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代表取締役 木幡 巌

「機械式計器のIoT化の取り組みについて」



㈱木幡計器製作所 会社概要

創業者 木幡久右衛門
1886～1942

ブルドン管の内製化に
成功。圧力計を国産化。
1909年(明治42年）に
木幡計器製作所を創業。

大正13年度量衡法改正時には
圧力計製作免許第1号を下付。
戦時中は、戦艦大和にも採用。

初期型の
ブルドン管圧力計

創業109年 国内で3番目に古い圧力計専業メーカー

ブルドン管圧力計を中心とした製品ラインナップ

ブルドン管
圧力計は
１７０年も
変わらない

「吹き戻し」と
同じ基本原理

ウジューヌ・ブルドン1808-1884（仏）
1849年にブルドン管圧力計を発明

最初のブルドン
管圧力計



社会インフラを支える圧力計類

ガス

化学

圧力計等
工業計器類

安心・安全

造船・船舶

ボイラ・バーナ・工業炉

土木・建設

プラント



大量の安価な機械式計器が普及

年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

機械式 5,827 8,606 10,873 10,198 9,439 10,450 10,148

電子式 280 374 319 311 312 317 306

合計 6,107 89,80 11,192 10,509 9,751 10,767 10,454

生産個数 (単位：千個）

経済産業省機械統計より

機械式

電子式

安価で無電源で動く機械式計器は圧力計だけでも年間 約1,000万個 生産

され、現場指示計として既設計器の設置件数は多い

圧力計の種類と生産量

年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

機械式 8,965 10,554 10,817 9,822 9,461 9,938 10,126

電子式 9,236 9,237 9,182 9,494 9,564 10,256 11,153

合計 18,201 19,971 19,999 19,316 19,060 20,194 21,279

生産金額 (単位：百万円）



現場に孤立した計器類が管理されていない実例

Since 1909
KOBATA GAUGE

指針欠落

示度不良

某ホテル駐車場内配管の圧力計

【現場点検管理が不十分な圧力計】

このように日常管理が不十分なことが工場の現場や建物施設の機械室などにも
散見されます。



設備現場の課題

①繁雑でかつ総合的な知識技能が必要な業務。
②現場での人材不足、人材教育が課題。

熟練メンテナンス技術者が減少する中、手書きで
管理。つい見過ごされることもある

工業計器類が増加
外形が識別しにくい

企業のニーズ

徹底し、安全性を確保

低減させたい

現状

一部不徹底

増加見込み

対応策

工業計器類の
IoT化

管理体制

管理コスト
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Since 1909

開発事例①

「ものづくり補助金」を利用して
中小企業２社連携体で
取り組んだIoT関連製品開発



Since 1909

KOBATA GAUGE

中小システム会社と連携して２社で共同開発し、
保全分野での熟練技術者の人材不足を解決！
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平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業



極小RFIDを機能性フィルムでラミネート
加工した計器ガラス用タグフィルを開発

●目盛の視認性を妨げず、
●取付位置が判り易く
●金属の影響を防ぎ、
●脱落の心配なく、防水性を担保
●計器ガラスの機能性向上
（割れ飛散防止、防曇、防反射、耐紫外線など）

●タグは、HF帯、UHF帯、ＮＦＣの各種に対応可

計器専用
RFIDタグラベル

ﾀｸﾞﾗﾍﾞﾙは既設計器
のｶﾞﾗｽ交換対応が可能

8.3mm角
RFIDチップ
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▶ 器物の照合・前回記録の確認

▶ 点検・校正時期のお知らせ

▶ 点検記録を現物にタイムスタンプ

▶ 図面・検査記録等の呼び出しなど

RFID付計器と
携帯端末の活躍でひろがる世界

設備用
金属対応

RFIDタグラベル



▶ 点検記録を現物にタイムスタンプ
することで、事故時の企業防衛に

▶ 点検、データ整理の時間工数短縮

▶ 点検漏れ、ミスの防止

▶ 熟練者でないと出来なかった点検
が新人でも可能

ご提供メリットは

▶ 設備稼働データに基づいた予防
設備保全計画の策定

▶ 設備稼働状況の遠隔監視と設備
保全を一元管理

10
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Since 1909

開発事例②

「ものづくり補助金」を利用して
中小企業アライアンスで
取り組んだIoT関連製品開発



ハイブリッドIoT圧力計の概要

ご提供メリットは

▶ 測定には電源不要、必要時のみの間欠データ
送信で低消費電力

▶ 従来から多用され信頼性のある機械式圧力計
をベースに、圧力値をデジタル化し無線伝送

特徴

▶ これまで独立している計器類を容易にIoT
ネットワーク化

▶ 導入コストの低減

▶ 設置・取り扱いが容易

▶ 現場での視認性維持

▶ 危険の分散監視

Since 1909

KOBATA GAUGE
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平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金事業



監視画面
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必要時のみ監視
画面からの操作
で計測データの
取得が可能

駆動バッテリーの
残量監視が可能

可変の閾値設定
で、警報アラーム
等の管理が可能。

計測データのロギングと波形表示

現在計測値以外
に、一定期間の

最大値、最小値、
平均値などの
表示が可能

リアルタイムに実
機と同じ指示計
表示が可能。

閾値を超えると
アラーム警告
表示

クラウド遠隔監視システム
「iBRESS」は、15社の
中小企業アライアンス
連携で共同開発・共同
プロモーションのクラウド
サービス



Since 1909

KOBATA GAUGE

関西に本社を置く、東亜無線電機、日新システムズ、ベルチャイルド、ニック、弊社の5社と、カナダ
企業である Cogent Real-TimeSystems社の計6社で発足。（現在、関東企業を含め全１４社）
各社が力を合わせてIoT/M2M分野の新技術の開発及び実証試験を行っているプロジェクトです。
センサー、M2M技術、セキュアな伝送技術、そしてセキュアなリアルタイムクラウド技術を各社持
ち寄って推進しております。

この技術は既に燃料電池、風力・潮力発電、ボイラー保守のエネルギー分野での遠隔地監視に採
用されております。

IoT/M2M分野の
企業アライアンス
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導入事例

また併せて定期点検が義務付けられている病院の医療ガス設備の点検システム
としてRFIDを利用した点検システムを今後並行して実証導入予定

病院の医療ガス設備に試験実証導入し、ガス消費量のモニタリング監視を実施
今後大手ガスディラーと連携し、病院施設に展開中

Since 1909



院内へ

病院内事務室

施設管理部門等

薬局・用度部門等

ガス供給会社

監視用
PC
タブレット
スマホ

監視用
PC
タブレット
スマホ

監視用
PC
タブレット
スマホ

インター
ネット

インター
ネット

インター
ネット

積算流量計

3G無線ｹﾞｰﾄｳｪｲ

圧力計(3台）
無線送信ﾕﾆｯﾄ

積算流量計が古い場合
インターフェースBOX
を使用

酸素補充依頼メール

緊急警報メール

データ保存

の基本システム構成

病院内ボンベ庫

気体酸素ボンベ 液体酸素ボンベ

医療用酸素ガスタンク監視システム



遠隔監視事例
医療用酸素ガスタンク監視システム

の画面構成

ログイン画面

管理画面

監視画面

トレンドチャート画面
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Since 1909

第2回 「先進的IoTプロジェクト
支援事業」（2016/12/1～2017/9/30）

「既存機械式計器のOPC-UA対応
IoT化及びビジネスモデル構築」

メンター支援



孤立した既設の現場指示計を後付けユニットでIoT化

「後付けIoTユニット」の製品化 （IPA先進的IoTﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援事業）

センサ・無線通信ユニットの後付けにより、
既設アナログ式計器のIoT化を安価に実現

後付け

高セキュア

遠隔監視

自動読取

Retrofit IoT

⚫ 孤立した既設のアナログ式計器を、後付けセンサ・無線通信ユニットでIoT化
⚫ 各計器の稼働状況を、OPC-UA対応の高セキュアな遠隔監視システムで把握
⚫ デジタル式計器による遠隔監視システムを新たに構築するよりも安価な導入コスト

特長



「後付けIoTユニット」の製品化 （IPA先進的IoTﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援事業）

20

超小型薄膜

磁気センサ

IoTゲートウェイ

指針読取センサと近距離無線通信部を有するユ
ニット式計器ガラスの交換と、外付けの遠距離
通信・電源（バッテリーor環境発電）ユニット
を追加設置することで既設計器をIoT化する

先行開発済みのハイブリッドIoT圧力計を用い
てOPC-UA対応の高セキュアで高信頼通信のIoT
化を実現する

監視画面（開発済）

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞIoT圧力計試作機
（基本部は開発済）

① 後付け指針読取センサ

a.後付け指針読取
センサ・近距離
通信ユニット部

b.後付け遠距離通信・電
源ユニット部

c.OPC-UA対応遠隔
通信

d.詳細設定ソフト

② 高セキュア遠隔監視システム

孤立した既設の現場指示計を後付けユニットでIoT化

OPC-UA対応の高セキュアな遠隔監視を実現

中小企業の
アライアンス連携

大阪市立大学との産学連携

PDAによる巡回
点検にも対応

大手企業との
技術連携

色素増感型太陽電池・
熱差環境発電モジュール

コンセプト：レトロフィットIoT



孤立した既設の現場指示計を後付けユニットでIoT化

遠距離通信

外付け電源
無線ユニット

指針読取センサー
近距離無線ユニット

近距離通信

指針読取センサー

IoT
ゲートウェイ

現場

事務所

①指針読取センサーと近距離無線通信部を有するユニット式計器ガラスの交換と、
②外付けの遠距離通信・電源（バッテリーor環境発電）ユニットを追加設置する

①

②

「後付けIoTユニット」の製品化 （IPA先進的IoTﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援事業）

大学との産学連携

PDAによる巡回
点検にも対応

大企業との技術
シーズ連携

中小企業の
アライアンス連携

コンセプト：レトロフィットIoT

LPWA遠距離
LoRa通信
自立電源

近距離 BLE 通信
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OPCーUA搭載の高セキュア遠隔監視システム



実証実験

Since 1909

従来の課題 後付けでIoT化！安価に解決！!

✓ 後付けユニットで既設計器を自動読取
✓ 高セキュアな遠隔監視を安価に実現

✓ 計器の点検作業に手間と人手がかかる
✓ デジタル式計器による遠隔監視は高価

アナログ式計器

◆製鐵所のガス移送ラインにトライアル導入し、メンテナンス業務を効率化

◆病院の医療ガス設備にトライアル導入し、ガス消費量をモニタリング監視

導入事例・効果



使用イメージ

Since 1909

情報端末 (PDA)

による巡回点検
にも対応

次世代セキュリティプロトコルOPC-UA対応の

遠隔監視と併せて、情報端末による巡回点検にも対応



IoT化による効果

Since 1909

既設計器のIoT化（ネットワーク化）

安全監視・効率運転

故障前の予防保全

人材不足の解消

既設計器のIoT化で、より安心・安全な社会へ

より安心・安全な社会を実現する



IoT・ライフサイエンス系ベンチャー支援拠点
Garage Taisho（ガレージ大正）の開設
（スタートアップファクトリー構築支援事業）

Since 1909

・医療健康分野・IoT分野のものづくりベンチャー企業の事業化支援。

・ベンチャー企業、研究機関、支援機関、大企業、町工場・ものづくり
企業との連携の場とイノベーションの創出。

・地域振興と社会課題の解決に寄与。

センシング×ものづくり× IoT×ライフサイエンス

大阪市イノベーション拠点立地促進助成制度事業計画承認支援
経済産業省スタートアップファクトリー構築支援事業支援
を受けて拠点開設



Since 1909
KOBATA GAUGE

株式会社木幡計器製作所 代表取締役 木幡 巌

Email：iwao@kobata.co.jp
〒551-0021 大阪市大正区南恩加島５－８－６
TEL：06-6552-0545 FAX：06-6551-1588
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ありがとうございました。

mailto:iwao@kobata.co.jp

