
【 計測を簡単に！】 

買ってすぐ使える 

誰にでも簡単に使える 

持ち運べて何処でも使える  

無線式振動監視システム 

【ＷＡＳＡＢＩ】 

【系統図】  

回転機械の設備診断に特化した無線式振動センサ 

無線振動センサ（子機） 

親機 

外形 Φ３５－Ｈ９０ｍ

内蔵単３リチウム電池 

外形 W120×D160×H90mm 

最大15グループ

子機
最大５００個

ＬＡＮ

監視パソコン
䈜管理室に設置

親機 親機 親機
AC100～200

又は
DC12V

䈜子機は全てバッテリー駆動

子機（センサ各1CH内蔵）
䈜MEMS加速度センサ内蔵
䈜温度センサ内蔵

子機（センサ各1CH内蔵）
䈜MEMS加速度センサ内蔵

䈜温度センサ内蔵

無線到達距離（見通し）
200m以上

監視パソコン
䈜管理室に設置

監視パソコン
䈜管理室に設置

䈜電波の死角がある、
距離が遠い場合は

中継機設置して死角をカバー中継機
AC100～200

又は
DC12V

【特長】 

■設備診断業務に使える１０ＫＨｚ帯域迄の振動監視 

■ユーザーの設備監視条件に応じて、パラメータをカスタマイズ   

■１グループ（親機１台－子機最大5００台）、最大１０グループ 

■LoRa無線機により通信距離５００ｍ（見通し）以上を実現 

  中継器の使用により、通信距離の延長が可能 

■国産電池（ＣＲ１２３Ａ）で長期間の運用可能。 

■測定は、振動（ＲＭＳ／ＰＥＥＫ）・速度（ＲＭＳ／ＰＥＥＫ）・表面温度 

■ＰＣ側データ管理ソフト（無償）と監視システムソフト（有償）を準備 

■子機：本質安全防爆、親機：耐圧防爆をそれぞれ認証取得済み。 

  無線式振動監視システム（ＷＡＳＡＢＩ）は、プラントの各機器の振動／速度信号を無機通信   

  により遠隔でモニタリングするシステムです。従来の巡回点検作業に代わる振動監視シス 

  テムになります。プラントでの使用を考慮し通信距離５００ｍ以上の長距離無線機を採用す 

  ると共に、更なる通信距離の延長の為の中継機も準備しました。 

  当社が得意とするセンサ信号処理・無線及び電池の低消費制御の技術を駆使して開発 

  子機は、振動と温度のセンサを内蔵、市販電池で長時間使用が可能。 

防爆認証取得済 



■診断目的に応じて下記をカスタマイズ 

   加速度・速度の測定レンジ 

   ローパス及びハイパスフィルタの遮断周波数 

   加速度／速度の処理 （ＲＭＳ・ＰＥＡＫ・生波形）   

■固定用各種マウントを準備 

   接着マウンティングパッド 

   マウンテイングスタッド 

   平面取付け強力磁石マウント 

   曲面取付け磁石マウント 

   

  

無線振動センサの設置例（磁石固定） 

【無線振動センサ内部構成】 

使用電池 ＣＲ１２３Ａ ＬＳ１４５００ 

計測周期 

１０分毎 ０．１ ０．２  

３０分毎 ０．６ １．２  

１日２４回（１時間に１回） ０．６ １．２  

１日１２回（２時間に１回） １．２ ２．３  

１日８回 （３時間に１回） １．７ ３．１  

１日６回 （４時間に１回） ２．０ ３．８  

１日３回 （８時間に１回） ３．１ ５．８ 

１日２回 （１２時間に１回） ３．７ ７．０  

１日１回 （２４時間に１回） ４．７ ８．８  

使用可能年数   

１日４回 （６時間に１回） ２．６ ４．９  

【子機の電池寿命】  

計測周期に対する電池の使用可能時間 

計測モード 計測周期 運用可能子機数 

通常モード 

１日２４回（１時間に１回） 60 

１日１２回（２時間に１回） 120 

１日８回 （３時間に１回） 180 

１日６回 （４時間に１回） 240 

１日４回 （６時間に１回） 360 

１日３回 （８時間に１回） 480 

１日２回 （１２時間に１回） 
500 

１日１回 （２４時間に１回） 

高速モード 
１０分毎 10 

３０分毎 30 

【計測周期と接続可能子機数】  

ひとつのグループで、計測可能な端末の数 

波形モード ：高速・通常モード以外に、波形データ（２０４８個）測定可能。 最大２０回／日の測定可能 

注1) 通常モードと高速モードの混在運用が可能 

注2) 12時間/回, 24時間/回 は システム上 500台が上限  
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【親機（中継機）外形】  
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LANケーブル用
ケーブルグランド
適合ケーブル径
φ4～6. 6[mm]

電源用
ケーブルグランド
適合ケーブル径

φ4～8[mm]
 

項目 仕様 

構成 親機1台につき子機500台まで（送信12時間/回のとき） 

無線方式 
920MHz帯域 特定小電力(LoRa) 

※工事設計認証（技適）取得済みの無線モジュールを使用 

通信速度 2.7kbps程度 

送信出力（空中線電力） 20mW(子機・親機とも) 

無線通信距離 見通し500m以上 

項目 仕様 

PCｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ（親機のみ） LAN 

グループ数 最大１０グループ（１グループ５００台の子機接続） 

親機ー中継機接続台数 10台迄 中継機同士の接続不可 

アンテナ ペンシル型アンテナがケースより突出 

電源 AC100～240V 

バッテリー なし 

消費電力 6Ｗ以下  

使用温度範囲 0～50℃ 

使用湿度範囲 10～85%RH (但し結露なき事) 

防爆仕様 非防爆タイプ 

保護等級 IP55 

外形寸法 W120×D160×H90mm ※端子等突起は含まず 

質量 650±10g 

項目 仕様 

送信データ 

加速度 

レンジ ±500m/s2までのRMS値とPEAK値  

周波数 

範囲 

5Hz～10kHzまでの 

ローパス、ハイパスフィルタを設定可能 

ハイパスフィルタ(-18[dB]/OCT) 

ローパスフィルタ(-18[dB]/OCT) 

速度 

レンジ 500mm/sまでのRMS値とPEAK値 

周波数 

範囲 

5Hz～1kHz  

ローパス、ハイパスフィルタを設定可能 

ハイパスフィルタ(-18[dB]/OCT) 

ローパスフィルタ(-18[dB]/OCT) 

温度 レンジ -20～６０℃ 

電池電

圧 

電池残量をHi(使用可能レベル)、Mid（電池交換レベル） 

Lo(電池使用限界レベル)で表示  

※Mid時は電池取替を推奨 

設置方法 

子機本体をネジにより計測箇所に設置固定（M6ネジ穴の製作可能） 

※マグネット取付部はインチネジ穴(1/4-28UFN)  

※接着剤による固定も可能 

計測周期 
通常モード：1,2,3,4,6,8,12,24 [時間/回]、高速モード：10・30[分/回] 

※設定変更可能、周期によって同時稼働の最大数が変わる 

波形データ 

送信機能 

親機からの設定変更により2048サンプル分の波形データ（加速度セン

サ信号波形）を送信可能、計測周期は上記の周期設定に準ずる 

アンテナ ケース内部にアンテナを内蔵 ※そのため送信機を金属で覆わない事 

電源 CR123Aリチウム電池またはSAFT社製LS14500を選択 

電池駆動時間 
４年以上（条件：１回／日送信、+20℃の場合、見込み40%） 

※電池メーカーの公称値から算出 

防爆仕様 非防爆タイプ 

保護等級 IP6７（防滴・防水） 

使用温度範囲 －２０～６０℃ 

使用湿度範囲 10～85%RH （但し結露なき事) 

外形寸法 φ35×H90 mm ※端子等部品の突起は含まず  

質量 約120g 

【子機仕様】  

【親機（中継機）仕様】  

【無線共通仕様】  

【子機外形】  
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1/4-28UNF 䋐5

䈜M6ネジに変更可能

落下防止ワイヤー用穴φ2
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Oリング（フッ素ゴム）

樹脂カバー(AES)
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代理店 
 

２０２１／０３ 

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。 特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい 

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

株式会社イージーメジャー 営業グル－プ 

〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６ 
 ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４ 

Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ，ｃｏ．ｊｐ    

       ＨＰ ：  ｈｔｔｐs//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ 

品名 仕様 型番 備考 

子機Ｂ１  １軸（Ｚ） ＷＣＭ－Ｔ１Ｂ リチウム電池ＣＲ１２３Ａ  

子機Ａ１  １軸（Ｚ） ＷＣＭ－Ｔ１Ａ    リチウム電池 
ＬＳ１４５００（単３） 

防爆子機  １軸（Ｚ） ＷＣＭ－Ｔ１ＡＢ 

親機 ＬＡＮ出力 ＷＣＭ－Ｒ  

中継機 子機と親機の間 ＷＣＭ－Ｃ 親機と同一形状 

 ＰＣソフトウェア 傾向管理・警報 ＷＣＭ－ＰＭ 計測条件設定・リスト表示 

防爆親機 ＬＡＮ出力 ＷＣＭ－ＲＢ  

【型番】  
型式 ＣＲ１２３Ａ ＬＳ１４５００ 

定格 ３Ｖ－１．５Ａｈ ３．６Ｖ－２．６Ａｈ 

写真 

  

特長 国産電池で入手が容易 海外製だが長寿命 

外形 Φ17×34.5mm Φ14.5－Ｈ50.3mm(単３)  

【使用電池】  

リスト表示画面 
起動後、メイン表示となる画面です。子機、親機、中継機の設定を完了してから計測開始を押すと設定内容通りに、計測データの回収が始まります。 

最新値、警報はこの画面に表示されます。データは､？？？？のＣＳＶファイル形式で゛保存されます。 

 

 子機設定画面               親機設定画面              閾値設定画面          

項目 仕  様 

子機設定機能 子機毎の個別設定、子機ＩＤ登録、子機毎の任意名称登録、無線チャンネル設定、計測周期設定、計測値のしきい値設定 

親機設定機能 パソコンに接続する親機を登録する、IPアドレス登録、親機の任意名称登録、無線チャンネル設定、パソコンと親機の接続確認 

中継機設定機能 中継機を登録する、IPアドレス登録、中継機の任意名称登録、無線チャンネル設定、中継機と親機の接続確認 

警報機能 
しきい値設定等を元にした警報 

①計測値のしきい値越え時、②電池電圧低時、③無線機の受信感度低時 ※警報発生時はPCより警報音鳴動 

表示機能 
回収した計測データのリスト表示 

送信機ID、任意の名称、加速度のRMS、速度のRMS・PEAK、温度値、電池レベル(H、M、L)、受信感度、計測時間 

ログ機能 
・回収した計測データの保存機能 

リスト表示上でチェックした送信機のデータをCSVファイルとして保存 

 【計測ソフトウェア】 

 ＷＶＭは、２つのソフトウェアを準備しています。 

   設備監視ソフトウェア：ＷＶＭ－ＰＭ   

      本格的なプラント監視用途向けプラント監視ソフトウエアです。 簡易監視システムの機能に、トレンドグラフ表示、 

      警報履歴管理、ＦＦＴ解析、印刷機能を有します。 

 ■簡易設定ソフトウェア（イージーモニタ） ：ＷＶＭ－ＥＭ（親機付属）の主な機能 


