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　　　　  自己紹介　下島健彦 

・1982年、NEC入社。中央研究所でソフトウェアの生産技術、組み込みOSの研究開発に従事。 
・1988～89年、スタンフォード大学コンピュータサイエンス学科に留学。 
・1996年、BIGLOBE事業立ち上げに参画。 
・2006年、BIGLOBE事業が分社され、執行役員・メディア事業部長。 
・2015年、個人でIoTクラウドサービス「Ambient」を開発、運営開始。 
・2017年、アンビエントデーター株式会社設立。代表取締役。 
　東京大学生産技術研究所 研究員 
　日本のM5Stackユーザーグループ主催 

著書　「IoT開発スタートブック」技術評論社 
　　　「みんなのM5Stack入門」リックテレコム 
趣味　茶の湯、ツール・ド・フランスTV観戦

Twitter:     @t_shimojima 
Instagram:   t_shimojima



Ambient

アンビエントデーター株式会社

・IoTデーター可視化クラウドサービス「Ambient」の開発、運用 
・IoTシステム導入支援コンサルティング



Ambient

「Ambient」  https://ambidata.io

ものすごく簡単に使えるIoTデータ可視化サービス 
・簡単に使い始められる 
・すぐにアイデア検証に取り掛かれる 
・基本部分は無料で使える 
・サイト上にIoT端末の事例、プログラムを多数公開

https://ambidata.io
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IoTの構成要素
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IoTシステム　簡単化の効果

マイコン

センサ

ネットワークIoT端末

クラウド 
サービス

モノ 
人

製造現場 
物流現場 
圃場 
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低コスト化 
↓ 

多地点、高密度で測定可能に

低コスト化 
↓ 

24時間測定可能に

簡単化 
↓ 

現場で（非専門家でも）開発・導入・改善可能に



Ambient

IoTシステムは自前で導入できる

「リーン・スタートアップ」の図を参考に著者が作成

課題は各社各様で、対策に定番はなく、試行錯誤が必要 
・仮説検証ループ 
　（データ測定→アイデア→プロトタイプ→ 
　　アイデア検証→軌道修正・改善→） 
・仮説検証ループを速く、安く回す 
　　そうしないと時間もお金もかかり、Pjは失敗 
・自前でやる 
　　外注していては速く、安く仮説検証ループが回せない 
・やれる環境が整ってきている 
　　マイコン、センサ、クラウドが安価に、簡単になっている 
　　勉強・教育やノウハウは必要

仮説検証 
ループ

データ

アイデアプロト 
タイプ



Ambient

現場で使いやすいIoTシステムとは



Ambient

使いやすいマイコン、マイコンソフト開発環境

選択のポイント 
✓価格、入手性、事例(情報)、コミュニティ、NW、消費電力

M5Stack V2.6 M5StickC Plus Raspberry Pi
マイコン ボードコンピューター

Arduino/C++、MicroPython Linux

5,874円 3,564円
Zero WH: 2,145円

4 Model B: 7,150円

ファームとアプリをダウンロードすれば動き、設定が楽。 
Wi-Fi、I2C、SPIなどのインターフェース搭載。 
プログラム事例も豊富。IoT端末ならお薦め。

サーバーでも使われている
Linux OS。強力だが設定はや
や複雑。Pyhtonが動く。機械
学習、画像認識も可能。

価格：スイッチサイエンス (2022年6月)
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Arduino vs. Raspberry Pi

Arduino Raspberry Pi

パソコンでアプリ開発 
ファームとアプリをアップロード

サーバーでも使われている 
Linux OSベース

（ラズパイに比べれば）単純 
ファームとアプリはフラッシュメモリに記憶 

リセットすれば元の状態に戻る

強力 
設定は複雑（Linuxの知識必要） 
設定はメモリディスク上に記憶 
設定間違えると動作が変に

現場で使いやすいのはArduino 画像認識、機械学習などをするなら 
Raspberry Pi



Ambient

「Ambient」  https://ambidata.io

ものすごく簡単に使えるIoTデータ可視化サービス 
・簡単に使い始められる 
・すぐにアイデア検証に取り掛かれる 
・基本部分は無料で使える 
・サイト上に事例、プログラムを多数公開

https://ambidata.io


Ambient

M5Stack+センサ＋簡単なプログラムでデータ可視化



Ambient

いろいろなチャートでデータ可視化



Ambient

事例 
工場の既存設備の見える化 

栗田産業様（御前崎市）/ アサゴエ工業様（岡山市）



Ambient

鋳造の工程

①砂で鋳型を作る

②鉄を溶かす

③溶けた鉄を型に流し込む

④冷却する ⑤中身を取り出し 
表面加工



Ambient

既存の設備状態のデジタル化

• 工場設備の耐用年数は長い 
IoT導入による投資対効果(ROI)の事前評価は難しい 
→IoT導入のために設備リプレースは難しい 

• 既存設備にIoT端末を後付けすることで、設備状態をデジタル化 

• 早期に現状をデジタル化、見える化し、工場全体の稼働状態を把握し、 
改善点を見つける



Ambient

①砂タンクの残量デジタル化、通知

• 砂タンク残量は積層信号灯で表示→現場にいかないと確認できない 

• 砂タンクの積層信号灯に光センサを設置 
信号灯の光をセンサで読み、デジタル化しAmbientに送信 
残量の変化を時系列に見える化 

• 残量が変化した時、LINEに通知



Ambient

①砂タンクの残量デジタル化、通知



②電気炉の操炉状態の見える化

•鋳造工場で電気炉は大きなコスト（変動費）要素 
既存の電気炉の 
　①時々刻々の消費電力 
　②出湯時刻・出湯量 
　③チャージごとと1日単位の電力原単位 
を常時、人手を介さずデジタル化、見える化し、効率改善の基礎データを得る 
 
　④操炉作業状態 
も調べる

Ambient



•制御盤の電力メータを1分毎にカメラで撮影し、画像処理で電力値を読み取りデジタル化 
•データをクラウドサービス「Ambient」に送り、見える化

②-１電気炉消費電力

M5cameraで撮影

ラズベリパイWi-Fi

ラズベリパイで 
画像処理

Ambientで 
見える化

Ambient



②-１消費電力のデジタル化

•制御盤の斜め上に設置したカメラの画像を台形補正して正面からの画像に変換し、 
•輪郭抽出、直線抽出して、メーターの針を見つけ、針の角度からメーター値を求める

台形補正

輪郭抽出

直線抽出カメラ画像

Ambient



Ambient

pdf版ではこちらを御覧ください。 
https://youtu.be/Gw58VpY-1Cw



②-１消費電力のデジタル化

• 1分ごとに電流・電力計の画像を取り、メーター値を読み取り、Ambientに送信して見える化

Ambient



②-２出湯時刻、出湯重量

•工場内の重量計の表示器をカメラで撮影し、機械学習で数字を認識 
•重量計を読み取り、出湯時刻と重量をデジタル化し、見える化

USBカメラ 出湯重量計の 
カメラ画像

ラズベリパイ

ラズベリパイで 
機械学習で数字認識

Ambientで 
見える化

Ambient



②-３チャージごと、1日単位の電力原単位

• 1分単位の電力使用、出湯時刻、重量からチャージごと、1日単位の電力原単位を計算

1時間以内の出湯は同一チャージとして重量を合算

チャージごとの電力を積算

Ambient



②-３チャージごと、1日単位の電力原単位

•チャージごと、1日単位の電力原単位をAmbientに送って見える化

Ambient

第1チャージ 第2チャージ 第3チャージ

出湯重量
電力

電力原単位 
= 電力 / 出湯重量



•電気炉の状態を「休止」「溶解」「炉蓋閉じて溶解」「出湯」に分け、何をやっているかを判別 
• Googleの機械学習エンジン「TeachableMachine」で判別

②-４電気炉　操炉作業状態の把握

溶解休止

炉蓋閉じ 出湯

Ambient



•学習フェーズ：サンプル画像を撮影し、TeachableMachineにアップロードして学習 
•認識フェーズ：学習モデルをラズパイにダウンロードし、ラズパイ上で画像をシーン認識

②-４Teachable Machine

学習モデル

Googleクラウド

サンプル画像を 
撮影

アップロード

ダウンロード
Python 
Keras

「チョキです」

Ambient



Teachable Machine

画像入力 学習 確認 
モデル出力

学習モデル

溶解

休止

炉蓋閉じ

出湯

Ambient



•「休止」「溶解」「炉蓋閉じて溶解」「出湯」の画像を撮影し、TeachableMachineで学習

②-４電気炉　操炉状態の把握（学習フェーズ）

学習モデル 
生成

溶解休止

炉蓋閉じ 出湯

Ambient



•学習モデルをラズパイにダウンロードし、カメラ画像から今何をやっているかを判別し、
Ambientに送って見える化

学習モデル
今、何やってるか 

判別

記録、見える化

②-４電気炉　操炉状態の把握（判定フェーズ）
Ambient



②電気炉の電力、出湯時刻、重量、電力原単位、操炉状態の見える化

•既存設備でも、電力、出湯重量などのデータを人手を介さず取得、記録し、見える化できる 
•データに基づいた電力使用の効率改善の第一歩

時系列の電力量

出湯時刻と重量 電力原単位

時系列の操炉状態

Ambient



Ambient

電気炉冷却水圧力計のデジタル化

• 電気炉冷却水の圧力計はアクセスしにくい場所にあり、確認が手間 

• 圧力計をカメラで撮影し、画像処理でデータ化し、DBに記録 

• 正常値を外れた場合、LINEワークスに通知

ラズベリパイ

カメラ

冷却水圧力計

Wi-Fi

画像認識プログラム 
Python

データベース



Ambient

電気炉冷却水圧力計のデジタル化

カメラ画像 画像から圧力計の外周と針を検出し 
針の角度から圧力値に変換 
データベースに記録

正常範囲

見える化し、 
正常範囲を外れると通知



Ambient

カメラによる制御盤読み取りのメリット/デメリット

メリット 

• 既存設備を入れ替えることなく稼働状態をデータ化、オンライン化可能 
• 現場の作業者が日頃見慣れている数値がデータ化でき、データ検証が容易 
• 1台のカメラで複数のランプ、メーター情報を読み取れ、センサよりも設置が容易 

デメリット 

• センサよりも高度なプログラミングスキルが必要 
• メーターの汚れ、カメラ角度のズレなどで誤認識も

圧力計に雨粒がつき誤認識



Ambient

製造現場の見える化は何をもたらすか
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IoTプロジェクト：典型的な進め方

• 現場の理解、信頼、協力を得ながら、IoT推進チームのスキルアップもしながら 
範囲を拡大していく

ありたい姿 
検討 

ワークショップ

現場の関心が高く 
実現が容易そうな課題

パイロット 
プロジェクト

高優先度 
プロジェクト

次優先度 
プロジェクト

次優先度 
プロジェクト …

…

リーダークラス以上参加で、現場の課題をリストアップ 
課題に経営視点、現場視点両方からプライオリティ付け

見直し 
ワークショップ …



Ambient

効果的な見える化

見れば見える 

•パソコンを開いて 
•ツールを立ち上げて 
•メニューをたどる

努力しなくても目に入る 

•目につくところにモニターがあり 
•いつでも必要な情報が表示されている 
•現場の担当者にも管理者にも 
情報が共有されている

vs.



Ambient

効果的な見える化

監視されている vs. 情報が共有されている

現場に設置されたモニタ端末（消耗品の補充タイミングなど現場に役立つ情報提供）



Ambient

見える化でもたらされるもの

• 実績データ入力の自動化、データ再利用 
• 現場まで設備状態を確認しに行く手間の削減 
• トラブル情報共有の迅速化 

• 効率化は見える化だけでは得られない 
効率化のためには、現場が中心となった改善活動が必要 



Ambient

現場の改善意識が重要

改善意識を持つ
改善意識を持って
データを読み込む

改善案を 
立てる

案を試して 
測定する



Ambient

IoTは自前で導入できる

仮説検証ループを早く、安く回す 
・自分たちでやってみる 
・M5Stack、Raspberry Pi、Ambientを活用 

アンビエントデーター社では 
・IoT社内セミナー 
・IoT導入コンサルティング 
などのご依頼も受けています。ご相談ください。 
https://ambidata.io

「リーン・スタートアップ」の図を参考に著者が作成

仮説検証 
ループ

データ

アイデアプロト 
タイプ

https://ambidata.io

