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商号 コネクシオ株式会社
CONEXIO Corporation

所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー37F

資本金 27億7,800万円

設立 1997年8月

主要株主 伊藤忠商事株式会社

従業員数 5,070名（18年3月31日現在）

事業内容 携帯電話の卸売・販売及び携帯電話を利用した
ソリューションサービスの提供

法人のお客様向けに、ビジネスで必要なソリューションを幅広く
提供

キャリア認定ショップ運営 / 大手量販店への携帯卸売や販売支援

会社概要
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IoTソリューション部の歩み

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱にて
無線通信デバイスを開発、製造、販売
2009年にﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾚｺﾑ㈱に事業移管

1990年

自動販売機通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
耐環境性が高い通信アダプタを
開発・製造

特定小電力信号変換器
電力メータの検針作業を無線化

車両向けﾜｲﾔﾚｽ通信ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
・保守車両管理ｼｽﾃﾑに採用
・ﾀｸｼｰSuicaﾓﾊﾞｲﾙ決済に採用

CAN-WiFI車載器
農機具運行管理に採用

ITCﾈｯﾄﾜｰｸ㈱とﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾚｺﾑ㈱が合併
翌13年にｺﾈｸｼｵ㈱へ商号変更

2012年

2016年
IoTゲートウェイの共同開発
「Armadillo-IoT G3L」ｱｯﾄﾏｰｸﾃｸﾉ社と共同開発

2017年 Smart Ready IoTサービス開始
IoT導入支援サービス

2018年 IoTソリューションテンプレート販売開始
IoT導入の迅速化・容易化を実現

納入実績

３０万台以上

無線開発/ハード組込技術 ソフト組込技術/クラウド

2020年

AI/LPWA/5G

CONEXIO Black Bear 開発
車載対応、グローバル対応、AI対応した
エッジコンピューティングゲートウェイ
を開発

20年以上培ってきた「つなぐ」技術力と、30万台以上の納入実績



保全技術の潮流

～なぜ今「予兆検知」なのか～
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予防保全への流れが加速中

参考文献
・「軸受における異常兆候の早期検知と診断に関する研究」
https://core.ac.uk/download/pdf/144449515.pdf
日立総合計画研究所「CBM解説」
https://www.hitachi-hri.com/keyword/k107.html

 必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実施可能
 維持メンテナンストータルコストの削減

TBMからCBMへ※
※TBM(Time Based Maintenance)

=時間基準保全(周期を決め、その周期に従い、定期的に保全を行う)
※CBM(Condition Based Maintenance)

=状態基準保全(劣化傾向を管理し、故障にいたる前の最適な時期に最善の保全を行う)
考え方自体は1970年代から存在(1) TBMでは防げない故障原因が多く存在する

 航空機の場合、部品の89%がTBMでは防げない劣化特性を持つ
 突発故障
 保守不良(いじり壊し)
⇒メンテナンス間隔をいたずらに短くしても逆効果、コスト高

(2) 技術の進歩
 センサー、IoT、AIの発達⇒ Industry4.0

CBMのメリット

データ取得
(センサー)

通信/クラウド
(IoT)

大量データ解析
(AI)

https://core.ac.uk/download/pdf/144449515.pdf
https://www.hitachi-hri.com/keyword/k107.html
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現場ノウハウに基づく仮説設定

現場ノウハウを基にした仮説立案が
重要

仮説なしでデータを集めても、どう見
たらいいのか分からない

実際に多くのお客様が実施している
プロセス

現場ノウハウ
肌感覚

仮説立案
(修正)

データ収集

検証実施
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仮説設定例

製造機械

モーター電流値

モーター振動データ

軸歪み

モーター異常

本体内駆動部品の異常

取得データ データ異常

駆動軸回転数

軸受け異常

周期的な電流出力異常

経時ごとの電流値の変動

予想される異常個所

電流と回転数の相関ズレ

回転ムラ

振幅の変動

周波数スペクトルの変動

モーターケース亀裂

手法の例)
 Fishboneダイアグラム(特性要因図)
 なぜなぜ分析(トヨタ生産方式)

RCA(Root Cause Analysis)手法を活用した仮説設定

仮説設定例



予兆検知を見据えた
データ収集システム事例
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事例1:京葉興業様

 江東区にある首都圏の廃水を処理す
るプラント

 24時間受入、24時間/365日稼働
 二重化されていないポンプもある

廃水処理プラント

会社パンフレットより

お客様の課題

 ポンプが故障すると、廃水処理が間
に合わず、致命的な損害が発生して
しまい、24/356サービスへの安心
感が損なわれてしまう。
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事例1:システム構成

モータ

振動/電力量/
絶縁抵抗値データ

ダッシュボード

振動センサ

電力量
センサ

CONEXIOBlackBear

絶縁劣化監視センサ

保存

振動・消費電力・絶縁抵抗値をモニタリング
正常時・異常時の違いを検証（閾値の検討）
閾値による故障予兆検知を検証

防水ボックス①

防水ボックス②

RS485
RS485

CAN

突然の故障

CAN

・振動センサ
・電力量センサ
・絶縁劣化監視センサ

LTE

24H/365Dで稼働
しているモータの

2019/11月～実証実験中!!

故障する前に検知し

効率的な保守を行い、
サービスを止めない。
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事例1:実際の現場

陸上ポンプ 三相モータ

陸上ポンプ 配電盤

水中ポンプ 配電盤

陸上ポンプ 配電盤

振動センサ

絶縁劣化
監視センサ

CT

絶縁劣化
監視センサ

CT

電力量
センサ

電力量
センサ
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事例1:見える化画面例
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IoT化で見落としがちなポイント

センサーをつなげばデータは取れるんでしょ?

ハードウェア
FA用センサーは、微弱なアナログ電気信号を出力するだけのものが多い。
PCやGWに直接つなげにくく、デジタル化するには中間にアンプ、ADコンバータなどが必要。

ソフトウェア
データを意図したタイミング、解釈できる形式で記録するにはソフトウェア(開発)が必要。

データ量
(IoTデータの中で)振動データは特にデータ量が多い。
⇒通信量、クラウド費用、機器費用などが膨張しがち

振動センサー
感度10mV/(m/s2)

アンプ ADC
データ取得機器

(PC,GW,PLCなど)
+アプリソフト

ＤＢ



データ収集の基本パターン
Smart Ready IoT
ソリューションテンプレート
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PLCテンプレート

ネット
ワーク

保存

お手軽、簡単にデータ収集
・複数の機器からデータ収集可能
・二つのデータ収集方式
①IoT-GWは、FTPでCSVファイルを受信
②IoT-GWは、機器からデータ読み出し

データ処理
モジュール

プログラムレス
で振る舞いを定義

プログラミング不要でPLCのデータを収集

PLC

・
・
・

二つのデータ収集方式
①CSVファイル
②Modbus/TCP

Modbus/RTU
MELSEC MC(TCP）

IoT-GW

見える化画面も用意



17

保存カメラ既設の制御盤

画像認識ソフトで
数値化

アナログメーター

ランプ
ON/OFF

7セグ表示

サンプルウェブアプリ
 現在の画像・データ表示
 過去の画像・データの履歴表示
 履歴データのファイル出力

現場 事務所

CONEXIOBlackBear クラウド

当社提供範囲

ALM003

文字列

有償Option
 データ集計・分析
 帳票出力

・外付けカメラを設置するだけで、画像から数値を読み取りデジタル化して記録
・ハードウェア・ソフトウェア・通信回線・クラウドがオールインワン

(オンプレ版もあり)

メーター読み取りテンプレート
古い機械をIoT化し、巡回点検/手書き業務を削減



18

中継機

保存

ネット
ワーク

新製品
冷蔵庫用温度ノード
SW-42P-1101

温度・湿度・照度・人感・CO2・電力・電流
・パルスカウント(電気・水道・ガス) etc

見える化ツール
「Kibana」

セイコーインスツル社 ミスター省エネ

配線不要で設置が容易、電池で10年稼働、高い無線性能

新製品
電流センサー
ノード

Wirelessテンプレート
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CONEXIOBlackBear

④豊富なインターフェース

①海外対応 ②車載可能 ③AI
(エッジコンピューティング)

IoTゲートウェイとしての基本機能を強化

従来の課題を解決する3つの特長

詳細は配布資料巻末に掲載!!
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Air Connect for Machine Advisor

詳細は以下のURLをご参照ください
https://www.proface.com/ja/product/iot/airconnect/top

シュナイダーエレクトリック社トータル遠隔監視ソリューション

• 機器情報をクラウドで一括監視

• Pro-face表示器と簡単接続

• IoTゲートウェイとして当社
CONEXIOBlackBearを採用

CONEXIOBlackBear

https://www.proface.com/ja/product/iot/airconnect/top
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データ収集

異常検知

予兆監視

まとめ

TBMからCBMへ … IoT活用で本格化
数多くのお客様がもう始めています
スモールスタート可能
 (現場ノウハウ) x (IoT + AI)



ご清聴ありがとうございました

エッジコンピューティング・ゲートウェイ

CONEXIOBlackBear



付録

～CONEXIOBlackBearの紹介～



エッジコンピューティング・ゲートウェイ

CONEXIOBlackBear

データ収集システムのコア
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特長

④豊富なインターフェース

①海外対応 ②車載可能 ③AI
(エッジコンピューティング)

IoTゲートウェイとしての基本機能を強化

従来の課題を解決する3つの特長
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Jモデル
Eモデル Aモデル

【取得済み】日本・台湾、アメリカ・カナダ、EU28ヶ国、 アイスランド、ノルウェー、スイ
ス、リヒテンシュタイン、トルコ、 ASEAN8ヶ国（インドネシア、マレーシア、 フィリピン、
タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、 カンボジア）、インド
【取得予定】シンガポール
※対応国・地域は今後順次拡大予定

①海外対応
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①海外対応

 各国電波法に準拠したLTE
モジュールをmini PCIeソケットに挿
抜可能な設計としたことにより、海外対
応が容易。

 GW本体とOSは共通のため、組込アプ
リケーションを移植する手間とコストが
不要。
国内で開発したシステムをそのまま海外
へ展開可能。

従来の課題 日本で使っているGWが海外拠点で使えない!!(技適の問題)
⇒海外で使える認証済みGWを現地調達しなければならない
⇒HWやOSが変わるため、ソフトの移植やテストが必要!!

これで解決!

各国認証マーク
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②車載可能

CAN I/F 2系統を標準搭載
エンジン系統/制御系統など複数系統のCANデータ取得が可能

耐環境性能
耐振動性*:2.8G、耐衝撃性*:50G
動作温度:-20℃～70℃
電源電圧:9～32V

自動車バッテリーでも安定稼働

*ISO16750-3

Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment 

— Part3 : Mechanical Loads
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③AI

NXP i.MX6シリーズの最上位CPU搭載

GPUを搭載

クラウドで作成した学習モデルを

BlackBear上で推論実行
 AWS IoT Greengrass, Microsoft Azure認定デバイス
 現場で取得したデータをGW内のエッジAIで判定
 リアルタイム性が向上
 通信量の削減
 セキュリティ強化



30

③モーター故障予兆診断

AIにより多面的に故障予兆を検知
振動センサで「いつもと違う」物理的な故障予兆を検知
絶縁抵抗センサで劣化指標「漏れ電流」を測定し、寿命的な故障予兆を検知

ブレインズテクノロジー社

業務特化型機械学習ソリューションImpulseと連携
異常データがなくても、センサーを取り付けるだけで手軽に診断
アルゴリズム選定、パラメータ処理はImpulseにお任せ

エッジAIにより、現場で即座に判断し、通信コストを低減

センサーデータ

学習モデルデプロイ

CONEXIOBlackBear

エッジAIで
故障予兆検知

機械学習
モデル作成
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④豊富なインターフェース





(予定)
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製造業 x AI

設備/機械/アナログメーター
振動センサー

CONEXIOBlackBear

エッジAI
(判定)

クラウドAI
(学習)

画像データ
振動データ 学習データ

学習モデル

判定結果表示/通知
(メール通知/警告灯等)

機械学習

カメラ

システム構成例

 良品/不良品判定(画像)
 異常検知/予兆監視(振動、音)
 作業者行動のデジタル化

熟練工ノウハウのデジタル化
非熟練作業者の作業時間測定、動作解析⇒改善

 危険防止(危険区域への立ち入り、
ヒヤリハット防止)
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海外 x 車載 x AI

特殊車両

CONEXIOBlackBear

エッジAI

CANデータ

画像
車両データ
GPSデータ

学習モデル

危険通知

データ分析/
機械学習

カメラ取付

システム構成例

 グローバルでの車両稼働状況一元
監視、遠隔保守

 業務車両ドライバーの状態監視(わ
き見、居眠りなど)と働き方改善

 特殊車両周辺の作業員安全確保

可視化/分析

画像
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インフラ x 豊富なI/F

CONEXIOBlackBear

センサーデータ

画像
センサーデータ

通知、水門制御など
水門制御、危険通知など

データ蓄積

カメラ

システム構成例

 セキュリティ(動体顔認証、不審者
検知など)

 橋梁やコンクリ法面のひび割れ検知
 各種センサー連携(予定)
地盤傾き/含水量、ダム/変電所な
ど遠隔地の設備保全など

遠隔監視/制御など

画像

インフラ設備

水位
温度

メーター

多様な
センサーに

対応


