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AMEDES-R2015 無線 LAN 式センサーの製作
横田和久（JN1DFF）†1
概要：PRUG が製作した 気象観測ノード TINI-AMEDES は、本体を屋内に設置しセンサー部分を有線で屋外に設置す
る。このため、センサーの設置には壁に穴を開けるかエアコン用のダクトを通す穴を利用する等の処置が必要で、こ
れが利用の妨げになっていた。この問題を解決するため，通信を無線で行い、電源をバッテリーとすることで完全な
ワイヤレス化を行った気象観測ノードを製作したので報告する。
キーワード：Wi-Fi モジュール，気象センサー，インターネット，Arduino，IRC

Building of AMEDES-R2015 Wireless Sensor
KAZUHISA YOKOTA (JN1DFF)†1
Abstract: PRUG has made the weather observation node, TINI-AMEDES, which puts the main body at indoor and puts the
weather sensor at outdoor connected to the main body with wire. Because of this setting, it needs to open the hole on the wall
or to use the duct for the air conditioner to put the weather sensor at outdoor. To resolve this problem, we have built the new
weather observation node, which can operate completely wireless using wireless communication and powered by battery. We
will report the building of this AMEDES sensor node.
Keywords: Wi-Fi module, weather sensor, Internet, Arduino, IRC

1. はじめに

2. AMEDES システムの概要

PRUG[ 1 ](Packet Radio Users Group) は ， 2000 年 に

AMEDES システムは大きく分けて 3 つの部分から構成さ

AMEDES[2]という名称の気温や湿度等の気象情報を計測

れている．

しインターネット経由でデータを共有できる分散型の気象

１）センサーノード

観測システムを開発した．この AMEDES システムでは気

２）IRC ネットワーク

象観測用のセンサーは有線で接続されるため，センサーを

３）集計ノード

屋外に設置するためには何らかの方法でケーブルを屋外に
引き出す必要がある．
アンテナの設置等で日常的にケーブルを屋外に引き出
している PRUG のメンバーにとっては，壁を越えてケーブ
ルを屋外に引き出すことに何の問題も感じていませんでし
た．しかし，通常の人にとってはケーブルを屋外に引き出
すことは敷居が高く，気象センサーの屋外設置が進まない
原因となった．
一方時代が下り，今は IoT(Internet of Thing)技術が多数開
発され小型デバイスを無線でインターネットへ接続するこ
とが簡単にできるようになった．そこで現在の IoT 技術を
用いてセンサーの接続を無線化し，屋外への設置を容易に
した無線 LAN 式センサーを新たに開発することにした．
今年(2015 年)，PRUG は無線に回帰するという意味を込

図 1

AMEDES システム

2.1 センサーノード
センサーノードは，気象センサーから情報を取得し気象

め て AMEDES-Return プ ロ ジ ェ ク ト を 始 め た ．

データの形式を整えて IRC の特定チャネルにデータを送り

「 AMEDES-R2015 無 線

LAN 式 セ ン サ ー 」 は

出す役目を果たす．以前作成したシステムでは

AMDES-Return プロジェクトの成果物の一つであり，以下

TINI-AMEDES と呼ばれている．これは TINI というダラス

の章では略称として「WiFi-AMEDES」を使用する．

セミコンダクター製のメモリモジュールサイズの小型ワン
ボード PC を用いていた．

†1 PRUG
Packet Radio Users Group.

(C) KAZUHISA YOKOTA

気象センサーは 1-wire と呼ばれる 2 線式(電源を入れると
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3 線)のインターフェースを用いていた．1-wire は数十 m 程
度の距離に伸ばすことが可能なため，屋内に設置したセン
サーノードから屋外の気象センサーとの通信には十分対応
できた．
センサーノードにはイーサネットのインターフェース
があり，有線 LAN でルータに接続することでインターネ
ットへ接続できる．今回の開発の目的は，このセンサーノ
ードを無線化することである．
2.2 IRC ネットワーク
IRC は Internet Relay Chat[3]の略でインターネット上のテ
キストベースのチャットシステムである．IRC は本来人間
同士のチャットのためのシステムですが，プロトコルが簡
易であるためプログラムによる通信が簡単に実現できる．
AMEDES では既存の IRC のネットワーク(IRCnet-JP)を利
用して気象データの転送を実現している．

図 3

AMEDES データのグラフ表示

2015 年 10 月現在，IRCnet-JP[4]のチャネル#tini-ja で気象
データが交換されている．

図 2

IRC ネットワーク上のデータ

2.3 集計ノード
集計ノードは気象データを利用するノードで，特定のハ
ードウェア／ソフトウェアがあるわけではない．IRC ネッ
トワークに接続できる IRC クライアント(CHOCOA など)
があれば気象データをモニターすることができる．
IRC ネットワークからデータを受信するプログラムを作
成することで，気象データの蓄積やグラフ化を行うことが
できる．
2015 年 10 月現在，以下のサービスが公開／稼働してい
る．

図 4 twitter への転送

WiFi-AMEDES の構成

3.

WiFi-AMEDES は前章の 2.1 センサーノードを置き換え
るものである．WiFi-AMEDES の構成要素は Wi-Fi モジュ
ールと気象センサーである．

1) AMEDES データのグラフ表示
http://gongon.com/persons/iseki/amedes/C/index.cgi
2) twitter への転送 https://twitter.com/amedesbot

図 5
3.1

WiFi-AMEDES の構成

Wi-Fi モジュール

この Wi-Fi モジュールが WiFi-AMEDES の要である．
無線 LAN または WiFi と呼ばれる無線接続技術はインタ
ーネットの普及とともに一般家庭に浸透し，今では無線

(C) KAZUHISA YOKOTA
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LAN のアクセスポイントはほとんどの家にある．また，

3.2.3 温度センサー

Wi-Fi モジュールと呼ばれる Wi-Fi 接続の機能を実装した

温度のみ に対応す るセン サーとし て ST マイクロの

電子部品が多く出回っている．その中から Espressif が開発

STTS751 を採用した．この温度センサーの特徴は価格が安

した ESP-WROOM-02[5]という Wi-Fi モジュールを採用し

いことである．BME280 が約 1,000 円に対し，STTS751 は

た．

100 円である（どちらも秋月電子通商での価格）
．温度の計

ESP-WROOM-02 の特徴は以下の通りである．

測のみに特化する場合は，WiFi-AMEDES のコストを下げ
ることができる．



技適マーク取得済み



電源電圧 3.3V



消費電流平均 80mA

ーと競合しないものであれば，ユーザ自身がプログラムを



IEEE802.11b/g/n 対応

変更することで対応可能である．



AP としても動作可能



TCP プロトコルスタック搭載

れる．電圧はアルカリ電池で 2.8V，エネループで 2.6V 程



入手が容易

度なので，この電圧で動くことが条件となる．消費電流は

3.2.4 その他のセンサー
基本的に I2C に対応していて I2C アドレスが他のセンサ

ただし，電池での動作では動作電圧と消費電流が制約さ

平均で 100μA 程度以下が望ましい．消費電力は電池での
技適マーク取得済みのため，日本国内で合法的に使用すること
ができる．さらに価格，入手性ともに問題がなく，秋月電子通商
[6]等の電子部品業者から 1 個千円以下で購入することができる．

動作時間とのトレードオフとなる．

4. WiFi-AMEDES の機能

3.1.1 ESP-WROOM-02
ESP-WROOM-02 は Wi-Fi モジュールであるが，コアに

基本的な機能である気象情報を定期的に IRC の#tini-ja チ

32 ビット MPU を内蔵し 4M バイトのフラッシュメモリを

ャネルに送信することに機能は絞る． TINI-AMEDES が持

搭載していて，ユーザが作成したプログラムを書き込み動

っていたリアルタイムの降雨メール等の他の機能について

作させることができる．デジタル IO は 17 本あり，入力／

は実装しない．

出力に変更することができシリアル通信や I2C のマスター

4.1 無線 LAN 情報の設定

として動作させることができる．

WiFi-AMEDES は無線 LAN を介してインターネットへデ

搭載するプログラムの開発は，
メーカー提供の SDK の他

ータを送信するため，最低限アクセスポイントの SSID，パ

に Arduino[7]を乗せることができ，Arduino の豊富なライブ

スワードを設定する必要がある．WiFi-AMEDES は単体で

ラリを使いプログラムすることができる．WiFi-AMEDES

は文字の表示や文字の入力機能を持たないため，PC 等を接

のソフトウェアも Aruduino の開発環境を利用している．

続して設定することになる．

ESP-WROOM-02 の消費電流は平均 80mA，最大 170mA

WiFi-AMEDES では設定の時だけ WiFi-AMEDES 自身を

と大きく，乾電池（単 3 エネループ 1900mAh を仮定）で運

無線 LAN アクセスポイントとし，さらに Web サーバとし

用した場合は 1 日ほどしか持たない．このため間欠動作さ

ても動作させ，そこへ PC 等で接続し Web インターフェー

せ，ほとんどの時間をスリープさせることで長期間の動作

ス経由で無線 LAN のパスワード等の情報を設定するよう

を可能にする．

にした．

3.2 気象センサー
気象センサーは I2C バスを介して接続する．このため，
使用できる気象センサーは I2C 対応のものが必要である．
現時点でサポートしているものは以下のものである．
3.2.1 気温，湿度，気圧センサー
ボッシュの BME280 はこれ一つで気温，湿度，気圧を測
定可能なため，気象センサーとして最適である．対応する
電源電圧，消費電力はともに電池での動作に問題ない．
3.2.2 雷センサー

この設定画面では，地名や標高，IRC の Nickname 等が
変更できる．
4.2 気象データ送信機能
通常モードでは定期的にセンサーから気象データを読み
出し，無線 LAN 経由で IRC の#tini-ja チャネルにデータを
送信する．
デフォルトでは 10 分に 1 回の割合でデータの送
信を行う．
WiF-AMEDES は起動すると 1)無線 LAN アクセスポイン
トへの接続，2)DHCP での IP アドレス等の取得，3)センサ

雷センサーとして AMS 社の AS3935 Franklin Lightning

ーからデータの読み出し，4)IRC の#tini-ja チャネルへのデ

Sensor を採用した．TINI-AMEDES には雷センサーはなか

ータの送信，5)接続の切断，スリープへの移行，を順次行

ったので，WiFi-AMDES の独自機能となる．アンテナを上

う．起動してから再びスリープへ移行するまでは，平均す

げているアマチュア無線家にとって，雷の発生は気になる

ると 5 秒程度である．

ところである．

(C) KAZUHISA YOKOTA
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5. WiFi-AMEDES の製作
WiFi-AMEDES を構成する主要な要素は，WiFi モジュー
ルと気象センサーである．デジタル回路であるので配線さ
えすれば確実に動作するはずである．WiFi-モジュールとセ
ンサーの間の I2C バスは線間容量が 500pF 以内と定められ
ているので，長さは 1~2m 程度に抑えた方が良いであろう．
5.1 WiFi-モジュールへのソフトウェアの書き込み
WiFi-AMEDES として動作させるには，WiFi-モジュール

フィルタリングをしているのであればこの Mac アドレス
を登録する．無線 LAN の暗号化は WPA/WPA2 に対応して
いる．
設定項目は以下の通りである．






無線 LAN の SSID
無線 LAN のパスワード
設置場所
設置場所の標高
IRC の Nickname

である ESP-WROOM-02 にソフトウェアを書き込む必要が

WiFi-AMEDES は気圧を海面較正しているため，設置場所

ある．開発環境が Arduino であるので，PC に Arduino の開

の標高を正確に設定することが望ましい．

発環境を用意し，シリアルインターフェース経由で

設定が完了したなら， スイッチを押さずに電源を入れ

ESP-WROOM-02 に ソ フ ト ウ ェ ア を 書 き 込 む ． PC と

なおすことで気象データを定期的に IRCnet の#tini-ja に送

ESP-WROOM-02 は，USB-シリアル変換インターフェース

信するはずである．データの送信時に LED が点灯するので，

を使い接続する．

そのタイミングで#tini-ja でデータが表示されるか確認す

USB- シ リ ア ル 変 換 イ ン タ ー フ ェ ー ス の 詳 細 や
ESP-WROOM-02 用の Arduino の開発環境のインストール
方法は，Web 上の情報を参照して欲しい[8]．

る．

7. WiFi-AMEDES の動作
WiFi-AMEDES が IRCnet に送信する気象データは次のよ

WiFi-AMEDES のハードウェア／ソフトウェアについて
は GitHub*等のサイトでの公開を予定している．

うなフォーマットになる．
>Imoni2015 Weather: Outside:19.7C
Atm:998.9hPa Humidity(Outside):76.4%
Vcc:2.578V

RSSI:-26dBm

uptime:6958ms

ここで，Imoni2015 が設置場所，19.7C が気温，998.9hPa
が気圧，76.4%が湿度である．Vcc 以降は WiFi-AMEDES の
動作状況を表すデータで，2.578V は電源電圧，-26dBm は
無線 LAN アクセスポイントの電波強度，6958ms は前回の
データ送信時に起動してから再びスリープするまでにかか
った時間である．
7.1 データ送信時の動作
WiFi-AMEDES はデータ送信とスリープを繰り返す．
図 6

WiFi-AMEDES の試作品

6. WiFi-AMEDES の初期設定
WiFi-AMEDES を動作させるためには，自宅等の無線
LAN アクセスポイントへ接続するためのパスワード等を
WiFi-AMEDES に設定する必要がある．

1 回のデータ送信の主な動作は以下の通り．
1)
2)
3)
4)
5)

無線 LAN の接続
DHCP による IP アドレスの取得
センサーから気象データの読み出し
IRC サーバへの接続
気象データの送信

6.1 設定モードでの起動
スイッチを押しながら電源を入れることにより，設定モ

それぞれの所要時間は，1)約 1 秒，2)約 1 秒，3)約 0.1 秒，

ードで起動する．設定モードでの起動に成功すれば LED が

4)5)合わせて約 1 秒程度である．
合計すると約 3 秒となる．

約 1 秒周期で点滅する．このとき WiFi-AMEDES は無線

8. バッテリーでの駆動時間

LAN アクセスポイントとして動作しているので，PC 等か
ら WiFi-AMEDES に接続し Web インターフェースで必要な
情報を設定する．設定画面に WiFi-AMEDES の Mac アドレ
スが表示されているので，自宅無線 LAN で Mac アドレス

WiFi-AMEDES は設置を容易にするためバッテリーでの
動作を基本としている．Wi-Fi モジュールの電源電圧は仕
様上は 3.0~3.6V であるが，実験で 2.4V 程度まで動くこと
が確認できている．

* https://github.com/amedes/WiFi-AMEDES

(C) KAZUHISA YOKOTA
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9. WiFi-AMEDES の設置

8.1 消費電流の見積
駆動時間を見積もるためには，消費電流を見積もる必要
がある．Wi-Fi モジュールの消費電流が平均 80mA，センサ
ーの消費電流は平均数~70μA 程度であるため，Wi-Fi モジ
ュールの消費電流のみを考える．
WiFi-AMDES の動作は，10 分に 1 回データを送信すると

WiFi-AMEDES は完全なワイヤレスであるので，適当な
ケースに入れれば，無線 LAN の届く範囲ならどこにでも
設置できる．屋外に設置する場合は防水のケースに入れ，
センサーが気温をなるべく正確に計測できるようにする工
夫が必要だろう[9]．また，

仮定する．1 回のデータ送信における Wi-Fi モジュールの
動作時間は，実測から 5 秒と仮定する．WiFi-AMEDES の
平均の消費電流は，
80mA×5 秒÷(600 秒+5 秒)＝0.66mA
となる．容量 1900mAh の単 3 エネループを使うとおよそ 4
ヶ月間（2879 時間）動作する計算になる．アルカリ電池の
容量は消費電流に依存するため適当な資料が無いが，パナ
ソニックのサイトのデータ†を用いると，間欠的に 80mA の
電流は消費電流 20mA と 100mA の間と仮定して，単 1 エボ
ルタを用いると 2.6～3.1 年間持つ計算になる．単 1 アルカ

図 8 WiFi-AMEDES の設置例

リ電池を用いれば，年単位での連続稼働が可能なると思わ
れる．

10.

WiFi-AMEDES の応用

8.2 太陽電池の利用

10.1

Wi-Fi 温度計

バッテリーでの駆動時間を延ばす方法として太陽電池を

無線 LAN で温度を取得できる温度計として活用できる．

利用する方法がある．太陽電池で充電式バッテリーを充電

例えば，冷蔵庫内の温度を取得してグラフ化したり，部屋

することで，バッテリーの充放電の寿命まで稼働時間を延

に複数の WiFi-AMEDES を置いて場所による温度の違いを

ばすことができる．トリクル充電方式を取ることで充電回

計測したりできる．

路を簡素にできる．
単 3 エネループ 2 本を充電するとして，
充電に必要な電圧を 3V とすると逆流防止のダイオードの
順方向電圧降下 1V を見込んで，太陽電池の電圧は 4V 以上
が必要となる．WiFi-AMEDES の消費電力は一日あたり
16mAh なので，充電のオーバーヘッドや天気による充電不
能の割合を考慮すると 16mAh の数倍の充電量を一日に賄
える太陽電池が必要である．ただし，充電電流をトリクル
充電（容量の 1/20~1/30）の範囲に抑えるため，太陽電池の
電流は 95mA 以下にする．

図 9 冷蔵庫内の温度変化
10.2 どこでも AMEDES
WiFi-AMEDES は無線 LAN が利用できる環境であれば稼
働させることができるため，WiMAX や LTE を利用したモ
バイルルータを経由でデータの送信を行うこともできる．
臨時に気象データを測りたい場所にモバイルルータと供に
設置することで，気象データの取得を行うことができる．
図 7

太陽電池による充電

11.

IoT 向けクラウドサービスの検討

AMEDES システムは気象データの通信経路として，IRC
† http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/29060/
[ｱﾙｶﾘ･ﾏﾝｶﾞﾝ] 乾電池の電池容量はどれ位？ PZ29060

(C) KAZUHISA YOKOTA
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ッセージの交換機能に特化しており，メッセージの蓄積や
検索等の機能は提供していない．現在では IoT での利用を

謝辞

WiFi-AMDES の製作にご協力頂いた PRUG の皆様

に，謹んで感謝の意を表する．

想定したデータの収集／蓄積等の機能を提供するインター
ネット 上のサ ービ スが多 数存 在す る．そ の一 つとして
xively[10]へのデータ送信機能を実験的に実装した．
11.1 Xively
xively は IoT 向けにデータの蓄積，検索，グラフ化等の機
能を提供しているインターネット上のサービスである．
Web API によりデータの送信が行えるため，IoT 機器から
容易に利用することができる．xively に送信されたデータ
は xively のサーバに蓄積され，Web サイト上でリアルタイ
ムにグラフとして表示できる ‡．また，過去のデータを日付
／時刻を指定して取り出すことができ，データの再利用が
簡単に行える．AMEDES でこのようなサービスを利用する
かどうかは別にして，提供されている機能は AMEDES シ
ステムの集計ノードの機能の参考になるのではないかと思
う．
（2015 年 10 月現在，xively は個人開発者向けのサービ
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スを終了していて，個人で xively を利用することはできな
くなった）

図 10 xively のグラフ化機能

12. まとめ
AMEDES-Return プロジェクトにおけるセンサー接続方
式の一つとして無線 LAN を利用した AMEDES センサーノ
ードを製作し，動作させることができた．無線 LAN とバ
ッテリーによるワイヤレス化の効果により，設置方法の自
由度を高めることができた．
今後は，AMEDES-Return プロジェクトの進展に合わせて，
ハードウェア及びソフトウェアの改善を進めていく予定で
す．

‡ https://personal.xively.com/feeds/19244833 で参照可能
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