOSやAndroidのスマ

ホからも、専用アプリで設定出来ます。

本事例はEメール送信について記載しています。

なお、gmailを利用すれば、複数の宛先へ転送す

ることが簡単に設定できます。

SORACOMのユーザーコンソールの「ガジェッ

ト管理」から登録いただきますと、1500回以上の



- 2 -

利用の際に、追加課金1200円で、さらに課金日か

ら1年間で1500回の利用を延長できます。

https://dev.soracom.io/jp/start/aws_butto

n_registration/

2年目以降は、期限が切れる前に登録必要となり、

こちらに登録すると、期限をきれると確認なく自

動更新（1200円課金される）となってしまうので、

ご注意が必要です。

次に必要な機材については表１へ、平成３０年

１１月８日現在の税込み価格を参考として記載し

ます。

本体以外は製作する方の工夫で、変更可能です。

作例では小型で安価な容器として、メガネケー

スを使用しています。

表１

本事例ではAndroidスマホで下記アプリ「AW

S IoT 1-Click」を使用しますので、「Play スト

ア」から、インストールを行ってください。

図１

SORACOM LTE-M Button
初期費用（参考価格）

SORACOM LTE-M Button ¥7,980
消費税 ¥638
プラスチック容器 ¥108
アルミバー（幅15mm厚み3mm長さ83mm以上） ¥390
ボタン（12mm） ¥108
合計 ¥10,564

AWS IoT 1-Clickを起動する前に、LTE-Mへ

乾電池をセットしてください。

図３ AWS IoT 1-Click起動画面

ユーザー登録したEメールを入力します。

図４
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ユーザー登録したパスワードを入力します。

図５

LTE-Mを登録します。

図６

図７

LTE-Mの裏フタを開けて、スマホのカメラを

QRコードへ向け、認識されると「１個のデバイス

を認識しました」と表示されます。

図８
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認識されると、図９の画面になるので、「←」を

タップします。

図９

図１０の画面が表示されたら、LTE-Mのボタン

を押します。

この画面では何も操作しません。

図１０

登録完了すると図１１の画面となるので、「完

了」をタップします。

図１１

次にプロジェクトを作成します。「＋」をタップ

します。

図１２
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作成手順が表示されます。「開始」をタップして

ください。

図１３

「プロジェクト名（必須）」は、英数半角文字で

入力します。

「説明」は文字制限なしで入力できますが、必

須ではありません。

入力後は「次へ」をタップします。

図１４

「＋デバイステンプレートの定義」をタップし

ます。

図１５

「デバイステンプレート名」は、英数半角文字

で入力します。

「デバイスタイプ」は「ボタン」（デフォルト）、

「アクション」は「Eメールを送信」とします。

上記の箇所を入力後に「保存」をタップします。

図１６



- 6 -

「email」をタップして、図１８で送信宛先のア

ドレスを入力します。

次に、「body」をタップして、図１９で送信メー

ルの件名を入力します。

更に、「subject」をタップして、図２０でメー

ル本文を入力します。

図１７

送信宛先のアドレスを入力して「保存」をタッ

プします。

図１８
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送信メールの件名を入力して「保存」をタップし

ます。

図１９

メール本文を入力して保存します。

図２０

「作成」をタップします。

図２１

「プレイスメントの作成」をタップします。

図２２
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「＋プレイスメントの追加」をタップします。

図２３

「デバイス」の下の部分をタップして設定を行

います。

図２４

図１０で登録した機器をタップします。

図２５

確認は「はい」を選択します。

図２６
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「作成」をタップします。

図２７

「完了」をタップすれば、設定は終了です。

図２８

動作確認のため、LTE-Mを一回動作させてくだ

さい。

図２９

作動すると橙色に点滅します。

図３０

通信が出来た場合は図３１のように緑色に点灯

します。失敗した場合は赤色に点灯します。

なお、通信に失敗した場合は、赤色に点灯しま
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すが、初めての場所では１回目のみ通信が失敗す

ることがあるため、何度か確認してください。

図３１

通信状況を確認します。

この機能で稼働率が確認できます。

「プロジェクト」で該当するプロジェクトをタ

ップします。

図３２

「レポート」をタップします。

図３３

設定が完了していれば、有効に設定した機器が

追加されます。

また、「デバイスイベント」のグラフにも、ボタ

ンを押した数が表示されます。

図３４

設定が完了していれば、下記のようなメールが

設定した宛先へ送信されます。

送信されなかった場合は、送信宛先の誤りが考
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えられますので、図１８以降を確認してください。

図３５

実際の運用に際しては、下記のように容器に固

定します。

図３６

今回、製作に使用した材料は、スイッチを押す

棒状の部品はアルミ板材を使用し、その他は百円

均一で購入しましたので、参考に示します。

アルミ板材は動作の確実性を向上させるため厚

み３mm、幅１５mmの曲がりにくいものを使用し

ました。柔らかい材質は作動不良の原因となりま

すので、ご注意ください。

左上段から、メガネケース、マグネットフック、

クッションゴム（手芸用12mmボタンへ変更）

左下段から、タコ糸、両面テープ、ビニルテー

プ、ネオジム磁石

図３７

蝶番は下記の寸法を参考にしてください。

屋外使用なので、錆びにくい材質が適します。

図３８

今回使用したメガネケースはポリプロピレン

（PP）材のため、通常は接着が困難な材質です。

接着前に瞬間接着剤用プライマーを塗布して、

接着を強固にします。

○接着手順

１．容器の接着予定場所へ綿棒や刷毛で、プライ

マーを塗布し、乾燥させます。

２．ネオジム磁石をシンナー又は灯油等で拭いて

脱脂します。

３．容器の接着予定場所へゼリー状瞬間接着剤を

一滴程度塗布します。

４．ネオジム磁石を貼り付けて、固着するまで数

分固定します。

５．ゼリー状瞬間接着剤をネオジム磁石の側面へ

盛り付けます。

６．瞬間接着剤が乾燥したあと、白い接着痕が気

15～30mm

12～20mm
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になる場合は消しゴムで擦ると消えます。

図３９

図４０

容器にには下記のように、下部へ２mmの穴を開

けます。紐がスムーズに動くようにするために、

穴開け後にライターなどで炙っておくと、動作不

良が少なくなります。

図４１

次に各部品を容器に取り付けますが、事前にア

ルミバーは、長さ8.3cmに切断して端から5mm程

度の場所へ2mmの穴を開けます。

ネオジム磁石

※ 以下、作図中の部品は下記の色分け表示して

います。

■青：手芸用ボタン12mm

■茶：メガネケース

■灰：アルミバー

■緑：蝶番

図４２ アルミバー

作動ひもを取り付ける穴を端から５mmの場所へ

開けます。

部品の取り付け前に、動作原理を下記に示しま

す。アルミ板材の場合はスペーサーは使用せずに、

直接厚みのある両面テープで固定します。

図４３

図４４

取り付け位置は下記を参考にしてください。

紐の長さは、実際に箱わなに設置して調整する

ために余裕をもって、５０cm程度としてください。

アルミ板材

１．わな待機状態

２．わな作動して作動ひもが引かれ、連動してボタンが押された状態

LTE-M

LTE-M
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図４５ 155mmのプラスチックケースへ配置す

る場合の配置図（参考）

通信状態を確認するLEDが見えるように配置し

てください。蝶番とアルミバーは瞬間接着剤、蝶

番とLTE-Mは両面テープで接着しています。

※蝶番とLTE-Mを瞬間接着剤で接着すると、メ

ンテナンスや部品の変更改良等がやりにくくなり

ます。

図４６

箱わなに通知機を試しに設置し、紐の長さを決

めます。

LTE-M

83mm

58mm5mm 10mm10mm

図４７

設置例（紐は見やすく赤色で表示していますが、

実際は黒等暗色にしてください）

紐の長さが決まってから、中間を切断し二重リ

ングとダブルクリップを取り付け、箱わなゲート

側先端にマグネットフックを取り付けます。（ゲー

トが鉄板の場合）

ダブルクリップに紐を結ぶ時は、必ず両方の持

ち手に通してください。作動不良の原因になりま

す。

図４８

ゲートが鉄筋やメッシュ等でマグネットフック

が使用しにくい場合は、クリップや直接結んでく

ださい。

図４９
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箱わなへ取り付ける際は、実際に箱わなの設置

場所で通知機を動作させて、動作確認LEDが緑色

に点灯するか確認してください。

確認出来たら、防水のためにビニルテープを下

記のように巻いて設置してください。なお、製作

例は見やすくするために、赤色のテープを使用し

ていますが、実際は黒等の暗色艶消しテープが良

いと思われます。

図５０ 防水のためのビニルテープ加工

箱わなの形状や設置場所によっては、通知機の

取り付け場所を工夫する必要があります。

捕獲動物の警戒心を刺激しないように、なるべ

く、箱わなの上面以外に設置してください。

猟師さん達には当たり前の話しですが、必ず、

設置後に正常に動作するか、実際にわなを作動さ

せて通信がされるか確認してください。

せっかく作ったIoT機器も、動作しなければ意味

がありませんので、ご注意ください。

なお、通信機器に強力な磁石を近づけると、ま

れに通信が上手くいかない場合がありますので、

通信不良になる場合は固定方法を両面テープ等へ

変更して試してみてください。

図５１ ゲートレール部への設置例

図５２ 樹木への設置例

Ⅲ 経過
くまもと☆農家ハンター様のご厚意により、通

知機の製作とイノシシの箱わなへの設置を実証試

験させていただいています。

これまでに以下の問題点について、実証試験結

果から改良しました。

・問題点１
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ラズベリーパイタイプ（以下、ラズパイタイ

プ）は設定が煩雑だった。

・改善点１

新たに、スマホアプリで容易に設定できるLT

E-Mを使用した通知機を開発しました。

・問題点２

ラズパイタイプは容器が大きく、箱わな上部へ

設置して捕獲動物に警戒されていた可能性があっ

た。

・改善点２

LTE-M採用により、小型軽量化できたため、捕

獲動物から目立たないゲートレール部分へ設置可

能となりました。また、容器の外観も暗色艶消し

とへ変更しました。

・問題点３

箱わなへの設置や、仕掛けが煩雑で動作しない

場合があった。

・改善点３

マグネットで容易に設置・仕掛けができるよう

になりました。

・問題点４

ポケットwifiやUSBドングルの機種によって、通

信エリアが異なり、使用できる場所が限られてい

た。

・改善点４

LTE-M採用により、携帯電話の電波を使用し、

広範囲な地域で利用可能となりました。試験では

特定省電力無線やLPWA等と比較しても遜色ない

通信状態でした。

・問題点５

ポケットwifiを使用すると、バッテリーの管理が

煩雑になっていた。

・改善点５

LTE-Mの電池管理のみとなり、電池の状態管理

はWebで出来るようになりました。

・問題点６

ラズパイタイプは簡易ではあるが、配線が必要

だった。

・改善点６

LTE-M採用で配線が不要になりました。

・問題点７

メール送信先が１件のみであった。

・改善点７

gmailの転送機能を利用することで、最大20件

まで転送可能としました。

・問題点８

安全装置のマグネットクリップが原因で、動作

が不安定な場合がある。

・改善点８

二重リングとダブルクリップへ変更しました。

・問題点９

設置の仕方によっては、作動しない場合があり

ました。

・改善点９

動作部分を蝶番へ変更し、改善前の３分の１の

力で作動するようにしました。

また、木製スティックをアルミバーへ変更し、

厚み幅ともに大きくし曲がりにくくしました。

これにより作動のロスが大幅に縮小しました。

Ⅳ 考察
今後も実証試験の結果と専門家の意見を取り入

れて、当資料の再現性、実用性、普及方法の検討

改善を行います。

Ⅴ 今後の展開
・各種会議等で資料の説明を行っていきます。

・要望に応じてワークショップ等を通じて普及し

ていきます。

・ホームページ等で当資料を配付して普及してい

きます。

Ⅵ あとがき
今回試作したわな通知機は、市販の製品と比較

した場合、機能や耐久性等は劣るかもしれません。

しかし、安価で自分で製作を行うことが可能で、

故障した場合も、迅速な対応が可能となるメリッ

トがあります。

導入費用が安価であれば、個人でも導入が容易

となり、わなの作動通知が実現すれば、見回りの

軽減や、その後の作業の効率化が期待できます。

鳥獣被害の防止について、自分で工夫して対策

することに意義があると思われますので、お試し

頂ければ幸いと存じます。
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