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センサーデバイス
NLS-LW02 シリーズ
開発の背景
IoT/M2M が注目を集め、多様なアプリケーションに対応する通信のニーズが高まる中、センサー接続等
比較的低速の通信で多デバイス接続、低コスト、低消費電力のシステム構築の要求が増えてきております。
そのような背景の中、当社ではこれまで LPWA 無線技術（Low Power Wide Area）に着目し、実証実験(*1)を
重ねてまいりました。実証実験を通じて得られたニーズやノウハウをベースに LoRaWAN®センサーデバイス
開発を続けています。
(*1)静岡県藤枝市における LPWA 実証実験等に参加した他、複数の実証実験へデバイスを供給

NLS-LW シリーズの特徴

応用分野

‣用途に応じた外部センサー選択

‣稼働監視（電力）

‣柔軟なカスタマイズ対応

‣設備保全（工場・インフラ）

‣小ロット対応

‣防災（水害対策）

‣防水防塵耐候性能

‣圃場（土壌・環境測定）

‣省電力・電池駆動

‣店舗（食品衛生管理）

仕様概要
通信規格

LoRaWAN® AS923 v1.0.2

センサーインターフェース

接点、電流、電圧、熱電対、SDI-12、RS-232C、UART、I2C、SPI

対応済みセンサー

防水温度センサー、防滴温湿度センサー、熱電対、加速度センサー、交流電流センサー、
直流電流センサー、流量センサー、人感センサー、傾斜センサー、GNSS、
雨量センサー、超音波距離センサー（水位センサー）、圧力式水位計ロガー、日射センサー、
土壌センサー、複合気象センサー、風向風速センサー

開発・検討中センサー

ModBus(RS-485)、RTD、CO2 センサー、漏液センサー、冠水センサー、圧力式水位センサー、
非接触水位センサー、赤外線距離センサー、電波式距離センサー、ひずみセンサー、他

電池

CR17335A、CR17450A、CR123A、他

センサーへの電源供給

12V / 5V / 3.3V（供給能力 合計 600mW 程度まで）

電池寿命

3 年程度（省電力センサー、CR17335A バッテリー使用、15 分に 1 回送信、DR2）

本体防塵防水保護等級

IP67 相当（標準ケースの場合）

動作温度範囲

-10 ~ +60 [℃]

外形寸法 [mm]（H×W×D）

40 × 90 × 130 [mm]（標準ケースの場合）

* LoRaWAN®及び LoRaAlliance®は Semtech Corporation の登録商標です

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

センサーデバイス（販売中）
センサーI/F タイプ
名称

仕様概要

動作概要

接点入力(NLS-LW02-01)

4ch

無電圧接点の状態を定期または割り込み通知

計装用統一信号入力

0-10V：2ch

計装用統一信号入力の AD 変換値を定期通知

(NLS-LW02-03)

4-20mA：2ch

熱電対入力

4ch

(NLS-LW02-04)

熱電対を接続して温度を測定し定期通知
K,J,T 型他対応

電圧入力(NLS-LW02-06)

4ch

電圧入力(0-5V)の AD 変換値を定期通知

差動電圧入力(NLS-LW02-07)

2ch

差動電圧入力(±2.5V)の AD 変換値を定期通知

RS-232C シリアル入力

1ch

RS-232C シリアル入力データを通知

(NLS-LW02-08)
＊センサーは付属しません。お客様で接続して頂く必要があります。御指定頂いたセンサーを接続した状態での出荷
にも対応致します。

センサー内蔵タイプ
名称

仕様概要

外観

人感センサー

低消費電力焦電型赤外線センサー搭載

(NLS-LW02-23/31)

検出範囲：最大 12m、上下左右約 70°
2 種類の動作 FW（居室状況通知、検出毎通知）

加速度センサー

デバイス内搭載の加速度センサーにて重力加速度情報を定期通知

(NLS-LW02-28)

GNSS による設置位置情報取得に対応

位置取得(NLS-LW02-29)

振動検出時に GNSS 位置情報取得して一定時間通知

センサープローブタイプ
名称

仕様概要

外観

防水温度センサー

防水 T 型熱電対、最大 4ch の温度を定期通知

(NLS-LW02-21)

測定範囲：-200 ~ 200 [℃]

交流電流センサー

商用電源（交流 50/60[Hz]）電流測定

(NLS-LW02-49)

測定範囲：0～5 [A]から 0～500 [A]

直流電流センサー

直流電源電流測定

(NLS-LW02-50)

測定範囲：0～200 [A] 、0～400 [A] 、0～600 [A] 、0～800 [A]

防滴温湿度センサー

IP64 温湿度センサー、温度、湿度を定期通知

(NLS-LW02-41)

測定範囲：-30 ~ 80 [℃]、0 ~ 100 [%RH]

測定精度：±1.5 [℃]

測定精度：±0.5 [℃]、±3 [%RH]
超音波距離センサー

最大 10 [m]程度まで測定可能

(NLS-LW02-26)

水位測定等の静止体測定に対応

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

センサーデバイス（販売中）
・センサープローブタイプ（続き）
名称

仕様概要

CO2 センサー

大気によるキャリブレーション不要農業向け CO2 センサー採用

(NLS-LW02-54)

測定範囲：0～3000[ppm]

土壌センサー

IPX8 土壌センサー、土壌水分量・温度・EC を定期通知

[水分・温度・EC]

水分量＋温度、水分量＋温度＋EC の２タイプに対応

(NLS-LW02-51/52)

測定範囲：0～100 [%VWC]、0～50 [℃]、0～7 [mS/cm]

日射センサー

IP67 小型日射センサー、最大 4ch の日射強度を定期通知

(NLS-LW02-42)

測定範囲：0～2000 [W/m2]

雨量センサー

転倒ます型雨量計に対応、転倒雨量設定可能

(NLS-LW02-48)

単位時間(任意設定)当たりの降水量を通知

外観
2022 夏頃
リリース予定

任意の転倒ます型雨量計と接続可能
大気温湿度センサー

高耐久ステンレス外装 IP65 温湿度センサー、温度、湿度を定期通知

(NLS-LW02-47)

測定範囲：-40 ~ 60 [℃]、0 ~ 100 [%RH]
測定精度：±0.2 [℃]±0.15 [%]、±2.5 [%RH]

複合気象センサー

雨量・風向風速・大気温度・湿度・気圧測定可能

(NLS-LW02-55)

メンテナンスが容易な超音波式風向風速計、圧電式雨量計採用
太陽光独立電源にて駆動

センサーデバイス（開発・検討中）
開発中、検討中のデバイス一覧です。開発状況はお問い合わせください。
名称

仕様・動作概要

測温抵抗体入力

4ch、接続した測温抵抗体によって温度を測定し定期通知

RS-485 入力

RS-485 対応機器と接続してセンサー値等を取得し定期通知

MODBUS RTU 入力

MODBUS RTU 対応機器と接続してセンサー値等を取得し定期通知

高精度加速度センサー

構造ヘルスモニタリング向け高精度加速度センサーにて加速度を取得し定期通知

電波式距離センサー

24GHz 帯マイクロ波距離センサーにて距離を取得し定期通知

冠水センサー

冠水を検出し定期通知と割り込み通知

圧力式水位センサー

投げ込み式水位センサーにて水位を取得し定期通知

非接触水位センサー

静電容量式水分センサーによって水を検出し定期通知

簡易水分量センサー

簡易水分量センサーにて水分量を取得し定期通知

漏液センサー

光ファイバー漏液センサーにて水、水以外の 2 種液体を検知し即時通知

CO2 センサー

CO2 濃度、温度、湿度を取得し定期通知

農業用 CO2 センサー

農業用ハウス向けキャリブレーション不要 CO2 センサーにて CO2 濃度を取得し定期通知

高精度土壌 EC センサー

分解能 0.001[dS/m]、精度±3[%]の土壌 EC センサーにて EC 値を取得し定期通知

ひずみセンサー

高対候性ひずみセンサーにて鉱物等のひずみを取得し定期通知

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

ネットワーク構成例
NLS-LW シリーズを使用した典型的なネットワーク構成例は以下の通りです。それぞれにメリットがあり、
用途に応じた最適なネットワークを構築することが可能です。GW は用途に応じてたメーカーから選択可能
です。
構成

メリット

アプリケーションサーバー

GW：プライベート
１

・外部ネットワークへの接続不要
・GW 設置可能
・低ランニングコスト

NS：オンプレミス（GW 内蔵）
AS：オンプレミス

・GW 設置可能
・AS 選択自由度高
・高いデータ保持信頼性
・低ランニングコスト

NS：オンプレミス（GW 内蔵）
AS：クラウド

GW：プライベート
３

NS：クラウド（AWS IoT Core for
LoRaWAN、TTI 等）
AS：クラウド

GW：パブリック
４

NS：クラウド
AS：クラウド

LoRa

LoRaWAN
GW / NS

LoRa

Ethernet

GW：プライベート
２

構成図

・広範囲のデバイスを一括管理可能
・GW 設置可能
・GW 追加が容易
・GW 多重化による高信頼性
・高いデータ保持信頼性
・低イニシャルコスト

・広範囲のデバイスを一括管理可能
・高いデータ保持信頼性
・低イニシャルコスト
・低 H/W メンテナンスコスト

アプリケーションサーバー

LoRa

LoRaWAN

GW / NS

LoRa

LTE

アプリケーションサーバー

LoRaWAN GW
LoRa

/ LoRaWAN NS
LTE
LoRa

LTE

LoRaWAN GW

LoRa

アプリケーションサーバー

/ LoRaWAN NS

LoRa

＊GW：LoRaWAN ゲートウェイ、NS：LoRaWAN ネットワークサーバー、AS：アプリケーションサーバー（データ利活用サーバー）
＊構成（１）
、（２）について、GW 内蔵ではない NS を使用することも可能です。

PoC キット
通信の疎通確認等にお役立ていただけるセンサーデバイス、ゲートウェイ、
簡易蓄積サーバーを含む PoC キットを用意しています。
ローカル環境で簡易的なセンサーデータ蓄積、閲覧が可能です。

電源オプション
電池交換を不要にする太陽電池独立電源や大容量バッテリーボックスオプションを用意しています。大容量
バッテリボックス使用時は 1 分に 1 回の送信で 10 年程度使用可能です。

お問い合わせ先：ナルテック株式会社
〒424-0939 静岡県静岡市清水区下清水町 10-16（担当 宮重） Tel 054-368-6000
Web http://www.naltec.co.jp/ Email NLS_support@naltec.co.jp
本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

