
IoTはこわくない
～ミニマムスタートで始めるIoT～

杉並電機株式会社
取締役社長 福田 礼彦



今日の流れ 杉並電機株式会社

・世の中のIoTまわりを俯瞰して

・当社のおすすめ構成

はじめてのIoTに必要なもの

・事例

・まとめ

同時にブラウザが立ち上がる環境でのご視聴を
おすすめします。

価格は2022年6月現在のものです。
すでに値上がりをしているものも多くあります。
参考にとどめてください



Iotはなぜ進まない？ 杉並電機株式会社

（出典）総務省「通信利用動向調査」

2018年：60% 2021年：56%

世の中はなにも変わっていない
IoT・AI等のシステム・サービスの導入状況

「導入」ってそんなに
大げさなものでも
ないのでは？

「新聞・テレビ・イン
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Iotはなぜ進まない？ 杉並電機株式会社

（出典）総務省「通信利用動向調査」

世の中はなにも変わっていない

IoT・AI等の導入しない理由（2018年，2022年比較）

人材不足 39％
ビジネスモデル
不明確 35％

コスト 32％
情報不足 32%
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近年では普及への４大障壁？
が若干減少

インフラ要因増：LPWA待ち？
(低電力広域ネットワーク)

その他要因増：おそらく組織の問題？



Iotはなぜ進まない？ 杉並電機株式会社

人材不足

ビジネスモデル
不明確

コスト

情報不足

高いスキルはいらない。
小学生でも始めている。

始めてみないと分からない。
私たちはGAFAではない。

5,000円以下/ヶ所

最大の壁です。ただし始めてみると
必要な情報は明確になり、集めや
すくなってきます。



Iotはなぜ進まない？理由は大したことではない 杉並電機株式会社

小学生が始めるMicrobit

株式会社ティーファブワークスWEBサイトより

Microbit導入市区町村
青梅市
羽村市
瑞穂町
日の出町
福生市
八王子市

教育の一環

大きさ：4cm×5cm
タッチセンサー
LED&光センサー
加速度センサー
磁気センサー
マイク、スピーカー
A,Bボタン
I/O端子
Bluetooth BLE

BLEゲートウェイがあれば
Iotデバイスになる！

¥2,420-
(共立エレショップ)



Iotはなぜ進まない？知らないルートが存在 杉並電機株式会社

メーカー
ルート

ベンダー
ルート

電子工作
ルート

メイカーズ
ルート

そんなに工作機械に依存してい
るわけではないし・・・

そもそもお高いんでしょう？
導入後、ほかの信号を混ぜるとか
どこまで融通がきくの？

いろんな人がいろんなことをしている
が、どこにも売っていない

やってみた情報はたくさんあるが
謎が多すぎる



Iotはなぜ進まない？理由は大したことではない 杉並電機株式会社

提灯記事やセールストークが多い

システムのブラックボックス化

情報の壁

導入後の不安

ハードルの高さを刷り込まれた

精神的な壁アンケートの設問など

業界誌、展示会・・・

半導体不足のいま、皆さんがIotを始めることで
当社も買えなくなるリスクを承知の上でお話しします。

また、本日の情報は、当社と全く利害関係はありません。

壁を打破できる方法を
本日お話しします

囲い込み・・・



Iotを始めるにあたって 杉並電機株式会社

費用は安く

ダメでもともと

とにかくやってみる

出来ることから始める

壁を作らない

無料のものは最大限活用

情報をさらけ出す＝見える化

月額サービスは後回し

クラウドは使用せず、
ローカル環境で最大限

外部サーバーはリスキー



Iotを始めるにあたって：必要なもの 杉並電機株式会社

具体的な作りたいもののイメージ

Wifi環境とPC

Wifiのセットアップが出来る程度の
知識

社長のクレジットカード 実は
社長が始めるのが
一番手っ取り早い

見えると、分かると便利になりそう？

ひたすら接続する



Iotの構成：当社の例 杉並電機株式会社

外界の状態変化

機械装置
パトライト 測定機照明 作業環境

人の検知
（玄関）コンプレッサー

センサで物理的変化を検出

明るさ 温度 圧力 赤外線

信号処理：電気信号に変換、処理、Wifiで飛ばす

M5ATOM lite M5ATOM Matrix
Ambient

クラウドで稼働する
グラフ化ツール

Slack、LINEなどのSNS

状態を通知する。データ
ベース

BIツール

社内サーバーで稼動する
可視化ツール

M5StickC

サーバー：Node-Red
集めた信号を整理する

ダッシュボード
信号を表示する



デバイスの選定 杉並電機株式会社

Googleで検索「スイッチサイエンス」

ここから
入る

ここから選ぶ？
多すぎて選べない

“M5STACK“を
選んでみてください

本体、拡張モジュール
（センサ等）に分かれています



デバイスの選定(価格はスイッチサイエンス 22年6月現在) 杉並電機株式会社

M5StickC plus M5ATOM Rasberry pi Microbit

価格(税込) ¥3,564- ¥1,353- ¥7,150～ ¥2,662-

ビジュアル開発 UIFLOW UIFLOW Node-Red MakeCode

サイズ 5cm×3cm □2.4cm 10cm×6cm 4cm×5cm

通信 Wifi，bluetooth Wifi,
bluetooth

Wifi,
bluetooth

bluetooth

内蔵センサ 6軸加速度 なし なし(GPIOに接続) 光,加速度,磁気

その他 ディスプレイ,
ケース標準,
センサ拡張,
バッテリー内蔵

ケース標準,
センサ拡張

(入手困難) (入手難)



デバイスの選定：M5シリーズの特徴 杉並電機株式会社

工場に設置するのにむき出しの基盤は
抵抗がある

ケース

センサ接続 各種センサユニットとGROVEコネクタで
接続できる

ディスプレイ 値の確認や正常・異常などの表示に便利
(デバッグなど)

価格 とりあえずやってみるには重要

開発手段 UIFLOWでビジュアルコードが使える

M5Atom Lite
¥1,353-

１台目やテスト用にはM5StickC、
２台目以降や実際の設置にはM5Atom

バッテリー 死活監視にちょうど良い
高温環境では少し気になる

M5StickC Plus
¥3,564-

M5Atom Matrix
¥2,321-



デバイスの選定：M5シリーズ拡張センサ 杉並電機株式会社

HAT

UNIT

環境センサ ¥1,628-
温度、湿度、気圧を測定
StickCの先端に取り付ける
見た目はスマートにできるが
互換などでおすすめはしない

環境センサ ¥1,034-
温度、湿度、気圧を測定
GROVE端子にコネクタ接続
あらゆるM5シリーズに取付可能

主なセンサと価格

PIR 人感センサ 825-

LIGHT 光 528-

TOF 測長 1,254-

Gesture ジェスチャー 1,914-

EARTH 土壌水分 528-

COLOR 色 1,705-

HEART 心拍 1,474-

Led(テープ) 737-

振動モータ 418-

リレー(2ch) 957-「スイッチサイエンス」WEBサイト
左メニュー「M5STACK」

M5Atom Lite
¥1,353-

M5StickC Plus
¥3,564-

M5Atom Matrix
¥2,321-



開発画面 杉並電機株式会社

Googleで検索「UIFLOW」

開発用画面

ここから
入る

購入直後はUSB，Wifiなど
多少の初期設定が必要です

ほとんど日本語！



開発画面：UIFLOWの概要 杉並電機株式会社

①

②

③

①設定から、Api key・
言語・Deviceを決定

②⊞を押して、

使うセンサを選択

③一覧から
ブロックを配置する

※Api key：デバイス固有の番号
クラウド上で開発するため、全世界のネットワーク上で
識別が可能、流出に注意。ただし変更は可能



開発画面：プログラム作例 杉並電機株式会社

ネットワーク・通信設定

センサーの値を読み取る

値を投げる

30秒待つ

値を代入など

サーバーに
投げる

ボタンを押したら・・・

サーバーから尋ねられたら
返事する

強制的に起こす

・文法を覚える
必要がない

・面で作れるので
見通しやすい

・接続－検出－送信が
ほとんど



Googleで検索「Ambient」

データ可視化サービス：Ambient 杉並電機株式会社

ここから
入る

トップページ

始めて使う方は
「ユーザー登録(無料)」から



データ可視化サービス：Ambient 杉並電機株式会社

データを受信するとグラフを描画
クラウドサービスなので、遠隔地の
様子も手軽に把握できる。

チャネル（画面）毎に８種のデータ

ユーザー毎に８チャネルまで

最大で64種のデータを
受信、表示が可能

無料枠で、

1チャネルにつきデータ間隔は１回/5秒

3000回/１日(１回/約30秒)

気温データ：４ヶ所

エア圧データ：４ヶ所

Ambientに限らず
どのぐらいの頻度で飛ばすかは

しっかり検討

Ambientには
チュートリアルはじめ

IOTに有益な情報が満載です



データ送信の検討 杉並電機株式会社

処理

センサ
入力 緊急処置

異常監視

定常監視

それ以下 ～秒 分 時間 日

破損・障害・
人命に関わる用途

モニタなどで
見える化

SNSで
プッシュ通知

コマンド自動送信で制御

・物理的な距離やネットワーク
通信方法、環境なども関わる

・15秒ぐらいのタイムラグを
許容できると負担は少ない

日報出力

送信

推奨外

異常－対処が必要

正常終了、定時処置など



M5StickCからAmbientにデータを飛ばす 杉並電機株式会社

AmbientではUIFLOWから使う解説を
用意してあります。

ダウンロード後Customで読み込む

UIFLOWで配置したAmbientブロック



M5StickCとAmbientの接続を実演します 杉並電機株式会社

・こちらで準備します

M5StickCに光センサを取り付け
5秒おきにAmbientにデータを送信
プログラムを作成

グラフ作成、公開ボードにする

明るさを変化させる
・チャット欄からアドレスをコピーもしくは
QRコードをスマホで読み取って

皆さんで確認して見てください

「IOTデータ可視化サービスAmbient」
https://ambidata.io/bd/board.html?id=44973

ココ



一括監視には？：Node-Red 杉並電機株式会社

ノードをつないでデータを
渡していく

M5StickCから飛ばしたデータを受取ると

・Slack・LINEなどのSNSへ
メッセージを投稿する
・データベースへ入力する
・ダッシュボードへ表示する
・Ambientへ送信する
・M5をコントロールする
・動的Webページを作る

信号を受け取る

ダッシュボードへ
表示する

Windows Server、Rasberry PIで使
えるサーバーサイドアプリ（要インストール）

Slack・LINEへ
メッセージ

データベースへ
保存する

M5へ信号を飛ばす



一括監視には？：Node-Redダッシュボード 杉並電機株式会社

簡単な設定でグラフィカルな画面が作れる

今現在：LEDランプやゲージ
過去の履歴：チャート

で表示
下の画面はスマホでも幅が
あふれないサイズで作成



Node-RedからAmbientにデータを飛ばす 杉並電機株式会社

AmbientではNode-Redから使う解説も
用意してあります。

UIFLOWで配置したAmbientブロック



【材料費 @¥2,900-】
・M5ATOM ¥1,400-
・環境センサ ¥1,000-
・その他 ¥ 500-

構内４ヶ所を常時計測

機械の多い作業場は夏場の朝一番で
どれだけ換気できるかが勝負

当社事例 1 環境センサー 杉並電機株式会社



玄関にあるセンサで
来客を感知すると…

事務室のLEDが点灯して
来客を知らせてくれる！

会社内のモニタで
社長の在席状況を
知らせてくれる！

センサで社長の在席
状況を検知すると…

当社事例 2 人感センサー 杉並電機株式会社

送信側
【材料費 @¥2,７00-】
・M5ATOM ¥1,400-
・人感センサ ¥ ９００-
・その他 ¥ ４00-

受信側
【材料費 @¥2,２00-】
・M5ATOM ¥1,400-
・LEDテープ ¥ ８００-



純正パトランプ

ATOM Matrix

作業現場を離れていても
機械の動作確認ができる!!!

Slack

いつでもどこでも
動作確認ができる!!!

過去から現在までの
稼働状況が一目で分かる!!!

Node-RED

作業現場にいないと
機械が動作しているのか
分からない…

【３灯分：材料費 @¥4,500-】
・M5ATOM ¥1,400-
・光センサ×3 ¥1,600-
・その他 ¥1,500-

【材料費 ¥2,300-】

当社事例 3 稼働監視：遠隔パトランプ 杉並電機株式会社



設置例

【材料費 @¥4,500-】
・M5ATOM ¥1,400-
・圧力センサ ¥2,200-

(汎用品)
・その他 ¥ 900-

過酷な運転を強いられるコンプレッサー

夏場は特に負荷が増大

使いすぎると末端では圧力低下？

止まってしまうと一大事！

使っている人それぞれで
気に掛ける

当社事例 4 空気圧センサー 杉並電機株式会社



装置の制御信号(PLC出力)をM5ATOMに取込

【材料費 @¥2,800-】
・M5ATOM ¥1,400-
・回路部品 ¥1,000-
・その他 ¥ 400-

M5ATOMからNode-redへ(30秒おきに)

１０００回/分（約17回/秒）
でも安定して取得

※電気回路図を理解したうえで、
確実な作業が必要です。

当社事例 5 稼働監視：生産進歩カウンター 杉並電機株式会社



・遠隔パトライト：光を検知

・モーターなどの振動を検知

・盤内配線に電流センサをクランプ：電流を検知

・操作盤面を画像処理

・盤内配線をハッキング

振動パターンを機械学習で故障検知、
加工条件の最適化など

アナログメーターなども読み取り

動力用電力も算出

一番手軽、汎用性高い

お手軽で一番安全

何が一番いいかは、会社ごとに目的や事情によってさまざま

・PLCとModbus通信 あらゆる信号を収集

機械設備の稼働監視アイデア 杉並電機株式会社



空気圧の可視化 杉並電機株式会社

ある日の空気圧
comp1(黄緑)：22kw（点検により休止）
comp2(水色)：15kw 予備用稼動
同一系統、連携運転なし

① 9：00 comp1の点検により全体圧力低下

② 10:10 ベビコン投入、 we_room,die_room
2か所エリア遮断し圧力上昇

①
② ③

③ 10:40 エリア解放により、２か所の圧力低下

④

④ ③と同時にcomp2、press_areaの
圧力上昇？

ベビコンからcomp2までは約60m離れている
その間にはレシーバタンクもあるにもかかわら
ず、圧力が上昇

バルブを勢いよく開けた結果、離れた場所のセンサーが反
応した。特に大口径のバルブは圧力差や流れを確認しなが
ら、ゆっくり操作を行う。
（変動幅0.05MPa≒130db)

可視化されたことで、
自身の仕事や作業と、その結果のつながりが認識できる。
フィードバックが起きやすい。



当社の中で一番高かったハードル 杉並電機株式会社

SNSへの通知＝＝＝SNSの解禁

現場でスマホを使用する意味付け

何も起きない現場 割り当てられた作業をこなす
常に何か起こる現場 起きた時にどうするか

何か起きたら写真をチャンネルに投稿する

＋機械の停止信号を送信

起きたことをオープンに共有する



まとめ：見えると何が変わるのか？ 杉並電機株式会社

④
健康診断の結果は気になりますか？

健康だが、異常を早期発見できるかも
摂生など、気を使った結果は診断結果に表れるかも

結果、健康維持につながる

ヒトとモノ、ヒトとヒトのコミュニケーションのツールとして

ファクトベースで考える手助けに

“未来感“を味わうことができる
工場をバージョンアップしよう！



本日の検索ワード：googleやyoutubeで検索 杉並電機株式会社

Youtubeチャンネル
IotLT ：作品の発表の場

スイッチサイエンス ：M5の日本での代理店
M5STACK.com ：本家サイト

（Ｍ５ＳｔｉｃｋＣの日本語ガイドあり）
M5StickC ：Iotデバイス
M5ATOM ： 〃
UIFLOW ：M5用開発環境
Ambient ：データ可視化サービス
Node-Red ：フローベース開発ツール

セミナーで触れた言葉

参考にしたい言葉

LINE notify ：LINEと外部接続を簡単に行うサービス
JSON形式 ：データ送受信に使う汎用形式
MQTT ：ネットワークで使う通信の約束の一つ
Shiftr.io ：ＬＡＮで使えるMQTTブローカーソフト
ＭＱＴＴトピックの設計 ：ＡＷＳでまとめたMQTTトピック

設計指針（約束事の作り方）


