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 三重県IoT推進ラボ ブースNo.16

三重県
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 三重県IoT推進ラボに参加している
２企業の製品を展示しています。

 三重県

美し国三重 飯がうまい

近畿か中部か 東海地方です

県庁所在地 津

工業がさかん 大企業の工場が多い

→ 中小企業も多く，IoTを推進しています。



Mii system Co.,Ltd.三重県IoT推進ラボの紹介
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事業目的・概要

⚫IoTの利活用による県産業の振興と地域の活
性化に向けて、様々な取組を産学官の協創に
より行っています。

取組内容

⚫ＩｏＴに関する知見の共有
⚫ＩｏＴに関する人材育成
⚫マッチングの場の構築
⚫マッチングしたプロジェクトの自立化支援

三重県ＩｏＴ推進ラボ

⚫三重県は平成28年度に、地方版ＩｏＴ推
進ラボの認定を受けた地域の1つです。

会員数

⚫９１団体（大学、企業、団体など）
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 三重県ＩｏＴ推進ラボ セミナー・総会

三重県IoT推進ラボの紹介 （総会・事例展示）
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「Sigfox」の活用事例と最新技術の紹介、ドローンの最新活用事例の講演、県内複

数地点からのドローンによるリアルタイム映像伝送のデモンストレーション、サイバー
犯罪の事例や対策の講演が行われました。
総会では、三重県IoT推進ラボの取組紹介や参画企業３社の取組紹介、事例展示
とＩｏＴ相談会を開催しました。

日時 平成31年2月15日(金） 13:00～16:30
場所 三重県勤労者福祉会館 6階講堂
参加者 61名
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 ＩｏＴハンズオンワークショップ

三重県IoT推進ラボの紹介 (ワークショップ活動）
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マイコン教育

 ミイシステム株式会社 (Mii System Co.,Ltd.)

代表：稲玉 繁樹 （イナタマ シゲキ）

本店：三重県四日市市

Who
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IoT製品 データ収集システム

Wi-Fi / Cloud Linux STM32

趣味
・マラソン
・電子工作
・立飲めぐり

 主な事業

 IoT 関連の自社製品開発

電子機器＋組込ソフトの受託開発

組込，モータ制御を中心とした教育・コンサルティング
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： IT化が進んだ現代

： 日本の製造現場において

： 中小企業の工場長や担当者が

： 古い工作機械や改造できない制御盤から

： データ取りたいんだけどね～

---------------- IoT化の壁 ----------------

： 無改造で既存設備からデータを取り出す

後付IoT装置 ATMICL-WiFi をご紹介します。

→ 動作展示していますので，たくさんのご意見お願いします。

発表内容を5W1Hを用いて，１ページにまとめると…

 When ：いつ ：

 Where：どこで ：

 Who   ：だれが ：

 What  ：なにを ：

 Why   ：なぜ ：

 How   ：どのように：

製品のSummary
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，今は目視とメモです

キリッ!



Mii system Co.,Ltd.私達の考えるIoT

9

 すべての信号を簡単，無改造で取り込みたい

電流センサ(AC)

光センサ

温度，湿度…

あれ？一番多いはずの
ON/OFF信号は？

作れないかな．．．
振動センサ

制御盤の信号
全部取りたいな～

良いセンサーたくさんあるな～
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アトミクラとは改造不要で既存配線から信号を取り出せる後付IoT装置です。

微弱な直流電流を検出できる ATMICL-Chipをコアに，通信モジュールを
経由し Tablet / Internet 接続，簡単にIoTシステムを構築できます。

ATMICL-WiFi とは

10

通信
モジュール

ATMICL
Chip

クランプ
センサ Internet

＋
DC信号
AC信号
AC電流

Technology

センサを配線に取り付け 感度調整
PC/Tabletからアクセス
モニタシステムを作れます

ATMICL-WiFi

Tablet

How to use
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 微弱信号，多彩な信号の検出

1. 微弱なDC信号オン/オフ を検出

DC5V/3 [mA] ～ 24V/100 [mA]

2. AC電流計測 0.05～50.0 [A]

3. AC電源のオン・オフも取れます

 高速カウンタ内蔵

DC / AC のオン・オフカウンタを内蔵

高速モードは 1.0 [kHz] @42 [億回] の試験クリア

 小型，軽量

95 x 104 x 28 [mm]  190 [g] 

信号検出(DC信号x3 , AC電流x3）

AP/WebServer内蔵，ダイレクトに状況表示

ATMICLの特長
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 AP / Web server / RS485 を内蔵，つなぎ方はいろいろ。

多彩な接続方法
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Wi-Fi

ATMICL-
WiFi

AP
WebSV

Wi-Fi

ATMICL-
WiFi

ATMICL-
WiFi

RS485

3G/4G
http

Wi-Fi

ATMICL-
WiFi

電源＋通信

Internethttp

Modbus-RTU

Direct Rooter

Tethering MODBUS

 対応プロトコル（予定含む）
MQTT / https / BLE / AWS / Modbus-RTU / Ambient / …

 その他の通信モジュールも検討中(LTE/LoRa/SigFox/…)

・システム事業者
・協業者を募集中

PLC



Mii system Co.,Ltd.展示品紹介
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工場を模した
デモ機

工程を表示

後付センサにて
パトライトの
信号を収集

正常写真

異常写真
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 三重県IoT推進ラボでは、 IoTの利活用による県産業の振興と地域の
活性化に向けて、取り組んできます。

 ATMICL-WiFiを製造・販売するミイシステムでは，テスト運用を経て，

製品のさらなる改良，量産に向けた取り組みを進めます。

 販売特約店様，システム事業者様を募集しています。世の中のIoT化
を共に進めていける仲間を増やすためお声がけください。

ご清聴ありがとうございました！ 代表：稲玉 繁樹
デモ機は展示エリアにて

まとめ
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