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第12回　 外国語・第一歩
さか い とし のり

酒井 ITビジネス研究所 代表　酒 井　寿 紀

まず、挨拶

　はじめての国へ出かけるときは、

できるだけその国の言葉を覚えて

から出かけるようにしています。

といっても、せいぜい出かける2～

3週間前から、旅行者用の会話の本

を眺めたり、テープを聴いたりす

る程度です。現地で自由に話すに

はとてもおぼつかなくても、「こ

れ、いくらですか？」とか「トイ

レはどこですか？」ぐらいは話せ

た方がいいだろうと思って、これ

を実行してきました。時間がない

ときは、まず、挨拶の言葉だけ覚

えて行きます。

　日本では、店員やタクシーの運

転手はあまり挨拶をしませんが、

それに比べると、欧米では「おは

ようございます」とか、まず挨拶

をする人が多いように思います。

日本にも最近は、必ず「こんにち

は」と声をかけるコンビニがあり

ますが、これはデパートの「いらっ

しゃいませ」と同じで、業務命令

で言わされているのだと思います。

つまり、挨拶も業務の範囲内なの

です。それに比べ、欧米の店員の

挨拶は業務の範囲外で、業務上の

話に入る前に人間と人間として交

わしているように感じます。した

がって、彼や彼女たちの中にも、ム

スッとしてひと言も挨拶しない人

も大勢います。

　業務としての挨拶は、どんなに

ニッコリしてくれてもワンパター

ンで、あまり挨拶を返す気にもな

りません。しかし、かわいいイタ

リアの女の子が「ボン・ジョルノ

（おはようございます）」とか「チャ

オ（さよなら）」とか言ってくれる

と、こっちも何か言ってあげたく

なります。こうして挨拶を交わし

たあとで商談（？）に入った方が、

話がスムーズに始まり、お互いに

気持ちもいいものです。タクシー

でわざと遠回りされたり、料金を

ぼられたりする危険も減るように

思います。

　イタリアの会社が顧客の団体を

引き連れて、私が勤務していた工

場に見学に来ることがありました。

そういうとき、挨拶に駆り出され

ると、最初の「おはようございま

す、紳士淑女の皆さん」だけはイ

タリア語で言い、「すみませんが、

これが私の知っている唯一のイタ

リア語です」と言って、あとは英

語で話しました。それだけでも場

の雰囲気は多少和むものです。そ

して最後の「どうもありがとうご

ざいました」で再びイタリア語に

戻りました。大変な「キセル」で

した。

次に、数の言い方

　買物でもタクシーなどの交通機

関でも、利用者にとって一番大事

なのは値段です。そのため、挨拶

の次には数の言い方を覚えること

にしていました。

　数の言い方だけ知っていて、値

切るのに成功したこともあります。

昔のことで忘れましたが、ローマ

で屋台のお土産屋が何か売ってい

ました。一生懸命話しかけてくる

のですが、イタリア語なので、何

を言っているのかまったく分りま

せん。見ると値札に値段がありま

す。いくらかだったか忘れました

が、たとえば1万リラ（1980年代で

約1,000円）だったとしますと、お

土産屋がしゃべり終わったときに、

「5,000！」と覚えたてのイタリア

語で言いました。すると、お土産

屋がまくし立て始めました。「これ

はいい品なのでとてもそんな値段

では売れない」とか言っているの

かも知れません。しかし、私には

何も分らないので、言い終わった

途端、また「5,000！」を言い返し

ました。するとまた延々とまくし

立てます。今度は、「そんな値段で

売ったら妻子を養っていけない」

とか言っているのかも知れません。

しかし、最後まで「5 , 0 0 0！」、

「5,000！」と繰り返していたら、と

うとうあきらめて5,000 リラにし

てくれました。実際の値段は忘れ

ましたが、そんなやり取りでした。

　お土産屋のイタリア語がまった

く分らず、私に何も伝わらなかっ

たのが、この値引き交渉に成功し

た最大の原因でした。このように

して、数だけ知っていれば、値切
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ることもできます。メキシコの

ティフアナなどでも、半値ぐらい

から交渉を始めるのが当たり前の

ようです。しかし、どうせゲーム

だからとあまりひどい要求をする

と、最後に「ニホンジン、ケチ！」

などと捨て台詞を言われることも

あります。値切るのもほどほどに

して、日本人の評判をあまり落と

さないようにしてください。

生兵法は怪我の元

　即席の外国語の勉強で失敗した

こともあります。初めて中国へ

行ったとき、タクシー代をいつも

同行の営業の人に払ってもらって

いました。そこで、「たまには私が

払います」と言って、運転手に、覚

えたての中国語で「多少銭（トゥオ

シャオチエン、いくらですか）？」

と聞くと、ちゃんと通じました。と

ころがそのあとが問題で、運転手

が「スークァイウー」と言います。

中国語の数字は麻雀で得意ですし、

会話の本に、金額の単位は「元（ユ

アン）」、その10分の1が「角（ジア

オ）」とありました。それなのに、

「クァイ」などが出てきて面食らっ

ていると、営業の人が「4元5角」

のことだと教えてくれました。日

常会話では「元」のことを「塊（クァ

イ）」というのが普通なんだそうで

す。また、「角」も会話ではほとん

ど使わず、「毛（マオ）」と言います。

この例のように、それも略してし

まうことが多いようです。

　現地で日常使われている言葉が

出ていない旅行者用の会話の本に

は困ったものです。しかし、この

ときは、「返事を聞き取る自信がな

ければ、現地の言葉で話しかける

な！」という教訓を学びました。生

兵法は怪我の元です。イギリスに

長年駐在していて、ヨーロッパ中

どこへ行っても絶対に英語しか話

さない日本人がいましたが、これ

も経験で身につけた知恵でしょう。

現地の言葉で挨拶すると、相手は

当然その言葉が話せるものと思っ

て、話がどんどん深みに陥ってし

まい、最後に馬脚を現すことはよ

くあります。それを避けるには、そ

の国の言葉を初めから使わないか、

「私はXX語を話せません」を覚え

おいて、早く相手に伝えるしかあ

りません。

　突然現地の言葉で文句を言われ

て参ったことも何回かありました。

だいたい現地の習慣をよく知らな

いこっちが悪いのですが、こうい

うとき、ヨーロッパの人は相手構

わず自国語で文句をまくしたてま

す。何のことか分らないので黙っ

ていると、いつまでも文句を言い

続けます。そういうとき、「私はXX

語を話せません」と現地の言葉で

言うと、やっと相手があきらめた

ことが再三ありました。

最後は筆談

　中国へ初めて行ったとき、

ちょっとしたトラブルがあって、

北京市内のホテルから精華大学の

セミナー会場へ、私一人で行くこ

とになってしまいました。中国語

はほとんど話せなかったのですが、

何とかなるだろうと、タクシーに

乗って、「チンホアターシュエ（精

華大学）」と言うと、ちゃんと通じ

て走り出しました。しかし、精華

大学といっても滅茶苦茶に広いの

です。入口で降ろされたらどこへ

行っていいか分りません。そのと

き、ふと、私が行きたい建物から

精華園という庭園の正門が近くに

見えたことを思い出しました。し

かし、これをどう言うのか分らな

かったので、メモ用紙に「精華園

　正門」と書いて運転手に渡しま

した。運転手もそれがどこか知り

ませんでしたが、大学の構内を歩

いていた人に聞いてくれて、無事

目的の場所につくことができまし

た。

　このように、中国では最後には

筆談が強力な武器になります。た

だ困るのは、最近の中国人は簡体

字に慣れてしまって、もとの漢字

が分らなくなっていることです。

その簡体字たるや大変な代物で、

たとえば、「衛」は「 」、「開」は

「 」、「無」は「 」、「業」は「 」

という具合です。簡体字で書かれ

ても、とてもわれわれにはもとの

漢字を想像できません。筆談に困

らないためにも、簡体字を覚えて

おくといいようです。そうすれば、

街の標識や看板の意味もだいたい

分ります。　　　　　　　　　 ■

著 者 紹 介

酒 井　寿 紀
酒井ITビジネス研究所

代 表
（E-mail：webmaster@toskyworld.com）

ウェブサイト「Tosky World」
http://www.toskyworld.com/
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　　　　                    （株）エム・システム技研　開発部　　

図1　27・UNITシリーズの外観と寸法

は じ め に

　エム・システム技研は数多くの2

線式変換器をご提供していますが、

今回は2線式ヘッドマウント形の温

度変換器 27・UNITシリーズに、さ

らに新しく3機種を追加することに

なったのでここにご紹介します。

　現在、27・UNITシリーズにはハイ

エンドに位置するユニバーサル入力

でHART通信に対応した「2線式ユ

ニバーサル温度変換器（形式：

27HU、27HU-B）」と、ミドルレンジ

に位置する測温抵抗体入力タイプの

「測温抵抗体変換器（形式：27RS）」

があります。

　今回ご紹介する3機種は、いずれ

もミドルレンジに位置する製品で、

以下の3機種です。

　● 測温抵抗体変換器（形式：27R）

（PCスペック形、非絶縁、測温抵抗

体入力）

　● カップル変換器（形式：27TS）

（PCスペック形、絶縁付、熱電対入

力）

　● 2 線式ユニバーサル温度変換器

（形式：27U）（PCスペック形、絶縁

付、ユニバーサル入力）

　今回の機種追加によって、27・

UNITシリーズのミドルレンジについ

ては、すべてのタイプが揃うことに

なり、使用目的に応じて適切な製品

をお選びいただけるようになります。

特　　長

　（1）高精度かつ低価格

　いずれの機種も中間クラスの価格

帯に位置する極めて高精度な変換器

です。

　精度については、測温抵抗体入

力の場合、0.15℃または 0.075％ of

span あるいは 0.075％ of max range
注 1）のうちの最大値と定義されてい

ます。

　熱電対入力の場合は、8μVまたは

0.075％ of span あるいは 0.075％of

max range 注1）のうちの最大値が測定

精度として定義されています。冷接

点補償素子としてはPt100を使用し、

±0.5℃の冷接点補償精度を実現し

ています。

　また、温度係数については、－40

～85℃の温度範囲で75ppm／℃を

保証し、過酷な温度環境においても

高精度を保持します。 精度は世界の

ヘッドマウント形変換器の中でも

トップクラスにありますが、一方価

格については購入しやすいレベルに

抑えました。

　基本回路としては、実績のある 2

線式ユニバーサル温度変換器

（27HU）の回路を使用しハイエンド

を保持しています。

　以前27HUの紹介時にも説明しま

したが注2）、高価なアナログ－デジタ

ル変換用の専用ICは使用せず、CPU

とアンプで構成したり、優れた温度

係数を実現するために工夫するな

ど、27HU開発時に積み上げた技術

がそのまま活かされています。

　（2）簡易な設定

　27・UNITシリーズのすべてのミ

ドルレンジ製品については、専用の

PC コンフィギュレータソフト（形

式：27MCFG）によって、センサの種

類、温度レンジ、バーンアウト、上

下限リミット値、センサの校正、出

力信号の調整、ダンピング定数など

の設定が簡単に行えます。

　また、300ポイントまでのユーザ

テーブルを自由に設定できるため、

耐環境性に優れた高性能2線式温度変換器
（形式：27R、27TS、27U）

φ44

20.7

（単位：mm）
　機能表示ランプ
 （機能表示ランプ付きの場合）

　　　　　　　　　　　　　　 製品名称 形  式

2線式ユニバーサル温度変換器（本質安全防爆、HART通信対応） 27HU

2線式ユニバーサル温度変換器（耐圧防爆、屋外設置形、HART通信対応） 27HU-B

2線式ユニバーサル温度変換器（PCスペック形、絶縁付）（本稿紹介新製品） 27U

カップル変換器（PCスペック形、絶縁付）（本稿紹介新製品） 27TS

測温抵抗体変換器（PCスペック形）（本稿紹介新製品） 27R

測温抵抗体変換器（PCスペック形、絶縁付） 27RS

表1　27・UNITシリーズの一覧
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耐環境性に優れた高性能2線式温度変換器
（形式：27R、27TS、27U）

多様な温度特性に柔軟に対応できる

極めて優れた温度変換器といえるで

しょう。

　なお、PCコンフィギュレータソフ

トは、エム・システム技研のホーム

ページ（http：//www.m-system.co.jp/ ）

から無料でダウンロードいただけま

す。

　PCコンフィギュレータソフトの

画面は見やすくシンプルであり（図

2）、多くの場合、取扱説明書を見な

くても直感的に操作できます（もちろ

ん取扱説明書は用意していますが）。

　コンフィギュレータは設定だけで

なく、PV値や出力電流、異常状態の

モニタリング、任意の電流を出力で

きるループテスト機能など、保守や

メンテナンスに役立つ機能もふんだ

んに盛り込んであります。ぜひ一度、

PCコンフィギュレータソフトの利

便性をご体験いただきたいと思いま

す。

　（3）便利な機能表示ランプ

　27Rでは便利な機能表示ランプ付

きをお選びいただけます（図1）注3）。

　機能表示ランプは、単に電源から

の給電を確認できるだけではありま

せん。ランプの点滅パターンを視認

することによって、入力信号の大き

さの概要をはじめとし、機器本体の

異常も確認できます。入力信号につ

注1）max range：0％または100％に対応す
る温度でその絶対値が大きい方。

注2）『エムエスツデー』誌2005年2月号の
記事をご参照ください。

注3）ただし、本質安全防爆非対応品の場合。

いてはDC1～5Vの出

力をイメージして、1

～ 5の数値に変換し

て表現しています。

　1（入力 25％）相当

を長めの点灯、0.2

（入力 5％）相当を短

めの点灯とし、5％

刻みの表現を可能に

しています。

　また、バーンアウ

トや入力の上下限リ

ミットの状態についてもそれぞれの

点滅パターンを用意しています。

　センサヘッドに収められた状態で

は、ランプの視認はできませんが、設

置時やメンテナンス時には、大きい

効果を発揮できると確信しています。

　（4）EMC指令に適合

　CEマーキングは、電磁波などによ

る障害や製品の安全性に対する欧州

連合の指令に適合していることを示

します。27・UNITシリーズはすべ

て、その指令の一つであるEMC（電

磁両立性）指令に適合しています。

　すなわち、電波ノイズなどの電磁

波障害に対して優れた安定性を保ち、

また、自らも不要な電磁波の放出を

抑えています。そのほかにも、耐雷

サージや耐静電気などの試験をクリ

アする必要があり、CEマークの表示

は優れた製品の証拠でもあります。

　（5）本質安全防爆への対応 　

　現場設置形変換器に関する欠かせ

ない要求仕様として、本質安全防爆

への対応があります。カップル変換

器（27TS）、2線式ユニバーサル温度

変換器（27U）についてはFMおよび

CEマーキングの一つであるATEX

指令の本質安全防爆の認定取得を予

定しており、ZONE 0 への設置を考

慮しています。

　国際規格IEC60079-10では、危険

なガスなどが存在する可能性に応じ

て、危険場所を下記のように分類し

ています。

　● ZONE 0：爆発性雰囲気が、連続

して又は長時間存在する区域

　● ZONE 1：爆発性雰囲気が、プラ

ント等の正常運転時に生成するおそ

れがある区域

　● ZONE 2：爆発性雰囲気が、プラ

ント等の正常運転時に生成するおそ

れはなく、また仮に非正常時に生成

するとしても、短時間しか存在しな

い区域

お わ り に

　以上、このたび新しく開発した

27R、27TS、27Uという、3種類の

現場設置形温度変換器をご紹介しま

した。

　これで、ミドルレンジの製品とし

てはすべての入力タイプが揃いまし

た。今後は、いかなるタイプのご要

求にもお応えできると思います。繰

り返しになりますが、ここで言うミ

ドルレンジとは価格的に中間層であ

ることを意味しますが、性能につい

てはハイエンド製品に遜色ありませ

ん。ぜひ一度、ご採用になり、ご確

認いただきたいと存じます。

　現場設置形温度変換器について

は、機種が充実してまいりました。

しかし、安全規格やフィールドバス

への対応など、市場には様々な要求

があります。このようなご要求に対

応しながら、さらに魅力ある現場設

置形温度変換器づくりを目指して、

今後も努力してゆく所存です。ご意

見、ご要望をお寄せくださいますよ

う、よろくお願い申しあげます。■

図2　PCコンフィギュレータソフト（形式：27MCFG）画面例
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● こんなことがしたいが何かいい方法はないか
● すぐに変換器がほしい
● 製品の接続がわからない
● 資料を読んでも内容がわからない
● 納入された製品が動かない

● 定価を知りたい
● 納期を知りたい
● カタログ、資料がほしい
● セミナーに参加したい
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 変換器のことなら何でもお電話ください。すべてのご要望に 

このような 
経験があり 

ホットラインフリーダイヤル
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三ヶ田　晋

　排水設備に設置された

濁度計からの信号を監視

しています。排水設備の

洗浄時に生ずる異常信号を監視することがない

ように、模擬信号を用意しておき、必要に応じて

信号を切り替えたいと考えています。模擬信号

の値を任意に変更できるようにするため、ボ

リュームを使って模擬出力値を変更したいので

すが、適当な簡易形信号発生器がないでしょう

か。信号はDC4～ 20mAで、電源はAC100Vで

す。また、切り替えはリレーで行います。

　マニュアルセッタ（形

式：MS-A-B）をご提案しま

す。ご注文時に付加コー

ド「／ E：デジタル指示計付」をお選びいただけば、

マニュアルセッタの前面に0.0～100.0％のデジタ

ル表示が付き、それを見ながら、内部トリマによ

る出力値の設定が可能です（図1参照）。 【井上】

　工場の装置稼動信号を

接点信号として取り込み、

分散形多重伝送ユニット

（形式：DLA1-1A1-K）を使って多重伝送で親局へ

送っています。しかし、親局側に設置されている

出力ユニット（形式：DLA1-1C2-K）から駆動する

リレーまでの距離が長いため、リレーがオフで開

放しているときにノイズやサージの侵入などでト

ランジスタ（オープンコレクタ）が壊れてしまいま

す。何かよい対策はとれないでしょうか。

　DLA1にはノイズ除去

用のクランプ端子を設け

ています（図2参照）。その

クランプ端子をリレー駆動用電源の＋側に接続す

ることによりダイオードが接続され、コイル電流

がOFFのときに生ずる電流の逆流による誤動作

を防ぎ、またノイズやサージによる誤差動やトラ

ンジスタの破壊を防ぐ対策になります。　 　【林】

　病院にて病棟各階の温

度信号と湿度信号（DC4～

20mA）をPCレコーダ（形

式：R1M-GH／MSR）を使って監視・記録していま

す。1階の庶務室にPCを設置して、PC上で信号

のトレンドを連続収録しています。しかし、庶務

室員が常にPCを見ているわけではないため、ど

図2

図1
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 お応えできます。クレームについても対応します。

 悩みをかかえた
 ませんか？

そんなときはエム・システム技研の お客様窓口

「ホットラインテレフォンサービス（フリーダイヤル）」を

ご利用ください。お客様の大切なお時間を節約します。    

インターネットホームページ　http：//www.m-system.co.jp/
ホットライン Eメールアドレス　hotline@m-system.co.jp
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図4

こかの階で設定値以上あるいは以下の温度・湿度

を計測したときにPC画面上で警報値が確認でき、

またPCのスピーカを通じて「温度・湿度異常」を

示すメッセージ音声を発生させて、音声による通

知も行いたいと考えています。これを実現するた

めのよい方法はありませんか。

　R1M-GH／MSRに付属

している PC レコーダソ

フト（MSR128）注）をお使

いください。入力している温度・湿度信号のペン

の設定に際して上限・下限のしきい値を設定いた

だくことが可能です。入力信号がこの警報域に入

ると、アラームポップアップウィンドウ表示機能

によって、警報発生の病棟の階数、信号の種別を

表示させることができます。またPCサウンド機

能の“メッセージ（情報）”に任意のWAV拡張子

の音声ファイルを割り付ければ、アラームのポッ

プアップ時に自分の録音した音声などをPCのス

ピーカから出力させることができます（ポップ

アップ時に1回だけ発生します）。　 　【野田し】

図3

　工場内に発生箇所が点

在している複数のアナロ

グ信号のロギングを検討

しています。信号としては、温度、圧力、流量など

30点ほどあります。検出端の設置箇所が分散して

いるため、記録計を使用した場合、信号伝送用配

線を引き回すのが大変であり、設置費用もかさみ

ます。何か経済的な対処方法はないでしょうか。

　入出力機器分離形

チャートレス記録計（形

式：73VR1100）のご採用

を提案します。73VR1100はI／O機器と記録計本

体が分離している記録計で、最大128点の多チャ

ネル記録が可能です。I／ O機器と記録計本体の

接続には、オープンネットワークのModbus（RS-

485）を採用していて、総延長500mまで敷設でき

ます。また、I／ O機器としてはエム・システム

技研の多種多様なリモートI／Oが使用でき、最

大15台まで設置できます。この方法によれば、配

線コストも削減できます。　　　　　　【三ヶ田】

  チャートレス記録計
（形式：73VR1100）

リモートI／O

リモートI／O　15台まで接続可能

Modbus（RS-485） 最長500mまで延長可能
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最大128点まで入力可能
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注）MSR128はPCレコーダ総合支援パッケージ（形式：MSRPAC-
2006）に含まれます。MSR128の仕様についてはMSRPAC-
2006の仕様書をご覧ください。



M6DSeries
消費電力を従来の1/4（当社比）に抑えた省エネ変換器

幅5.9mm、世界一の超薄形変換器

M7ESeries

液晶表示設定形 コンパクト変換器

2点・4点警報 デジアラーム

プログラマブル変換器

M3SeriesR5Series R7SeriesR3Series
ワンステップキャル方式のユニバーサル変換器

年度

コンパクトサイズリモートI/O 少チャネルコンパクト一体形リモートI/O多チャネル組み合わせ自由形リモートI/O

「グッドデザイン賞」は、1957年に通商産業省によって創設された「グッ

ドデザイン商品選定制度」（通称「Gマーク制度」）を母体とする、日本で唯

一の総合的デザイン評価・推奨制度です。

現在は、これを承継した財団法人日本産業デザイン振興会の主催により

毎年審査・選定がされており、2007年度の商品デザイン部門においてエ

ム・システム技研の製品6機種（リモートI/O R3･R5･R7、信号変換器

M3･M6D･M7E）が、グッドデザイン賞を受賞しました。

http://www.g-mark.org/library/2007/index.html

「グッドデザイン賞」とは、単に製品の外見の美しさだけではなく、機能・性

能・価格・技術の先進性・エコロジーへの配慮といった様々な広い視点から、

製品全体での質の高さが評価されます。

言い換えれば、「グッドデザイン賞」を受賞した製品は、私たちの生活をよ

り豊かにし、同時に産業の発展に寄与できる優れた製品として世に認められ

た証と言えます。

エム・システム技研としては大変な栄誉であり、今後はお客様に対してよ

り一層の自信をもって製品をご提供できることとなりました。

また、これらの6機種の製品は「モジュラー型デバイスシリーズ」として、

中小企業の製品の中で特に優れたものに贈られる「グッドデザイン中小企

業庁長官特別賞」をも受賞しました。

http://www.g-mark.org/library/2007/award-tyusyou.html

今後も自信と誇りをもって益々良い製品をお客様にご提供すべく、更な

る努力をして行く所存であります。これからも、エム・システム技研の製品へ

のご愛顧をよろしくお願い申しあげます。

中小企業庁長官特別賞を受賞！

●公開コメント(審査委員の評価)  
業務設備において多用な入出力の電流の交換と分配を行う為の超小型デバイスマシーンである。様々な仕様要求のシステム

に対応するために組み合されるモジュールシステムは、世界最極薄の5.9mmの変換器から、消費電力を0.2wにまで下げた省
エネタイプ、世界初の最少寸度巾、18mmを実現した切換式タイプ等それぞれが、見事な超コンパクトサイズでモジュール化さ
れている。しかし、それらのスイッチやカバー等は大変使いやすく明解にまとめ上げられていて、シンプルで美しい。また、Ro-
HS対応の鉛フリーやWEEE対応の基板分離設計もすばらしく中小企業の雄といえよう。（原文のまま）

2007年度グッドデザイン賞表彰式会場

●商品デザイン部門　A09：作業工具、産業機械等
　山村　真一　審査ユニット長の評
　http://www.g-mark.org/library/2007/jury/a09.html
～略～また一方で、中小企業の躍進、活躍も目覚しい。特筆すべきは、中小企業庁長官特別賞に選ばれたエム・システム技研によるモ

ジュラー型のデバイスシリーズであり、5.9mmの極薄信号変換器や世界最小寸度のリモートシリーズは、極小のリミット設計であるにも

かかわらず、驚くほど操作性に優れ、その精緻な製造が見事にシンプルで明解なデザインにまとめ上げられていた。RoHS対応の鉛フリ

ーや、WEEE対応の基板分離設計など、中小企業が遅れがちな環境対策も万全であり、エコデザインとしても優れた一品であった。

グッドデザイン賞

Gマーク審査・展示会場風景

2007年10月25日 グランドプリンスホテル赤坂「五色」 授賞式の様子
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　今回は、サーバ・クライアント形の
ス キ ャ ダ リ ン ク ス プ ロ

HMIソフトウェア「SCADALINXpro

HMIパッケージ（形式：SSPRO4）」の

アプリケーション事例として、複数

箇所の離れた浄水場のデータを役場

で集中監視したケースについてご紹

介します。

　従来の上下水道遠隔監視システム

については、アナログ専用線を各拠

点毎に敷設し、テレメータ機器を設

置してデータ通信を行い、遠隔地の

データ監視を行う方法が一般的でし

た。しかしADSL回線をはじめ、ケー

ブルテレビ網や光ファイバ回線の普

及により、この安価なインターネッ

ト網を利用して遠隔監視ができない

かというご要望が出てきています。

　今回ご説明する納入事例は、

ADSL 回線を使用してサーバ・リ

モートI／O間でデータ通信を行う遠

隔監視システムです。

システム構成
　図1に今回導入された遠隔監視シ

ステムの構成を示します。複数箇所

の浄水場と監視システムを設置する

役場には、それぞれADSL回線を設

置してあります。サーバパソコンと

リモートI／O機器とは、そのADSL

回線を使用して通信を行っています

が、この回線にはセキュリティの問

題を考慮しNTT東日本が提供する

プライベートグループ内での IP 通

信サービスである「フレッツ・グ

ループアクセス ライト」注）を採用し

ました。浄水場に設置されているリ

モートI／O R3シリーズとはModbus

／ TCP というプロトコルで通信を

行っていますが、ADSL回線を使用

しているため、ほぼリアルタイムで

データ通信が行えます。

SCADALINXproの主な機能
　上位の監視システムであるHMIソ

フトウェアSCADALINXproHMIパッ

ケージ（SSPRO4）では、グラフィッ

ク監視画面、アラーム監視画面、ト

レンド画面、バーグラフ画面、運転

履歴画面などの画面を構築してパソ

コンで監視しています。グラフィッ

ク監視画面（図2）では、浄水場のポン

プの発停操作も可能になっています。

指令に対応して正常に動作しなかっ

た場合のアンサーチェック、あるい

は遠隔地／現場、手動／自動の切替え

によるインターロックプログラムな

どは、SCADALINXproにスクリプト

を組むことによって実現しています。

　また、帳票画面でレポートを管理

していて、毎日の帳票自動出力なども

SCADALINXproで行っています。

　SCADALINXproは、サーバ・クラ

イアント形のソフトウェア構成に

なっています。サーバはフレッツ・グ

ループとは別にISP（インターネット

サービスプロバイダ）とも契約し、グ

ローバルIPを取得してインターネッ

ト回線にも接続しています。クライ

アントは、どこからでもインター

ネット網に接続すれば、サーバと通

信を行い中央の監視システムと同様

の内容を監視することができます。

　また、異常発生時には、ISP経由で

Eメール通報を行い、各担当者の携

帯電話へ異常内容を送信しています。

　以上のように、SCADALINXproを

使用すれば、遠隔監視システム、帳票

の作成および携帯電話への異常通報

を極めて経済的に実現できます。■

【（株）エム・システム技研システム技術部】

No.16

上下水道の遠隔監視システムに採用された
SCADALINXproの納入事例

図 1　遠隔監視システムの構成

＊SCADALINXは、（株）エム・システム技研の登録
　商標です。

図2　グラフィック監視画面

  Ethernet

（ModbusTCP／IP）
リモートI／O
R3シリーズ

R3
シリーズ

スイッチング
HUB

ルータ

クライアントサーバ
役　場

n浄水場

外部端末

プリンタ

警報ランプ

警報
出力

監視端末クライアント
監視端末

監視サーバ

フレッツ網

フレッツADSL

フレッツADSL フレッツ
ADSL

インターネット

  SCADALINXpro
  HMIパッケージ
（形式：SSPRO4）

携帯電話
会社

携帯電話
Eメール

ルータ

ADSL
モデム

ADSL
モデム

既設制御・計装回路

Ai Di Do

データ
収集

R3
シリーズ

ルータ ADSL
モデム

既設制御・計装回路

Ai Di Do

データ
収集

R3
シリーズ

ルータ ADSL
モデム

既設制御・計装回路

Ai Di Do

データ
収集

ISP

フレッツ・グループ
アクセス ライト

B浄水場A浄水場

ISP

注）NTT西日本では、「フレッツ・グループ
ベーシックタイプ」という名称で同様の
サービスが提供されています。
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PCレコーダレコーダの納入実例の納入実例PCレコーダレコーダの納入実例の納入実例PCレコーダレコーダの納入実例の納入実例PCレコーダの納入実例

食品メーカーの工場増設に伴って採用されたPCレコーダソフトウェアMSRpro

No.27

　今回は、ある食品メーカーで工場増設に伴って採用さ
エムエスアールプロ

れた、PCレコーダソフトウェアMSRpro（形式：MSR2K-
V5）を使用したシステムについてご紹介します。
　MSRproはサーバ／クライアント方式のソフトウェアで
あり、サーバPCがデータ収集やアラーム出力を行い、ク
ライアントPCがサーバとデータ授受を行って表示・解析
するシステムが構築できます。もちろん、1台のPCに両
方の機能をもたせることも可能です。
　今回は、ボイラ監視室（既設工場）にサーバPCを設置し、
新工場（中間製品加工棟）にクライアントPCを設置しまし
た（図1参照）。リモートI／O機器としてはリモートI／O R3
シリーズを用い、4箇所のステーションを2台のHUBに
よってつないでいます。サーバとクライアントの間は、
HUB間の配線長にして約160mと長いため、光ケーブル
で接続しているほか、井水処理室からは、既設の小形多
重伝送ユニット（形式：22LA1）を利用して、接点信号をボ
イラ監視室に取り入れています。また離れた場所にある
排水処理施設と中間製品加工棟の間は、途中まで既設の
構内電話回線を使い、新設した架空電線とLANエクステ
ンダ注）によってLAN回線を延長し、接続しています。
　サーバPCでは、排水処理施設にあるポンプの状態およ
び各水槽の水位、温度、pH、流量の監視などを主に行っ
ているほか、新工場電気室での電力監視、チルド設備の温
度、給水量、蒸気使用量、コンプレッサの圧力などの監視
および井水処理室でのポンプの状態監視を行っています。
　電力監視については、MSRpro付属の電力監視用クラ

イアントソフトウェア（MSReco）を使い、新工場の電力使
用量をデマンド監視しています。
　クライアントPCでは、新工場（中間製品加工棟）の電力
監視を主に行っています。
　監視用のグラフィック画面では、CADで作成した電力
系統図やプラント図をビットマップ形式に変換し
MSRproのグラフィックパネルの背景画として貼り付け
た上に、アナログデータのバーグラフ表示や数値表示、運
転中などの状態表示を行っているほか、故障などの異常
信号については画面上でランプをブリンクさせています。
このようにして、監視・操作用ソフトウェアに匹敵する
グラフィック画面を構成しています。
　そのほか、既設工場（ボイラ監視室）から排水処理施設
にある電動弁開閉指令と開閉状態の監視を行なっていま
すが、MSRproは監視・操作用ソフトウェアではないた
め、画面からの操作で出力はできません。そこで、画面か
らでなく外部のボイラ監視室に設置した開閉指令切替ス
イッチを操作し信号を出すようにしています。
　具体的には、開閉指令切替スイッチ信号をMSRproで
アラーム信号として割付け、その信号のON時に排水処理
施設の接点出力信号がONになるように設定しています。
　またMSRproでは、アラームポップアップ表示時に
WAVファイル（音声ファイル）音を出すことができますか
ら、その機能を使いオペレータにベル音によっても注意
をうながしています。
　日・月報については、MSRproの帳票出力機能を使っ

て、新工場の電力使用量とその他の積算
データとをボイラ監視室のプリンタに出力
し、日毎に把握しています。
　このように、MSRproは、PC画面から
操作信号を出力できない点を除けば、監
視・操作用ソフトウェアに匹敵する機能を
もっており、設定作業が容易でコストパ
フォーマンスにも優れたソフトウェアであ
り、最適なシステム構築が可能です。 　 ■

【（株）エム・システム技研 システム技術部】

＊MSRproは、（株）エム・システム技研の登録商標です。

図1　システム構成図

ボイラ監視室 中間製品加工棟

排水処理施設

Ethernet Ethernet

PC PCサーバ
  MSRpro
（形式：
　MSR2K-V5）

メディア
コンバータHUB HUB

リモートI／O
R3シリーズ

R3シリーズ R3シリーズ

R3シリーズ

光
ケーブル

配線長で
約160m

配線長で約150m

  小形多重
  伝送ユニット
（形式：22LA1）

  MSRpro
（形式：
　MSR2K-V5）

クライアント

メディア
コンバータ

LAN
エクステンダ
LAN

エクステンダ

構内
電話回線配線長で約500m（直線では約200m）

LAN
エクステンダ

22LA1

SIN-NET＊（より対線）

井水処理室

ハード
ワイヤリング

Ai
Pi
Do
Di

Ai
Pi
Di

Ai
Pi
Di

Di

Ai、Pi、Di

＊多重伝送 SIN-NETシステム：
　分散形（親局を必要としない）システムを構築できる、エム・システム技研独自の通信方式

注） LANエクステンダ：10Mbpsまたは100Mbpsの
Ethernetを、設置済み電話などのメタル線を利
用して、最大1.9kmまで拡張するための機器。



12 MS TODAY　2007年 12月号

計 装 豆 知 識

月
　
知

今
　
識

の
　
豆 機能安全と IEC規格61508について（1）

　最近、「機能安全」や「SIL」という言葉を耳にされ

る方が多いと思います。今月から4回にわたって、電

子機器を用いた機能安全に関する IEC規格61508注1）

について簡単に説明します。

　今日、PLCなど多数の電子機器がシステムの制御

の目的に使用されていますが、それに加えて、システ

ムの安全確保に関連する分野でも電子機器が使用さ

れる例が増えてきました。説明のための簡単な例と

して、ボイラの圧力を制御するため、圧力センサの値

と目標値を比較し、燃料弁などを調整する制御シス

テムを想定します注2）。また、万一の異常事態に備え

て、安全弁や防護壁を設け、さらに圧力センサで異常

を検知した場合に燃料系統の緊急遮断弁を閉じるシ

ステムを想定します。このような異常事態に備える

システムを安全関連系と呼び、それに対する要求事

項を規定しているのが、IEC 61508「Functional safety

of electrical／electronic／programmable electronic safety-

related systems注3）」です。この規格の中では、機能安

全を「EUC注2）とEUC制御系の全体に関する安全のう

ち、E／E／PE注4）安全関連系、他技術安全関連系及び

外的リスク軽減施設の正常な機能に依存する部分」

と定義しています。

　上記のボイラ制御を例にすると、圧力異常を検知

し燃料弁を緊急遮断するシステムが、E／E／ PEで構

【（株）エム・システム技研　開発部】

成されている場合に、この規格の適用対象になり、安

全弁や防護壁は規格の対象外です。また、安全関連系

で使用される機器自体に起因する危険（たとえば、機

器に触れての感電）や故意の働きかけ（たとえば、テロ

リストによる破壊活動など）も適用対象外です。

　IEC 61508では、安全関連系の構想段階から設計・

開発を含め保守・廃棄に至るまでを16のフェーズに

分け、それぞれのフェーズ毎に要求事項が決められ

ています。なお、この体系を「全安全ライフサイクル」

と呼んでいます（図1参照）。フェーズ1～4注5）の段階

では、EUCおよびEUC制御系に異常があった場合の

リスクを分析し、リスクを軽減するために必要な安

全要求仕様を決定します。フェーズ5にて、安全関連

系の機器や施設に安全要求機能を割り当て、各安全

機能に対して安全度水準（SIL＝Safety Integrity Level）

を割り当てます。フェーズ6～8では、設置から保守

に至る工程で安全を維持するための計画を策定し、

フェーズ9～11では要求されたSILを実現します。エ

ム・システム技研の信号変換器に代表される計装コ

ンポーネントに対しては、フェーズ5で必要なSILが

割り当てられ、フェーズ9で実現されます。フェーズ

10はボイラの例では安全弁に、フェーズ11は防護壁

にそれぞれ該当しますが、この規格の対象外です。し

かし、全安全ライフサイクル中で、安全要求機能を割

り当てる対象のフェーズとして記述されています。

フェーズ12～16では、設置から廃棄に至る工程での

安全を維持します。  　　　　　　■

注1） IEC 61508シリーズは61508-1～61508-
7の7部構成となっています。なお、こ
の規格は基本規格であり、この規格を
基にして特定分野を対象とする規格も
制定されています。たとえば、プロセ
ス制御には安全計装に関する規格
61511があります。

注2）この場合、ボイラをEUC（Equipment
 under control）、制御システムをEUC
制御系と呼びます。

注3）「電気・電子・プログラマブル電子系
の機能安全」と訳し、下線表示部を「E
／ E／ PES」と略します。

注4）Electrical／ Electronic／ Programmable
 Electronic（電気／電子／プログラマブ
ル電子）の略。

注5）フェーズの名称は、図1の各ボックス
内に示されていますが、紙幅の関係
上、本稿では番号で呼びます。

図1　全安全ライフサイクル

すべての設置及び引渡し

すべての安全妥当性確認

すべての運用、保全及び修理

使用終了又は廃却

実現

安全関連系：
その他の技術
実現

外的リスク
軽減施設
実現

適切な安全ライフサイクル
          フェーズに戻る

1212

1313

1414 すべての部分改修及び改造1515

1616

安全関連系：
その他の技術
実現

外的リスク
軽減施設
実現

1010 1111安全関連系：
E／E／PES
実現

9

安全要求事項の割り当て

すべての対象範囲の定義

潜在危険及びリスク解析

5

概　念1

2

3

すべての安全要求事項4

すべての運
用及び保全
計画

すべての計画の作成

6 すべての安
全妥当性確
認計画

7 すべての設
置及び引渡
し計画

8

備考．ボックス10とボックス11は、この規格群の対象外である。
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2007年4月号（通巻183号）

1
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3

4

5

6

7

8

9
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11
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13

14

15

16

表　紙（目次）

テレメータD3シリーズ新製品　 　
多重伝送 SIN-NET用 通信カード、
ツイストペア用 10km対応通信カード、
光ファイバ用 通信カード（1）

高機能版SCADALINX　
SCADALINXpro（2）

ホットライン日記

大阪／東京MKセミナー受講者募集／
九州MKセミナー受講者募集／
名古屋MKセミナー受講者募集

計装豆知識（IECExスキーム）

広告（73VR3100）

広告（R7シリーズ） ITビジネスから見た海外事情
第3回
英語が国際ビジネスの公用語

2007年6月号（通巻185号）
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表　紙（目次）

大阪／東京MKセミナー受講者募集／
名古屋MKセミナー受講者募集

計装豆知識（バルブポジショナのパワーアップ）

ホットライン日記

73VRシリーズに新登場、
分散設置に最適な入出力機器分離形記録計
チャートレス記録計（形式：73VR1100）（1）

4点指示形　
電力マルチメータ（形式：54U）

ITビジネスから見た海外事情
第6回
中国人はどこへ行く？

各号の左側の数字はページを示しています。

2007 年　総　目　次

ITビジネスから見た海外事情
第4回
国境のないインターネットの世界

計装豆知識（2線式変換器について（その2））

2007年1月号（通巻180号）
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表　紙（目次）

広告（73VR2100）

ホットライン日記

計装豆知識（CBスキーム ）

PCレコーダの納入実例（No.18）
食品会社向けの殺菌装置に採用された
チャートレス記録計システム

広告（73VR3100）
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表　紙（目次）

大阪／東京MKセミナー受講者募集／
九州MKセミナー受講者募集

2007年5月号（通巻184号）
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表　紙（目次）

大阪／東京MKセミナー受講者募集／
九州MKセミナー受講者募集／
名古屋MKセミナー受講者募集

計装豆知識（バルブアクチュエータのフェールセーフ）

 バッチ機能を搭載した2048点対応
 PCレコーダソフトウェア MSRpro
（形式：MSR2K-V5）

『エムエスツデー』創刊15周年のごあいさつ

ITビジネスから見た海外事情
第1回
外国人とのビジネスにはジョークが重要

ITビジネスから見た海外事情
第2回
海外旅行にインターネットを駆使

Interface & Network News 2 （No.10）
PLC（電力線通信）を使用した データ通信について

PCレコーダの納入実例（No.20）
ガスコージェネレーションの電力・熱量監視に
採用されたPCレコーダ

PCレコーダの納入実例（No.19）
テレメータD3シリーズの上位監視に用いた
PCレコーダ

計装豆知識（リアルタイムOS ）

2007年2月号（通巻181号）
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表　紙（目次）

お客様訪問記
自動車メーカー向け塗装装置の
トレーサビリティデータ収集用に採用された
リモートI／O R3シリーズ

お客様訪問記

京都府向日市の浄水場に採用された、
エム・システム技研のチャートレス記録計

お客様訪問記
御坊市の浄水場遠隔監視システムに採用された
SCADALINX HMIとWebロガー

ITビジネスから見た海外事情
第5回
アウトバーンのドイツ、ロータリーのイタリア

2007年 新年のごあいさつ

ホットライン日記 ホットライン日記

エム・システム技研本社の電力監視システム（2）

  厚さ5.9mmの超薄形変換器 　
  M6Dシリーズ

 ハブを替えるだけでネットワークは
 グンと安全になる！
 避雷機能付 8ポートスイッチングハブ
（形式：SHSP）

 高機能版SCADALINX　
 SCADALINXpro（1）

CC-Link対応 電子式アクチュエータ
ミニトップシリーズ

   エム・システム技研本社の電力監視システム（3）
    － エム・システム技研本社工場への
    電力監視システムの導入と効果 －

Interface & Network News 2 （No.12）
リモートI／Oの2重化システムについて

Interface & Network News 2 （No.11）
FL-net（OPCN-2）を使用した多重伝送システムのご紹介

Interface & Network News 2（No.13）
SCADALINX HMI（SSDLX）とテレメータ
D3シリーズを使用したアプリケーション事例のご紹介 

  テレメータD3シリーズ新製品　 
  多重伝送 SIN-NET用 通信カード、
  ツイストペア用 10km対応通信カード、
  光ファイバ用 通信カード（2）

ホットライン日記

広告（M6Dシリーズ）    エム・システム技研主催「省エネシステムソリューション展」のご案内
　エム・システム技研の「2007省エネ・データロガー展」のご案内

広告（避雷機能付8ポートスイッチングハブSHSP）

大阪／東京MKセミナー受講者募集／
九州MKセミナー受講者募集

大阪／東京MKセミナー受講者募集／
九州MKセミナー受講者募集

オンラインモニタ搭載形
ビルダーソフトウェア新登場
ビルダーソフト（形式：SFEW2） 

PCレコーダの納入実例（No.21）
連続焼成炉の温度管理に採用された
チャートレス記録計

広告（73VR3100）

PR用限定印刷版PR用限定印刷版 PR用限定印刷版

PR用限定印刷版PR用限定印刷版 PR用限定印刷版

－ エム・システム技研の
電力監視システムの特長と構成 －

エム・システム技研本社の電力監視システム（1）
－ 省エネルギーの動向と
電力監視システム －

Interface & Network News 2 （No.9）
集中監視対応テレメータ D3シリーズのご紹介

PCレコーダの納入実例（No.17）
燃料電池試験装置のデータ収集のに採用された
ＰＣレコーダ
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2007 年　総　目　次

2007年10月号（通巻189号）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

表　紙（目次）

ホットライン日記

PCレコーダの納入実例（No.25）
真空蒸着装置の異常解析用に採用された
チャートレス記録計集中監視システム

計装豆知識（パネル計器の裏側の感電保護）

計装豆知識（BACnet（1））

2007年8月号（通巻187号）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表　紙（目次）

JIS対応になりました！
並列接続形電源用避雷器（形式：MAK2）、
N－PE間保護用避雷器（形式：MAKN）

PCレコーダの納入実例（No.23）
自動車部品メーカーに採用された
チャートレス記録計集中監視システム

超薄形変換器M6Dシリーズに
新機種をラインアップ
PCスペック形 直流入力リミッタラーム
（形式：M6DXAS）

耐環境性に優れた高性能 
PCスペック形、絶縁付
測温抵抗体変換器（形式：27RS）

 リモートI／O上で動作する
 汎用コントローラ
（形式：R3RTU-VX）

高機能版SCADALINX
「SCADALINXpro」の応用（2）
－ アラーム －

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表　紙（目次）

広告（M6Nシリーズ）

2007年 総目次

関西／関東MKセミナー受講者募集  他

ITビジネスから見た海外事情
第7回
中国大変貌…IT編

ITビジネスから見た海外事情
第8回
日本文化を解さない者はインテリではない！？

ITビジネスから見た海外事情
第9回
歴史を肌で感じよう

厚さ5.9mmの超薄形変換器
PCスペック形 M6Dシリーズ

73VRシリーズに新登場、
分散設置に最適な入出力機器分離形記録計
チャートレス記録計（形式：73VR1100）（2）

大阪／東京MKセミナー受講者募集

2007年7月号（通巻186号）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表　紙（目次）

ホットライン日記
RZxSシリーズ用　
Modbus Driver（形式：RZOCX）

ホットライン日記

計装豆知識（BACnet（2））

2007年9月号（通巻188号）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表　紙（目次）

 大阪／東京MKセミナー受講者募集

  大阪／東京MKセミナー受講者募集／
 「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2007」のご案内

 大阪／東京MKセミナー受講者募集

計装豆知識（機能安全とIEC規格61508について（1））

 エム・システム技研製品6機種
（モジュラー型デバイスシリーズ）が
 2007年度「グッドデザイン中小企業庁
 長官特別賞」を受賞しました

高機能版SCADALINX
「SCADALINXpro」の応用（1）
－ ヒストリカルトレンド －

お客様訪問記

海峡都市 下関市の
上水道遠隔監視システムに
採用された MsysNet テレメータ

高機能版SCADALINX
「SCADALINXpro」の応用（3）
－ レポート －

PCレコーダの納入実例（No.24）
化学繊維工場のデータ収集に採用された
PCレコーダソフトウェア MSRpro

エム・システム技研主催「省エネシステムソリューション展」のご案内
エム・システム技研の「2007省エネ・データロガー展」のご案内

2007年11月号（通巻190号） 2007年12月号（通巻191号）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

表　紙（目次）

ホットライン日記

USB対応、コンフィギュレータ接続ケーブル
ステレオジャック用（COP-US）、
モジュラジャック用（COP-UM）

 耐環境性に優れた
 高性能2線式温度変換器
（形式：27R、27TS、27U）

お客様訪問記
東洋紡績（株）敦賀事業所の
排水監視システムに採用された
MsysNetシステム

Interface & Network News 2（No.14）
無線LANを使用したデータ通信について

PCレコーダの納入実例（No.27）
食品メーカーの工場増設に伴って採用された
PCレコーダソフトウェアMSRpro

ホットライン日記

広告（4点指示形電力マルチメータ）

広告（4点指示形電力マルチメータ）

各号の左側の数字はページを示しています。

PR用限定印刷版PR用限定印刷版 PR用限定印刷版

PR用限定印刷版PR用限定印刷版 PR用限定印刷版

計装豆知識（避雷器の寿命）

PCレコーダの納入実例（No.22）
製品の品質管理に採用された
PCレコーダソフトウェア MSRpro

PCレコーダの納入実例（No.26）
電気料金の個別請求に使われたリモートI／Oと
PCレコーダソフトウェアMSRpro

Interface & Network News 2 （No.15）
SCADALINXpro HMIパッケージ（形式：SSPRO4）
のOPC対応について

Interface & Network News 2 （No.16）
上下水道の遠隔監視システムに採用された
SCADALINXpro の納入事例

  広告（M6Dシリーズ）    エム・システム技研主催「省エネシステムソリューション展」のご案内
　エム・システム技研の「2007省エネ・データロガー展」のご案内 広告（M6Dシリーズ）

エム・システム技研製品6機種
（モジュラー型デバイスシリーズ）が 
2007年度「グッドデザイン中小企業庁長官特別賞」を受賞

計装豆知識（タッチパネル）

「システム コントロール フェア2007」のご案内

関西／関東MKセミナー受講者募集

ITビジネスから見た海外事情
第10回
インターネットの舞台裏

ITビジネスから見た海外事情
第11回
フランスの旅から

ITビジネスから見た海外事情
第12回
外国語・第一歩

ホットライン日記
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ファックスでお送りください

『エムエスツデー』読者カード（2007年12月号） 　　　　　　
FAX . 06-6659-8512　　　

資料はインターネットホームページ（http://www.m-system.co.jp/）の「資料請求」でもご請求いただけます。ご希望の資料名を明記のうえご送信ください。
エム・システム技研　広報室　エムエスツデー係  行　TEL. 06-6659-8202  　担当：秋山

お名前
ふりがな

会社名

ご住所
　〒

TEL.
FAX.

（ 　　　  ）
（ 　　  　）

部署名

E-mail：

◆ 今月号でお役に立った記事がありましたか？（記事名）

◆ 資料請求（製品名）　★★ホームページ（http://www.m-system.co.jp/ ）の「資料請求」でもご請求いただけます★★

　

◆ エム・システム技研ならびにエムエスツデーへのご意見、ご希望をお聞かせください。

◆ 製品検討のためよくご覧になる雑誌はありませんか（電子○○、日経○○、化学○○、○○技術など）。

　□ 2008年手帳（抽選で100名様） ＊抽選は12月14日（金）までの到着分を対象に行います。
　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　　
　エム

・システム技研の　　

読
者カード・インターネットでご応募

くだ
さい

　
　

　
　　
　

2008年  手帳
プレゼント
2008年  手帳
プレゼント

簡単な回路から電流・電圧・
抵抗を測定してオームの
法則を学習

代表的な計装用信号変換
器の役割と特性をパソコン
の画面を見ながら学習

温度を制御対象にした実
習教材とパソコンを接続し、
画面に表示される測定値、
出力値の変化を観察しなが
らP・I・D制御動作を学習

リモートI／OとPCレコーダを
用いて、省エネ・省コストの
ための電力監視を学習

オームの法則

 関西支店（大阪市）日程  関東支店（横浜市）日程

PID制御の基礎

コース名 内　容

省エネのための
電力監視

新コース
開 設 !
新コース
開 設 !

【お知らせ】「SCADALINX（スキャダリンクス）」コースの関西・関東会場での開催は、2007年1月をもって終了しました。今後のサポートについては別途お問い合わせください。

眠くならない実習主体の勉強会眠くならない実習主体の勉強会

関西／関東MKセミナー受講者募集関西／関東MKセミナー受講者募集

関西会場（開催時間  9：30～17：00）
 （株）エム・システム技研 関西支店
 （大阪市西区江戸堀1-10-2　肥後橋ニッタイビル2階）

下記のコースの中から、ご希望のコースを1日単位でお選びいただけます。
受講料は無料です。お気軽にご参加ください。

受講料無料受講料無料受講料無料

関東会場（開催時間  9：30～17：00）
 （株）エム・システム技研 関東支店
 （神奈川県横浜市中区本町2-22　日本生命横浜本町ビル7階）

MKセミナーのお申込み および お問合せ先

（株）エム・システム技研 セミナー事務局（担当：井上）　TEL．06-6659-8200／FAX．06-6659-8510

● ご参加の方には受講者登録票をお送りします。定員には限りがございますので、お早めにお申込みください。● ご参加の方には受講者登録票をお送りします。定員には限りがございますので、お早めにお申込みください。

変換器の
アプリケーション

12月12日
（水）

12月13日
（木）

12月4日
（火）

12月6日
（木）

12月5日
（水）

1月23日
（水）

1月24日
（木）

1月16日
（水）

1月18日
（金）

1月17日
（木）

2007年

2007年

2007年

2007年

2007年

2008年

2008年

2008年

2008年

2008年

12月6日
（木）

12月7日
（金）

12月21日
（金）

12月26日
（水）

12月20日
（木）

1月17日
（木）

1月18日
（金）

1月31日
（木）

1月11日
（金）

1月30日
（水）

2007年

2007年

2007年

2007年

2007年

2008年

2008年

2008年

2008年

2008年

2月20日
（水）

2月21日
（木）

2月5日
（火）

2月7日
（木）

2月6日
（水）

2008年

2008年

2008年

2008年

2008年

2月14日
（木）

2月15日
（金）

2月8日
（金）

2月28日
（木）

2月7日
（木）

2008年

2008年

2008年

2008年

2008年
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