
カテゴリ：『IoT現場ツール』『通信サービス』

製品名：M2Mマルチボックス マリンバM3 (シムックス㈱）

カテゴリ：『IoT現場ツ ル』『通信サ ビス』

⾃⼰給電式 無線電流センサー （東京電⼒㈱）
⼯場向けEMS ESP Dragon FIM （㈱アヴニール）

• 提供会社： ㈱アヴニール、シムックス㈱、東京電⼒㈱
連絡先 e mail: kouda@l avenir jp (営業窓⼝)• 連絡先 e-mail: kouda@l-avenir.jp (営業窓⼝)

• 無償提供期間： 2016年2⽉1⽇〜2016年8⽉末
• 実証実験中の有償事項

□マリンバM3設置導⼊(⽀援) 応相談(都度⾒積)□マリンバM3設置導⼊(⽀援) 応相談(都度⾒積)
□標準機能以外の機能追加・カスタマイズ 応相談(都度⾒積)

• 導⼊後の必要費⽤
リンバ 3設置時に3G回線を利⽤する場合 回線費実費□マリンバM3設置時に3G回線を利⽤する場合 回線費実費
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機能イメージ図 〜各製品の位置づけ
事務棟・外部

経営者向け 管理者向け 担当者向けデータを
伝える

⼯場向けEMS（ASP/クラウドサービス）

『ESP Dragon FIM』 PC端末 タブレットASPサーバー

デ タを
M2Mマルチボックス
『マリンバM3』 3G網

クラウドデータを
取り出す

WIFI/3Gルーター ※3G回線利⽤時

マリンバM3マリンバM3

Wi-Fi

マリンバM3
⾃⼰給電式無線

電流センサー
データを
取り出す

カウンタ パトランプ GS⼦機

マリンバM3マリンバM3 マリンバM3 (GS) 親機
独⾃無線
(920MHz)

GS⼦機

取り出す

⾃⼰給電式無線電流センサー
（親機、⼦機）・・・
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⽣産機械 分電盤 分電盤⽣産機械
⼯場棟⼯場棟



機能イメージ図 〜CIMX『マリンバM3』

＜機能＞
①⼯場内にある様々な機械・メーター・センサー群のデータを

収集し、３Ｇ回線にてクラウド上に送信する収集・送信機能
②データ送信形式は通信プロトコルIEEE1888に準拠。送信され

＜接続イメージ＞

たデータは各社のIEEE1888対応の⾒える化アプリケーション
等で表⽰・分析機能することが可能に。

＜特⻑＞ ＜導⼊に当たっての注意点＞
①「Everything smartly connected」⼯場にある⽣産機械その

ものや機械のパトランプやカウンター、各種センサー、
メーターなど様々な機器に接続可能で、これまでブラック
ボックスだった各種データを簡単に“⾒える化”することが
できます。

①電⼒計測は他社CTの利⽤によりマリンバM3単独でも
可能ですが、当実証実験では同時提供される
『⾃⼰給電式無線電流センサー』を利⽤して接続
ください。

②パトランプ/カウンターへの接続を予定する企業様にできます。
②「Easy setup」セットアップは⾮常に簡単。コネクタ形状

などを確認し、簡単なセットアップを⾏うだけで接続
できます。

③「As you like」対応する⾒える化アプリの利⽤により、
収集したデ タをクラウド上で様々な形で表⽰ 活⽤でき

②パトランプ/カウンタ への接続を予定する企業様に
つきましては、機械からの接点取り出し⼯事等を
ご⾃⾝で実施いただく必要があります（そのための
スタッフ、関連業者等の⼿配が必要となります）

③当実証実験では、クラウドへの情報送信⼿段としては
３G回線経由を想定しております
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収集したデータをクラウド上で様々な形で表⽰・活⽤でき
ます。

３G回線経由を想定しております。
（回線費⽤をご負担いただく必要があります）



実装⽅法 〜マリンバM3

＜マリンバM3＞
①計測したい対象機器を選定します。
②接続のための準備をします。

⑤USBポートに⾃⼰給電式無線電流センサー
（USB型アダプター）を差し込みます。②接続のための準備をします。

・パトランプ：無電圧接点を出す
・カウンター：無電圧接点を出す
・⾃⼰給電式無線電流センサー：⼦機を分電盤内の
配線に設置する

③マリンバM3の箱を開け デジタルI/Oにパトランプ／

（ ）
⑥USBポートに3Gモジュールを差し込みます。
⑦電源ケーブルを差し込み、コンセントに

ACアダプターを差し込みます。
（これで⾃動的に電源がONになり、

マリンバM3が起動します）③マリンバM3の箱を開け、デジタルI/Oにパトランプ／
カウンターからのリード線を接続します。

④マリンバM3の箱を閉めます。

マリンバM3が起動します）
⑧⾃動的に３G回線を通して指定先にデータを

送信し始めます。

③上蓋外し ③リード線接続 ⑤⑥USB接続※ ⑦電源ケーブル接続

※どのポートでも
OKです。



機能イメージ図 〜アヴニール『ESP Dragon FIM』

＜機能と特⻑＞
シムックス社(http://www.cimx.co.jp/)が製造業で培ったノウハウ
をもとに、アヴニール社にて以下のサービスを開発し、顧客に

＜画⾯イメージ＞

テスト提供中。まもなく本格サービス開始予定。

①IEEE1888にも対応したクラウド型データ⾒える化サービス
②産業(⼯場現場)向けに特化した⾒える化機能を搭載
③2016年中に、東京電⼒とも共同で産業向け⾼付加価値型

サービスとして提供開始予定
④現場作業者向けに役に⽴つ各種“⾒える化”画⾯を提供
（データのCSVダウンロードも可能）

＜提供メニュー＞
(1)稼動見える化 (3)異常見える化 (4)生産数見える化(2)電力見える化

稼動・待機・停⽌・休⽌の
状態を 電⼒から

機械ごと、稼動状態別の
消費電⼒を表⽰

パトランプの信号から、
機械のステータスを表⽰

プレス機械などのカウン
ターの信号を取得し

電流CTのデータ 電⼒計のデータ パトランプの信号 カウンターの信号

＜提供メニュ ＞

状態を、電⼒から
判定して表⽰。

消費電⼒を表⽰。 機械のステ タスを表⽰。
⾚ランプの場合には、
メールで通知。

タ の信号を取得し、
⽣産数を表⽰。

＜導⼊に当たっての注意点＞
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①対応ブラウザは、HTML5/CSS3対応ブラウザ（Firefox/Opera/Chrome/safariの最新版、IE10以降）となります。
②本件では、⼀部提供機能がフルバージョンのものと異なる場合があります（開発中の機能もあるため）。



実装⽅法 〜ESP Dragon FIM

＜ESP Dragon FIM＞
①マリンバM3が起動し、３G回線を通して通信が始まると、

マリンバM3本体と同封した『ユーザー登録証』記載のマリンバM3本体と同封した『ユ ザ 登録証』記載の
URLにブラウザでアクセスするとデータを⾒ることが
できるようになります。
※すべての設定は出荷時に事前に記⼊いただいた内容にて

初期設定として設定させていただきます。

②必要に応じて、CSVダウンロード機能などでデータを
取り出すことが可能です。

②CSVダウンロード①ユーザー登録証 ①ログイン画⾯

ESP Dragon FIM 

ユーザー登録証ユーザー登録証

顧客番号：123456
ユーザーID:●●●●
パスワード:●●●●
ログインURL: http//www.abc.def/

CSVダウンロードボタン



機能イメージ図 〜東京電⼒『⾃⼰給電式無線電流センサー』

＜機能＞
①NMEMS技術研究機構、NEDOによる共同研究事業にて

開発された『スマートファクトリ向け電流センサー』
－測定要素：電流

＜製品ラインナップ＞

－計測精度：±２％
－適⽤範囲：0.1A~600A
－ 920MHz無線周波数帯でデータを送信

②⾃⼰給電も可能
③親機／中継器／⼦機の構成 クランプCT

（マルチタイプ）
クランプCT

（⼤容量タイプ）
コンセント型

マルチホップ中継器
USB型

レシーバー（受信機）③親機／中継器／⼦機の構成
－親機（＝レシーバー）：

⼦機からデータを収集し、外部に送信する
－⼦機（＝クランプCT）：

機械からデータを取得し、親機に送信する

（マルチタイプ） （⼤容量タイプ） マルチホップ中継器 レシーバー（受信機）

＜特⻑＞
①設置が容易、⼯事費の⼤幅な削減が可能

－設備へのセンサー設置時に課題となっていたセンサー
装置 電源確保を⾃⼰給電 仕組 を内蔵す と

＜導⼊に当たっての注意点＞
①クランプCTの分電盤等計測希望ポイントへの設置は、

実証実験実施企業様にて実施頂く必要があります。
②対応し 電流は となりますが 本件装置の電源確保を⾃⼰給電の仕組みを内蔵すること

でクリア
－データ送信のための通信路確保の課題についても、

920MHzの無線帯を利⽤することで解消
②中継機活⽤等によるマルチホップによる⻑距離通信や

②対応している電流は0.1A〜600Aとなりますが、本件で
提供できる機器には限りがあるため、最初にご相談
ください。

③⾃⼰給電機能を利⽤する場合には、発電⽤CTを⽣産
設備の主幹配線から取得する必要があります。②

通信信頼性向上を実現。 常時ONでない配線に設置した場合は⼗分な発電が
できず、データの取得および送信ができなくなること
があります。

④設置環境によっては、無線通信が⼗分に⾏うことが
できず データ⽋損等が⽣じる場合があります
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できず、デ タ⽋損等が⽣じる場合があります。



実装⽅法 〜⾃⼰給電式無線電流センサー

＜⾃⼰給電式無線電流センサー＞
①配線図などを⽤意し、分電盤からの配線を確認します。
②安全を確保した上で分電盤を開けます。

※注意
⾃⼰給電機能を使う場合には、
主幹に給電⽤CTを接続する②安全を確保した上で分電盤を開けます。

③給電⽤CTを常時電源(保安電源等)につなぎます。
④測定したい線に測定⽤CTをつなぎます。
⑤センサー⼦機を固定し、分電盤を閉めます。
＊＊＊＊
⑥マリンバM3設定後にセンサ からデ タが取得できて

主幹に給電⽤CTを接続する
ことを推奨

⑥マリンバM3設定後にセンサーからデータが取得できて
いないことが判明した場合には、中継器(要電源)を設置し、
データ取得状況に変化があるか確認ください。

②分電盤 ③④配線へのCT設置 ⑥中継器の設置②分電盤 ③④配線へのCT設置 ⑥中継器の設置



導⼊事例 〜千葉県内プレス・⾦型⼯場様

マリンバM3

＜システムイメージ＞

プレス・⾦型⼯場様

… マリンバM3
クラウドサービス

ルータ 分析
レポート

ルータ

プレス機
プレス機プレス機

カウンタカウンタ
パトランプ ・

・
・ 無線電流

センサー
無線電流
センサー 稼働状況

表⽰
⽣産状況
把握

事務所 ⼯場棟

分電盤プレス機 ８台 分電盤
表⽰把握

＜ご参考：設置⾵景等＞
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サポート体制
本セットに関しましては、以下のとおりの窓⼝にてご質問等に対応させていただきます。

■事務⼿続き・利⽤検討時の各種ご相談

担当者 所属・肩書 連絡先

幸⽥ 武範（こうだ たけのり） 株式会社アヴニール 取締役 kouda@l-avenir.jp

ハ ドウエア（マリンバ 3／⾃⼰給電式無線電流センサ ）の設置 設定に関するご相談■ハードウエア（マリンバM3／⾃⼰給電式無線電流センサー）の設置・設定に関するご相談

担当者 所属・肩書 連絡先

⽥付 啓⼀（たつき けいいち） シムックス株式会社 技術部 tatsuki@cimx.co.jp

担当者 所属・肩書 連絡先

⻑井 ⼀真 （ながい かずまさ） 株式会社アヴニール 取締役 nagai@l-avenir jp

■ソフトウエア（ESP Dragon FIM）の導⼊⽅法・設定等に関するご相談

⻑井 真 （ながい かずまさ） 株式会社アヴニール 取締役 nagai@l-avenir.jp

提供会社名 製品URLまたは会社URL 役割

■提供会社概要

シムックス株式会社 http://www.cimx.co.jp/marimba_m3_1005.html マリンバM3の提供
東京電⼒株式会社 http://www.tepco.co.jp/index-j.html ⾃⼰給電式無線電流

センサーの提供
株式会社アヴニール htt // l i j ESP Dragon FIMの提供株式会社アヴニール http://www.l-avenir.jp ESP Dragon FIMの提供


