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【無線適応ソリューション】

IoTと無線技術を活用した新たなサービスの創造
－LPWA対応遠隔残量監視システム
岩崎通信機 菅 野 壽 美

1． はじめに

2． IoT で使われている無線方式の例

当社は，1938 年創業以来，たゆまずに磨き，蓄積し

2.1 「Z-Wave」

てきた技術を電子計測，情報通信，印刷システムの 3

当社では，無線方式の一つである Z-Wave を活用し
た IoT ソリューションを数多く有している。

事業を中心として，これまでに様々な国内初の製品を
生み出し，日本の産業に貢献し，特に弊社の電子計測

Z-Wave は，主に室内用途で，電波妨害を受けにくい

機器は，最先端の研究・開発の現場で幅広くお使い頂

周波数帯を使用しており，日本ではあまり馴染みのな

いている。また情報通信の分野でも皆様のコミュニ

い方式ではあるが，欧米においては DIY のセンサなど

ケーションを支える様々なプラットフォームを提供し

が家電量販店で購入できるほど普及している。

てきた。

一般のオフィスや家庭においても使用されている

IoT 分野での最大のテーマは「業務・現場の見える

Wi-Fi は，電子レンジのマイクロ波と同じ 2.4GHz 帯を

化」であり，従来の勘と経験に頼っていた業務や様々

主に使用しているため電子レンジの近くで使用すると

な事象をデジタル化にすることで業務全体の見える化

干渉を受ける場合があるが，Z-Wave では 920MHz 帯

を実現することである。そして，
「リアルタイム化，最

を使用しているため電子レンジなどの影響が少ない帯

適化，意思決定支援，自動認識・自動制御，遠隔計測，

域となる。Z-Wave は，HEMS（ホームエネルギーマネ

測位，予知・予防・予測，価値向上」などがターゲッ

ジメントシステム）
や IoT に適していると言われてい

トとなる。

る。

私たちは，様々な仕事や暮らしの中で，どのような

図 1 に Z-Wave に対応した当社の IoT ゲートウェイ

悩みがあり願いがあるのか。それは，どうずれば解決

「Smart-BRIDGE C3」を示す。本ゲートウェイ装置の開

ができ，実現できるのか―。

発コンセプトは以下の通りである。

1）簡単設置：3G対応により既存のNW 回線が使えな

悩みにはそれぞれ，
「介護スタッフの負担を少しでも
減らすことができないか」
，
「もう少し効率よく野菜の

い／回線がない環境でも使用可能

2）安定した通信：Z-Wave 専用アンテナで，従来品と

収穫量を増やせないだろうか」
，
「ビルの管理を効率化
したい」
，
「水害には瞬時に対応できないと困る」など，
多くの事象が挙げられる。
弊社は，問題をまず自分のこととして考え，人に寄
り添い，人をもっと幸せにする IoT クラウドであるた
めに，技術とともに心も磨き続けていきたいと考えて

比較し格段の範囲拡大を実現可能

3）安全な通信：センサとの通信において最新の強固
なセキュリティ
（S2）
を実現
4）拡張性：USB ポートにより Wi-Fi，Bluetooth 等の
プロトコルに対応可能

いる。

IoT ではセンサで収集したデータを活用するが，
データを取得するための手段として，当社の IoT プ
ラットフォームは様々な無線方式に対応しており，
顧
客ユーザの要望に応じて最適な無線インタフェースを

安定した通信

Z-Wave 専用
アンテナ
安全な通信

簡単設置

Wi-Fi

3G
拡張性

USB

ご提供している。また，有線接続のセンサにも対応し
ており，有線ならではの接続安定性が得られる。
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図 1 Z-Wave に対応した IoT ゲートウェイ 「Smart-BRIDGE C3」
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●＜導入例：工場における IoT と Z-Wave 対応調光制
御システム＞
製造業における課題解決として当社は，現行設備を
入れ替えることなく IoT 化することで，作業の効率化
や品質の向上を支援するソリューションを提案してい
る。
課題の一つであるエネルギーの見える化は，当社の
自社工場でも運用している。ECO な工場として，人感，
照度など各種無線センサを用いて照明コントロール，
エネルギーコントロールを行っている。
（写真 1）
工場で使用されるLED照明には調光可能な照明器具

写真1 ECOシステムを導入している当社工場

を採用し，適切な制御を行うことで，通常の照明の

適に仕事ができる明るさにコントロールしたり，終業

LED 化から，さらなる省エネを図っており，スケ

時刻以降自動的に照度を落としたり消灯することで，

ジュールによる調光制御や人感／照度センサに連動し

コスト削減と共に社員の退社を促し働き方改革につな

た調光制御で電力消費量を低減，その状況はネット

げることができる。

ワークを介しタブレット等で確認することができる。

図2にビジネスフォン「A1」と連携する調光制御

具体的には，工場内のエリアごとにスケジュール調

システムの構成例を示す。ビジネスフォンと連携した

光などによる自動照明制御を取り入れることで，単な

LED 照明調光制御システムの導入により，新たな付加

る照明の LED化と比較して，約65％の消費電力削減を

価値を提案している。

実現している。

・環境に応じた調光で労働環境を改善し働き方改革

この調光システムでは 920MHz 帯の Z-Wave を用い
て無線制御しており，工場内で使用される Wi-Fi など
の2.4GHz帯と干渉することなく安定したコントロール
が可能である。この Z-Wave を使用した LED 照明調光
制御システムは，Z-Wave を用いた IoT 製品として日
本初のものとなる。

・省エネとコストダウンを実現
・調光制御に 920MHz 帯無線を採用：オフィスや工
場での安定した動作を実現
2.2 「LPWA」
もう一つ，IoT に適した無線方式である LPWA（省電
力広域無線：Low Power WideArea）について紹介させ

また，工場内の消費電力をリアルタイムに測定する
ために，電流センサをすべての分電盤に設置し，電力
の見える化を実現している。

て頂く。
無線システムは，3G，LTE とデータ通信容量が増大
し，大容量化してきたが，IoT の分野においては，橋

さらに，ビジネスフォンとの連携も可能にした。快
A1 主装置

やトンネルなどの異常検知の通知や農業などでのセン
（既設の LAN，端末）

Smart-BRIDGE

無線アクセスポイント ビジネスフォン メディア IP フォン

A1 端末から
調光操作可能
無線調光 LED 照明
オプション
調光制御ユニット 人感センサ 照度センサ
（外付け無線タイプ）

スマホ・タブレット

調光画面

図 2 ビジネスフォン 「A1」 と連携する LED照明調光制御システムの基本構成
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計装・6 月号

サデータの活用などの利用例が増加している。これら
の用途では，低電消費電力で広範囲をカバーできる無
線システムが求められ，LPWA はそのニーズに適した
無線方式として登場した。

IoT を実現するためにセンサをインターネットに接
続する場合には，通信コスト，その周辺の機器，電源
など様々な制約が出てくる。LPWA を用いることで，
センサデータなどの低頻度・小容量の通信を低コスト，
バッテリ駆動で実現可能となり，IoT 用途にマッチン
グした通信方式として注目されている。

図 3 EyeOwl による燃料油脂業界の効率化支援

当社では，この LPWA を活用した新たな IoT ソ
リューション「EyeOwl 遠隔監視システム」を昨年 10 月
に発売した。

の残量・堆積量を離れた場所から確認
・残量変化のトレンド把握：残量・堆積量の推移を
リスト化・グラフ化できるので，トレンド把握も

3． IoT 遠隔監視システム 「EyeOwl」

容易

当社は，屋外に置かれた燃料タンクや各種タンク内

・補充タイミングの通知：タンクの残量・堆積量を

の残量情報を無線
（LPWA：省電力広域無線）
を用いて

監視して，補充
（配送）
が必要になるタイミングを

クラウドへ伝送することにより，離れた場所からの残
量確認および AI を用いたデータ分析を可能とする遠
隔残量監視システム「EyeOwl」を新たに開発した。

通知する
・配送ルートの支援：配送先タンクへのルートナビ
ゲーションを行い，効率的な配送をサポート

今回，IoT 技術を用いた遠隔残量監視の要望が急速
に高まっている現状にお応えするため，あらゆる

4． 最後に

フィールドにおける実証・運用試験を重ね，トータル

当社は，60 年以上にわたり電気計測機器を開発し製

ソリューションとして遠隔残量監視システム EyeOwl

造販売してきた。この長年培ってきた計測技術こそが

のサービス提供を開始した。

センシングの要であり，この計測技術を活かして独自

現在，燃料油脂業界において深刻な課題は，①合理

センサを開発可能であること，またインタフェースと

化，②顧客ニーズに応じた配送，③人員不足および高

して専用表示機や独自端末を開発・提供できることも

齢化，などが挙げられる。長年経験のあるベテランス

強みである。さらに，AI を活用したデータ解析も行っ

タッフが残量の予測を行いながら定期的に配送を行い

ており，クラウドやデータ解析，アプリ提供まで，顧

対応してきたが，実際には少量しか配送できないなど

客ニーズに合わせてカスタマイズ可能なトータルサー

非効率的でコストがかかっていたり，またタンクの位

ビスを提供していく。

置も担当者しか把握していない状況にある。高齢化が

" 私たちの IoT は愛でできている "，このフレーズの

進み，人材確保が難しい世の中で，業務ロスを減らす

通りこれからも様々な市場，業種に向けてソリュー

ためには業界での IoT 活用が望まれている。

ションを提供し続けることで，長年培った，計測技術，

これらの業界課題解決のため，遠隔残量監視システ

通信技術，生産技術，保守・運用体制を駆使し，業務・

ム EyeOwl では，タンク残量・堆積量の遠隔監視，補充

現場の課題解決に貢献していくことができると確信し

が必要になったタイミングの通知，配送先タンクへの

ている。

ルート案内を提供する。これにより遠隔地に点在する
タンク内残量が容易に把握可能となり，適切なタイミ

これからも，当社は，IoT，AI も含めた分野で新たな
サービスを創造していく所存である。

ングで配送が行える。

EyeOwlは，
燃料油脂業界の課題である配送業務の効
率化を実現する IoT サービスである。
（図 3）
＜主な特徴＞
・遠隔地からの残量監視：点在している各種タンク
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