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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
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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。

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、捕獲後は速やかにジビエ処理加
工施設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。
このような機器は、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。
このようなことから、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的に、わな
の作動をメールで通知するだけに特化した通知機
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
な材料を利用して製作する事例を紹介することで、
捕獲者自らが製作し運用すること、また、自ら製
作出来ない捕獲者に安価に機器を提供する第三者
の出現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ることから、なるべ
く安価かつ通信エリアが広域な方式として、携帯
電話用の３Ｇ回線を使用することにしました。

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、
ＩｏＴ機器の教育用として普及しているシングル
ボードコンピューターraspberry pi Zero W
（以下ラズパイ）を使用しました。
また、主な維持費となる通信費を軽減する事例
として、ＩｏＴ用通信simとなるSORACOM社の
SORACOM Airを使用しました。

通信会社及びwifiルーター及びUSBドングルにつ
いて事例で紹介した機器以外（以下、他社機器）は
動作確認は行っておりません。
他社機器をご使用される場合は、後述するラズパ
イと接続してインターネット通信が出来るか、動作
確認が必要です。
なお、執筆時点の導入費用はインターネット販売
サイトで購入し、初期費用1,260円、日額10円、
わな作動時に１回当たり0.０１円程度の通信費が発
生しました。
通知機の作動原理については、ラズパイの電源が
入った直後にメールが送信されるように、プログラ
ムで実行させています。
使用した、ラズパイにはOSとしてRaspbian
Stretch June 2018 Release Kernel versio
n: 4.14を採用しました。
ラズパイの設定については、Windowsパソコン
（以下パソコン）からリモート接続を行い操作を行
いました。
また、Apple社macやスマートフォン等でSS
H接続が可能な端末であれば、リモート接続での設
定は可能と思われますが、個々の機器について検証
は行っていませんので、ご了承ください。
各種ファイルの入手やラズパイの設定には、イン
ターネットと無線LAN（wifi）が利用できる環境が
必要です。
次に必要な機材については、図１を参考に記載し
ます。
販売店や商品により、構成や価格は異なりますが、
平成３０年８月１４日現在の税抜き価格を記載しま
す。
図１
USBドングルを使用した場合
初期費用
・raspberry pi zero w
・４GB以上のSDカード
・USB電源（２A以上）
・モバイルバッテリー（ケーブル付1.5A以上）
・USBドングル
・防水ケース（100均等の密閉容器）
・リミットスイッチ
・SORACOM Air契約料
・SORACOM Air月額基本料
@合計

¥1,870
¥550
¥500
¥1,000
¥4,980
¥324
¥20
¥1,260
¥310
¥10,814

MicroSDを利用するため、MicroSDからSDへ
変換するアダプターや、SDカードリーダーが必要
になりますので、無い場合は別途用意してください。
通信simのSORACOM Airについては、購入後
はSORACOM社のWebで登録を行いsimの有効化
が必要です。
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また、当事例で紹介するUSBドングルとは、
USBで給電されるとwifiルーターとして作動する機
器で、当事例ではsimフリー機種を使用しました。
購入する際はsimに合う機器を選択してください。
モバイルバッテリーについては1.5A以上の出力
に対応した製品で2000mAh以上の容量があれば
充分です。
わなへ設置する通知機へ割り当てる送信元メー
ルアドレスについては、今回はgoogle社から無料
で提供されているgmailを利用しました。
送信元メールアドレスについては、セキュリテ
ィの観点から、わなで使用する専用のアドレスを
事前に取得し割り当てた方が良いと思われます。

raspberry pi 公式ホームページ
図３

インストール方法選択でraspbianを選択します。
図４

箱わなへ設置することを想定した通信機器につ
いて、図１に示します。
①ラズパイ本体、②モバイルバッテリー、③ト
リガースイッチ、④USBドングルとなります。（名
刺は比較用です。）
図２

ダウンロード方法の選択、「Raspbian Stretc
h with desktop」のDownload zipを選択しま
す。
図５

各種の設定は、ラズパイのOSをSDカードへ書
き込んだ後、windowsパソコンで行うことになり
ます。
SDカードへのOS書き込み前に、図３のraspb
erry pi公式ホームページから、イメージファイル
をダウンロードし、デスクトップ等の任意場所へ
コピーし解凍します。
https://www.raspberrypi.org/

執筆時の最新ファイル
2018-11-13-raspbian-stretch.zip
解凍後のファイル
2018-11-13-raspbian-stretch.img
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OSの書き込みは、フリーソフトの「Win32
Disk Imager」を使用しました。
https://sourceforge.net/projects/win32d
iskimager/
図６

「Write」をクリックし、SDカードへ書き込み
ます。
図９

ダウンロードホームページ
11-13

Wind32 Disk Imagerを起動し、SDカードを
パソコンへ挿入すると、Deviceにドライブ名が表
示されます。
次に、フォルダアイコンをクリックします。

11-13

SDカードの内容を消去するメッセージが表示さ
れるので、「Yes」をクリックします。
図１０

図７（Wind32 Disk Imagerの起動画面）

書込み途中で進捗率が数分間変化しないときは、
書込みが失敗した可能性があるため、「Exit」をク
リックし、再度、「Win32 Disk Imager」の起動
から行ってください。
raspberry pi のイメージファイルを選択し、
「開く」をクリックします。

図1１

図８

11-13
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11-13

下図のメッセージで、書込みは完了です。

下図が表示された後、SDカードを取り出します。

図１２

図１５

「Exit」をクリックし、Win32 Disk Imagerを
終了します。

再度、SDカードを挿入します。
ポップアップメッセージが出た場合は全て閉じ
てから、エクスプローラーでSDカードのBootドラ
イブを表示します。

図1３

11-13

拡張子（ファイル名の末尾「．」以降の３文字）
が表示されていない場合は、上部メニューの「整
理」－「フォルダーと検索のオプション」－「表
示」－「詳細設定」から、「登録されている拡張子
は表示しない」を探し、チェックを外してOKをク
リックします。

11-13

図１６

エクスプローラーを開き、SDカードの上で右ク
リックし、「取り出し」を選択します。
図１４

SDカードのbootドライブをエクスプローラーで
表示し、余白部分で右クリックします。
図１７
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新規作成を選択した後、「テキストドキュメン
ト」をクリックします。

SDカードのbootドライブをエクスプローラーで
表示し、余白部分で右クリックし、図１８の手順
でテキストドキュメントを新規作成します。
図2２

図１８

新規作成されたファイル名を「ssh」とし、拡張
子は削除します。
図１９

新規作成したテキストドキュメントを図２３を
例に入力後、●●●●●●●の箇所を個別の環境
に合わせて編集し、保存します。
保存後に「wpa_supplicant.conf」とファイル
名を変更します。
なお、記述中の｛｝と”については、図２４の
キーボードのキーを参考にしてください。
図２３
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=JP
network={
ssid="●●●●●●●"
psk="●●●●●●●"

← 設定を行うPCと同じwifiのSSID
← 同wifiのパスワード

}
network={

図２０

ssid="●●●●●●●"
psk="●●●●●●●"

← わな用USBドングルのSSID
← 同USBドングルのパスワード

}

下図のメッセージが表示されるので、「はい」を
選択します。
図2１

図２４
両キーとも「Shift」を押しながら入力します。
｛｝のキー
”のキー

{
[

}
]
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Windowsで記述したテキストファイルは、文字
コードの違いからラズパイでは動作しないため、
文字コード変換ソフトで変換します。
例として、フリーソフトの「KanjiTranslator」
（KanjiTranslator氏）で説明します。
上部の変換先文字コードを「UTF-8（BOM無
し）」 「改行=LF」として、ファイルをドラグア
ンドドロップして「変換」をクリックして変換し
てください。
図２５

変換後にパソコンのエクスプローラーでSDカー
ドの上で右クリックし、
「取り出し」を選択します。
前述の図１５と同じポップアップメッセージが
表示された後、SDカードを取り出します。
パソコンから検索を容易に行うソフト「Bonjo
ur」を下記URLから、ダウンロードしインストー
ルします。
https://support.apple.com/kb/DL999?lo
cale=ja_JP&viewlocale=ja_JP

図２７

ラズパイへ①MicroSDカードを挿入し、②US
B電源を③PWRへ接続します。
図２８

図２６

次に
ラズパイとリモート接続するソフト「Tera Ter
m」を下記URLから、ダウンロードしインストー
ルします。
https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/relea
ses/
執筆時の最新ファイルは、「teraterm-4.99.e
xe 」です。
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ラズパイが起動するまで２分程度、待ってから
「Tera Term」を実行します。
図２９

「Tera Term」の初回起動時に表示されるセキ
ュリティメッセージは下図のとおりに設定し、
「Continue」をクリックします。

操作方法は「pi@raspberrypo:~$」の右側へ命
令を入力し、Enterキーを入力し実行します。
なお、キーボードの上下方向キーで履歴を使用
することができます。

図３０
図３３

最初にOSのアップデートを必ず行います。
下記のコマンドを入力し、Enterキーを入力しま
す。$は入力しません。
$ sudo apt-get update
「pi@raspberrypo:~$」が表示されれば、実行
完了です。（以降、コマンド完了時は同様）

次に表示される下図のHost欄へは「raspberr
ypi.local」を入力し、「OK」をクリックします。
図３１

次にリストに従って、アップデートを適用しま
す。
$ sudo apt-get upgrade
アップデートの了承メッセージが表示されるの
で、「y」を入力後、Enterキーを入力します。
次に、日本語の表示及び入力のファイル群をイ
ンストールします。
$ sudo apt-get install uim uim-anthy
インストールの了承メッセージが表示されるの
で、「y」を入力後、Enterキーを入力します。
User nameは「pi」、Passphraseは「raspb
erry」を入力し、「OK」をクリックします。

次に、raspiの基本設定を行います。
$ sudo raspi-config

図３２

- 7 -

「3 Boot Options」を上下キーで選択後、左
右キーで「Select」を選択し、Enterキーを押しま
す。

設定が反映された旨のメッセージが表示される
ので、Enterキーを押します。
図３７

図３４

「B2 Wait for Network at Boot」を上下キ
ーで選択後、左右キーで「Select」を選択し、E
nterキーを押します。

初期画面に戻るので、「4 Localisation Optio
n」を上下キーで選択後、左右キーで「Select」を
選択し、Enterキーを押します。
図３８

図３５

「Change Timezone」を上下キーで選択後、
左右キーで「Select」を選択し、Enterキーを押し
ます。

設定を有効にする確認メッセージは、左右キー
で<Yes>を選択し、Enterキーを押します。

図３９
図３６
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「Asia」を上下キーで選択後、Enterキーを押し
ます。

「4 Change Wi-fi Country」を上下キーで選
択後、左右キーで「Select」を選択し、Enterキー
を押します。

図４０
図４３

「Tokyo」を上下キーで選択後、Enterキーを押
します。

「JP Japan」を上下キーで選択後、Enterキー
を押します。
図４４

図４１

初期画面に戻るので、
「4 Localisation Optio
n」を上下キーで選択後、左右キーで「Select」を
選択し、Enterキーを押します。

設定が完了した旨のメッセージが表示されるの
で、Enterキーを押します。
図４５

図４２
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左右キーで<Finish>を選択し、Enterキーを押し
て、raspi-configを終了します。
図４６

以下は、gmailを利用する場合の例です。
●の部分は個別の設定に合わせて入力してくだ
さい。
なお、下図はgmailを例に記載していますので、
gmail以外を利用する場合は、青字部分を使用する
メールの送信サーバーとポート番号へ変更する必
要があります。
緑字部分は共通で入力します。
図４７
1
2
3
4
5
6

設定を反映するためにラズパイをコマンド入力
により再起動します。
下記コマンドを入力すると、自動で、「TeraT
arm」は終了します。
$ sudo reboot

7
8 # The place where the mail goes. The actual machine name

is required no
9 # MX records are consulted. Commonly mailhosts are named

mail.domain.com
10 mailhub=smtp.gmail.com:587

↑gmailは上記のように入力します。
※他のメールを使用する場合は別途にご確認ください。

raspiの再起動が概ね完了するまで１分程度、待
ってから再び「TeraTarm」を実行し、前述のと
おりログインします。（図３１～３２参照）
ログイン画面が表示されない場合は、まだ、ラ
ズパイとwifiの通信が確立されていないため、「T
era Tarm」の起動を再度行います。
「TeraTarm」が起動したら、メールクライア
ントssmtpをインストールします。
下記コマンド実行後にインストールの了承メッ
セージが表示されるので、「y」を入力します。
$ sudo apt-get install ssmtp
メールクライアントの設定を行います。
設定にはテキストエディタ「nano」を使用しま
す。
$ sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf

#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=●●●●●●●●@gmail.com
↑わな通知機のメールアドレスへ修正します。

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=
# The full hostname
hostname=Raspiのホスト名
# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
#FromLineOverride=YES

AuthUser=●●●●●●●●@gmail.com
↑わな通知機のメールアドレスを入力します。
24 AuthPass=●●●●●●●●
↑わな通知機のメールアドレスパスワードを入力します。
25 UseSTARTTLS=YES
↑上記のとおり入力します。Gmail以外でも入力します。
26 UseTLS=YES
↑上記のとおり入力します。Gmail以外でも入力します。

修正後はCtrlキーとxキーを順に押し、上書き保
存を行う旨のメッセージが表示されるので、「y」を
入力し、Enterキーを押します。（以下、nano使用
時は同様の操作です。）
次にわなが動作した際に送信されるメールを作
成します。
$ sudo nano /home/pi/mail.txt
入力する内容は下図を例にしてください。
青字の部分は個別に変更してください。
図４８
from:●●●●●●●●@gmail.com
to:▲▲▲▲▲▲▲▲@gmail.com
subject:Alarm!
○○さん宅東側わな作動！
.
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←わな通知機のメールアドレス
←送付先メールアドレス
←メール件名
←改行
←メール本文
←「．」ドット

メールが正常に送信されるか、テストを行いま
す。
実行後にエラーが表示された場合は、ssmtp.
conf（図４７）またはmail.txt（図４８）に誤りが
ないか、確認してください。
$ sendmail -t < /home/pi/mail.txt
gmailの場合はセキュリティのため、そのままで
はメール送信できません。
必ず、パソコンかスマートフォンから、わなに
割り当てたメールの受信箱を確認し、該当メール
からセキュリティの解除を行ってください。

正常にメール送信されない場合は、図５０に誤
りがないか確認してください。
なお、Windows、Android、ios以外のOSを搭
載した機器（携帯電話機等、以下携帯電話）へ全
角文字で送信した場合は、件名や本文が文字化け
します。
携帯電話へは英数字半角で送信するか、Richie
Colonel氏作成の「sendjpmail」スクリプト等が
参考に２バイト文字へ対応させる必要があります。
メール送信が正常に行われることが確認できた
ら、ラズパイの起動直後にプログラムが実行され
るように設定します。
$ sudo nano /etc/rc.local

図４９
末尾の「fi」と「exit 0」の間に、下記の命令を
追記して、上書保存します。構文中の注釈や命令
を「TeraTerm」で色分けしています。
bash /home/pi/email.sh
図５１

次にメール送信を行うプログラムを作成します。
$ sudo nano /home/pi/email.sh
入力内容は下図のとおりです。
図５０
プログラムの動作確認を下記コマンドで行いま
す。
$ bash /home/pi/email.sh

修正後に終了（Ctrlキー＋xキー）すると、上書
きメッセージが表示されるので、「y」を入力します。
入力後、プログラムへ実行権限を付与するため、
下記の入力を行います。
$ sudo chmod 777 /home/pi/email.sh
下記コマンドでプログラムの動作確認を行いま
す。
$ bash /home/pi/email.sh

プログラムが正常に動作したら、下記コマンド
で、ラズパイを再起動します。
$ sudo reboot
次にバッテリーからの起動で動作確認し、問題
が無ければ防水ケースへ配置します。
配線やトリガーの取り回しをやりやすくするた
めに、マジックテープ等を利用するか、仮固定し
ます。
この時点でメール送信が出来ない場合は、バッ
テリーの給電能力に問題がある可能性があるため、
別なバッテリーで動作確認します。
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モバイルルーターでの運用確認を行うため、パ
ソコンで使用しているwifiの機器を停止するか、同
wifiの電波の届かないところで、ラズパイを起動し
正常に動作するか確認します。
メール送信が出来ない場合はwpa_supplicant.
conf（図２３）の記述を確認します。

押し切った状態でトリガー棒を入れ、トリガー
棒とリミットスイッチの間に普通紙１枚分程度の
隙間を作り、平行になるように配置します。
図５５
レバーを押し切った状態で、
トリガー棒を入れて調整

次にわなが作動した際にラズパイの電源を入れ
るトリガースイッチを作成します。
部品はリミットスイッチと充電用USBケーブル
を使用し、下図のように配置します。
充電用ケーブルは２芯となっており、データ通
信用に比べ材質や加工性が優れています。
図５２

図５６

作動方向

トリガー棒

リミットスイッチ

USB充電ケーブル

図５３

リミットスイッチとトリガー用の棒（以下、ト
リガー棒）の配置調整は、図５５のようにレバー
を押し切った状態で行います。

リミットスイッチの電気配線は、レバーを押す
と通電するようにします。
使用する充電専用USBケーブルは、中間部分を
カッター等で裂き内部配線を露出させて、図５２
のように２本のビニール線の片方（通常赤）を切
断し、ミットスイッチへ半田付けします。
ビニール線はどちらを使用しても問題はありま
せんが、通常はプラス線と思われる方をスイッチ
へ半田付けします。
トリガーの作成に使用するケースは、錠剤タイ
プの清涼菓子等の容器が作業性が良好でした。

図５４

レバーを押す
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実際の運用に際しては、降雨による水濡れや捕
獲動物の攻撃から機器を保護するために、丈夫な
防水ケースが推奨されます。

しています。
二重カンについては捕獲動物に食べられること
もあるため、諸処の安全性に留意して子供用玩具
等のプラスチック製二重カンが良いと思います。

図５７
図５９

防水ケースにはラズパイ、バッテリー、トリガ
ーを配置してマジックテープ等で固定すれば、捕
獲動物が暴れても故障しにくいと考えられます。
配置の際はトリガー棒に釣り用テグス（５号程
度）を取り付けて、防水ケースに穴を空け引き出
します。
引き出したテグスは、スムーズにトリガー棒が
抜けるか確認します。
防水ケースの外側のテグスには二重カンを結び
ます。

まず、二重カンへ通し、３回捻ります。

図６０

出来た輪にテグスを通します。

図６１

更に出来た輪に通します。

図５８

わなが作動したときに動く部分へテグスを結び
動作糸とし（以下動作糸という）、通知機のトリガ
ーにつながる二重カンへ接続します。
下記の方法は、接合部分の作り方となり、機器
の破損防止と、設置の安易さを兼ねています。
説明では釣り等で使用されるクリンチノットを
参考にしています。
また、図は見やすくするために、紙縒りで説明
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テグスの両端をキツく引いて締めればクリンチ
ノットの完成です。

図６５

図６２

図６６

ここからは、わなの設置場所での作業となりま
す。
わなの使用準備が全て完了した後に、動作糸を
つなぎ、通知機までより余分に長くして切断しま
す。
図６３

通知機側に
結んだ二重カンを縦に持ち、動作糸を２重カンの
間に乗せて親指で押さえ、動作糸を下図のように
引っ張り、２重カンへ挟みます。

箱わなへ設置する場合は、通知機を直に固定す
ると、捕獲動物の攻撃で破損する可能性がありま
す。
破損防止のため、板や角材等を箱わなと通知機
の間に設置し、タイラップバンドやネジ等で頑丈
に固定します。
このとき通知機のケースは内側から、ネジ等で
固定し、わな設置の最終確認で防水ケースの蓋を
開けて、トリガースイッチが正常な状態か確認で
きるようにします。

図６４

図６７

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用箱わなへ設置し、実証試
験をさせていただいています。
これまでに以下の点について、実証試験結果か
ら改良しました。
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・問題点１
防水ケースを直接箱わなへバンドで固定した場
合、わな設置後に通知機のフタが開けられません
でした。
・改善点１
箱わな上部へ板や角材を固定し、防水ケースも
内部から固定することで、設置作業の最終確認で
トリガースイッチが正常であるか確認できるよう
になりました。

め、捕獲であれば通知以外に捕獲初心者の補助と
して有効な、トレイルカメラも安価に製作できま
す。
そして、捕獲以外にも農林水産業のIoT化などへ
の発展性もあります。
今事例のわな通知機の製作をきっかけに、農林
水産業のIoT化が推進される足がかりになれば幸い
です。

Ⅶ
・問題点２
トリガーの製作でトリガー棒とリミットスイッ
チの間隔が広かったり、トリガー棒の形状によっ
て引っかかることがあるため、動作が不安定でし
た。
・改善点２
部品配置の説明を改善しました。
・問題点３
通知機と作動糸の接続方法が不十分なため、接
続をクリップ等で行った場合に、引っかかったり
捕獲動物に食べられたりしました。
・改善点３
二重カンを利用する方法とし、詳細な作成方法
を追記しました。

Ⅳ

考察

・くまもと☆農家ハンター
宮川 将人氏
・くまもと☆農家ハンター
稲葉 達也氏
・九州沖縄農業研究センター 松岡 誠氏
・西日本農業研究センター
江口 祐輔氏
・raspberry pi 財団御中
・Win32 Disk Imager作者：
Tobin Davis氏、Justin (Tuxinator) Davis氏
・Tera Term作者：
寺西 高氏、TeraTerm Project御中

Ⅷ

参考文献

・平成２８年３月農林水産省
「鳥獣被害の現状と対策」
・これ1冊でできる! ラズベリー・パイ 超入門 改
訂第4版 Raspberry Pi 1+/2/3/Zero/Zero
W対応 福田 和宏 (著)

Ⅸ

今後、実証試験の結果を基に不具合等を検証し、
当資料の再現性、実用性、普及方法の検討を行い
ます。

謝辞（順不同）

参考URL

各種会議等で資料の説明を行っています。
また、要望に応じてワークショップ等を通じて
普及していく予定です。

・rasbarry pi公式
https://www.raspberrypi.org/
・Win32 Disk Imagerダウンロード先
https://sourceforge.net/projects/win32d
iskimager/
・Tera Termダウンロード先
https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/relea
ses/

Ⅵ

Ⅹ

Ⅴ

今後の展開

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、使用する部品が安価なため、自分で製
作・メンテナンスを行うことが可能で、故障した
場合も、安価に容易に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、わなの作動した事がリアルタイムに判れ
ば、その後の作業が効率化できます。
今回、使用したラズパイ等のシングルボードコ
ンピュータは、ＩｏＴの学習教材の側面もあるた

変更履歴

H30.10.1 第１版発行
H30.10.25 第２版
・機器の安定性を重視して、OSを raspbian
Lite（CUI版）から raspbian（GUI版）へ変
更しました。
・連続待受時間がモバイルルータ－の待機時間
に頼っていたため、充電式モバイルルータ－を
ラズパイからの給電で作動するUSBドングルへ
変更しました。
併せてモバイルバッテリーを1.5A以上供給
可能タイプへ変更しました。
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この変更によりモバイルバッテリーの自己放
電及び自己消費以外の待機電力が不要となり、
１年以上の待機時間が実現可能になりました。
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