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図 4 78 回転用蓄音器（ぜんまい巻き）
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北海道当麻町の水道設備監視に採用された、
エム・システム技研のチャートレス記録計と遠隔監視システム
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隔監視システムを採用し、万一の
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チャートレス記録計とテレメータ

トラブル発生時にもできるだけ迅

［西谷内］本システムご導入の
経緯についてお教えください。
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当麻町水道設備の集中監視システム
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図 2 監視画面
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との現在の状況表示、町全体の水
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積りを取りましたが、財政事情の

道管網図、トレンド表示、そして帳

庁舎内の大幅な省スペース化も実

厳しい中で導入できるような金額

票の自動作成ができるようになっ

現できました。また MS データロ

ではありませんでした。そこで、

ています（図 2）。また、データロ

ガーの監視画面で、全体の状況や

『エムエスツデー』で目にしたお客

ガーのバックアップも兼ねて、

トレンド表示などを画面切り替え

様訪問記を参考にして、エム・シス

チャートレス記録計本体（形式：

だけで見られるようになり、大変

テム技研製品を使ったシステムで
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もテレメータ盤の表面に設置

便利になりました。そして何よりも

見積りを取ったところ、大手メー

しました
（図 3）
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気に入っている点は、記録計のメン

カーと同等のシステムが前記見積

ジャストフィットテレメータ

テナンス作業がなくなったことで

りの半分くらいの金額で実現でき

からの信号の受け渡しには、リ

す。今まで、チャート式記録計を使

ることがわかり、このシステムを

モートI／O R5シリーズを設置しま

用していたときは、毎日どこかの記

採用することにしました。

した。R5 シリーズはコンパクトな

録計でインク切れ、紙切れ、モータ

うえに、プロトコルが違う2種類の

の故障などが発生し、日々メンテナ

通信カードを装着できるため、1系

ンスに追われていました。当然、記

［高田］NTT 専用回線および自

統は MS データロガー用に Ethernet

録用の消耗品にも結構な費用を投

営線を利用したテレメータと MS

通信カード、もう1系統はチャート

じていました。しかし今回、チャー

データロガー

レス記録計本体用に Modbus 通信

トレス記録計本体を採用してから

ステムから構成されています。

カードを装着しています。したがっ

は、
苦労していた記録計のメンテナ

NTT の専用回線と自営線について

て、
I／Oカードの枚数を必要最小限

ンスがまったくなくなり、大変楽に

は、既存の回線をそのまま利用し

にすることができ、コストダウン

なりました。

ました。テレメータには ジャスト

と省スペース化が実現しました。

［西谷内］お忙しいところ、お

フィットテレメータ （小形多重伝

［西谷内］実際にご採用いただ

話を聞かせていただきありがとう

［西谷内］遠隔監視システムの
内容についてお教えください。

による遠隔監視シ

送ユニット（形式：22LA））を選定

いていかがですか。

し、今回使用したモデムは音声・

［内海］今までは、メータなどを

デ ー タ 同 時 通 信 モ デ ム（ 形 式 ：

取り付けた監視盤と、テレメータ盤

MOD7）
であるため、役場庁舎と遠

の 4 面の盤が役場庁舎内に設置さ

隔地の現場との間は NTT 専用回線

れていましたが、監視盤で見てい

および自営線を利用して、常時音

た現場の状況をデスク上のパソコ

声通話も可能になっています。

ン画面でモニタできるようにした
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ございました。
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2番6号
TEL. 0166-36-4700
FAX. 0166-36-4737
E-mail：ya-takada@seiwa-technet.co.jp
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