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センサーノード メッシュ無線センサーノード                    IoT センサー
ノード・スターターキット

• 低消費電力Wi-Fi
• LoRa（2016年 Q4）
• BLE（2017年）
• LTE-M（2017年）

• メッシュネットワーク接続
• データ収集用無線 I/Oモジュール

• M2.COMモジュール＆開発ボード
• デバッグボード＆アクセサリ
• 開発 SDK & IoTソフトウェア統合

産業用無線センサーノードソリューション
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産業用無線センサーノードソリューション
多様な IoTアプリケーションに対応

身近な組込みデバイスは「相互接続可能なスマート・デバイス」へと変貌を遂げています。そうしたデバイスはすべて、ネットワークを使って生デ
ータをセントラル・サーバーに転送して処理する通信ブリッジを必要とします。遠隔地にある無人の過酷な環境に配置されたデバイスには、エン
ドデバイスとセントラル・サーバーを結ぶ安定性と信頼性に優れた通信ブリッジが必須です。

IoTソリューションの最も重要な要素は、データ収集です。アドバンテックでは、システムインテグレーター（SI）が無線 IoT環境を迅速かつ容易に
構築するのを支援するために、データ収集向けのスケーラブルなセンサーソリューションを提供しています。広範の統合された無線ネットワーク
管理機能とクラウド接続プラットフォームを備え、専用のWISE-PaaS IoTソフトウェアを同梱したアドバンテック製品には、センサーからクラウ
ドベースの無線 IoTソリューションまであらゆるラインアップが用意されています。

アドバンテックの主要製品

最先端技術による設計とサービス

すべての RF設計・認証に対応  
アドバンテックは無線 IoTアプリケーションの開発を容易にするために、IoT開発向けソフトウェアを同梱した様々な無線ゲートウェイ
およびノードデバイスを提供しています。IoT開発者は BSP/SDK、WSN API、リモート管理用 APIを含む様々なソフトウェア・サービス
を活用することで、プロジェクトを迅速にスタートできます。また、アドバンテックのすべての無線 IoTソリューションは FCC、CE、CCC、
TELECといった認証に対応しています。

標準モジュラー設計 – M2.COM IoTセンサーノードソリューション
アドバンテックの無線 IoTソリューションは、通信およびセンサーキャリアボードの柔軟な統合を可能にするモジュラー設計を採用してい
ます。アドバンテックは、M2.COMと呼ばれる新しいオープン規格を策定しました。それは、シンプルなモジュラー設計を使って IoTノー
ドとセンサー向けの堅牢な標準プラットフォームを提供するセンサープラットフォームです。最初のM2.COMモジュールは低消費電力
Wi-Fi対応のWISE-1520で、今後は LoRA、BLE、LTE-Mに対応した製品の開発が予定されています。
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アドバンテックの5つの主要なIoTセンサー開発向けソリューション
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アドバンテックの IIoTセンサーノードのアーキテクチャ

高付加価値 IoTソフトウェア - 無線のインテリジェントな「センサーツークラウド」ソリューション
各 IoTプロジェクトは無線のインテリジェントデバイスを統合し、クラウドにシームレスに接続させて、データを収集し、タスクを実行する
必要があります。これらのすべての機能にはソフトウェアが必要とされるため、アドバンテックのWISEシリーズは、IoTアプリケーション
の迅速な構築に役立つWISE-PaaS/RMM IoTソフトウェアプラットフォームを同梱しています。WISE-PaaS統合ソフトウェアには、以
下のサービスが含まれています：1)無線センサーの容易な統合、2)クラウドへの迅速な接続、3)デバイスのリモート管理
 
無線センサーノードのデザイン・イン・サービス 
アドバンテックはお客様が独自のセンサーソリューションを迅速に構築するのを支援するために、ハードウェア、ファームウェア、OS、プロ
グラミングツールを統合した包括的なデザイン・イン・サービスを提供しています。お客様は、ソフトウェア開発、センサーノード設計、試
験実施、システム統合からトラブルシューティングに至るまで、アドバンテックのデザイン・イン・サービスを活用した迅速な開発が可能と
なります。

業界を超えた協力関係
IoTアプリケーションには技術統合と業界を超えた協力関係が必要です。アドバンテックでは、IP/シリコン、センサー、ソフトウェア、シス
テムインテグレーターの各分野で最先端の技術と知識を備えたパートナーと戦略的な協力関係を構築しています。これらのパートナーか
らは、信頼できる IoTソリューションの開発、検証、統合、構築に必要なすべての重要なコンポーネントが提供されるので、ソリューション
のタイムリーな市場投入が可能となります。
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M2.COMモジュールは、MCU、ワイヤレス、センサーを統合し、
様々なIoTアプリケーションの開発が可能

プログラム可能なMCU（マイクロプロセッサ）に
統合された機能：
• I/Oインタフェースおよびププログラム可能な容量を有効にする
mbed/RTOS。

• IoTプロトコルとクラウド接続用のIoTエージェント。
• 安全性を確保するTLS/DTLSに対応したデータセキュリティ。

多様なワイヤレス接続技術に統合された機能：
• 多様なアプリケーションに対応したWi-Fi、Sub-1G、BT/BLE、
LTE-M、スマートメッシュといった検証済みのRFテクノロジー。

• 確実な無線設定のためのコンフィギュレーションWeb UIおよび
WSN API。

ユニバーサルなIoTセンサーI/Oに統合された機能： 
• センサーノード用に定義された、ADC、GPIO、I2C、SPI、UARTイン
タフェースなどの標準ハードウェア。

• ADC、GPIO、I2C、SPI、UART統合に対応したハードウェアおよ
びソフトウェアの設計ガイド。

高い統合性

標準化
M.2コネクタ

モジュラー設計
様々なセンサーキャリアボード

に柔軟に対応
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産業用センサーノード – M2.COMオープン規格 

アドバンテックのM2.COMの特長

アドバンテックは業界のリーダーとして、より多数の IoTアプリケーションに対応したオープ
ン規格のM2.COMを開発しました。M2.COMは、IoTセンサーノードとセンサーに確実
に標準化されたソリューションを提供する、シンプルなモジュラー設計に対応したセンサー
プラットフォームです。

M2.COMとは？

M2.COMのコンセプトは、センサー、組込みシステム、ネットワーク機能を統合したモジュラー型の標準フォームファクタです。モジュラー設計を
採用することで、様々なアプリケーションに柔軟に対応できるだけでなく、機能を自由に拡張して、変化の激しい IoTのニーズに適合できます。

Open Standard for IoT Applications

認証取得済み無線ソリューション
RF認証に対応した実証済みM2.COMモジュール

内蔵WISEエージェント
クラウド通信用プロトコルに対応したコンパクト
な IoTエージェント

センサー・スターターキット
高機能な SDKとツール

デバイスクラウド対応
デバイス管理およびデータ分析用クラウドサー
ビス

産業用無線センサーノードソリューション



   信号 用途
 USB ストレージ拡張用の一般的なインタフェース。
 PWM モーターの制御および電源の管理。
 SDIO SD/MMCによるストレージ拡張用の一般的なインタフェース。
 I²C 圧力、温度、湿度、照明センサーといったセンサー用の最も一般的なインタフェース。
 I²S 外部スピーカーによる音声再生用オーディオコーデックに対応。
 UART モーターや電子制御ユニットなどのデバイス制御に多く使用されるプロトコル。
 GPIO インジケータランプ、警報、ブザーといった基本的なI/O制御。
 SPI センサーから収集した値や外部デバイスから送信された値を表示するLCMに対応。
 ADC ADCは通常のGPIOピンを使って、センサーのアナログ信号をデジタル信号に変換し、表示可能で、データ解析者に
                  とって意味のあるデータを作成。

高さのオプション
2.25, 2.45, 2.75, 
3.20, 4.20 mm

22 m
m

9.1 mm
コネクタの寸法M2.COMモジュールの寸法

22 m
m

30 mm
42 mm

60 mm

タイプ22xx
上部の
部品エリア
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M2.COMのフォームファクタ

M2.COMは 75のポジションのホストインタフェースコネクタを備えたタイプ 2230/2242/2260のM.2フォームファクタを採用しています。そ
のコンパクトなサイズは長さが 30、42、または 60mm、幅が 22mmで、マイクロセンサーの実装およびシステム統合に最適です。データ収集お
よびデバイス管理に対応するため、ピンアウトにはいずれも IoTセンサーとの接続およびエンドデバイスの管理に役立つ、USB、PWM、SDIO、
I²C、I²S、UART、GPIO、SPI、ADCが含まれています。内蔵MCUで制御される豊富な I/Oインタフェースを使えば、様々なセンサーをM2.COM
に容易に接続できます。

M2.COMの詳しい特長と仕様については以下をご参照ください：www.M2COM-standard.org



microOS  mbed, Rocket, FreeRTOSmicroOS  mbed, Rocket, FreeRTOS

センサーI/Oドライバ USB/PWM/SDIO/I2C/I2S/UART/GPIO/SPI/ADCセンサーI/Oドライバ USB/PWM/SDIO/I2C/I2S/UART/GPIO/SPI/ADC

サードパーティ製IoTエージェント AllJovnサードパーティ製IoTエージェント AllJovn

 SUSI API C/C++ API SUSI API C/C++ API

WISEエージェント（プロビジョニング＆通信、コア管理とハンドラ）WISEエージェント（プロビジョニング＆通信、コア管理とハンドラ）

TLS / DTLSTLS / DTLS LWM2MLWM2MMQTT/AMQP/CoAPMQTT/AMQP/CoAP

2016年末

2017年

アドバンテックのM2.COMモジュールのテクノロジー・ロードマップ

WWAN
(>1000m)

WLAN
(100m)

WPAN
(10m)

0.01 1 10 100

Mbps

(m)

低消費電力Wi-Fi 
802.11 b/g/n

BLE

Sub 
1GHz

LTE-M/ NB-IoT
TM

アプリケーションに
すぐに対応可能

WISEエージェント

無線通信

WSN SDK

WSN
デザイン・イン・
サービス
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アドバンテックのM2.COMモジュール – 
WISE-1500シリーズ

M2.COM IoTセンサーノード・スターターキット – WISE-DK1520

スターターキットは完全な開発環境とテクニカルドキュメントを提供いたしますので、お客様はリソースを最適化して、迅速な市場投入を必要と
する市場のニーズに対応できます。

パッケージ内容：
• WISE-1520低消費電力Wi-Fiモジュール
• WISE-DB1500開発ボード
• デバッグボード
• 開発 SDKおよびユーザー・ガイド
• WISE-PaaS無料トライアル用アカウント
• アクセサリ：ケーブル、アンテナ、アダプタ

アドバンテックのM2.COMモジュールは、IoTセンサーデバイスを構築するのに必要なすべてのソフトウェアスタックに対応しています。

アドバンテックのWISE-1500シリーズのM2.COMセンサーノードモジュールは、様々な IoTアプリケーションの要件に適合しており、低消費電
力Wi-Fi、LoRa、BLE、LTE-Mといった多様な IoT無線ソリューションに統合されます。

ARM mbedや RTOSは組込みマイクロプロセ
ッサのオペレーティングシステムの土台を構成し、
LWM2M、OSGI、AllJoyn、MQTTを含む多数の IoT
通信プロトコルに対応しています。データは迅速かつ
容易に取集され、WISE-PaaSなどのクラウドサービ
スと通信できるよう、他の形式に変換できます。

産業用無線センサーノードソリューション



容易な無線センサーの統合

迅速なクラウド接続
リモートデバイス管理

● SDK/API開発に対応
● 検証済みWSN・API
● センサーのワイヤレス接続

● BSP/SDK開発ツール
● クラウド接続用WISEエージェント内蔵

● 遠隔監視および管理
● デバイスのセキュリティおよび保護
● アプリケーション統合用RESTful API

プログラム可能

マルチプロトコル対応

RTOS内蔵99.999%の
ネットワーク信頼度
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アドバンテックのメッシュ無線センサーノードソリューション –
WISE-1020シリーズ
アドバンテックのWISE-1020シリーズは堅牢な接続性と容易な設定に対応した最も信頼できる無線センサーネットワークを提供します。WISE-
1020シリーズは RS-422/485、デジタル入力（DI）、リレー I/Oインタフェースを備え、環境モニタリング、屋内 /屋外データ収集ネットワークとい
ったアプリケーションでの使用に最適です。

現在のセンサーノード環境に応じて迅速で容易なアップグレードを可能にする I/Oノード設計

ソリューションの特長
• 99.999%の高度な信頼性を備えたネットワーク
• 干渉防止設計      
• 検証済みのワイヤレス接続

完全な統合
• 無線メッシュAPI     
• 多数のプロトコル（MQTT、HTTP/HTTPS、CoAP）に対応 • WISE-PaaS/RMM 
• WISE-PaaS/RMM 
• センサーのサンプルコード
• 周辺機器統合
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WSNデザイン・イン・サービス 

アドバンテックでは、様々な RFセンサーノードモジュール、ソフトウェア統合、無線認証、I/Oキャリアボードのレビューサービスを含む最新のセ
ンサーノード・デザイン・イン・サービスを用意しています。デザイン・イン・サービスには、ハードウェア・ソフトウェアとファームウェア、オペレーテ
ィングシステム、プログラミングフレームワークの提供が含まれています。すべてのデザイン・イン・サービスは、お客様の効率的な開発環境の構
築を支援できるよう、アドバンテックの専門チームから提供されます。

計 画 開 発

•  SDKおよびmbed/RTOSボードサポート
パッケージ（BSP）

•  WSN API、IoTエージェント
•  Web UIの設定
•  WSN開発ボード
•  ハードウェア・ソフトウェアの開発ガイド 

•  技術的トレンドと実行可能性の検査
•  多様なRFの選択
•  製品のセレクションガイド
•  センサーツークラウド・アプリケーション
構造の提案

•  評価用スターターキット 

WSNデザイン・イン・サービス

 ハ ドウ ア ソフトウ アの開発ガイド  評価用スタ タ キット

産業用無線センサーノードソリューション
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アドバンテックのデザイン・イン・サービスは、高統合のオープン規格プラットフォームを提供します。M2.COMはマイクロプロセッサ、無線テクノ
ロジー、多数のセンサーインタフェースを標準のハードウェア・フォームファクタに統合しています。アドバンテックの統合的なソフトウェアアーキ
テクチャで、IoTプロジェクトの納期は劇的に短縮され、お客様は垂直市場のノウハウを活用して、信頼できる IoTインフラやすぐに使えるアプリ
ケーションを構築できます。

検 証 生産およびアフターサービス

•  グローバルな販売体制
•  生産検査の報告および記録
•  グローバルなカスタマーサービス対応

•  回路図レビュー
•  無線および機能検査ツール対応
•  デバッグボード
•  専用のFAEをサポート
•  ボードレベルの統合に対応
•  文書および参照資料による無線検査報告文書および参照資料による無線検査報告
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導入事例 

干渉防止の堅牢なメッシュソリューションで、
低温物流システムをアップグレード

製品セレクション  
M2.COM IoTセンサーノードソリューション

紹介
世界の低温物流市場は成長が見込まれています。これは主に、食品の無駄を防ぐため、腐敗しやすい商品の効率
的な保管システムを求めるニーズの拡大に起因しています。今後市場では技術の絶え間ざる進歩により、低温物
流向けの施設・管理製品の拡大が期待されています。

要件とソリューション
台湾のある低温物流システム企業は、低温運搬装置の温度データ分析と資産管理向けの産業用干渉防止無線ソ
リューションを求めていました。低温運搬装置は中継地点での充電が必要ですが、ランダムな電磁気干渉にさら
されて、無線通信が遮断される可能性があるので、同社では障害に強い干渉防止ソリューションの設計を必要と
していました。お客様は、安定した無線ネットワーク通信を提供するアドバンテックの無線メッシュ IoTソリューシ
ョンとWISE-3310メッシュゲートウェイ、WISE-1021メッシュノードを採用しました。遠隔デバイス管理機能を
備えた内蔵のWISE-PaaS/RMMソフトウェアパッケージにより、設定に便利なセンサー toクラウド・ソリューシ
ョンの迅速な構築を可能にする IoTソフトウェア開発プラットフォームが提供されました。

Sub-1G 
WISE-1510

• ARM Cortex-M4
 プロセッサ
• RAM 192 KBメモリ

/1MBシリアルフラッシュ
• UART、I2C、SPI、GPIO、

PWM、ADCに対応

開発ボード
WISE-DB1500

• M2.COMキー Eモジ
ュールに対応

• 1 RS232/ 422/ 485、
1 USB OTG、2 PWM、
2 I2C、1 I2S、1 SPI、8 
GPIO、2 PWM、6 ADC
に対応

LTE-M
WISE-1570

• ARM Cortex A7
• RAM 256 KBメモリ

/1MBシリアルフラッシュ
• UART、I2C、SPI、

GPIO、PWM、ADCに
対応

低消費電力Wi-Fi
WISE-1520

• ARM Cortex-M4プロセ
ッサ

• RAM 256 KBメモリ
/1MBシリアルフラッシュ

• 1 UART、1 I2C、1 SPI、2 
GPIO、2 PWM、2 ADC
に対応

BLE
WISE-1530

• ARM Cortex-M4プロセ
ッサ

• RAM 256 KBメモリ
/1MBシリアルフラッシュ

• UART、I2C、SPI、GPIO、
PWM、ADCに対応

2016 Q4 2017 2017

産業用無線センサーノードソリューション
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メッシュ無線センサーノードソリューション

M2.COMスターターキット
WISE-DK1520

• WISE-1520低消費電力Wi-Fiモジ
ュール

• WISE-DB1500開発ボード
• デバッグボード＆アクセサリ

メッシュ通信ノード
WISE-1020

• 干渉防止メッシュ
ネットワーク

• 低電力接続
• 幅広い温度に対
応：-40～ 85℃

メッシュ通信MCU搭載ノード
WISE-1021

• 干渉防止
• 様々な I/Oに対応可能な
   モジュラー設計
• 幅広い温度に対応：-40～ 85℃

WISE-1021用拡張ボード

WISE-1251
• RS-422/485 I/O
   拡張ボード
• 絶縁保護：3500 VDC

WISE-1252
• 4 CH DIおよび
   4 CHリレー I/O拡張ボード
• 絶縁保護：3500 VDC

メリット
• 低メンテナンスの自動無線接続および干渉回避通信に対応
• 高価な低温運搬装置に対する資産管理を容易に
• WISE-PaaS/RMMによるデバイスの遠隔管理
• ビッグデータ分析で、食品の破棄を削減し、装置の稼働率を改善

メッシュゲートウェイ
WISE-3310

• XP ARM Cortex - 
A9 i.MX6デュアル
コア

• メッシュネットワー
ク機能

• 20/100ノードに対
応

干干渉渉回渉回渉回回回回回回避通避通避通通通通避通通避通信信に信に信に信ににににに信 対応対対応応応応応応対対対
理を理を理を容容易易易易易易易にに
遠遠隔遠隔遠隔隔管理管理理理理理理
減し、し、、、装置置装 のののの稼稼ののの 働働働率働率働率率率働率をををを改を改改改ををを 善善善善善善善善善
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お使いの無線IoTセンサーアプリケーションを高速化
IoT センサーノード・スターターキット

お使いの無線IoTセンサーアプリケーションを高速化
IoT センサーノード・スターターキット

CO2センサー

温度センサー
湿度センサー 流量計

振動センサー

pHセンサー

TM

お見積り・ご注文のご用命は

2015
を含みます。

名古屋オフィス
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-24-16 広小路ガーデンアベニュー4階
TEL:052-856-9657    FAX:06-6267-1886

大阪支店


