
LPWAを活用 した省エネルギー遠隔監視
環境モニタリング技術



１．背景 〜開発経緯〜

閉鎖性水域の一部では極端に酸素が少なくなる貧酸素化が発生しやすい。水底付近（底層）の
水域でも水生生物が生存できる場を保全・再生するために、２０１６年3月に環境省による「水質
汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行」を受け、新たに底層DOの水域類型
及び基準値が設定された。

群馬大学との共同研究で、長期間に亘ってメンテナンスフリーかつ安定した連続計測ができる
微生物燃料電池（MFC）式DOバイオセンサーを開発したが、計測データを定期的に現地で回
収しなければならない等、遠隔地でのモニタリング上の課題があった。

上記課題を解決するために、低消費電力、広域カバーエリア、低コスト（通信コスト等）を可能と
し、免許不要のLPWA無線技術と自立電源で省エネルギーであるMFC式DOバイオセンサーと
一体化させたLPWA-DOバイオセンサーによる省エネルギー遠隔監視環境モニタリング技術の
開発に着手した。



（参考）

類型 水生生物が生息・再生産する場の適応性
基準値

（溶存酸素）

生物1
生息段階・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場
（例：サケ・マス・アユ等）を保全・再生する水域等

4.0mg/L以上

生物2
生息段階・再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生
物が生息できる場（フナ等）を保全・再生する水域等

3.0mg/L以上

生物3
生息段階・再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場
（貝類等）を保全・再生する水域等

2.0mg/L以上

表 底層溶存酸素量の類型及び基準値（概略）

底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、底層
溶存酸素量を新たに生活環境項目環境基準に追加された（平成28年）。



１．背景〜LPWA（Low Power Wide Area network）とは？〜

無線LAN
(Wi-Fi)

携帯回線

LPWA（920MHｚ） ※長距離・低消費電力
（SIGFOX，LoRaWAN，NB-IoT等）

通信速度
消費電力

高

低

通信距離
1m 10m 100m 1km〜

システム SIGFOX LoRaWAN

推進団体 SIGFOX（仏） LoRaAlliance（米）

使用周波数 920MHz帯（免許不要）

通信速度
上り：100bps
下り：600bps

上り／下り
250bps〜50kbps

カバレッジ 数km〜数10km

運営方法

・1国1事業者で運営

・事業者がネットワーク
を構築

・事業者に限定され
ず誰でもネットワーク
を構築可（自営網）

・オープンな技術仕
様（公開）

✓ LPWA（Low Power Wide Area)とは920MHｚ帯域の周波数を使った免許不要・省電力・広域無線通信システムを指す。
✓ 920MHｚ帯は無線LAN（Wi-Fi）や携帯回線よりも電波到達距離と消費電力性に優位性がある。
✓ 地上では数km・海上で十数km、上空は成層圏気球や低軌道衛星（数100km）との通信が可能（広範囲なカバレッジ）
✓ ただし画像や動画転送には不向きである



２．技術概要
（計測システムの概要）
920MHｚ帯域の周波数を使った免

許不要の省電力・広域無線通信シ
ステム（LPWA）を活用した遠隔監
視型の環境モニタリングシステム
⇒LoRaWAN方式の計測システム

LPWA－DOバイオセンサーによる遠隔監視環境モニタリングシステム

（開発技術の特徴）
・群馬大学との共研成果であるDO

バイオセンサーを活用
・LPWAによって計測データをネット

ワークサーバーに送信・保存する
ことで遠隔監視が可能なシステム（
和歌山大との共研成果）

（開発技術の効果）

・遠隔監視により、特に僻地での計
測業務で省人化・コストダウンを促
進できる

・将来的には衛星通信を活用した
遠隔監視が可能となる

微生物燃料電池式
溶存酸素計測システム
（DOバイオセンサー）

DOバイオセンサー
（群馬大共研成果）

LPWA無線装置（ノード）
（和歌山大共研成果）

データサーバ

データ集約
データ保存

ユーザ向け
表示機能
PC/スマホ

ダッシュボード

LoRaWanサーバ

ノード登録
GW登録

OPEN

PRIVATE

OPEN

PRIVATE

インターネット網

OPEN

PRIVATE

LoRaWANによる計測システム

ノード

センサと
送信機

GW

基地局

使用回線

地上局

衛星

OPEN

PRIVATE

PRIVATEOPEN

PRIVATE

PRIVATE
衛星通信

地上通信
将来的にはノードから
直接衛星経由のデー
タも受信することが可
能です。



２．技術概要
体外に直接電子を伝達可能な発電微生物を利用して有機物分解過程から電気として
エネルギー回収が可能な技術

アノード（負極）で生じた電子をカソード
（正極）で消費することにより生じる電子の
流れ(=電流)によって発電（様々な反応が電
極上で生じる）

D.R. Lovely et al. (2010)

Geobacter属やShewanella属と
いった金属還元細菌が代表的

発電微生物

〜微生物燃料電池（Microbial Fuel Cell）とは？〜



２．技術概要 〜MFC式DOバイオセンサーの原理〜

水面近くの既知の飽和
DOの電位V0を計測

溶存酸素（DO）計測フロー

未知の底層DOの電位V1

を計測

𝐷1
𝐷0

= 𝛼
𝑉1
𝑉0
+ 𝛽

の関係式から、計測した
電圧値を使用して未知
の底層DO値を算出する

　　　　溶存酸素D0：飽和濃度

　　　　溶存酸素D1：貧酸素濃度

底質（有機物）

アノード極

カソード極（水面）

カソード極（底層）

電圧：V0

電圧：V1

溶存酸素：D0

溶存酸素：D1

e-

CO2有機物

O2 H2O

発電

底層（貧酸素）

MFCの発電量が水中の
DO濃度に応じて変化す
る現象を応用して計測

MFC式DOバイオセンサーは水中のDO濃度に応じて発電量（電流／電圧値）が変化
する性質に注目した、DO濃度を連続計測できる自立電源型省エネルギー計測システ
ムである



３．技術内容 〜フィールド実証試験概要〜

時期 実施項目 実施内容

6/30〜7/1 装置設置
・LPWA－DOバイオセンサー設置及
び通信テスト
・実証実験地周辺の受信感度調査

7月上旬～10月上旬
(7/1～10/8)

遠隔監視モニタリングの
実施（実証実験）

・無線装置のメンテナンス(1回/月)
・計測データの受信状況監視
・MFC発電性能評価(1回/週)

10月中旬 (10/12～15) 装置撤去
・装置撤去及び撤収作業
・原状回復

LPWA－DO バイオセンサーを群馬県内の湖沼に設置し、実
証試験を実施した。



３．技術内容 〜LPWA－DOバイオセンサーの構成〜

LPWA無線機（LoRAWAN方式）

（カソード電圧、水温、気温、湿
度等の計測センサー内蔵）

MFC式DOバイオセンサー
電池の発電量が水中の
DO濃度に応じて変化す
る現象を応用して計測



３．技術内容 〜LPWA（LoRa WAN）のゲートウェイ（GW）〜

建屋内設置GW（既製品）
Dragino社製 LG308

実証試験地設置GW（既製品）
Dragino社製DLOS8（sim内蔵）



３．技術内容〜LPWA-DOバイオセンサーによる計測状況〜

送信アンテナ

LPWA無線装置

DOバイオセンサー
カソード電極（水面）



３．技術内容 〜実証試験での通信経路概要図
〜

ルータ
DHCPサーバインターネット

Wi-Fi/
有線ルータ

LoRaWAN
GW（LG308）

建屋内
（計測データ受信）

有線接続

WiFi接続

LPWA-DOバイオセンサー
（ノード）

LoRa WAN接続
（920MHｚ）

LoRaWAN
GW（DLOS8）

LoRa WAN接続
（920MHｚ）携帯回線

実証試験地
（計測データ発信）

送信距離：約5km



データサーバ

データ集約
データ保存

ユーザ向け
表示機能
PC/スマホ

ダッシュボード

LoRaWanサーバ

ノード登録
GW登録

OPEN

PRIVATE

OPEN

PRIVATE

OPEN

PRIVATE

３．技術内容〜今回構築したデータ集約・表示システムの概要〜

ダッシュボード表示状況

カソード電圧経時変化（水面及び底層） 電圧値、水温、気温、気圧、受信感度



３．技術内容〜ダッシュボード上の計測データ表示〜

LPWAが送信したDOバイオセンサーの計測データ（経時変化）の受信及び表示状況（PC画面上）

水面電圧

底層電圧

湿度
気温

水面水温

底層水温

気圧



４．まとめ

✓ 今回開発したLPWA－DOバイオセンサーは、低消費電力、広域カバーエリア、低コスト（通信コス
ト等）を可能とする免許不要のLPWA無線技術と自立電源型の微生物燃料電池式DOバイオセン
サーと一体化させた、創・省エネルギー型IoTセンサーである。

✓ 阿左美沼において実証実験を行った結果、送信－受信地（離隔：約5km）において、携帯回線を使
用しなくてもダイレクトでデータを受信できることが確認できた。

✓ 本技術によって、例えば外部電源の確保が難しく、かつ携帯キャリア等の電波が届きにくいような
場所においても、貧酸素化しやすい湖沼等の連続計測値を遠隔監視することが容易にできるよう
になり、計測・メンテナンス作業の効率化及び省人化によるコストダウンが可能となる。

✓ 将来的には本システムとLoRaWAN衛星通信を利用することで、通信距離を気にすることなく、衛
星経由で遠隔監視環境モニタリングが可能になる。


