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IoT-Engineを採用したアプリケーション実装事例

Before After

新IoT 化供給装置(IoT-Engine 搭載)

現行機種ができることの他に、IoT 化により以下が可能。
・供給装置の設定、監視をリモートで可能。
・洗浄剤切れ、 チューブ交換、故障、寿命の予知予防が可能。
・出荷後の使用状況を把握し、製品改良、新製品開発に寄与可能。
・必要に応じてさらにポンプを増設可能。 …など

現行機種(LXT)

・種類の違う洗浄剤を4 種類まで供給可能。
( 洗剤、漂白剤、柔軟剤、殺菌剤など)
・液晶パネルで各種設定が可能。
・設置後もポンプ数を簡単に変更可能。
・工具レスでチューブ交換が可能。
…など

ランドリー向けチューブポンプのIoT化による付加価値創出



【通信シーケンス】

【Tablet 画面構成】

IoT-Engineを採用したアプリケーション実装事例

ランドリー向けチューブポンプのIoT化による付加価値創出

サーバー経由で、ポンプを操作、動作状況の確認が可能。

設定画面、供給状況、警告状態など
タブレットで操作、データ分析

【制御部 ハードウェア構成】



社会インフラ向けLPWA

LoRa 変調方式429MHz 特定小電力無線モデム

［LPWA の位置付け］

［SLR-429M 評価キットによるループバック試験］ ［SLR-429M］仕様概要

送信器：SLR-429M
(ループバック機能OFF)

受信器：SLR-429M
(ループバック機能ON)

GPS受信機
（シリアル出力）

電源のみ供給
（3.6V～5V）

使用周波数：
429.25MHz/40 チャネル

動作電流：
TX:29mA(typ)
RX:17mA(typ)

通信：
UART インタフェース

通信速度：
245bps/128chip(-135dBm)

使用温度範囲/ 保証電圧：
-30 ～ 70℃/3.3 ～ 5.5V

LoRa®モードによる超長距離通信を実現!

超長距離= 超高感度

フロアノイズ
よりも

低い信号を
復調可能



社会インフラ向けLPWA

・使用周波数帯域/ チャネル数
429.25MHz ～ 429.7375MHz/40ch

・無線間通信速度
LoRa 変調：15 ～ 245bps / FSK 変調：4,800bps

・受信感度
LoRa 変調：-133dBm( 拡散率7）/ FSK 変調：-115dBm

・推奨動作電圧/ 送信電力
DC3.3 ～ 5.0V / 10mW 以下

・インタフェース仕様/ データスピード
USB もしくは、UART / 19,200bps

・外形寸法/ 重量
φ37mm×600mm( スタンド含まず）/150g

・ビル内のデータ伝送、空調コントロール
・砂防ダムの土石流センサー監視
・河川ダムの水位情報監視、水門の開閉
・水田の水温、水位監視
・ビニールハウスの温度、湿度などの監視、制御
・地下やマンホール内からのセンサーデータの伝送
・トンネルや橋梁の状態測定観測
・電気柵の状態監視
・動物用罠の状態監視
・その他 IoT アプリケーション

【仕様】

【用途】

アンテナ一体型Smart RF modem ： SLR-BAR

LoRa 変調方式429MHz 特定小電力無線モデム



屋外通信実証テスト、IoTエッジノード開発事例 (鉄道インフラ)

●IoT エッジノード システム実装事例

●SLR-429M 評価キットによる通信試験の様子

無線モジュール
SLR-429M
（LoRa）

無線モジュール
SLR-429M
（LoRa）

LCD表示制御部
（センサ値・時計）

LCD表示制御部
（センサ値・時計）

RTC

センサ バッテリ

RTC

UART-USB
変換

アナログ内蔵
マイコン

（RL78/I1E）

バッテリ

データ収集

遠隔制御

遠隔制御
データ収集アナログ内蔵

マイコン
（RL78/I1E）

Host
(PC)

UART-USB
変換

送信ユニット 受信ユニット

ガイドウェイ 指令室5F 高さ16.6m

受信機

送信機

2 バイトを受信信号
強度に書き換え

宮崎実験線終端：7km 地点 川南漁港付近：16km 地点

5 バイト

5 バイト

受信可能

受信不可能

宮崎実験線

受信機設置位置

東都農駅前

宮崎実験線終端

都農駅前

浪掛公民館付近

川南漁港付近

社会インフラ向けLPWA



屋外通信実証テスト、IoTエッジノード開発事例 (マンホール)

社会インフラ向けLPWA



IoTエッジノードの開発をサポートするPlatform

アナログフロントエンド開発に最適なRL78/H1D評価ボード

ＩｏT関連機器、産業・環境インフラ分野で多く
用いられるセンサの様々なアナログ回路とマイコンを統合

RL78/H1D

通信AD

変換
データ
分析

信号
増幅

ｔ

圧力センサ

ｔ
歪センサ

温度センサ

光学センサ

アナログフロントエンド＋マイコン

RL78/H1D MCUボード



IoTエッジノードの開発をサポートするPlatform

IoT向けバッテリ電源システム

多様な電源を、計測、通信用途に適した3.3/5/12V に変換
各電圧の出力を個別ON/OFF 制御することにより、
システム待機電力を大幅削減



IoTエッジノードの開発をサポートするPlatform

IoT向けバッテリ電源システム



IoTエッジノード：最先端センシング技術

・電流計測、電力計測、角度計測、周波数抽出（変換）の４つの機能を実現
・磁性薄膜を利用した物理乗算デバイスであり、電圧と電流から

直接電力に変換しリアルタイム出力
・超小型/ 軽量により、これまでセンシングできなかった所でも、センシング可能

IoT 向けスマートエネルギーセンシングデバイス ”SIRC"

［一般的なセンシング］

［SIRCデバイスによるセンシング］

従来方式

電流：I

電圧：V

電流センサ

電圧センサ

電流：I

電圧：V

電流センサ

電圧センサ

センシングシステム

A/D

A/D

CPU
乗算

表示
インターネット

従来方式は多くのデバイス
を必要とする複雑なシステム

磁気抵抗効果で抵抗変化

乗算

交流成分

直流成分

瞬時電力

原理：異方性磁気抵抗効果

磁性体に電流を流し、その電流に
直行する方向から磁界を印可した
場合に生じる磁性体の電気抵抗が
変化する現象
（磁気テープ、ＨＤＤの読出用
ヘッドなどで使用。）



IoTエッジノード：最先端センシング技術

IoT 向けスマートエネルギーセンシングデバイス ”SIRC"

・電流計測、電力計測、角度計測、周波数抽出（変換）の４つの機能を実現
・磁性薄膜を利用した物理乗算デバイスであり、電圧と電流から

直接電力に変換しリアルタイム出力
・超小型/ 軽量により、これまでセンシングできなかった所でも、センシング可能



超高速画像処理センサによる生産性向上への提案

IoTエッジノード：最先端センシング技術

撮像と同時に特徴量を抽出し、予測動作不要で高速、正確な制御が可能

高速な計測と制御
ものづくりの現場で活用するための基本的な考え方

高速に動いている対象物を止めることなく計測や制御

飛躍的な品質や生産効率の向上

ものづくりの現場で、従来の技術では実現不可能な
高速に回転や移動をする対象物のリアルタイムな計測や制御を行うことで
飛躍的な品質や生産効率の向上を達成する

ものづくりの現場で活用するための三つの実践レベル

レベル1 ‒ 高速に計測し、データ分析・分類する

レベル2 ‒ 高速に計測・検出・分類し、オンラインで選別する

レベル3 ‒ 高速に計測・検出・計算し、ビジュアルフィードバック制御で補正する

・ブレやズレをデータとしてリアルタイムで取得し、不良検出や経験値との相関を分析する

・ブレやズレをリアルタイムで検出、分析することで、品質基準を満たさないものははじき、不良品を最終生産物に含めない

・ビジュアルフィードバックによる制御として、リアルタイムに対象物の位置や角度を細かく補正することで、
これまで不良品となっていたケースでも、それを良品に変える



超高速画像処理センサによる生産性向上への提案

IoTエッジノード：最先端センシング技術

画像検知、分析、オブジェクトトラッキングからフィードバック制御まで、
最高2,000fps の超高速リアルタイム計測、制御のシステム構築を実現

HSV SDK
（High Speed Vision Software Development Kit)空間分解能から時間分解能の向上へ

■ 高速事象の検出、検知、追跡が可能に
■ 人間の目視から自動検査、制御へ

空
間
分
解
能
の
向
上

時間分解能の向上

■高速ビジョン開発プラットフォーム
＊ IMX382の1,000fpsでの高速センシングによる特徴量の取得と処理
＊ リアルタイム性と汎用性を両立した開発プラットフォーム
＊ Host Systemを必要としないCamera Unit 単独でスタンドアローン
の構成が可能

＊ 標準的な開発環境による短期間で容易なソリューション開発と展開

●ビジョンセンサ(IMX382)
■ 高感度 CMOS イメージャ+列並列型高速並列処理
（140GOPS）
＊ 1,000 fps 0.31Mpixels (640×470) 4b
＊ 500 fps 1.27Mpixels (1280×960) 4b
＊ 4ｂ PE Array, 1b PE Array,特徴量抽出プロセッサ
＊ 低消費電力363mW(1,000fps 0.31Mpixels 4b)



IoTエッジノード：最先端センシング技術

2,000fps高速画像処理Platform/カメラモジュール

HSV-MC1（High Speed Vision Mount Camera Kit)

HSV SDK のツールとアプリケーション開発環境を継続利用
ユーザーシステムに合わせたセンシング条件の設定とアプリケーションプログラムを簡単に作成

高速ビジョンカメラ

USB3.0

PC

Camera Library
カメラ、ビジョンセンサを制御するAPI が
用意されたライブラリ

Visual Tool
画像データ、検出位置情報のモニタリング
カメラの操作と動作を設定

Register File Editor
ビジョンセンサの詳細な設定を行い
対象の検出と追跡精度のチューニングが可能



IoTエッジノード：最先端センシング技術

2,000fps高速画像処理Platform/カメラモジュール

アプリケーションへの応用例

■ FA・検査
＊ 高速インサーター
＊ 不良品検出
＊ 高速計測・計量装置
＊ 社会インフラ
（ トンネル、滑走路、鉄道）
の傷や障害物の検知

■ バイオ・医療
＊ 微生物の検知追跡
＊ 医療検査装置での応用

■ 高速3D入力
＊ 高速3D形状計測
＊ 高速3D座標計測

■ 高速ロボット
＊ 高速ロボットハンド

■ 新規IoT関連分野
＊ 他のセンサーや小型プロセッサの

組み合わせによるインテリ
ジェントIoTの開発とクラウド
との連携



IoTエッジノード：最先端センシング技術

2,000fps高速画像処理Platform/カメラモジュール

高速ビジョンの今後の展開

今回展示

HSV SDK 提供開始

カメラ製品出荷

様々なソリューション展開

・開発用プラットフォーム
の提供

・高速ビジョン技術の評価
・ソリューションの

プロト開発と検証

・実ソリューション開発
・試験運用と本運用
・導入事例の共有
・HSV SDKの継続的な

機能拡張

・カメラ製品ラインナップの広がり
・組込み製品への対応
・分野別標準ソリューション

ライブラリ
・他のプラットフォームとの連携
・技術ノウハウの共有（と保護）



IoTの開

発をサ
ポートする
電子の統
合商社

IoTの開発をサポートする電子の統合商社


