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　今年は北京オリンピックが開催されます。中国ではその準備のために、まず会

場や道路の建設を始め、鉄道の敷設、来場者のための宿泊設備等の建設が今や終

盤に入っているものと思われます。それでなくても中国の建設ラッシュや各種

工場の開発ラッシュで、世界中の資源を飲み込んで経済規模の拡大が進んでい

ます。その結果、日本のいつか来た道と同じ大気汚染、河川の汚濁が進んでいます。

その影響が日本にまで及んでいるとなれば、ただ事ではすまされないと思われ

ます。

　人類社会の近代化は、化石燃料の大量消費で成り立っているといわれます。日

本の南極越冬隊が持ち帰った氷を分析したところ、確実に地球上のCO� 濃度が増

加しつつあり、動物の生存を脅かすであろうと予言されています。でも、それよ

り先に地球温暖化が進んで、多くの問題を引き起こすことになると思われます。

　今、人類は冷静になって緊急に対策を講じなければならないところですが、各国

のエゴがぶつかり合って、協力して有効な手が打たれない現状に歯がゆい思いをし

ているのは私だけではないと存じます。いずれ石油の消費量が産出量を上廻り始

めると、原油価格が高騰して新しいエネルギーが採算に乗り、別の姿の新しい時代

になるのかも知れません。このところ原油価格が急騰し、1バレル当り100ドルに

迫っているところを見ると、今年はその過程の年になるものと思われます。

　日本は �度のオイルショックを経験し、そのたびに必死に省エネルギーに努力

し、技術を磨いて成長してきました。今回もまた、新エネルギー技術に力を入れて、

この危機を乗りきってゆくものと期待したいところです。太陽光発電、風力発電

はもちろんのこと、燃料電池もこれらの問題解決に有効な技術だと思います。

　エム ･システム技研では、燃料電池の試験設備用に変換器などのご用命を多数

いただいており、また、風力発電設備用にも各種の機器をご採用いただいており
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ますこと、大変喜ばしくかつありがたいことだと存じております。つい先日、「地

球シミュレータ」と呼ばれる世界最速を誇っていた巨大コンピュータが、「運

転を終了する」とテレビが伝えていました。その理由は、デジタル技術の進歩

が加速していて、世界各国の超高速コンピュータの開発競争が激化した結果、地

球シミュレータの性能が 10 位以内に入らなくなったことと巨額の電気代がか

かるからだそうです。

　一方、消費者向けのデジタル製品も急速に性能が向上し、デジタルテレビ、デ

ジタルカメラ、ケータイ、パソコンなどの高性能化と低価格化は目を見張るば

かりです。

　エム・システム技研は、主に、アナログ技術に力を入れた製品とその技術を活

かして、その上に発展著しいデジタル技術を融合させた新しい製品体系の次世

代の姿を追求する形で成長して参りました。工業計器の中の、計測信号の変換、

伝送、表示の各機能を中心においた、信頼

性の高いインタフェース機器を標準化し

て商品化し、短納期、低価格を実現して参

りました。今年は創業して�6年目に入り、

今までにお客様にご愛用いただいた変換

器の総数は 1千万台を突破しております。

エム・システム技研は、このご恩に感謝し

つつ、今年も、「ひとたび発売した製品は

打切ることなく作り続ける」を合言葉に

がんばって参りますので、引続きよろしく

ご愛顧のほど、お願い申しあげます。	 ■
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「どうしてここに来るんですか」

　今から�0年以上も前の話ですが、

1965年に、私が勤務していた会社で、私

を含めて8名の人が米国フロリダ州の

ウェスト・パーム・ビーチにしばらく滞

在していました。そこにあったRCA社

の工場で、コンピュータの共同開発プロ

ジェクトに従事していたのです。

　その後状況が変わって、そこを訪れ

ることはなくなり、われわれ8人は顔を

合わすたびに、「もう一度みんなであそ

こに行ってみたいね」と話し合ってい

ました。どうも人間というものは、歳を

とると若いときに過ごした場所に行っ

てみたくなるもののようです。そこで、

�001年に、当時とまったく同じメン

バーで、�6年振りにそこを訪れるこ

とにしました。

　当時は、われわれは「トロピカル・ア

イル」という、大西洋に面した、キッチ

ン、食器付きの小さなモーテルで自炊

していました。できたらまたそこに泊

まりたいというのがみんなの希望でし

た。インターネットで調べると今でも

そのモーテルがあることが分かったの

で、そこに電話をかけて8部屋予約し

ました。予約の話が済むと管理人が、

「ところで、どうし

てここに来るん

ですか」と聞きま

す。長期滞在する

家族用のモーテ

ルで、外国から予

約の電話が入る

ことなどまずない

のでしょう。まし

て日本からの電

話に大変驚いた

様子でした。そこ

で、昔そこに泊まっていたことなどを

話しました。そして、おそるおそる、「と

ころでトロピカル・アイルは昔のまま

ですか」と聞きました。名前は同じで

も、建物や部屋がまったく変わってい

たら、わざわざそこに泊まる意味がな

いからです。「基本的には同じです」と

いう返事を聞いて一安心しました。

　このモーテルで�泊して、前に仕事

をしていた工場や、食事をしたことの

あるレストランなどを訪ねる予定にし

ました。そのあと、マイアミで�泊する

ことにしました。昔はウェスト・パーム・

ビーチの空港には長距離便が入って

なく、いつも100キロメートルあまり離

れたマイアミ経由だったので、よくそ

このホテルに泊まったからです。

36年前にタイムスリップ

　こうして、�001年5月某日、われわ

れはフロリダへ出かけました。ウェス

ト・パーム・ビーチの空港に着くと、

レンタカー�台に分乗してトロピカル・

アイルへ向かいました。そのモーテル

がある島に渡る橋は、新しい大きな橋

に変わっていました。しかし、トロピカ

ル・アイルは「基本的に同じ」どころか、

まったく昔のままでした。まわりのホテ

ルはずいぶん変わっているのに、トロ

ピカル・アイルだけは建物や部屋の汚

れ具合まで昔と変わっていませんでし

た。

　翌日は、何はともあれ、昔仕事をし

ていたRCAの工場があったところへ

行ってみました。RCAは1970年代

にそこから撤退したので、もう跡形も

ないかも知れないと思っていました。

車で近づくと、その付近の道路は大幅モーテル「トロピカル・アイル」の中庭

第13回

36年振りのフロリダ
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に変わっていて、われわれの心配は募

りました。しかし、そこへ着くと、何と建

物は昔のままの姿で残っていました。

工場の大きい建物は、現在は貸しビル

になっていて、多くのテナントが入っ

ていました。われわれは、建物の中を歩

き回って、この辺で仕事をしていたと

か、この辺にカフェテリアがあったと

か思い出話に花を咲かせました。

　トロピカル・アイルも昔のまま、

RCAの工場の建屋も昔のまま、そし

て、同行の8人も昔のままです。そのた

め、われわれは�6年前にタイムスリッ

プしたような錯覚に襲われました。昔

に比べるとわれわれも歳をとり、�0代

だったわれわれのボスは80歳になり、

入社したてだった私も60を超えてい

ました。しかし、お互いの歳の差はまっ

たく変わってないので、お互いの関係

も�6年前に戻ってしまいました。

　当時、われわれは海外生活の経験が

なく、唯一の経験者だったボスから、英

語の使い方からチップの払い方まで

教えてもらっていました。その関係が

よみがえってしまい、今回も、何から何

までボス頼りになってしまいました。

そして、議論好きの人は、昔と同じよう

に、何かにつけて議論を戦わせていま

した。われわれの気分もすっかり�6年

前にタイムスリップしてしまいました。

すっかり変ったプールサイド

　ウェスト・パーム・ビーチで�泊し

た後、マイアミまで大西洋岸をドライ

ブしました。もちろん自動車道路もあ

るのですが、景色がよくないので、ヤシ

並木がある大西洋岸の道をできるだ

け使いました。

　�6年前の日本では、自動車道路とし

てはじめて名神高速ができたばかり

だったので、フロリダの平地を一直線

に伸びる自動車道路に喜んでスピー

ドを出しすぎ、警察に捕まった人もい

ました。私は当時日本の免許証しか

持っていませんでしたが、警察に聞い

たところ、短期滞在ならそれで構わな

いということだったので、車の運転も

しました。しかし、日本の免許証だと、

もし捕まっても、警官には免許証か会

社の従業員証かの区別さえつかない

はずです。成人なら車の運転ができる

のが当たり前で、免許証など重視して

ないことを再認識しました。

　マイアミではホテルのディナー・

ショウを見ました。それは、�6年前の

忘れられない思い出があったからで

す。その時、一番前のテーブルで見て

いると、若い細身の歌手が突然同行者

の一人を舞台に招き上げて顔中にキ

スしたのです。ところが今回の歌手は、

恐ろしく太った年増の女性でした。昔

は細かったけど、今はこのようにフィ

レ・ミニョンみたいになってしまった

とか、自分の身体をネタにしてさんざ

ん笑わせました。そして、信じられな

いことが起きました。またしても、�6

年前と同じ人が舞台に引き上げられ、

次の歌の間中、ずっと胸に抱きかかえ

られていたのです。�6年振りに来て

同じことが起きるとはまさに「ギネス

ブックもの」でした。帰り道に私は言い

ました。「どんなにキスされても抱きつ

かれてもパニックに陥らずに平然とし

ていられる人を、大勢の観客の中から

一目で見抜くとは、さすがにプロの目

は違う」

　マイアミのホテルで、プールサイド

のデッキチェアに寝そべっていると、

雰囲気が昔とまったく違いました。昔

は年配の夫婦がプールにゆったりと

浮いていて、「どこから来たんですか」

と聞くので、「日本」と答えると、「ラフカ

ディオ・ハーンを読んだことがありま

す」などと話していました。しかし、今

はスピーカーからジャズの演奏が流

れ、子供がキャーキャー騒いでいます。

そして、アフリカ系やラテンアメリカ系

の客がやたらと多いのです。昔は、客は

みんな白人で、アフリカ系の人は従業

員だけでした。フロリダではまだ人種

差別の名残が色濃く、レストランのトイ

レが別になっているところもありまし

た。毎年のように来ていた西海岸では

あまり変化を感じませんでしたが、�6

年振りにフロリダへ来て、この間のア

メリカ社会の変化を痛感しました。

　こうして�6年振りのフロリダ旅行

はあっという間に終わってしまいま

した。米国には、この�6年間に大きく

変わったところとまったく変わって

ないところがあるのだとつくづく思

いました。	 ■
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パネル埋込形 電力マルチメータ（形式：53U）
－ 入出力仕様を追加 －

（株）エム・システム技研　開発部

は じ め に

　エム・システム技研では、かねてよ
り、省エネルギー実現のための電力監
視システムを経済的かつ簡単に構築
可能とする電力変換器の拡充に力を
注いでいます。
　�006年に96角のパネル埋込形電
力マルチメータ（形式：53U、図1）を
発売し、多数のお客様にご採用いた
だきました。また先般110角パネル埋
込形電力マルチメータ（形式：54U）
も発売し、国内外のお客様のニーズ
に応えるべく、引続き機種の充実を
図っているところです。
　このたびは、53Uの出力および制
御用入力仕様を追加し、入出力仕様
の拡充を図りましたので、ここにご紹
介します。
　具体的にはアナログ出力�点、アナ
ログ出力�点、接点出力�点などの仕
様を追加し、結果的に出力コードを8
種類追加しました。
　アナログ出力信号は「DC�〜
�0mA」または「DC1〜5V」であり、出

力および制御用入力点数については
「アナログ�点」、「アナログ�点＋接点
出力�点」、「アナログ�点＋接点出力
1点＋接点入力1点」を用意しました。
　接点出力は警報用またはパルス出
力用に割当てることができ、「接点出
力�点」、「接点出力�点＋Modbus」
を追加しました（詳細については、表1
の追加仕様一覧をご参照願います）。

主な機能と特長

　電力マルチメータ 53Uは、96角、
ユーロ端子接続、ストッパ固定、IP50
などの特長をもちます。
　従来の仕様と今回追加した仕様を
以下にご紹介します。
　（1）測定要素
　1台で単相�線、単相�線、三相�線、
三相�線といったすべての結線方式
に対応できます。また測定項目として
は、電圧、電流、有効電力、無効電力、
力率、周波数、皮相電力、電力量、無効
電力量、高調波注）、最大値、最小値、デ
マンドといった多数の要素から、ご希
望に合わせてお客様が自由に選択・

測定して、表示できるフレキシブルで
高機能なマルチメータです。
　（2）LCD表示 
　53Uの表示は�行表示としました。
　上�行では、電圧、電流、電力などの
瞬時値を表示します。また、できるだ
け文字サイズを大きくし、視認性の向
上を図りました。さらに、表示値と連動
するバーグラフを�個用意して、現在
値を一目で把握できるようにデザイ
ンし、日常監視の便を図っています。
　最下行には文字によるインフォ
メーション機能をもたせ、通常は電力
量など積算値の表示を行っています
が、警報発生時には警報の内容を文
字で点滅表示することによってオペ
レータに知らせます。機器設定時に
は、最下行に設定項目を文字で表示
するようにし、マニュアルを見なくて
も設定できるようにしました。なお今
回は、表示の更新周期を任意に設定
できるようにしたため、測定値をゆっ
くりメモすることができます。
　（3）操作性 
　計測表示内容は、前面のボタンを押

バックライト付
LCD

測定値表示と
バーグラフメータ

インフォメーション
表示機能

操作キー
前面 背面

ストッパ

 電圧入力端子
（取り外し可）

 電流入力端子
（取り外し不可）

設定入出力

外部
インタフェース端子電源端子

図1　53Uの外観
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していくことで、電圧→電流→電力･･･
のように簡単に切り換えられます。
また、無操作状態が設定した時間続
くと、あらかじめ設定した表示に戻
るホーム表示機能を設けました。
　VT比、CT比の設定などで使用
する設定メニューへのアクセスに際
しては、暗証番号による保護機能を
備えているため、間違ってうっかり
設定値を変えてしまうことはありま
せん。
　（4）通信機能
　計測したすべての演算項目を
RS-�85	Modbus通信で伝送でき、各
電力供給ラインごとに配置した53U
を上位でまとめて監視することに
よって、各種電力データの収集分析を
容易に実現できます。また、通信機能
を使って警報値やバックライトの輝
度変更などの各種設定も可能です。
　（5）接点出力 
　接点信号の出力はオープンコレク
タ出力であり、有効電力量、無効電力
量などの計量用パルス出力あるいは
警報出力のいずれかに設定できま
す。また、その際パルスレートや警報
設定値を自由に設定できます。なお、
模擬出力機能を装備しているため、
立ち上げ時に容易に接続を確認でき
ます。	
　（6）接点入力 
　接点入力信号については、電力量

計測におけるリセット用
トリガ信号、あるいは昼
間電力量、夜間電力量な
ど測定条件の切り替え、
設備のON時間の計測
入力などに使用できま
す。またModbus通信に
よって接点の状態をモ
ニタできるため、負荷の
ON／OFF情報を測定
データとともに伝送でき
ます。
　（7）アナログ出力 
　アナログ出力信号は�チャネルま
たは�チャネルであり、信号としては
DC�〜�0mAまたはDC1〜5Vの
いずれかをお選びいただけます。そ
れぞれのチャネルには各種の測定項
目を任意に割り付けて出力できます。
また	MX・UNITシリーズ	などでご
好評をいただいている、立ち上げ時に
出力を任意の値に設定できるループ
テスト機能も装備しました。
　（8）パソコンによる設定
　コンフィギュレータソフトウェア
（形式：53UCFG）をエム・システム
技研のホームページ（http://www.
m-system.co. jp/）からダウンロー
ドしてお使いいただくことにより、パ
ソコン上で電力マルチメータ53Uの
設定編集、設定のファイル管理、編集
画面の設定値と機器の設定値の比較

表示などが可能になります。機器前
面からでも同じ内容の設定は可能で
すが、53UCFGを使用することに
よってはるかに短時間で簡単に処理
できます。
　（9）パソコンによる監視 
　53U専用PCレコーダライトソ
フトウェア（形式：MSR128LU□）
に対応しています（図2）。このソフト
ウェアをお使いいただけば、市販の
Windowsパソコンを利用して工業
用記録計を実現できます。53Uが
収録したデータをパソコン上にトレ
ンド表示、あるいは数値表示します。
このソフトウェアもエム・システム技
研のホームページからダウンロード
してお使いいただけます。

お わ り に

　今回ご紹介した電力マルチメータ
53Uは、電力管理を行うお客様の声
を反映した極めて使いやすく有用な
製品であると確信しています。
　なお、エム・システム技研は、今回
ご紹介した53U以外にも多種類の
電力計測関連製品を用意していま
す。エム・システム技研の電力変換
器シリーズを、省エネ実現のためにぜ
ひお役立てください。	 ■

パネル埋込形 電力マルチメータ（形式：53U）
－ 入出力仕様を追加 －

外部 接点出力 接点入力 Modbus アナログ出力 アナログ出力インタフェース    DC4～20mA DC1～5V

　　 1 1 1 1 － －
　　 2 － － － 4 －
　　 3 － － － － 4
　　 4 1 1 － 2 －
　　 5 1 1 － － 2
　　 6 2 － － 2 －
　　 7 2 － － － 2
　　 8 3 － 1 － －
　　 9 4 － － － －
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表1　53Uの追加仕様一覧（表中の数値は出力および制御用入力点数）

注）	 高調波は、電流･電圧について	�1次高
調波まで測定可能です。

図2　53U専用PCレコーダライトソフトウェア 
（形式：MSR128LU□）画面例
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