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◆ 出先から部屋の温度を確認してクーラー運転する
◆ 夕方に外が暗くなると玄関や部屋の明かりを点ける
◆ 外の湿度を元に家庭菜園の水やりをする
◆ 防犯センサーがはたらくと写真をメールする
◆ 火災感知器でメールと電話（ワンギリ）で知せる
◆ 8~19時に2階の温度が27度超で屋根裏の換気扇を回す
◆ 迷惑な鳥を鷹の鳴き声で追い払う
◆ M2M：他Raspberry Piから情報取得＆イベント処理

◆ IOTのInternetに繋がらなくても自走します

◆ 引用：https://ja.osdn.net/projects/pepolinux/

IOTハウスとは 
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実践IOTハウス 
Raspberry PiでIOTハウスを実践しています。



実践IOTハウス 
猛暑の夜も換気扇と 扇風機でIOTハウスを実践



防災システム 
大阪ガス・ピコピコ火災報知器（無電圧A接点）

火災報知器が発報するとメールと電話
で通知

A接点

B接点



防犯システム

センサーライト
＋無線送信器

人感センサー
無線受信器

人感センサー
無線送信器

人感センサーが働くと動画メールと電話で通知



防犯システム 
人感センサーが働くと写真メール



古いPC（LinuxBeans）で
プログラミングとデバッグ



◆ 元Windows2000にLinuxBeans、wine上で
TeraTerm、Notepad++、vim、最後に
Windows10

◆ WebUI、javascript、jQeryとCGI、ヘルパーAPは全

てシェルスクリプト(Bash)、一部C言語

◆ 実践IOTハウスは日々デバック
◆ 還暦を超えてもプログラミング、電子工作、いきもの
がかりを楽しんでます

プログラミング楽しんでますか
Remote-Hand Raspberry_piの開発環境



リモートハンド

クーラー

火災報知器発報で動画メール
と電話同時通知

Tocos無線モジュール
離れた物を監視制御

Raspberry Pi＋Piface
Gmail連携で動物監視
外部機器の監視制御

IRKit
学習型赤外線リモコン

実践IOTハウス
Home automation＆Security



火災報知器発報で動画メール
と電話同時通知

実践IOTハウス
ネットワークIO機能：他サーバーのセンサー・IO連携

リモートIO

他RaspberryPiのIO情報のイベ
ント取得で独立処理

Tocos無線モジュール
離れた物を監視制御



M2M:世界に繋がるIOTハウス
Gmailで他のIOTハウスへMessage送出

イベントが発生したら指定したメールアド
レスへMessage内容をSubjectで送信

Subject：dio 1 1　←1番ポートをhigh出力



リモートハンド

クーラー

Raspberry Pi だけではない
古いPC（Lubuntu）でIOTハウス

火災報知器発報で動画メール
と電話同時通知

Twlite無線モジュール
離れた物を監視制御

IRKit
学習型赤外線リモコン

Lubuntu＋GPIOボード
Gmail連携で動物監視
外部機器の監視制御



リモートハンド

クーラー

お手軽にGPIOをIOTが出来る
→Windows10(VM)でIOTハウス

https://osdn.net/projects/pepolinux/releases/69544

火災報知器発報で動画メール
と電話同時通知

Twlite無線モジュール
離れた物を監視制御

IRKit
学習型赤外線リモコン

Lubuntu＋GPIOボード
Gmail連携で動物監視
外部機器の監視制御

https://osdn.net/projects/pepolinux/releases/69544


Lubuntu版IOTハウス
● Raspberry Piは電源・温度回りに弱点
● ノートPC使用でUPS不要・より安定高速
● Raspberry Piの5～7倍の消費電力
● インターフェースはDIO or GPIO

◆ ANNDIO ＋ USBシリアル変換ケーブル ＋ACアダプタ
◆ USB・I2C（SMBus）変換モジュール MM-CP2112

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01232/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08343/
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今回は少しハードよりで 
ソリッドステート・AC100Vコンセント

2Aのリセッタブルヒュー
ズ内蔵

DO出力0/5VでAC100V/5Aをオフ/オンさせるソリッドス
テートスイッチ内蔵コンセントＢＯＸ2,000円程度



ソリッドステートスイッチ 
AC100Vコンセント 保護の為

AC100Vと直列
に接続
 2Aのリセッタ
ブルヒューズ 

ソリッド・ステート・
リレー（ＳＳＲ）キッ
ト　２５Ａ（２０Ａ）
タイプ

放熱の為金属プレー
トに直接ネジ止め



出力信号変換 
出力アイソレーション（絶縁）を必ず行う

入力側 出力側

ソリッド・ステート・
リレー（ＳＳＲ）キッ
ト　２５Ａ（２０Ａ）
タイプ

Piface GPIOボードの出力端子

TLP561Jフォトカプラ
(ソリッド・ステート・
リレーの内部)



GPIO入力端子は無電圧接点のみ接続

GND

＋V

Piface GPIOボードの入力端子



入力信号変換 
有電圧はアイソレーション（絶縁）を必ず行う

pifaceボードの
入力端子

有電圧入力端子
電流1mA以下



出力信号変換 
出力アイソレーション（絶縁）を必ず行う

入力側 出力側

ソリッド・ステート・
リレー（ＳＳＲ）キッ
ト　２５Ａ（２０Ａ）
タイプ

ANDDIOシリアルDIO
ボードの出力端子 TLP561Jフォトカプラ

(ソリッド・ステート・
リレーの内部)



リレーキット入力側へ
リレーのVDD接続

TLP621フォトカプラの
内部、高絶縁耐圧 (交流 

5 kVRMS:実効値. min)

入力側 出力側

KUGADEN　KK-
RO-5V などリレー
キットの入力側へ

ANDDIOシリアルDIO
ボードの出力端子

出力信号変換 
出力アイソレーション（絶縁）を必ず行う



出力信号変換 
アイソレーション（絶縁）を必ず行う

ANDDIOシリアルDIO
ボードの出力端子



入力信号変換 
アイソレーション（絶縁）を必ず行う

ANDDIOシリアルDIO
ボードの入力端子

有電圧入力端子
電流1mA以下



入力信号変換 
アイソレーション（絶縁）を必ず行う

ANDDIOシリアルDIO
ボードの入力端子

有電圧入力端子
電流5mA以上



USB GPIO MM-CP2112の接続 
出展:http://sunhayato.ocnk.net/product/1272



GPIO入力端子は無電圧接点のみ接続

GND

VIO



出力信号変換 
出力アイソレーション（絶縁）を必ず行う

入力側 出力側

ソリッド・ステート・
リレー（ＳＳＲ）キッ
ト　２５Ａ（２０Ａ）
タイプ

CP2112GPIOボードの出
力端子

TLP561Jフォトカプラ
(ソリッド・ステート・
リレーの内部)



GPIOへ有電圧入力信号は 
アイソレーション（絶縁）を必ず行う

VIO

VI:有電圧



有電圧入力信号は直接接続不可 
アイソレーション（絶縁）を必ず行う

フォトカップラで入力/
出力の絶縁を行う

ドップラセンサー・
有電圧出力



GPIO入力端子へ有電圧のレベル変換とアイソ
レーション（絶縁）を必ず行う

ドップラセンサー・
有電圧出力



IRKit  
IRKitとはネットワーク対応学習型赤外線リモコン



IRKitとコラボ 
Raspberry piでIRデータ登録・送信 
ペット部屋の天井電灯を定時オン/オフ 
外出先から室温確認してクーラーオン/オフ



離れたものを監視制御する 
Tocos無線モジュール

• Tocosからmono-wirelessに変わりましたが 
• 簡単にすぐに使える無線モジュール 
• TWE-Lite DIP（トワイライト・ディップ）は AI・PWM・I2C・DIO 

• DIO（デジタルイン・アウト）I2C温湿度センサーAM2321やアナログ
入力

TWE-Lite DIP
USBドングル

ToCoStick

2.4G帯無線



wirelessでDIOが使える 

2階の電気・火災報知器や 

庭の自動散水が無線で制御

AM231温度湿度センサー
小指の爪サイズ

離れたものを監視制御する 
Tocos無線モジュール



wirelessでDOだけなら3か所迄制御

離れたものを監視制御する 
Tocos無線モジュール



TOCOS TWE-LiteとToCoStick（トコスティック）
で無線制御電源コンセント

ジャンパー線だらけ再
現性なし

再現性あり
KUGADEN　KK-005II

キット改造

無接点ソリッドス
テートスイッチ

有接点リレー



TOCOS TWE-LiteとToCoStick（トコスティック）で 
無線制御電源コンセント KUGADEN KK-005IIキット改造

◆ DO1～3→DI1～3ループ接続カット
◆ DO4→DI4
◆ AI１→電卓ソーラー
◆ DI1→スイッチ
◆ DO1→5Aリレー（AC100Vスイッチ）
◆ DO2→0.3Aリレー（元のまま）
◆ I2C→AM2320（温湿度センサー）



TOCOS TWE-LiteとToCoStick（トコスティック）で簡易照
度センサー（100均電卓）デバック中  
:788115017E8100979C003C67000D291B00085CFFFFFFFC6E 
 ^1^2^3^4^5^^^^^^^6^7^^^8^9^^^a^b^c^de1e2e3e4ef^g  
e1～e4: AD1～AD4の変換値。ef: AD1～AD4の補正値 
AD値の復元には以下のように計算 AD1[mV] = (５C * ４ + ０) * ４　 FCの下位２ビットが補正値
（０） ⇒ 1472

100均電卓のソーラーパネルを
Tocosアナログ入力１に接続



TOCOS TWE-LiteとToCoStick（トコスティック）
で簡易照度センサー（100均電卓） 

100均電卓太陽電池の電圧を
グラフ化スライス決定

昼間100均電卓の太陽電池
は2000ｍｖ以上4080表示



玄関電灯は簡易照度計（100均電卓）の条件で
オン・オフ

17～24時屋外照度Lowで点灯
5～7時屋外照度High消灯



入出力端子へ別名設定

IRKit赤外線データ
登録＆出力

Tocos無線モジュール
DIO＆AI

温度・湿度・アナログ入力の
グラフとスライスでデジタル化

入力high→low→high
22イベントとログ表示
33アクション×2設定

USB or mdules
カメラで動画

実践IOTハウス
Home automation＆Security



入力毎に2つのイベントhigh、
lowのカウンターとログを表示

実践IOTハウス
イベントログを表示



IOTハウス 
グラフ表示

RRDtoolでCPU温度
などグラフ表示



スマホで実践IOTハウス 
Home automation＆Security



◆フルスクラッチ
◆ cgi bash Script 13000行
◆Helper bash Script 3100行
◆ Javascript 3000行
◆ c 2000行
◆気がつけば約20000行余り

Javascript+c+shell Script



[root@tmp]# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 7254872 2724852 4138444 40% /
devtmpfs 185960 0 185960 0% /dev
tmpfs 38048 288 37760 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 76080 0 76080 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 57214 23118 34096 41% /boot
tmpfs 102400 3248 99152 4% /www

Raspberry Piはflashを酷使 
/var/logや/tmpをメモリファイルシステムtmpfsへ



メールアドレス・キーワー
ド・チェック間隔を設定

実践IOTハウス
Home automation＆Security



IPアドレスなどネットワー
ク設定と現在のデータ保存

IPアドレス・メール設定の
後リスタートで反映

実践IOTハウス
Home automation＆Security



出力端子の名前設定と現在
データ表示

実践IOTハウス
Home automation＆Security



入力端子の名前設定と現在
データ表示

実践IOTハウス
Home automation＆Security



入力イベントで鳴らす音楽
ファイルのUpload

実践IOTハウス
Home automation＆Security



入力イベントに対する処理
の設定－１とログ表示

実践IOTハウス
Home automation＆Security



入力イベントに対する処理
の設定－２

実践IOTハウス
Home automation＆Security



PING監視設定・タイムアウ
トするとPifaceの出力端子

をON/OFF

実践IOTハウス
Home automation＆Security



PING監視設定・タイムアウ
トするとメールを送る

実践IOTハウス
Home automation＆Security



家庭菜園の自動散水は湿度の条件 オン・オフ



リモートハンド

クーラー

火災報知器発報で動画メール
と電話同時通知

Tocos無線モジュール
離れた物を監視制御

Raspberry Pi＋Piface
Gmail連携で動物監視
外部機器の監視制御

IRKit
学習型赤外線リモコン

実践IOTハウス
Home automation＆Security



火災報知器発報で動画メール
と電話同時通知

実践IOTハウス
ネットワークIO機能：他サーバーのセンサー・IO連携

リモートIO

他RaspberryPiのIO情報のイベ
ント取得で独立処理

Tocos無線モジュール
離れた物を監視制御



ネットワークIO機能(Tocos)
他サーバーのセンサーやIOと連携出来る

リモート側のTocos入
力情報を表示

リモート側のTocos出
力操作

none選択・リモートIPを設
定・ユーザーとパスワードは
サーバータブで設定



ネットワークIO機能(Piface)
他サーバーのセンサーやIOと連携出来る

none選択・リモートIP設定・
ユーザーとパスワードはサー
バータブで設定

リモート側Piface
入力情報表示

リモート側Piface
出力情報表示・操作



Raspberry pi vs NotePC  
何と5～6倍スピード

raspberry pi
# time pepotocosctl 7
7;1664,4080,4080,4080
real 0m2.063s
user 0m0.150s
sys 0m0.220s
# time pepotocosctl 5
2017/04/20,16:07:31,20.3℃,59.6％

real 0m2.422s
user 0m0.210s
sys 0m0.290s

元Windows2000、今
LinuxBeans（Ubuntu 12.04.5 LTS）

# time pepotocosctl 7
7;1168,4080,4080,4080
real 0m0.350s
user 0m0.048s
sys 0m0.096s
# time pepotocosctl 5
2017/04/20,15:51:35,21.2℃,49.7％

real 0m0.460s
user 0m0.088s
sys 0m0.144s



Raspberry pi vs NotePC  
何と6～7倍もの電流値

◆ 消費電流を測定
◆ Raspberry Pi 1 Model B　3.5W（実測：24mA）
◆ Note PC　20W（実測：160mA）

◆ 電力料金（実践IOTハウスは24時間365日稼働）
◆ 関電従量電灯Ａ 300kWh超過分 1kWh単価33.32円
◆ Raspberry Pi：3.5×24×365×0.001×33.32=1,022円
◆ NotePC：20×24×365×0.001×33.32=5,838円



http://www.pepolinux.com
Twitter@kujiranodanna

山内

ご清聴有難う御座いました
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