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使用前の注意事項
使用上の注意事項を記載していますので、よくお読みになってからご使用ください。下記の
指示に従わないことにより製品が破損・無効となった場合、NBI では適切な保証サービスを
提供できません。ご質問や詳しい情報が必要な場合は、電話 042-400-7582、またはメール
から support@techsor.co.jp までお問い合わせください。
製品の機能と性能の継続的な改善と最適化のため、パラメータは予告なく変更されることが
ありますことをご了承ください。

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

製品 ID が保証書記載の ID と一致するかどうかご確認ください。一致しない場合は
support@techsor.co.jp までご連絡ください。
ご使用前に取扱説明書をお読みください。
ご使用前に本体の充電を行ってください。
製品の本体ケースを分解することは、防水不良や破損の原因となりますのでおやめくだ
さい。
誤った接続をするとセンサーやノードなどが破損する恐れがありますので、インターフ
ェースの区別にご注意ください。湿気やゴミの侵入による損傷を防ぐため、未使用のイ
ンターフェースの防水キャップを締めてください。
NB-Innovations が提供していないセンサーや機能付属品は使用しないでください。
破損の原因となりますので、非対応の電源でノードを駆動しないでください。
設置、取り外し、配線はノードがオフの状態で行ってください。
製品を火中に投げ込まないでください。
危険な化学物質、可燃性ガス、爆発性ガス、高圧、振動、衝撃などの過酷な環境に部品
を置かないでください。特殊な環境で使用する必要がある場合は、Techsor にご相談く
ださい。
機能不全やノード損傷の場合は、Techsor に連絡してください。
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1.概要
1.1 機能とアプリケーションの紹介
Watcher Pro 3 は、温室や圃場用の無線遠隔監視ノード（以下、ノード）で、複数の機能インターフェース
を備え、必要に応じて各種センサー（気温や湿度など）にアクセスし、センサーデータを読み取ることで周
囲の環境情報を得ることができます。 このノードを配置・設置することで、ユーザーは栽培エリア全体をカ
バーする無線センサーネットワークにアクセスすることができ、温室や圃場の環境情報（温度、湿度など）
をいつでも監視することができます。 同時に、ノードはこれらのリアルタイムデータを無線通信で「NBI の
管理システム」にアップロードして分析・表示し、栽培エリア全体の環境概要と傾向を構築し、作物の成長
のあらゆる段階で農業活動を強力にサポートします。

1.2 機能ハイライト
1. 高い防塵/防水レベル(IP67)、様々な環境下で長時間安定して動作することができる。
2. ニーズに合わせて構成できる、多様な機能インターフェイスと拡張アクセサリーを提供する。
3. GPS 測位機能により、より正確なエリア分割・管理が可能。
4. 低消費電力、長寿命、NBI 標準のソーラーパネルで "途切れない電力 "を実現。

2、部品名
2.1 梱包リスト
1

ノード本体

1台

2

気温・湿度・照度一体型センサー（オプション）

1台

3

ソーラーパネル

1 セット

4

センサー拡張ボックス（オプション）

1個

5

取付キット（クランプ 2 個、アダプター充電ケーブル 1 本

1 セット

2.2 ノードホストコンポーネント(本体)& ソーラーパネル

2.2a ノードホスト

図 2.2.2b ソーラーパネル

製品仕様
防塵/防水レベル

IP67

動作温度

-10℃——50℃

センサインターフェース

4個

アクセス可能なセンサー
(同種の複数対応)

拡張インターフェースなし：4 個
拡張インターフェース使用：8 個

電池仕様

3.7V 6000mAH リチウム電池

AC アダプター(オプション)

入力:AC100V-220V
出力:DC5V2A

ソーラーパネル

6W（6V）

最大バッテリ寿命 (外部電源入力なし)

≥1 ヵ月*

伝送方式

ZETA

送信間隔

30 分**
測位システム：GPS

測位機能

測位時間：最速 60 秒
測位精度:2.5m（CEP）

電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001
* NBI ラボラトリーによる測定、気温・湿度・照度統合センサー1 つに接続、データ間隔は 30 分。
**工場出荷時は 30 分。 最小で 2 分、最大で 1 日の間隔でカスタマイズできます。

2.3 気温・湿度・照度統合センサー（オプション）
2.4 拡張インターフェース（オプション）

図 2.3 気温・湿度・照度統合センサー

図 2.4 拡張インターフェース

製品仕様(気温・湿度・照度統合センサー)

（拡張インターフェース）

測定要素

気温、湿度、照度

防塵/防水レベル

IP67

動作温度

-10℃ - -50℃

測定範囲

気温：-20℃～60℃
湿度：0～100%RH
照度：0～188000 Lux

電源

DC 12V

センサーの最大拡張数

5 個(同種の複数対応)

インターフェース

RS485

解像度

気温：0.1℃
湿度：0.1%RH
照度：最低 0.09Lux
気温：±0.2℃

精度

湿度：±2%
照度：±5%

インターフェース

RS485

3、使用方法
3.1 設置場所の選択
設置箇所の位置は、以下の原則に従ってください。
1. 高電圧、変電所、振動、酸・アルカリ、熱源、輻射源などの特殊な場所を避け、安定した場所であるこ
と。
2. 作物や壁などの障害物がない、開放的で風通しの良い場所であること。
3. ノードの GPS 測位や無線通信に影響を与えないよう、5m 以内に大型の金属構造物、シールド、強磁場、
高圧交流などがないこと。
4. ノードのソーラーパネル性能に影響を与えることがないよう、南側に障害物がないこと。
5. 設置場所の環境データは平均的なものであることが好ましく、地形の変化により、植栽エリア内に複数
の設置場所を配置して、複数の地点の環境情報を収集して参考にすることが望ましい。
6. ノードの設置・撤去・配線は、ノードの電源をオフにした状態で行ってください。

3.2 機能的インターフェース
ノードには、A1、A2、A3、B、D という特定の機能を持つ複数のインターフェースがあります。A1、A2、
A3、B はセンサーインターフェースで、センサーをノードホストに接続するために使用されます。D は多機
能インターフェースで、ソーラーパネルやアダプターの電源に接続したり、デバッグインターフェースとし
て使用したりできます。 各機能インターフェイスには防水キャップが付いていますが、機能インターフェイ
スが接続されていない場合は、インターフェイスへの水蒸気や埃などの侵入によるダメージを避けるために、
キャップを閉じて締めてください。

ノードホストの機能インターフェース
機能部品コネクター
このように、ノードホストの内部基板に接続された各インターフェースの内部には、4 本または 5 本のプロ
ーブがあり、それに合わせて、対応するセンサー等のコネクター内部には、4 本または 5 本の線芯がありま
す。 そのため、各インターフェースとコネクターは、コネクターの切込みとインターフェースの突起部分よ
って、正しい接続方向が決まっています。
センサーなどのアクセサリーを接続するには、まずインターフェースの防水キャップを緩め、切込みと突起
部分を合わせて、コネクターをインターフェースに半分ほど挿入した後、コネクターの固定ナットをインタ
ーフェースのネジ山に沿って時計回りにロックします。 ロック後は、コネクターとインターフェースの隙間
が小さく、2 つの軸が同じ直線上にあり、全体が揺れたり緩んだりしない安定した状態であることを確認し
ます。
注意：コネクターの位置がずれているときに無理に押し込まないでください。コネクターが破損する可能性
があります。また、NBI が提供していないセンサーや機能アクセサリーを機能コネクターに接続しないでく
ださい。
コネクターを取り外すには、まず固定ナットを反時計回りに回して、コネクターのネジ山を完全に引き出し
てから、コネクターを引き抜き、防水キャップをかぶせます。
配線やプラグの抜き差しは、固定ナット部分のみで行い、コネクター全体を回転させると、コネクターの接
触不良やケーブルの破損の原因になりますのでご注意ください。 下図の通りです。

図 3.2c コネクター操作説明

また、配線を行う前に、コネクターやインターフェースが乾いていて汚れていないことを確認してください。
汚れている場合は、まず水を含ませた柔らかい布で拭いて、きれいにしてから作業を行ってください。

3.3 ノードホストとソーラーパネルモジュールの設置

1.直径 50mm、長さ約 200cm の支柱
（塩ビ管など）を用意し、設置場所に
直径約 50mm、深さ約 300mm～
500mm の穴を掘り、その後支柱を埋め
る。 支柱が直立して安定しており、で
きるだけ傾きがないようにしてくださ
い。

図 3.3a 柱の設置

2.フープを使ってノードホストを結束
し、支柱の適切な位置に固定します。
ノードの位置や向きは、南北方向に向
けて、作物の背丈よりも高くなるよう
に注意してください。

図 3.3b ノードホストの取付

3.ソーラーパネルを取り外し、ソーラーパネルマウントの 4 つの曲げ部分をノードホストの側面にあるスロ
ットに挿入します。

図 3.3c ソーラーパネルの取付

4.太陽電池パネル取付金具とノードホスト取付金具がお互いにはまるようにスライドさせてください。 そし
て、ソーラーパネルのコネクターをノードの "D "に接続します。

図 3.3d ソーラーパネルの固定
5.太陽電池パネルが南向きになるようにノードの位置を調整し、逆光にならないようにするとともに、太陽
電池パネルに毎日十分な光が当たるように注意する。

3.4 気温・湿度・照度統合センサーの設置
照度・気温・湿度一体型センサーは、NBI 社が独自に開発したセンサーで、高性能な計測用 IC を採用し、照
度、気温、空気中の相対湿度の 3 つの計測要素を統合しています。 高効率・高精度、コンパクトサイズ、設
置・使用が容易といった特徴を持ち、様々な環境下での測定ニーズに応えることができます。
センサーブラケットの丸い穴にセンサーの接続ケーブルを通し、3 つの取り付け足を対応する隙間に取り付
け、最後に内蔵センサーの下部を手で持ち、時計回りに少し力を入れてカードを底部まで締め付けることで、
素早く組み立て/分解できる設計になっています。 なお、一体型センサーはできるだけ垂直に設置し、傾け
たり逆さまに吊るしたりしないでください。 下図の通りです。

図 3.4 気温・湿度・照度統合センサーの取付
そして、センサーコネクターは、ノードホストのいずれかのセンサーインターフェースに接続されます。
気温、湿度、光量のオールインワンセンサーに加えて、土壌温湿度、土壌 EC、土壌 pH、CO2 濃度、葉面湿

度、葉面温度などのセンサーをユーザーのニーズに合わせて選択し、接続して使用することができます。注）
NBI 社が提供するセンサーをご利用ください。

3.5 拡張インターフェース（オプション）
複数の要素を測定するために 4 つ以上のセンサーを接続する必要がある場合は、オプションの拡張インター
フェースを使用することで、最大 8 個のセンサーに接続が可能になります。 拡張インターフェースは、セン
サーと同じ方法で、センサーインターフェース A1、A2、A3、B のいずれかに接続します。 拡張インターフ
ェースには最大 5 つのセンサーを接続でき、必要に応じてマッチングさせることができます。
取り付け方法はソーラーパネルと同様で、固定フックをマウンティングブラケットの切り込みに挿入した後、
スライドさせてカチッと固定し、拡張インターフェースのコネクターをノードホストのいずれかのセンサー
インターフェースに接続します。 下図の通りです。

図 3.5 拡張インターフェースの取り付け
これで、Watcher Pro 3 ノードの各部品の取付は完了です。

4、使用
Watcher Pro 3 ノードの各部品を取付した全体像を以下に示します。
ご使用前に必ず本体の充電を行ってください。

使用する各センサをそれぞれの要求に
応じてノード付近の測定点に設置し、
ノードまたは拡張ボックスのセンサイ
ンタフェースに接続した後、ノードを
起動することができます。

図４ 全体的な設置図

4.1 表示 LED
下図のように表示 LED が正面にあります。

表示 LED ライトは赤、緑、黄の 3 色で、異なる色の点滅でノードの現在の動作状態を示すことができます。
LED の各点滅モードの意味は、次の表のとおりです。
モード

説明

赤色 LED 点滅（1 秒間に 5 回）

電源オン/オフ

赤色 LED（1 秒間に 1 回

）

重大な動作不良、使用継続不可、メーカーに依頼して修
理する必要があります。

赤色 LED がゆっくり点滅（2 秒に 1 回）

起動時に重大なエラーが発生し、継続して使用できない
ため、メーカーに依頼して修理する必要があります。

緑 LED 常に点灯

起動完了

緑 LED 点滅（1 秒間に 1 回）

正常な動作

黄色 LED 常に点灯

電源が正常に入った状態

黄色 LED がゆっくり点滅（1 秒に 1 回）

動作中に警告が表示され、調査が必要だが、使用は可
能。

赤色 LED と緑 LED 交互点滅

接続されたセンサーをスキャン中

消灯

スリープモードまたは電源 OFF

4.2 スイッチ
ノードのスイッチボタンは、押すとオンになり、離すと自動的に飛び出すセルフリセット機能を備えていま
す。 スイッチボタンの操作モードの違いにより、次の表のようにさまざまな機能があります。
操作

説明

機能

長押し

スイッチを 3 秒押して離します

電源オン、電源オフ

クリック

スイッチを押して約 0.5 秒後に離します

電源オン時のノードのウェイクアップ

約 0.5 秒間隔で 2 回連続クリックします

センサーのスキャン開始

ダブル
クリック

4.3 電源オン、電源オフ
起動する前に、ノードを NBI 管理システムに追加する必要がありますが、具体的な操作方法については関連
文書を確認してください。
スイッチを 3 秒間長押しするとノードが起動します。電源が正常に投入された後、インジケータの黄色のラ
ンプが常に点灯し、その後、赤色のランプが高速で点滅して起動プロセスに入ります。 すべてが正常であれ
ば、表示は薄緑色のライトが点滅します。 黄色い点滅は使用に支障のない一般的なエラー、赤い点滅は工場
出荷時のオーバーホールが必要です。
ノードの電源を入れて起動した状態で、ランプが消灯しているのは、ノードがスリープ状態に入ったことを
意味し、スリープ前にノードに重大なエラーがなかった場合（ランプが赤）、最新のデータがすでに管理シ
ステム上で確認できます。 スリープの時間は、工場出荷時には 30 分となっていますが、最小で 2 分、最大
で 1 日までカスタマイズすることができます。 時間が経過すると、ノードは自動的に起動し、現在のセンサ
ー情報を読み込んでアップロードします。 また、スリープ期間中にノードスイッチボタンをクリックするこ
とで、手動でノードを起こすこともできます。
ノードの電源が入って動作するまでの全体の流れを以下の図に示します。

図 4.3 ノードの動作フローチャート
ノードの電源を入れて起動した後、再度スイッチを 3 秒間長押しすると、表示灯が赤く点滅してシャットダ
ウン処理に入り、その後表示灯が消灯してノードの電源が完全に切れてシャットダウン状態になります。 ノ
ードはシャットダウン後、何の動作も行わず、データの送受信も行わず、再度スイッチを押して再起動しな
い限り、自力で起動することはありません。 なお、ノードの分解・配線作業は、ノードの電源がオフの状態
で行うようにしないと、ノードの異常動作の原因となります。 ノードスイッチボタンをクリックすると、そ

のノードがオフになっているかどうかを確認できます。

4.4 センサーのスキャン
ノードをインストールして初めて起動したときや、新しいセンサーを接続したときには、センサースキャン
を実行して、接続したセンサーとそのインターフェースの記録を確認する必要があります。この操作を行わ
ないと、ノードのデータが異常になります。
ノードセンサースキャンの具体的な操作方法は、スイッチを長押ししてノードを起動するか、スイッチをク
リックしてノードをウェイクアップし、起動が完了してライトの点滅（赤、黄、緑のライトが使用可能）が
始まるまで待ってから、スイッチボタンを 2 回連続して押してスキャンセンサーモードに入ります。 この時、
インジケーターは赤と緑のライトが交互に高速で点滅するようになり、インジケーターがスキャン前の点滅
状態に戻ると、センサーのスキャンが完了し、ノードはスキャンの結果に応じてその後の作業を行います。

4.5 消費電力と電力供給
ノードには 6000mAh のリチウム電池が内蔵されており、その充放電はノード内部のパワーマネジメントモ
ジュールによって制御されます。 ノードは低消費電力で設計されており、充電なしで約 30 日間の連続動作
が可能です（気温、湿度、照度センサーを 1 つだけ接続し、データ間隔は 30 分です）。 ソーラーパネル
（6W6V）と併用することで、長時間（晴天時）の連続動作が可能です。
雨天が続いたり、長期間保管していてバッテリーの電力が低下した場合、ノードは動作を停止して冬眠状態
に入ります。その後、ソーラーパネル（晴天時）またはアダプターを使用してノードのホストを最初に充電
し、リチウムバッテリーの電圧が回復した後にノードが再び動作するようにする必要があります。 アダプタ
ーは別途購入する必要があります。推奨仕様は 5V2A で、アダプター用のケーブルと一緒に使用してくださ
い。

4.6 無線通信
ノードと管理システムの間のデータ転送は ZETA の無線通信を使用しています。
種類

周波数帯域

最大送信電力

ZETA

920MHz

13dBm

受信感度

有効距離

-130dBm

1 km (オープンで遮る

(@300bps)

ものがない状態)

ZETA を使用したノードは、内部に ZETA ワイヤレス RF モジュールを内蔵しており、新しい ZETA 低消費電
力広域 IoT 通信プロトコルが組み込まれています。 マルチホップ自己組織化アクセス、分散型ネットワーク
構造、仮想 OFDMA、超狭帯域伝送技術により、高いカバレッジを確保しながら、ZETA は他の LPWAN 技術
の 3～10 倍のネットワーク容量を実現しています。 このノードは低消費電力（耐久性≥1 ヶ月）で、携帯電
話ネットワークの信号が弱い遠隔地や大規模農場での使用に適しています。
ZETA タイプのノードは、ZETA ゲートウェイと併用する必要があります。 詳しくは関連資料をご参照くだ
さい。

4.7 スマート管理システム
Watcher Pro 3 無線環境監視ノードを設置した後は、モバイル・アプリやウェブページを介して NBI スマー
ト管理システムに追加し、リアルタイムおよび過去のデータを閲覧することができます。 また、NBI の管理
システムは、履歴データをコアとして様々なタスクシナリオに対応した一連の生産管理ツールも提供してい
ます。 詳細は、「NBI スマート管理システム ユーザーマニュアル」をご参照ください。

4.8 測位機能
ノードには高性能な GPS モジュールが内蔵されており、最初の電源投入時と毎日一定の時間に、ノードの設
置場所の緯度・経度情報を更新して NBI の管理システムにアップロードし、特定の場所を地図上に表示しま
す。 なお、初めて電源を入れたときは、GPS 信号のロックに時間がかかり、その間はノードインジケーター
が黄色く点滅し続けますので、ご注意ください。
本機には GPS アンテナが内蔵されており、アンテナの位置は下図の赤枠で示しています。

ノードの測位時間や位置精度は、設置環境や使
用環境により多少の誤差が生じる場合がありま
す。 正確で迅速な測位を行うためには、ノード
の GPS アンテナの上方 120°以内に、金属構
造物、障害物、強い磁場、高電圧の交流などが
ないクリアな空間を確保することが最善です。

図 4.7 GPS アンテナの位置

5.製品保証
Watcher Pro３ には、保証書が同梱されます。保証期間と補償範囲、免責事項等につきましては、保証書を
ご参照ください。
尚、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

6．問い合わせ先
株式会社テクサー
〒105-0013 東京都港区芝 2 丁目 5-19 ITO ビル 5 階
TEL:03-6803-4317
FAX:03-6803-4318
support@techsor.co.jp
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