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住宅でのエネルギーの効率化
タスク

実装

特徴

エネルギーコストが上昇す
る中、エネルギー利用への
一層の配慮が社会問題とな
っています。 そのため、エ
ネルギー管理の最適化に向
けた新しいソリューション
が必要になっています。こ
れは、KNX規格の適用によ
って実現が可能です。

平均的な住宅向けのソリュ
ーション
• 区域内の全住宅、または
住宅グループへの対応能
力を備える照明制御（MECEL）
• あらゆる市販機器の制御が
可能なKNX（Intesis）によ
るHVAC（冷暖房空調）制
御
• 住宅での視覚的なディス
プレイとなるタッチスク
リーン（JUNG、Zennio）
• 在宅時、外出時にかかわら
ず、ユーザーによるシス
テムの制御を可能にする
GPRSモジュール（Analasuslabs)
• エネルギー、水、ガスな
どの消費量を計測するた
めのスマート計測機器と
ソフトウェア（Multidomo
Networks）

• ユーザーのニーズに応じる
照明の調光
• 夜間の信号発信を改善する
光ファイバーセンサ
• ユーザーのニーズに合わせ
たさまざまなモード
• システム過負荷の監視
• HVAC機器の最も有効な活
用に向けた容易な利用と
制御のための内蔵サーモ
スタット
• 全体的な消費の概要とな
り、ユーザーが一層の対
策を取るためのリアルタ
イムの監視とデータ（温
度、エネルギー消費量、
水、ガスなど）の記録

ソリューション
KNXシステムを導入する
と、最も経済的にエネルギ
ーを利用できるよう、居住
者にエネルギー消費量が通
知されます。 KNXを通じ
た家庭内のさまざまな応用
の制御と監視によって、エ
ネルギーの総消費量が削減
されます。 また、ユーザ
ーは視覚的なディスプレイ
で実際のエネルギーの利用
を監視できる上、在宅時は
もちろんのこと、外出先か
らも消費量をできる限りの
削減することが可能です。

その他にも次のメリットが
あります。
• 住宅内のあらゆる場所に
設置可能な光ファイバー
センサ
• エネルギーの無駄使いの
認識により、消費とコス
トの節約を可能にする消
費量のスマート計測
• ユーザーのニーズに合わ
せた再設定と停止が常時
可能なタイマー

メリット
すべての応用を単一のKNX
設備に統合することで、直
感的な操作と利用が可能な
制御システムを備える容易
で総合的な監視のオプショ
ンが数多く提供されます。

Spain

www.userclubknx.es
info@userclubknx.es

グラスファイバー
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商工業用ビルでのエネルギーの効率化
任務

実装

シュヴァープミュンヘンに
本拠地を置くElektro Hieber社は、5,700 m2の工場
でKNXの設備を手掛けま
した。
この工場での特定の時間と
場所での24時間稼働には、
人工光が必要でした。
また、換気は機械の稼働に
応じて行われ、廃熱は熱源
として回収されています。
エネルギーの効率化とコス
ト削減に向け、顧客はスマ
ートビルのオートメーショ
ンを選択しました。

完全な照明システム
は、DALIとKNX/DALIの
ゲートウェイ（シーメン
ス）で制御される616個
の蛍光灯で構成されてい
ます。 存在感知器（ThebenHTS）と調光器によ
り、すべての照明コンポ
ーネントは人の存在や太
陽光に応じて最大限のエ
ネルギー効率を発揮するよ
うに使用されます。 KNX
の活用により、照明設備
にはTÜV（Technischer
Überwachungs- Verein（ド
イツ技術検査協会））が承
認する非常用照明システム
も統合されています。 熱
放散と付加的な空気循環の
ための煙排気口として使用
される換気用フラップは、
温度センサ（Arcus-eds）
で制御されます。 ここで
は、KNXがM-Busのインタ
ーフェースで稼働している
機械の数が検出されます。
このシステムでは、夏期と
冬期で異なる設定が使用さ

ソリューション
KNXのバスシステムでは、
照明、換気、暖房、警報管
理の自動化に向け、コンポ
ーネントを統合することが
可能です。
それぞれの機能は、集中管
理と制御のネットワークを
経由して接続されます。

れます。 夏期に室温が設
定値を上回ると、内部と
外部の換気用フラップが
開きます。 冬期には、内
部の換気用フラップのみ
が開き、余熱が回収され
ます。 温度センサの活用
によって、屋内暖房のた
めに設置されている放射
管ヒーターが制御されま
す。 建物のオートメーシ
ョンシステムと製造から
発信される障害メッセー
ジは、バイナリ入力モジ
ュール（ABB）によって
受信されます。 このメッ
セージはGiraの設備サー
バーに転送され、ディスプ
レイで確認した担当スタッ
フによって処理されます。
設定値、切替時間などのパ
ラメータは、パスワードで
保護される可視化の可能な
アクセスポイントから設定
することが可能です。

技術的なハイライト
• 顧客の要件に応じて制御
される効率的な照明テク
ノロジー

• TÜV（ドイツ技術検査協
会）によって承認される
非常用照明システムの統
合
• 火災発生時の対策の改善
に向けた既存の防火コン
セプトの統合
• 廃熱回収を活用する知的
な温度管理
• 各製造工程の要件に対応
する効率的な換気
• より簡単な操作と制御を
実現する3Dディスプレ
イ

メリット
照明にかかるエネルギーを
30%削減
製造からの廃熱回収によ
り、必要な暖房エネルギ
ーを50%削減
自動化されていないシステ
ムと比較して、換気モータ
ーの電力消費を70%に削減
年間の節約：約50,000ユー
ロのほか、効率性の改善な
どの他のメリット

Elektro Hieber
Anton Hieber GmbH & Co.KG
Luitpoldstraße 10
86830 Schwabmünchen
Tel./Phone: 08232 9626-0
ファックス: 08232 9626-20
www.elektrohieber.de
Info@elektrohieber.de
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学校でのエネルギーの効率化
タスク
校舎の新築や改修を対象
に提案が行われています。
対象となる機能は、照明、
ブラインド、暖房のほか、
需要が高まっている換気で
す。 KNXオートメーション
システムの重要な目的はエ
ネルギーの効率化であり、
開校時間内のローカル制御
は特段の優先事項となって
います。 ここでは、エネル
ギーの保全対策について生
徒に教育することも意図さ
れています。

ソリューション
教室の照明は手動でオンと
オフが切り替えられます。
継続的な照明制御を行う動
作感知器が作動し、放課後
は自動的に消灯します。
授業中は、制御されるブラ
インドによって、最適な太
陽光を取り込んだ緻密な遮
光が実現されます。教室の
未使用時、夏期には室内を
涼しく保つためにブライン
ドが閉じられ、逆に冬期
には太陽光を取り込むた
めにブラインドが開けら
れます。
暖房システムでは、「快
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適」、「節約」、「霜防
止」などの操作モードが、
授業や休日のスケジュール
に合わせて自動的に起動さ
れます。 室内の換気は電動
式の窓で行われます。 窓は
手動で開けることも可能で
す。ただし、CO2センサが
淀んだ空気を検出すると自
動で窓が開きます。 また、
生徒の教育に向け、エネル
ギー消費データをディスプ
レイシステムやインターネ
ットで確認することも可能
です。 このデータには、
換気機能によって削減さ
れたCO2の値も含まれて
います。

実装
パネルには次の製品が設備
されています。
• CO 2濃度、室内の現在温
度と湿度を計測するAmun
760（Theben） CO2セン
サ
• 窓の制御戦略を判断する
ために計測データを使用
し、自然換気のための中
央装置として機能する
Windowmaster NV Comfort
• 駆動制御と窓の開閉を

統合するWindowmaster
Motorcontroller WEC 16M
•調光機能など、照明
を制御するKNX/Dali
Gateway（Gira）
• 継続的な照明制御と人の
存在を感知する動作感知
器（Busch- Jaeger）
• 操作を容易にし、機能や
データを表示する可視化
ソフトウェアを活用した
Ambientomura（TCI）の
タッチスクリーン
• 改修プロジェクトでのデ
ータ提供に利用可能な無
線送信機とKNX RFメデ
ィアカプラ
• 衛生設備での水の過剰使
用を監視するKNX水道メ
ーター（Arcus-EDS）

す。 NV Comfort Panelのパ
ラメータを設定して、換気
機能を最適化することも可
能です。 室内のすべての消
費データはディスプレイに
表示され、生徒の教育に活
用できます。

メリット
• 手動操作も可能なKNXの
オートメーションを通じ
た第一優先事項であるエ
ネルギーの効率化
• 自然換気の自動化（要件
の急激な変化に応じて手
動換気も可能）
• エネルギーに対する生徒
の意識を高めるための教
育的な情報の取得

機能
授業開始時に照明が点灯し
ます。 継続的な照明制御
は、センサに外部の電灯（
懐中電灯）を照射すること
で開始されます。 バスボタ
ンを使用して手動で調光を
行うと、継続的な照明制御
が動作を停止します。 CO2
の現在濃度は図表で表示さ
れます。 この値が変化する
と、窓がゆっくりと開きま

Ingenieurbüro Beyer
Gebäudesystemtechnik
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Beyer
Liegnitzer Str. 10
24537 Neumünster, Germany
電話: 04321 / 9938-0
ファックス: 04321/9938-28
eメール: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de
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スポーツ施設でのエネルギーの効率化
任務

実装

スポーツ施設では、照明、
暖房、換気に大量のエネル
ギーが使用されます。 こ
の種の建物には特定の建築
構造が用いられているから
です。 利用者が消灯を忘
れることも多いほか、換気
装置が作動し続けているこ
ともよくあるケースです。
この場合、ニーズに関連し
た制御によって、エネルギ
ーの節約が可能です。

KNX/IPのインターフェー
スを備えるCCTVドーム
型カメラシステム（Dallmeier）によって、施設内
にいる人の存在が感知さ
れます。
このシステムは動きの度合
いに関係なく存在を感知し
ます。 必要に応じて、破
壊行為の防止やこうした
行為があった場合に職員に
通報することも可能です。
施設内の照明システムの電
源は、8つのボタンとLED
ディスプレイを備え、入口
に設置される頑丈なKNXパ
ネルから手動で操作されま
す。 デフォルトの照度は
「スクール・スポーツ」
（200ルクス）です。 電
流検出を行うエネルギー
アクチュエータ（ABB）
が、計測データを提供し
ます 制御室（Gira）のタッ
チパネルから、トレーニン
グ向けには300ルクス、大
会向けには500ルクスまで
照度を上げることが可能

ソリューション
最大で6～8メートルの高さ
のある施設内では、存在感
知器は理想的なツールでは
ありません。 はっきりと
識別できる動きは感知され
るものの、ヨガのクラスの
ような静かな動きの感知は
困難です。 後者の場合に
は、照明が必要なときに
消灯されてしまうことも
あります。 エンジニアリ
ング会社のBeyerは、この
問題の解決に光センサを
利用しています。

です。 ファンコイルアク
チュエータ（Theben）に
より、HVAC機器が制御さ
れます。

特徴
光センサが施設内の無人状
態を感知し、その状態が数
分間続くと照明は自動で消
灯します。 ユーザーは最
後に使用された照明による
エネルギー消費を、パネル
上で確認できます。 光セ
ンサは効率的なHVACシス
テムの制御に適し、 およ
そ80%の精度で存在する
人の数を感知します。 施
設内にいる人数の情報は、
適切なHVAC制御の設定に
使用されます。

メリット
この設備により、スポーツ
施設でのエネルギーの節約
が可能になります。 計測
データが保存されると、
消費されたエネルギーに応
じた施設使用料を利用者に
請求することが可能です。
ここでは、エネルギーの効
率化に対する利用者の意識
を高めつつ、現在使用量を
公共エリアの大画面で表示
するという有益かつ極めて
シンプルな手法が活用され
ています。 存在する人の
数の集計と、それに応じ
たHVACシステムの制御に
より、スポーツ施設でのエ
ネルギー効率が改善されま
す。 こうした機能性は、
研修やセミナーの会場に
も極めて有効です。

イーサネット

Ingenieurbüro Beyer
Gebäudesystemtechnik
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Beyer
Liegnitzer Str. 10
24537 Neumünster
電話: 04321 / 9938-0
ファックス: 04321/9938-28
eメール: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de
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スマート計測とスマートビル
タスク

実装

機能

メリット

住宅とビルの制御の国際規
格であるKNXは、可視化と
スマート計測の市場で新し
い製品を提供しています。
さまざまなKNXメーカーに
よって供給されるこのセグ
メントでの製品数は拡大
し、設備の豊富なオプシ
ョンが提供されるようにな
っています。 また、積極的
な料金管理を導入するため
のオプションも推進されて
います。

感知装置をKNXのバスシス
テムに接続し、これをIPド
メインに紐付けることで、
タッチパネルでの各データ
の表示と処理が可能になり
ます。 電力、水、ガス、太
陽光エネルギー、暖房な
ど、ユーザーがさまざま
なエネルギーの過去の消
費量をすぐに確認し、その
後の消費量を予測できるよ
う、Promoveo Technology
が提供するソフトウェアを
活用して、データの記録と
評価が行われます。 異なる
電気料金を有利に使うため
に、料金の安い時間帯に多
量の電力を必要とする機器
を使用することも可能で
す。 この場合、異なる料
金への対応が可能になり、
電力の有利な活用が実現し
ます。

• 電気料金の表示（「高」
、「低」）
• KNXのインターフェース
を備える熱使用量メータ
ー
• 電力メーター（適応性の
高いIRインターフェース
を備えるさまざまなエネ
ルギーメーター）
• KNXのインターフェース
を備える水道メーター
• タンクの容量レベルの制
御（オイル、水、液体）
• 消費量の評価と図表での
表示
• 赤、黄色、緑で表示され
る「高」、「平均的」、
「低」の消費レベル
•手動で接続/切断される電
子機器のオプションによ
る電気料金表示

国際規格のシステムによ
り、建物内でさまざまな
種類のエネルギーの消費
量を表示することが可能
です。 ユーザーはボタン
を押すだけで消費データを
確認できます。 電気料金の
安い時間帯を有利に活用す
るために、エネルギー管理
ソフトウェアが大きな消費
電力を必要とする機器（洗
濯機や食器洗浄機など）を
時間帯に応じて接続または
切断します。 KNXはエネル
ギーのより経済的な活用と
ともに、快適性と安全性の
改善を支援します。

ソリューション
データの電子記録と保存
を行う電力の計測、熱の
消費、容量レベルの監視、
水道メータの利用により、
停電時のシステムの安全性
が確保されます。 統合され
る消費量の表示や図解によ
ってデータは完全に可視化
され、その構成も簡単に行
えます。 このソリューショ
ンにより、システムに接続
される各装置での消費量の
記録と監視が実現します。

Koyne-System-Elektronik
intelligentes Wohnen
マルコ・コイン
Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik
Automatisierung
Duchrother Str. 38
12559 Berlin, Germany
電話: +49 (0)30 - 47 03 21 82
ファックス: +49 (0)30 - 47 03 21 83
eメール: info@koyne-systemelektronik.de
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再生エネルギー
タスク
eSolarは太陽光設備（固定
型、または太陽光追尾型）
向けの監視と現地/遠隔保
守管理を行います。 この
システムは、各設備に実装
される低エネルギー消費の
ハードウェアで構成され、
それぞれのデータを取得し
ます。 eSolarには、KNXプ
ロトコルを通じて接続され
るドモティクスエンジンが
組み込まれています。 ま
た、機器にはLANやGPRS/
UMTSなどのモバイルネッ
トワークを経由してウェ
ブ接続が可能です。 制御
センターにインストール
されるこのサーバーでは、
複数の設備で下記の項目を
並行して監視することが可
能です。
• 設備のすべてのコンポー
ネントが正しく機能して
いるかどうかのリアルタ
イムでの監視
• 異なる設備からのデータ
の定期的な取得

• 複数の設備のロギングデ
ータの管理
• 異なる設備での発電とパ
フォーマンスの比較分析
• 保守を目的とする技術的/
経済的な履歴の管理

ソリューションと実装
eSolarはRS232または
RS485のシリアルCOMポ
ートを通じて、市販され
る大多数のインバータと接
続して計測情報を取得しま
す。 また、そのCOMポー
トのRS232またはRS485、
あるいはインパルス出力を
通じ、エネルギー計測器、
税金計測器、またはネット
アナライザに接続して計測
情報を取得します。 KNXを
利用することで、 eSolarは
さまざまな市販のセンサか
らのデータを取得し、必要
な対応を実行させます（温
度や他の環境パラメータ、
太陽光モジュールの冷却と
洗浄のための自動動作シス
テム、太陽光追尾システム

の制御、電力負荷管理な
ど） さらに、10年間の日
次、月次、年次でのデータ
の記録と保存や、それらの
グラフや図表による可視化
も可能です。 eSolarは自律
的かつ自動的にデータを監
視するほか、イベントに応
じてシナリオや計画を始動
させます（eメールやSMS
を利用する警報信号の発
信、障害によるパフォーマ
ンス低下時の洗浄作業の開
始、電力負荷の制御、発電
報告の作成、発電と設備の
負荷曲線のリアルタイムで
の比較に応じたシナリオや
計画の開始、窃盗が発覚し
た際の信号発信や動作の起
動など）

• 発電とその有効利用とメ
リット、実現した節約に
ついての徹底した詳細情
報
• 保守と指定時間に実施さ
れる診断のための監視設
備からのリアルタイムの
情報
• 負荷管理、エネルギー方
針の策定、ドモティクス
シナリオの始動、建物の
エネルギーの効率化を実
現する戦略的な機能とな
る自宅やビルのオートメ
ーションシステムとの接
続。

特徴とメリット
• 大多数の市販の変換/エネ
ルギー計測システムのほ
か、環境パラメータデー
タを取得する標準的なセ
ンサとの確実な接続

Sinapsi s.r.l.
Via Delle Querce, 11/13
06083 Bastia Umbra (PG), Italy
電話: +39 075 801 04 73
ファックス: +39 075 801 46 02
eメール: info@sinapsi-online.com
www.sinapsi-online.com
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冷暖房空調設備（HVAC）
タスク

実装

機能

メリット

地方議会の保管庫では、特
に冷暖房空調のほか、照
明、ブラインド、セキュリ
ティのシステムのための中
央制御システムと遠隔制御
が必要となります。ここで
は大気質の値と作業環境指
示書での要件値の維持に特
別な焦点が置かれます。

事務室と保管庫の大気質の
値は、温度、湿度、CO2含
有量を対象とするセンサ
（Elsner）によって計測
されます。 これらの値は
IRSC（Zennio）の空調コ
ントローラとKNXコント
ローラ（Buderus）によっ
て使用され、それぞれが
個別の空調装置と暖房シス
テムの制御を行います。気
象観測装置からは、降雨、
風速、日射レベル、時報局
DCF77といった照明やブ
ラインドシステムなどを
対象とする追加データが
供給されます。 中央管理
のほか、障害、測定値、
稼働/切り替え状態の表示
には可視化ディスプレイが
選択されています。これは
ビルの機能にも連動し、デ
ータ、警報、障害メッセー
ジがイントラネットや電話
網を使って施設管理システ
ムに送信されます。このシ
ステムでは、ETSを経由し
て遠隔でパラメータ化を行
うことも可能です。

可視化される中央管理装置
により、技術担当職員は稼
働状況やメッセージを内部
と外部の両方で確認できま
す。遠隔地からの手動運用
も可能で、この場合はイン
ターネット接続が可能な携
帯電話でメッセージを受信
します。照明、空調、換気
の設定は、スケジュールに
応じて自動で行われます。
また、施錠システムが締付
けボルトからの接触を記録
すると、「スタンバイ」や
「快適温度」などの稼働モ
ードが、建物内の各エリア
に対して自動で設定されま
す。保管庫の大気質の監視
については、CO2、湿度、
温度のデータの自動的な記
録と保存が実行されます。

設備の単純化、さまざま
な用途での複数のメリッ
ト、ユーザーのプログラ
ムの変更に対する適応性な
ど、KNXは特に複雑な応用
においてその強みを発揮し
ます。このシステムでは、
離れた資産の遠隔制御も可
能です。

ソリューション
BegerとSporlederで
は、EGBによって実装さ
れるKNXシステムのモデル
のプレゼンテーションを作
成しています。センサ、ア
クチュエータ、ディスプレ
イの機器やシステムはさま
ざまなKNXメーカーによっ
て提供されています。これ
らの選定には、最適な機能
性と経済性に焦点が置かれ
ました。 KNX TPのほか、
伝送媒体にはKNX RFが使
用されています。 集中管
理には、可視化スクリーン
とタッチパネルが採用され
ています。

EGB Falk Beger
居住と商業の資産のための
インテリジェントなソリューシ
ョン
09633 Halsbrücke, Germany
電話: +49 3731 300 97 27
www.egb-beger.de

Sporleder
Elektro Technik GmbH
30453 Hannover, Germany
電話: +49 511 213 33 22
www.wohnen-mit-funktionen.de
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安全性と監視
タスク
シュトラールズントに本拠
地を置くGeproは、オフィ
ス、レストラン、ホテル、
展覧会場、劇場、スイミン
グプール、スポーツ複合施
設、動物園など、幅広い分
野を対象に実用的な応用を
提供しています。 システム
では、KNX設備への安全性
機能の統合が実証されてい
ます。 Geproは、商業での
応用という明確なコンセプ
トを特に重視しています。

実装
設備の中心的なコンポー
ネントは、LCDユーザー
パネルとLED警光灯を装
備するVDS侵入警報（L240
ABB）です。 このシステム
には動作感知器（HTS）
と窓接点センサが組み込
まれ、侵入の感知が行わ
れます。 KNXの火災報知
器（Siemens）と水検出器
（Lingg & Janke）は付加
的な安全と監視機能の一例

Solutions

です。 これらの機能はタッ
チ画面によって可視化され
ています。 警報システムと
機能表示を備える他のオペ
レータ機器としては、LED
のプッシュボタン式パネル
（GePro）のほか、キー操
作式のスイッチも統合が
可能です。 バイナリ入力
（Theben）、アクチュエ
ータ（Zenio）、調光器、
インターフェースなどの
周辺コンポーネントがバッ
クグラウンドで動作する一
方、サーバーボックスはロ
ジックの提供や成果の表示
を行います。

機能
さまざまな機能の設備が
可能です。 キー操作によ
るスイッチが回路に実装さ
れる場合は、確認のための
音声信号が使用されます。
LEDはすべての機能的な状
態を表示します。 回路に使
用されるスイッチは、照明
システムのメイン電源の切

り替えにも使用されます。
警報システムでは、人が検
知されたり、窓に接触があ
ると、動作感知器が警報を
発信します。 この場合には
信号灯が作動し、警報が
SMSで携帯電話に送信され
ます。 警報システムが解除
されると、照明の電源は通
常通りにプッシュボタンか
ら切り替えることができま
す。 動作感知器は自動切り
替えに、窓接点センサは空
いた窓の状態の表示と暖房
ラジエーターの電源の切断
のために使用されます。 煙
感知器や水検出器の警報機
能は、ローカルのディスプ
レイに表示されるほか遠隔
での通知も可能です。

メリット
1つのシステムであらゆる
応用に対応します。 相乗
効果の実現とバス設備の追
加に向け、コンポーネント
は複数の方法で利用が可能
です。 KNXの活用により、

さまざまな機能性、センサ
の応用、警報管理、ユーザ
ーコンセプトを備えるフレ
キシブルなセキュリティが
実現します。 これらの実証
済みのバス設備のコンポー
ネントはVDS（これらのシ
ステムの認定を行うドイツ
公認機関）基準に準拠し、
市場での入手が可能です。

GePro – Gesellschaft
für Prozeßtechnik mbH
事業部マネージャー:
Dipl.-Ing ディルク ミューラー
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund, Germany
電話: +49 (3831) 390055
ファックス: +49 (3831) 390024
eメール: info@gepro-mv.de
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ブラインド制御
タスク

実装

機能

メリット

最新のオフィスビルのブラ
インドシステムでは、作業
環境での快適性の確保と建
物のエネルギーの効率化と
いう2つの機能を発揮させ
る必要があります。このプ
レゼンテーションでは、複
数のフロアと中庭、さらに
2,500か所のブラインドを
備える大規模な複合ビルの
モデルが示されています。

ここでは、ブラインド制御
にBMSのSunControlServer
が使用されています。メイ
ンとして設置される4つの
日射量センサを搭載する気
象観測装置は、太陽放射、
風、雨に関するデータを終
日提供します。また、オフ
ィス内の動作感知器が人の
存在を感知します。このデ
ータに基づいて、ソフトウ
ェアが太陽の現在地や日射
の角度、建物によって作ら
れる影を踏まえた上で、ブ
ラインドシステムを制御し
ます。このブラインドは一
般的なアクチュエータで動
作します。また、オペレー
ションの補佐となる可視化
機器も利用できます。それ
ぞれのブラインドは手動で
も稼働が可能です。

日光が射し込んでくると、
それぞれのファサードに設
置されるブラインドが起動
して日陰を作ります。つま
り、日射量が最適化される
よう各ルーバーが調節さ
れ、まぶしい光が遮断され
ます。動作感知器が必要と
判断した場合は人工光が点
灯します。室内に誰もいな
い場合は、季節によって異
なるコマンドが駆動部に送
信されます。夏期は熱の蓄
積を割けるためにブライン
ドが完全に閉じられ、冬期
はルーバーが開いて太陽光
を室内に取り込みます。

それぞれのファサードに設
置される太陽光自動追尾装
置によって、オフィス内の
あらゆる箇所で快適な作業
環境が実現します。人工光
の使用を削減するほか、冬
期には得られる熱を最大
化し、逆に夏期には放熱
に使われるエネルギーを
最小限にすることで、エ
ネルギーを節約します。
SunControlServerソフトウ
ェアは、一戸建て住宅から
複合ビルまで、あらゆる建
物に対応します。

ソリューション
日射量、夏期の放熱性、冬
期の保温性について出来る
限りのブラインド効果を
達成するために、BMSは
KNXを基盤とする太陽光
自動追尾システムを選択
しました。

BMS – Building Management
Systems
フランク・レンデル
Industriering Ost
47906 Kempen, Germany
電話: 02152-95989-0
ファックス: 02152-95989-1
eメール:
Frank.lenders@bms-solutions.de
www.bms-solutions.de
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自立生活支援
タスク
「自立生活支援」とは、高
齢者の生活に技術的な支援
を提供することです。 こ
のフレームワークが策定さ
れた理由は、ずっと自宅で
生活したいと考える高齢
者が増えているからです。
そのため多くの法人の貸主
や個人の家主が、エネルギ
ーの観点からだけでなく、
「高齢者に優しい」住宅を
確保するために最新の設備
を導入しています。 Cibek
のプレゼンテーションで
は、KNXを活用した自立生
活支援（AAL）の実現を立
証するものです。

ソリューション
Cibekは、高齢者の自宅で
の生活を実現し、特定のリ
スク下での安全性を提供す
るための技術について研究
を行う助成事業に参加して
います。 ここで示される
ソリューションには、位置
の特定を行う動作センサの
ほか、動作感知ボタンを使

った情報が利用されます。
KNX基準は節約と多用途性
という観点から選択されて
います。

実装
このコンセプトは、快適
性と安全性の改善を目的
に、KNX TPとKNXの無線
コンポーネントを活用して
既存の住宅機能をアップ
グレードする一例です。
KNXの装置のほか、高齢者
を対象に特別開発された視
覚化のためのモバイルのタ
ッチスクリーンも装備され
ます。 設計調査では、小さ
な携帯ディスプレイとして
だけでなく、特別開発の画
面を使った高齢者にとって
使いやすい多機能スイッチ
として、iPodの利用が可能
なことが示されています。

機能
機能を発揮させるため、制
御盤には下記の装置が装備
されています。

• 照明の起動とブラインド/
暖房システムを制御する
スイッチアクチュエータ、
ブラインドアクチュエータ
（Gira）、KNX RF無線コ
ンポーネント（シーメン
ス）を装備するUPユニッ
ト
• 自動的に照明の電源を入
れ、人の存在についての
情報を提供する存在セン
サ（ABB）
• 温度コントローラ（Gira）
を装備する5つの連動バス
スイッチと12インチの高
齢者向けモバイルタッチ
ディスプレイ（TCI）から
手動操作されるシステム
• CibekとGiraの共同設計
研究の成果である 「多機
能」ボタン
• バックグラウンドで作動
するIPルータ（ABB）、電
圧源（Lingg&Janke）、Cibek Mini-Server、Cibek
Gateway、WLANノード
（iPod向け）

メリット
KNXの機能は、高齢者の自
立生活支援の実現に向けた
建物の改修にも実装が可能
です。 また、動作センサや
オペレーション機器など、
搭載されるセンサからのデ
ータによって通常の行動と
は異なる居住者の動きのパ
ターンが検出され、サポー
トが必要な場合には個別の
介護サービスや血縁者に通
報することが可能です。

Cibek technology
+ trading GmbH
Justus Liebig Str. 15
67117 Limburgerhof, Germany
電話: +49 (0) 6236 4796-31
ファックス: +49 (0) 6236 4796-39
eメール: info@cibek.de

可視化装置、タッ
チ制御

動作感
知器

Solutions

室温コント
ローラ

プッシュ
ボタン

窓接点セ
ンサ

プッシ
ュボ
タン

窓接点
セン
サ

照明

照明

ソケット

ソケット

シャッター
ローラーシャッ
ター

シャッタ
ー、ロー
ラーシャ
ッター

暖房
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エレベーター制御
任務

実装

機能

外出時に集中制御を経由
してメイン装置から消灯
や暖房の温度の低減、コ
ーヒーメーカーの電源オ
フを行うことは、ごく一
般的ですが、 集中管理の
構想に組み込まれるエレ
ベーター制御は、まった
く新しいソリューション
です。 CIBEKは、KNXの
新しい応用である「エレ
ベーター制御」を提案し
ています。

Cibekのゲートウェイは
集中制御と管理を行うユ
ニットです。
このユニ
ットはKNX
IPを経由し
て、個々の住居のKNX設
備に接続されます。
構
成要素は、動作感知器
（Berker）、プッシュボ
タンセンサ（Gira）、ア
クチュエータ（ABB）
、KNX無線コンポーネン
ト（Jung）、気象観測装
置と電源装置（Theben）
です。
媒体の制御には
KNX音声アクチュエータ
（WHD）が搭載されて
います。
ホームサーバ
は、KNXとIPシステム間
の通信インターフェース
として機能します。 KNX
のシステム機能とエレベ
ーター制御の機能は、各
住居に設置されるGiraの
タッチパネルから利用し
ます。 共通のユーザーイ
ンターフェースとして機
能する3D可視化ソフトウ
ェアは、呼び出しとIP動
画通信からの画像にも対
応します。

タッチパネルは、KNXシ
ステムとエレベーター制
御の両方を行う単一のア
クセスポイントとして機
能します。 エレベーター
を呼び出す際、ユーザー
は「すぐに呼び出す」、
「5分後に到着」、「10
分後に到着」など、到着
時間を選択できます。 こ
のとき、管理システムが
建物内のすべての住居か
らの呼び出しを調整しま
す。
エレベーターが呼
び出されると、エレベー
ターの到着時間とともに
気象情報などが表示され
ます。こうした「外出」
のシナリオの起動時に
は、照明を消灯し、暖房
の設定温度を下げること
帰宅時に
が可能です。
は、KNXの携帯無線コン
トローラの「到着」モー
ドを使って、照明の点灯
や暖房の「快適」モード
での運転開始のほか、音
楽の再生も可能です。 エ
レベーターの呼び出しに
加え、他のカスタマイズ

ソリューション
リンブルガーホフに本拠
地を置くこのシステムイ
ンテグレーターは、エレ
ベーター制御をKNXシス
テムに統合しています。
そのインターフェースで
は、共同住宅の居住者が
自宅の中からエレベータ
ーを呼び出せるほか、エ
レベーターの稼働情報も
表示されます。
このソ
リューションの魅力的な
点は、「到着」や「移動
中」などのエレベーター
の状況で呼び出し結果が
表示されることです。

機能も提供されていま
す。

メリット
• 高級層の一戸建て、複合
世帯住居、共同住宅向け
の快適で贅沢な運用コン
セプト
• 廊下でのエレベーターの
待ち時間を排除
• すべてのユーザーを対象
とするエレベーターの占
有/タイミングの調整
• 住居の前に車両を駐車で
きる傾斜地やテラスハウ
スでの車両向けエレベー
ターのための特別なソリ
ューションとしても利用
可能
• ほぼ無制限にカスタマイ
ズが可能な集中オペレー
ション制御機能により、
気象情報や詳細なカレン
ダーの取得、音楽の選
択、素早い注文が可能

Cibek technology
+ trading GmbH
Justus Liebig Str. 15
67117 Limburgerhof
電話: +49 (0) 6236 4796-31
ファックス: +49 (0) 6236 4796-39
eメール: info@cibek.de
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キッチンの制御
タスク
「インテリジェントビル」
には高い快適性と安全性、
エネルギーの効率性が組み
込まれています。 集中制
御の要件は、キッチンの
技術でも同等に高レベル
でなければなりません。
EIB-TECHは、キッチン周
りのあらゆる器具やシステ
ムを対象とする機能的で用
途の広い可視化された制御
を提案しています。 ここ
で注目すべき点は、ユーザ
ーインターフェースの要件
です。インターフェースは
家族全員にとってわかりや
すく、使いやすいものでな
ければなりません。

ソリューション
KNXのサービスプロバイ
ダーのEIB-TECHは、個々
に設計される可視化ソリ
ューションによって、キ
ッチン全体の技術をKNX
システムに統合さていま
す。 このソリューション
の優れた特徴は、間取り

Solutions

図、建物の構成要素、外
観を3D表示で可視化して
いる点です。 ここでは2
次元表示を使わずに、す
べての部屋が表示されま
す。 対象となるすべての
キッチン器具の直接制御
に使用されるアイコンで
は、稼働状況や該当する
値が表示されます。

実装
可視化アプリケーション
は、タッチパネル機器で
作動します。 器具への直
接接続はゲートウェイか
ら統合され、スイッチ、
調光器、ブラインドのア
クチュエータなど、住居
やビル内のすべてのKNX
技術が統合されます。 各
部屋の制御は、複数の用
途を持つ窓接点センサと
ともに設備され、窓が開
いているときに暖房ラジ
エーターの電源を切るこ
とが可能です。また、窓
の状態をチェックするほ
か、侵入警報としても機

能します。 選択した照
明器具の照明モード、調
光器の値、ブラインドの
状態のデータを組み合わ
せ、後の利用のために保
存することも可能です。

機能
• キッチン技術とキッチン
器具の切り替えと制御
• 接続される冷蔵庫の温度
制御と設定値の調節
• 照明の切り替えと調光
• 事前に設定される照明モ
ードの利用
• それぞれの調光値による
照明モードの構成
• 暖房ラジエーターの温度
設定の設定値の調整と新
規設定
• 気象データ（風、雨、日
射）の記録と問い合わせ
• 窓と扉の確認
• 媒体システムなどの制御
• 気象情報、スケジュー
ル、電話、eメールな
ど、インターネットで
の機能の利用を可能にす
る可視化アプリケーショ
ン

メリット
• ユーザーの視点で設計さ
れるハイエンドな制御セ
ンター。キッチン周りの
特定の要件に対する可視
的かつ機能的な適応。
• 家族全員が使いやすいほ
か、使い慣れたユーザー
向けのシステム機能の提
供。
• さまざまな設計のタッチ
パネルによるカスタマイ
ズが可能なユーザー独自
のメイン制御の提供

EIB/KNX-Systemintegration
EIB TECH
ヘルムート・リッツィンガー
Kugelspielweg 13
82346 Andechs, Germany
電話: +49 (0)8152/99 89 907
ファックス: +49 (0)8152/99 89 908
info@eib-tech.com
www.eib-tech.com

13

KNX Solutions

火災警報システム

任務

実装

このソリューションは、独
立して機能する火災警報シ
ステムです。 ここでは容
易な保守を目的に、現況デ
ータのほか、システム障害
や発信警報の詳細をKNXシ
ステムに統合することが可
能です。 これにより、誤
警報の削減のほか、消火
活動の改善にもつながり
ます。 オランダに本拠地
を置くInstaVer Systems
は、ホテル、劇場、裁判
所、警察署でのKNXの設備
に豊富な経験を備えます。
同社は火災警報システムの
統合を実証しています。

KNX設備への火災警報シス
テムの統合で重要な要件と
なるのは信頼性です。 安
全な運用にあたっては、状
況と警報の可視的な監視が
必要になります。 これを
実現するのが、電流検出
機能を備えるKNXのスイッ
チアクチュエータ（ABB）
と温度センサ（Zennio）で
す。 これらの装置は、火
災警報パネルへの入力電流
と内部温度を検出します。
また、ブラウザが起動して
いるかどうかもチェック
します。 このとき、障害
は視覚的に表示されるほ
か、音声信号も発信され
ます。 OPC-Bridgeはレー
ル式OPC/KNXゲートウェ
イ（TCI）で構成されてい
ます。 消防隊の要請に準
拠するほか、別に設備され
るKNXプッシュボタンによ

ソリューション
設備の中核となるの
は、NEN2535で認証
される火災警報シス
テムです。 ここには
OPCサーバーが搭載さ
れ、NETxAUTOMATION
の「OPC-Bridge」アプリ
ケーションを経由してKNX
のバスに接続されます。

る可視化システムのナビゲ
ーションも可能です。 デ
モ設備に含まれる特徴に加
え、スプリンクラーシステ
ム、障害者向けのトイレか
らの緊急通報、過電圧、ネ
ットワーク監視、防火扉な
どの機能やサブシステムが
実際の数多くのプロジェク
トで監視されます。
機能
タッチスクリーンでは、火
災警報通知装置や煙感知器
についての現況データがグ
ラフィックで表示されま
す。 また、「プリアラー
ム」、「警報」、「テス
ト」などの複数の機能も
表示されます。 煙感知器
が警報を発信すると、「プ
リアラーム」あるいは「警
報」の表示とともに、警報
が作動している場所、そこ

までの最短経路、避難経
路、消防隊への通報など
の情報が通知されます。
また、緊急時の指示が収
録される音声ファイルも
再生されます。 さらに
KNXシステムでは、立ち
入りの許可（キャビネッ
トの開錠など）、ブライ
ンドの起動、防火扉の扉
閉、点灯、暖房バルブの
閉鎖といった重要な機能
が自動で制御されます。

メリット
• 発信された各警報の原因
の診断の加速化
• 消防隊への誤警報通報の
削減
• 消化活動と非難のサポー
ト
• 火災警報システムのより
簡単な保守
• 火災警報通知装置の継続
的なテスト、リクエスト
による年次リハーサルの
通知
• あらゆる応用分野に対応
するKNXシステムでの
コンポーネントの複合
的な有用性による相乗
効果の実現。これによ
り、KNXの設備の有益
性が向上。

InstaVer Systems BV
Lireweg 90
2153 PH, Nieuw Vennep
Niederlände
電話: +31 (252) 626633
ファックス: +31 (252) 687664
eメール: info@instaver.nl
ウェブサイト: www.evizion.nl
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ゲートウェイ

任務
KNXは住宅とビルのオー
トメーションシステムの基
盤であるものの、専用機能
に独自のシステムが利用さ
れることも多々あります。
一貫したビル管理システム
を構築するには、これらの
専用機能をKNXシステムに
統合することも重要にな
ります。 メリット：重複
のない設備と稼働ユニッ
ト、すべての機能を対象と
する一貫したユーザーイン
ターフェース、内部設計の
要件に合わせたオペレーシ
ョン装置、エラーメッセ時
や警報管理を含むメインの
可視化機能

HSEG - Ingenieurbüro
für Elektroplanung und
Gebäudesystemtechnik
Dipl.-Ing. Holger Schult
Waidmanssweg 7
16548 Glienicke
電話: +49 33056 89632
ファックス: +49 33056 89633
eメール: info@hseg.eu

ウェイの利用を実証して
います。 これらのソリュ
ーションはすでに試験済
みです。

ソリューション
これを実現するためには、
市販される共通ゲートウェ
イ、または独占プロトコル
の専用ゲートウェイの利用
が可能です。 エンジニア
リング会社のHolger Schult
は、KNXとの共通ゲート
機能領域

メーカー/ゲートウ
ェイ

照明

MDT DALI/KNXゲート DALI
ウェイ

すべてのメーカーからのDALI照明の制御と調光

避難経路システム

CAN BUSゲートウェイ
として使用されるKNX/
TP1ターミネータ搭載 の
WAGO IPC

CANopen

GEZE避難口制御との通信

HVACシステム

Theben OT-Box

OpenTherm

ガス凝縮ボイラーなど、暖房システムに使用される
OT BUSへのKNXの接続

計測データの記録

bb-Steuerungstechnik
M-Busゲートウェイ

M-Bus

あらゆるメーカーのM-BUSメーターの読み取り

Modbus-RTU

WöhrleなどによるUPSの監視

データとエラーメッセージ Generex Modbus RTU
のオペレーション、UPSシ
ステムへの記録（連続電力
供給）
電気計測（電流、電圧）

KNXを経由するオ 機能
ペレーションと可
視化先

K N X / T P 1 タ ー ミ ナ ル と Modbus-RTU
RS485シリアルインタ
ーフェースを搭載する
WAGO Controller
RS485

計測装置（Janitza、Socomec）への接続

EnOceanの無線技術

Weinzierl Engineering
EnOcean Gateway

EnOcean

無線システムのKNXへの接続（この場合、センサは
Thermokon）

Automatisierung mit Standard BACnet

KNX/TP1ターミナルを搭
載するWAGO Controller

BACnet

メーカーにかかわらず、すべてのシステムはBACnet
プロトコルを使用

イーサネット

Siemens IP-Router

IP

ウェブアプリケーション

アクセス制御システム

Solutions

WinkhausのBlueChip施錠システムの統合
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IP制御
タスク
このタスクは商業ビル（こ
の例では銀行）の改修でし
た。 エネルギー効率を特
別な焦点としたこの応用で
は、日射を考慮する照明、
温度、流量の集中/分散型の
制御が採用されています。
18階建て（5つのサブフロ
ア、1つの中二階と地下階、
その上の11のフロア）の高
層ビルのために床面積が広
く、処理されるデータポイ
ントが多数にのぼるため（
およそ3万ポイント）、建物
は複数のKNXドメインに分
割する必要がありました。
また特定のエリアでは、顧
客のセキュリティ要件の技
術的な実装がポイントとな
っています。

ソリューション
設計者との協議によ
り、TAST Deutschlandは
グラスファイバーケーブル
とメディアカプラを使って
相互に接続するKNXドメイ

16

ンを8つに分割しました。
これによって、システムで
の信号の分配に追加のライ
ンカプラを使用するKNX IP
の基盤とサブ分散ラインが
構築されました。

• ビル制御システム（Desigo Insight）のほかKNXの
メインディスプレイとの
連結によって起動される
メイン機能

実装と機能

KNXドメインの分割とKNX
IPネットワークによる相互
接続により、バスの負荷を
軽減する安定したKNXシス
テムの構築が可能となった
ほか、安定性と性能も改善
しました。 また、多数の
存在センサや動作感知器を
活用した可視化とビル制御
システムの連動によって、
オペレーションコストをさ
らに引き下げることも可能
になりました。 分割によ
ってデータベースの平行処
理が実現したというメリッ
トもあります。 特に有益な
点は、照明、ブラインド、
暖房、換気、空調の制御で
のほぼ無制限の技術的な可
能性を備える、KNXバスの
2線式技術による簡単かつ

• ボタンとメイン機能を使っ
た公共エリアの照明制御
• 継続的な制御機能によるオ
フィス内の照明制御
• ビル制御システムによっ
て提供される目標値によ
る、オフィス内すべての
個々の室温制御の分散化
（Jungのルームコントロ
ーラ） アナログ制御装
置が設置される天井冷暖
房向けのバルブ（Oventrop）
• ビル制御システムによっ
て提供されるデータを踏
まえたオフィス内の流量
制御 フロー制御メカニズ
ムを利用した室内暖房の
制御（吸気と排気の同時
実行）

メリット

経済的な設備が構築された
ことです。 フィールドバ
スにより、大容量のデータ
の転送が可能になり、エネ
ルギーや保守管理を目的と
するデータの制御や送信に
利用されるバスシステムの
さらなる要件が満たされて
います。

TAST DEUTSCHLAND
ジェンズ・ホフマン / レイナ
ー・ストラフ
Milwitzweg 3
99097 Erfurt, Germany
電話: +49 361 4171971
ファックス: +49 361 4171972
eメール: info@tast-deutschland.de
www.tast-deutschland.de
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LED制御
タスク
最新のLED技術により、店
舗、ショーウインドウ、ロ
ビー、バー、そして住宅で
魅力的な照明効果を利用す
ることが可能になっていま
す。 これはKNXとシステム
インテグレーターにとって
の新たなタスクです。 ここ
では、色温度の変更によっ
てさまざまなムード照明を
作り出すことができます。
この応用では、特別な照明
制御装置によるLED照明の
起動と制御が実証されてい
ます。

ソリューション
インスブルックに本拠地を
置く電気設備会社のRiwitec
は、Biltonの新しいKNX向
けLED照明技術を採用して
います。 KNXセンサと制
御装置のほか、LEDストリ
ップ、LEDスポット、レ
ール用スポットライトな

Solutions

ど、LED照明技術を利用す
る照明シナリオの簡単な作
成が実証されています。

実装
このモデルは次のKNXコン
ポーネントを使って構築さ
れます。
• 切り替えと調光のための
LEDへの直接のインターフ
ェースとして使用される
KNX向けの調光とシーケン
スを行う共通アクチュエー
タ（Bilton）。
•第 2 の ア ク チ ュ エ ー
タとして利用される
350/500/700mAのパワー
LED向けの調光とシーケン
スを行う共通アクチュエ
ータ（Bilton）。 この装置
は個々の色のほか、内蔵さ
れるRGBスポットをLEDで
起動することが可能。
• 統合KNXインターフェ
ースを搭載するレール用
Nexusスポットライトに
よるムード照明の構築も
発表予定。 この装置で

は、2800K～7000Kの色温
度の切り替えや調光が可
能。
• オートメーションに利用
されるKNXの存在感知器
(BEG）と光センサ
• プッシュボタン（Gira）
、またはComfortPanel（Busch-Jaeger）の
いずれかでアクセス、制御
されるシステム（垂直基盤
に設備）

機能
ユーザーは快適な操作が可
能なタッチパネルから、照
明の切り替え、調光、色の
選択が可能です。 Nexusの
スポットライトのさまざま
な色や色温度は、時間帯に
合わせて事前に設定してお
くことができます。 存在感
知器がさまざまな論理演算
を実行し、人の存在によっ
て色を変化させます。 太陽
光の照度が計測され、室内
の光量が最適化されます。

メリット
KNXでは簡単かつ知的な手
法でLED照明を統合するこ
とが可能です。 これは、
画廊、美術館、店舗、建築
物、そして特に住居/非住居
用建物など、さまざまな場
所で応用できるソリューシ
ョンです。 シンプルなLED
ストリップを使って色温度
を変更するのがその一例で
す。 照明システムを活用
した最適な色温度、光量、
効果の実現により、ユーザ
ーに快適な環境が提供され
ます。

ルネ・リエック
Dorfstrasse 40
6122 Fritzens, Austria
eメール: r.rieck@knx-forum.at
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オーディオ/動画の制御
タスク

ることも可能です。

音声や視覚媒体の制御
は、KNXが関心を持つタ
スクの1つです。 電気設備
がバス技術で整備されてい
る「インテリジェント」な
住居では、各部屋で音楽や
ニュース、ビデオを再生す
ることが可能です。

ソリューション
「バーチャル」住宅の視覚
的なハイライトは、映画や
スライド、動画などの再生
のための監視装置でしょ
う。 複数の部屋でのオーデ
ィオシステムの機能の実証
に向け、異なる媒体が再生
される2つの部屋でシミュ
レーションが実施されてい
ます。 また、すべての部屋
で同じ音楽を再生する「パ
ーティー」モードも利用で
きます。 このシステムは、
それぞれの部屋に設置され
るタッチパネルやバスボタ
ンを経由して集中的に運用
されます。 住居内の設備で
はテレビやプロジェクター
がディスプレイとして使わ
れ、KNXシステムで制御す

オーディオ/動画、15インチ可
視化ディスプレイ（AMX）
IPカメラ（Mobotix）

実装
映画や動画の再生には、17
インチのタッチスクリーン
（AMX）が使用されます。
これは、表示も可能なKNX
の可視化を使って操作され
ます。 もうひとつのタッチ
パネル（7インチのKNXタ
ッチパネル（Merten））
は、メディアのほか、照
明、暖房、ブラインドとい
ったKNXの全般的なシステ
ムを制御するためのオペレ
ーション装置して使われま
す。 複数の部屋とオーディ
オゾーンのシミュレーショ
ンには2つのスピーカーが
使われています。 それぞ
れのゾーンにはタッチセ
ンサが設置され、KNXシ
ステムとの互換性が確保
されています。 写真、動
画、音楽などのコンテン
ツは、オーディオ/動画の
メディアサーバにデジタル
形式で保存され、KNXドメ
インのほかAMX可視化ドメ
インから起動されます。 オ
ーディオ出力は統合される

Russoundのマルチルーム
オーディオシステムで制御
されます。 AMXの動画コ
ンポーネントとRussound
のマルチルームオーディオ
システムのコンポーネント
は、KNXゲートウェイを通
じてKNXシステムに完全に
統合されます。

機能
オペレーション装置の技術
やデザイン、操作面での数
々のオプションとして、そ
れぞれに画面が異なるさま
ざまなタッチディスプレイ
が設備されます。 また、バ
ラエティーに富んだ操作オ
プションの1つとして、異
なる照度や音量の制御もス
ライドコントローラで設定
可能です。 また、従来のボ
タンやKNXのバスボタンに
よるオーディオ/動画コン
テンツの再生や、ボリュー
ムの調整が可能です。

メリット
このソリューションには
制御システムを追加する
必要はありません。 オペ

レーションの要素が電気
設備の他の部品と適合す
るため、メディア制御はす
でに整備されているKNX設
備に簡単に統合されます。
これにより、経済性が改善
され、見た目にも魅力的な
機能ソリューションが実現
します。 インターフェース
となるテレビやメディアソ
ースには、小売販売店で販
売されているものを利用で
きます。

CA Brachtendorf
GmbH & Co. KG
Clemens A. Brachtendorf,
Dipl.Ing.(FH)
Weiherstraße 10
40219 Düsseldorf, Germany
電話: +49 211 5580527
ファックス: +49 211 5580449
eメール: brachtendorf@cab-ih.com
http://Cab-ih.com

ディスプレイ/動画レイヤ

7インチのKNXタッチパネル
（Merten）

センサ：
iPodドッキング（Russound）
Prionプッシュボタン
（Busch-Jaeger）
KNX-Schieferプッシュボタン
（Hager）

マルチルームオーディオ
（Russound ）
2ゾーン
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マルチルーム：オーディ
オ出力

Solutions

KNX Solutions

電話による制御
任務

実装

特徴

メリット

ビルのオートメーションシ
ステムを制御するために
は、インテリジェントな
ユーザーインターフェー
スが必要です。 それぞれ
の機能で個別のシステムを
利用するのは一般的な方法
です。 GLT Planungsbüro
für Gebäudetechnikでは、
統合と管理にかかるコスト
を抑え、性能と適応性を向
上させながら、すべての機
能を1つのシステムに統合
しています。

通信とオートメーション
のソリューションである
CYTEL.WAVEが、 KNX
IPゲートウェイからKNX
バスにアクセスします。
企業で使用される電話シ
ステムの通常の機能のほ
か、CYTEL.WAVEはスク
リプトで自由自在に構成
可能な高性能のオートメー
ションサービスを提供しま
す。 このシステムは、電
話と建物の機能の自動化と
制御に利用されます。 ク
ライアントソフトウェアに
よって、オフィス内のあら
ゆる場所からのビル制御/
電話機能、監視カメラ、
履歴/エネルギー消費デー
タを利用することが可能
です。 また、ビルのオー
トメーション機能は、電話
のボタンに割り当てること
も可能です。

• クライアントソフトウェ
アと電話を通じたKNXを
統合するビルのオートメ
ーション機能の利用
• チャット、ボイスメー
ル、テレビ電話、ファク
シミリを含む効率的な電
話システム
• 監視カメラの統合
• 適応性の高いオートメー
ション機能
• 詳細な認証システム（部
門レベルやグループのア
ドレスごとに割り当てが
可能なアクセス権）
• IP、ISDN、GSM、SIP
向けのインターフェース
• 統計分析に利用可能なロ
グファイル（SQLサーバ
へ送信）

• オペレーターのデスクト
ップ画面からの室内機能
の完全な制御
• ビルのオートメーション
と通信機能に必要なのは
1つのクライアントソフ
トウェアのみ
• 1つの集中システムによ
る通信とオートメーショ
ンの制御
• ユーザーコンセプトは、
将来の変更に対する適応
性の高さと有効性
• さまざまなPCにインス
トール可能なソフトウェ
ア
• 必要になるのは1つのシ
ステムのため、大幅なコ
スト削減が実現

ソリューション
個別に割り当てられるビル
のオートメーション機能の
利用に向け、ここでは電話
を活用するクライアントソ
フトウェアが利用されてい
ます。 これにより、企業
のスタッフはブラインド
の開閉や室温の調整、消
灯や調光を行うことがで
きます。 クライアントソ
フトウェアは、ヘッドセッ
トとともに通信の手段とし
ても活用されます。

GLT-Plan Planungsbüro
für Gebäudetechnik
マルクス・シュワルツ,
Systemintegrator
Zum Seebühl 30
78315 Radolfzell
電話: 07732 / 9409408
ファックス.: 07732 / 9409409
eメール: info@gltplan.de
ウェブサイト: www.gltplan.de
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iPhone ®による制御
タスク
iPhone、iPod touch、iPad
向けのKNX制御の実装

ソリューション
ibs intelligent building services gmbhは、あらゆる
住宅やビルへの応用に対
応するKNXの標準コンポ
ーネントを使ったソリュ
ーションを提案していま
す。 この応用は、新しい
m..myhomeサーバと接続
するm..remote可視化ソフ
トウェアを基盤としてい
ます。

実装
m..remote
Client
は、iPhone、iPod
touch、iPad向けの自由な
構成が可能な可視化ソフ
トウェアです。 このソフ
トウェアではGUIが特別な
エディターで作成され、端
末装置にロードされます。

モバイル端末は、WLAN接
続を経由してケーブルベー
スのローカルネットワー
クでシステムに接続しま
す。 KNX設備の処理と通
信は、m..myhomeコント
ローラで行われます。 こ
の技術にはKNX IPが利用
され、 一度に50個のKNX
アドレスに対処します。
さまざまなプロトコルに適
合するため、システムは複
雑な媒体の制御にも利用で
きるほか、KNXの領域で
利用可能なあらゆる内部
機能の統合が可能です。
搭載されるスクリプトエン
ジンによって、複雑なコマ
ンドシーケンスが容易に開
始されます。

機能
ユーザーは壁掛け式の制御
装置やモバイル端末を使っ
て、住宅とビルの高度なオ
ートメーションの標準的な

機能（照明システム、暖
房、ブラインドなど）を
利用できます。 ここには
オーディオと動画の制御
も統合されます。 タッチ
パネルが集中制御装置とし
て機能し、KNXの機能のほ
か、テレビやオーディオな
どのデジタルメディアの利
用が可能です。また、固定
式の壁掛けコントローラと
してのiPod touchの統合も
実現しています。このソリ
ューションは特にホテルで
の利用に有効です。ワイヤ
レスな統合によって、最大
限の適応性と機能性が提供
されます。

メリット
このソリューションのメリ
ットは明白です。いわゆる
ネイティブアプリとして機
能するm..remote可視化ソ
フトウェアが、アクセス
時間の短縮を実現していま

す。また、ウェブベースの
ソリューションで発生する
通常のレイテンシータイム
も排除されます。メディア
技術の統合についても、決
定的な優位性を備えていま
す。他に負けない魅力的な
価格により、住宅やビルの
オートメーションの導入を
容易にしています。このシ
ステムには、10インチの最
新タッチパネルが採用され
ています。

ibs intelligent building
services gmbh
INHOUSE Dortmund, Ebene 3
Rosemeyerstrasse 14
44139 Dortmund, Germany
電話: +49 (0) 231 476425-60
ファックス: +49 (0) 231 476425-89
m.eudenbach@mac.com
http://www.macmyhome.de
http://www.mremote.de (im Aufbau)

オーディオ
イーサネット

電源
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WLANによる制御
タスク

ソリューション

メディア技術やビルのオ
ートメーションのシステ
ムは、これまで以上に複
雑になっています。 その
ため、設備業者によるデ
ータ処理の業務はますま
す増加しています。 ここ
で求められているのは、「
サーバー」の必要がなく、
ユーザーがソファーに座っ
たまま簡単にリモコンで照
明やブラインドを調節した
り、監視するための必要最
小限のソリューションで
す。 また、照明モードの
設定、HVAC機器やセキ
ュリティ機能の切り替えも
できなくてはなりません。
WLAN経由のETSのパラメ
ータ化も要件の1つです。

分散化はKNXバスの決定的
な強みです。この場合、メ
インコンピュータがなくて
も、切替状態や温度など、
住宅内のあらゆるデータを
バスで入手できます。 メ
ディアのリモート制御向け
の自由に設定可能なソフト
ウェアの開発で使用された
KNXのこの優れた機能は、
サーバーの不要な集中制御
や監視、データの記録を可
能にします。

実装
画像には、WLANルータ
とProKNXゲートウェイを
経由してバスに接続する
メディア利用の遠隔制御
が示されています。 ゲー
トウェイの通信対象は、
通常の方法でETSからグ

ループアドレスに割り当
てられます。 エディター
は無料で提供され、住宅
内で使用されるコンポー
ネントをアイコンを使っ
て組み合わせることがで
きます。 また、メディア
機器の構成も可能です。

部屋ごとのコントローラも
採用され、オペレーション
は統合タイマで切り替えが
可能です。温度やエネルギ
ーの値は1時間ごとに保存
され、過去の記録が線グラ
フで表示されます。

機能

この構成で必要になるのは
ProKNXゲートウェイとメ
ディアのリモコンのみの
ため、ハードウェアを追
加することなく住宅全体
を直感的に制御することで
きます。メディア機器とさ
まざまな他のコンポーネン
トを簡単に統合できる上、
それらの無線アクセスによ
る制御が可能です。この技
術の活用により、プログラ
ミング言語の知識がなくて
も、KNX設備の構築や組み
込みを行えます。

シンプルな切り替え操作の
ほか、ユーザーは照明モー
ドを設定したり、それらを
KNXの仕様に従ってアクチ
ュエータに保存できます。
これらのモードは、たとえ
ば映画の再生を開始すると
きに、ブライドやローラー
シャッターを閉め、照明を
暗くするなど、メディア技
術の制御のためのマクロ
に組み合わせることがで
きます 。

メリット

Wifi – 制御
照明
ブラインド
暖房

大学ディプロム・エンジニア、
クリスチャン・キーフェル
180, imp. du Baou
06560 Valbonne, France
電話: +33 6 07 50 25 06
www.proknx.com
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ソーシャルネットワーク

任務
ソーシャルネットワーク
でのインテリジェントビ
ル この分野での要件は、
ソーシャルネットワーク
を経由して、システム障
害、警報、ビデオインタ
ーホンの画像、さまざま
なサービスの注文を自動
的に送信することです。

ソリューション
FacebookやTwitter、Prowl
などのさまざまなソーシャ
ルネットワークにKNXシス
テムを接続するためには、
適切なゲートウェイが必
要になります。 ここで力
を発揮するのが、IBSの新
製品であるNOMOS Box
です。 このマルチプロト
コルゲートウェイ/サーバ
は、これまでで最大とな
る25のプロトコルに対応
し、 KNXとの双方向アク
セスを提供します。 その
ため、さまざまなプロト
コルのインターオペラビリ
ティが確保されています。

ゲートウェイの機能性のほ
か、異なるプラットフォー
ムからのデータの可視化に
利用可能なHTML5サーバ
ーも提供します。

実装
パネルには、ビルの最新
オートメーションシステ
ムの基本的な機能が示さ
れています。ここでは
Jungのルームコントロ
ーラが、人の存在に連動
する機能、室温、照明、
サービスへの注文をソー
シャルネットワークを経
由して一元的に制御しま
す。 Busch-Jaegerの動作
感知器が人の存在を感知
し、ウェブカムが部屋の
監視を行います。 ここで
使用されるシステムコン
ポーネントは、アクチュ
エータとIPルータ（シー
メンス、ABB）です。 ま
た、さまざまなApple製品
が装置の制御とデータの
可視化に利用されます。
これらはWiFiネットワー

クからHTML5サーバに接
続されます。 また、アプ
リケーションのFacebook
アカウントは15インチの
ディスプレイに表示され
ます。 NOMOS Boxは
中央装置として、すべて
のKNXのイベントを評価
し、必要に応じてソーシ
ャルネットワークにメッ
セージを送信します。

特徴
このシステムの主な用途
は、スマートビルと融合
するソーシャルネットワ
ークの活用です。 たとえ
ば、ボタンを押すだけで
飲み物がサプライヤーに
注文されます。 また、家
主の不在時に動作感知器
が動作を感知すると、最
新のカメラ画像とともに
警報が発信されます。 最
新の計測データもソーシ
ャルネットワークを通じ
て送信されます。

メリット
無料でありながら、ユー
ザーのデータ送信とシス
テムへのアクセスを可能
にするなど、ソーシャル
ネットワークの利用には
多くのメリットがありま
す。 クライアントアプ
リケーションは、ユーザ
ーのソーシャルネットワ
ークへのアクセスを可能
にするほぼすべてのプラ
ットフォームで利用可能
です。 住宅にFacebook
のアカウントがあれば、
家庭内でのエネルギー消
費や呼び鈴を鳴らした訪
問者とその時刻、特定の
期間内に発生した障害な
ど、ある種のデータ日記
を記録することが可能で
す。 また、補助が必要な
ユーザーは、信頼できる
グループによるデータの
利用を可能にすることも
できます。 ここでは複数
のサービスの統合が可能
です。

インターネット イーサネット
インターネットルー
タワイヤレスAP

ibs intelligent building
services gmbh
ミヒャエル・ユーデンバック
Rosemeyerstr. 14
44139 Dortmund
電話: +49 231 476 425 60
eメール: m.eudenbach@mac.com
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休日の楽園での活用
KNXとホテルの管理システムの融合による快適性と効率性の実現

スタイリッシュな滝：突風によって水が予期せぬ方向へ飛ばない
よう、強風時にはKNXの気象観測装置がポンプの電源をオフに

ギリシャのロドス島にあ
る「ラ・マルキーズ」で
は、KNXの実装による経済
的で有益なホテルの運用が
立証されています。 12ヘ
クタールの敷地面積を持つ
この高級リゾートは、バン
ガローや庭園、プールを完
備するスタイリッシュなホ
テルヴィレッジです。贅沢
な客室、スイートルーム、
レストラン、バーなどを備
える建物には、最新の高度
なビルテクノロジーが装備
されています。宿泊客は到
着した瞬間から、そのメリ
ットを享受できます。たと
えば、キーカードはドアを
開けるためだけでなく、照
明、空調、テレビ、給湯、
警報管理や情報送信といっ
た室内機能の起動に利用
できます。 Prousaloglou
Pantelis-Konstantinos &
SIA OEが手掛けたこの
KNX設備は、ヨーロッパ国
際アワードを受賞していま
す。ソリューションは、照
明、遮光、空調、オーディ
オ/動画、警報システム、
監視といった応用を通じて
快適性、セキュリティ、サ
ービス、エネルギーの効率
性に対応しています。

エネルギー管理によるピ
ーク負荷の低減
ホテル管理者との協働のも
と、このシステムインテグ
レーターは宿泊客の快適性
と安全性、エネルギーの効
率性、ホテルのスムーズな
運営を実現するためにさま
ざまな機能を実装しました
ホテルの管理システムと
KNXの相互接続の開発は
IPAS GmbHが担当しまし
た。 宿泊客は、照明、室
内環境、エンターテイメ
ント機器を好みに合わせて
調整し、それぞれの状況で
保存できます。また、客室
使用中、清掃リクエスト、
「DND（就寝中）サイン
などの重要な情報が、カー
ドキーによってホテル側に
通知されます。カードホル
ダーが空室の信号を発信す
ると、照明の電源は切れ、
空調機器の運転は「快適モ
ード」から「節約モード」
に切り替わります。
ロビーやバー、ダイニング
ルームのほか、屋外などの
パブリックスペースでは、
プログラムされた照明モー
ドの利用が可能です。タイ
ムプログラム、照度、ホテ

ルの管理状況によって、照
明によるムードの演出や通
路の安全性の確保のほか、
建物のライトアップが可能
です。すべてのエリアで再
生される音楽のためメディ
ア機器は、 KNXのオーデ
ィオアクチュエータで制
御されます。
また、エネルギーの効率性
も重要なテーマです。この
ホテルではエネルギーの損
失を防止するために、ファ
ンコイルコントローラがド
アと窓に連結されていま
す。 また、冷却装置、ヒ
ートポンプ、家電製品のエ
ネルギー管理システムが、
ガス、水、電力の節約をサ
ポートし、ピーク負荷の超
過を防止します。さらに、
発電機から予備電力が使用
されると、知的論理回路が
オペレーションに重要な負
荷とそうでない負荷を区別
し、それに応じて電源を切
り替えます。
同様に、KNXを基盤とする
障害信号と技術監視も整備
されています。ここではデ
ータが可視化され、ワーク
ステーションPCに表示さ
れます。移動中はタブレ
ットPCや携帯電話で確認
が可能です。 全体的なト
ポロジーはIPルータと光フ
ァイバー技術で構成されて
います。
プロジェクトの詳細の一
例としては、124,179個の
アドレス割り当てに8,934
台の機器と47,720個のグ
ループアドレスが使われ
ています。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• エネルギーの効率的な利用を
実現するオンデマンドの制御
• 宿泊客の快適性の向上
• サービスレベルの改善
• 警報システムによる安全確保
• エネルギー管理
• 制御とオペレーションの簡
便化
• 固定/モバイルPCからの分散
型遠隔制御
• 変更への適応性
• スタッフの作業量の低減
技術的な改善点
• ホテルの管理システムとの
融合
• 照明、空調、緊急対策、セキ
ュリティなど、あらゆる要
素に対応
• 完全なオーディオシステム
の制御
• 第2のETS3プロジェクトで
のグループアドレスの倍増
が可能
参加企業
建物所有者
AETEK.AE – 「ラ・マルキー
ズ」ホテル（ギリシャ、ロド
ス島）
設計者
Afoi Chatzikonstantinou
OE、Neos Rythmos（ロド
ス島 )
電気エンジニア
Prousaloglou Pantelis-Konstantinos & SIA O.E スマー
トビルソリューション（ロド
ス島）
機械エンジニア
V & D Varouxsakis（アテネ、
イオニア）
システムインテグレーター
Prousaloglou Pantelis
応用カテゴリー
ホテル
機能
• 照明
• 暖房、換気、空調
• 警報システム
• 技術監視
• エネルギー管理
• オーディオ/動画
• 可視化
• その他のシステムへのインタ
ーフェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機
器：8,934台
シーメンス、IPAS GmbHなど
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南ヨーロッパでのエネルギーの効率化
スペインのアヴィレス（アストゥリアス）のMetal Foundationでの照明、遮光、空調
の制御と管理

エネルギー効率に優れたビルテクノロジーにより、スペイン初の
NZEB（ニアリー・ゼロ・エネルギー・ビルディング）を目指す
本部

アストゥリアスのコスタ
ベルデに建設されたMetal
Foundationは、スペインで
初めてKNXの研修を提供す
る教育施設です。
アヴィレスの町に建設され
たこの公益団体の新しい本
部には、当然バスシステム
が導入されていなければな
りません。
2012年に業務を開始した
この本部は、3,000平方メ
ートルの敷地内に研修室と
研究室を備えます。
効率性、快適性、セキュリ
ティ、制御でのKNXの多用
途性は、このビルのオート
メーションシステムに反映
される必要があります。
採用されたビルテクノロジ
ーは、この団体のサステナ
ビリティや環境保護に向け
た新技術へのコミットメン
トを強調しています。
このプロジェクトには、ア
ドバイザリーと物理的機能
の両面から産業パートナー
によって支援が提供されま
した。
ヒホンにあるエンジニアリ
ング会社のDOERCOは、
このプロジェクトでの優
れたシステム統合が認め
られ、KNXのヨーロッパ
国際アワードを受賞して
います。
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屋内照明向けの150個の照
明回路はKNXによって制
御されています。
大型の窓がある部屋には太
陽光を考慮する継続的な照
明コントローラが設置さ
れ、極めて優れた効率性
を発揮しています。
また、動作感知器が必要に
応じた経済的な照明を実現
しています。
経済的に妥当な場合は、プ
ッシュボタンから手動で照
明の電源を入れることも可
能です。
天体時間スイッチにより、
外部の照明は夕暮れ時にな
ると自動的に点灯します。
この照明は夜間に消灯し、
明け方になると再び点灯し
ます。
研修室と事務室の前面のブ
ラインドはアンチグレア機
能を発揮し、建物のエネル
ギー効率を改善します。
このブラインドは夏期には
建物の放熱を促進し、冬期
は太陽熱を室内に取り込み
ます。
Heliometricのソフトウェア
を基盤とするこの知的制御
は、照度、風力、室温、存
在信号、太陽の位置、方位
などのデータを気象観測装
置から受け取ります。
さらに、ルーバーの角度も

自動的に設定されます。
各部屋のKNXコントロー
ラは、暖房、冷房にかか
わらずエネルギーを節約
します。
「快適」または「スタンバ
イ」の設定値は、レイアウ
トととは無関係に設定され
ます。
また、窓接点センサと連動
する制御回路が、熱や冷気
の損失を防止します。
KNXはHVACシステムと接
続し、生成される熱や冷
気を部屋の要件に適応さ
せます。
インターフェースとして
使用されるWago IPコン
トローラのKNXターミナ
ルでは、BACnet、MODBUS、DALI、Enoceanな
どの他のシステムが統合
されます。
また、侵入警報システムで
は、動作感知器と窓接点セ
ンサからの信号によって警
報が発信され、監視カメラ
が起動します。
「eibPort」モジュールで
構成されるエネルギー管理
システムは消費データを処
理します。
BMSへの接続によって、
警報発信時のセキュリティ
レベルが向上するほか、技
術監視がシステムの保守を
サポートします。
障害の信号はeメールで送
信可能です。
KNX機能の集中制御とオ
ペレーション向けに、4つ
のタッチスクリーンが設
置されています。
また、可視化スクリーンを
搭載する集中制御ポイント
から、すべてのビルテクノ
ロジーを利用することが可
能です。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• 照明システムの省エネ制御
• 各部屋の効率的かつ便利な
制御
• 室内環境をサポートする遮光
システム
• エネルギー管理
• 集中制御
• 技術監視
• 高度なKNX研修の視覚的な
認知
• 最適化や用途変更に対する
適応性
技術的な改善点
• 室内照明の継続的な制御
• 電流検出による予防/修正
保守
• HVACシステムと接続する温
度コントローラ
• KNXと他のシステムとのイン
ターフェースとして機能する
Wago IPコントローラ
• 気象データと太陽の位置に連
動するブラインド制御
• eメールで送信される障害
信号
参加企業
建物所有者、企画
Fundación Metal（アヴィレ
ス、アストゥリアス）
(www.fundacionmetal.org)
KNXシステムインテグレー
ター
KNXシステム統合
Doerco Ingenieria（ヒホン）
(www.doerco.com)
応用カテゴリー
教育施設
機能
• 照明
• HVAC
• ブラインド
• 警報システム
• 技術監視
• エネルギー管理
• 可視化
• インターフェース
規模
使用されているKNX機器：340
台
ABB、b.a.b.-technologie
GmbH、Jung、Schneider、シ
ーメンス、Somfy、Mobotix、
ワゴなど
費用
330,000ユーロ
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砂漠内のキャンパスでの優れた教育環境
KNXの制御によって効率的に運用されるサウジアラビアの女子大学でのビルシステ
ムのテクノロジー   

す。運用コストと環境保護
の観点から重要となる空調
についても、遮光による効
率化が実現しています。

室内の機能を分割するパ
ーテーション制御

規模、建築、総合的な指導プログラム、社交施設、そして高度な
最新ビルシステムテクノロジーを備える印象的なプリンセス・ヌ
ーラ女子大学のキャンパス

サウジアラビアのリヤドに
あるプリンセス・ヌーラ・
ビント・アブドゥッラハマ
ーン女子大学は世界最大の
女子大学であり、最も近代
的な施設とも言われていま
す。指導/研究体制は、保健
学、人文科学、芸術学、
語学、地理学、史学、イ
スラム研究の学部で構成
されています。800ヘクタ
ールの敷地を擁するキャ
ンパスは、独立した地区
と見なされています。ま
た、40,000人の女子学生
と12,000人の職員を収容す
るスペース以外にも、図書
館、大学病院、研究センタ
ー、寮のほか、託児所、訓
練所、モスク、さらには大
学の自動鉄道網などの社交
設備が整備されています。
印象的で洗練されたこの建
物の設備は、2012年にオペ
レーションが開始されまし
た。この複合施設の最も優
れた特徴は、ビルシステム
テクノロジーにも発揮され
ています。KNXのビルシス
テムテクノロジーにより、
校内のすべての建物の照明
と空調が効率化され、太陽
光と熱に対する保護システ
ムも実装されています。広
範に及ぶKNX設備のシステ
ムインテグレーターであ
るModern Times Technical
Systems（MTTS）は、こ
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のプロジェクトでアジア
国際アワードを受賞して
います。

空調をサポートする遮光
システム
砂漠地帯では強い直射日光
とセ氏45度以上の気温が日
常的です。そのため、建物
の大型のガラス面には、太
陽光からの保護と遮光を行
う確かな技術が必要になり
ます。講堂、セミナー室、
事務室のほか、図書館やカ
フェテリアなどの快適な環
境は、大学の効率的な運用
に必須不可欠です。そこで
採用されたのが数千ユニッ
トに及ぶブラインドです。
このシステムは強い太陽光
の遮光だけでなく、建物へ
の強烈な熱の侵入を防止し
ます。ここでは建物の四方
のファサードのすべてに設
置されるブラインド駆動装
置が、太陽の現在地と太陽
光の強度によって、気象観
測装置（Somfy AS-513）
で制御されます。ブライ
ンドとルーバーの位置は、
バスのプッシュボタンから
手動でも設定できるため、
どんな要件にも対応するこ
とが可能です。これらの設
定は、存在感知器が室内の
無人状態を確認すると、自
動モードにリセットされま

3～4階の施設内での照明制
御のためのバス設備は区画
ごとに分割され、それぞれ
にスイッチアクチュエータ
や調光アクチュエータなど
のKNX機器が分配されてい
ます。人の存在や日光に連
動するコントローラや継続
的な照明コントローラによ
って、教室、研究室、事務
室、トイレなどの効率的な
照明が確保されています。
これらはバスのプッシュボ
タンによる手動操作も可能
です。たとえば、講堂や教
室でプレゼンテーションが
行われるときには、モード
ボタン（バスプッシュボタ
ンまたはメディアコントロ
ーラ）から簡単に照度を選
択して明るさのレベルを設
定できます。システムの技
術的な改善点としては、知
的なパーテーションコント
ローラが挙げられます。
大型の講堂が2つの部屋に
分割されると、照明、ブラ
インド、オペレーションの
機能が自動的に2つの独立
したユニットに分割され
ます。KNX MT-701パネル
は、非常用照明機能など、
ローカルでの集中オペレー
ションに使用されます。
また、ロジック、タイ
ムスイッチ、モード機能
も利用可能です。KNX
設備全体の集中オペレ
ーション、監視、制御
は、NETxAutomationソフ
トウェアによって可視化さ
れています。また、KNXは
KNX BACnetゲートウェイ
を経由してキャンパスの管
理システムと通信すること
が可能です。 各部屋に人が
いるかどうかのデータは、

占有者の有無に連動して設
定値の調整を行う室内環境
制御に使用され、LEED標
準（エネルギーと環境設計
におけるリーダーシップ）
に対応するためのプリンセ
ス・ヌーラ大学の必須要件
である施設の効率化にも貢
献しています。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• 高度な遮光システム
• エネルギー効率に優れた照
明制御
• 空調サポート
• 個別操作が可能なオートメ
ーション
• 便利なモード制御
• 集中的な監視、オペレーショ
ン、最適化
• 変更や拡張への適応が可能な
システム
技術的な改善点
• 手動操作も可能な自動ブライ
ンドシステム
• 人の存在や太陽光に連動する
照明制御
• 継続的な照明制御
• 映写時のモード呼び出し機能
• 自動パーテーション制御
• キャンパス管理との通信
• BMSやAMXメディア制御へ
の インターフェース
参加企業
サービスエンジニア,
電気エンジニア,
KNXシステムインテグレー
ター
Modern Times Technical
Systems (MTTS),
www.mtts.com
応用カテゴリー
大学
機能
照明、遮光システム、加熱、
換気、空調、技術監視、エ
ネルギー管理、オーディオ/
動画、可視化、インターフ
ェース
規模
使用されているKNX機
器：6,55（ABB、Gira、Somfy
など）
費用
3,200,000米ドル
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シンガポールのスカイラインで実現する最高レベルの効率
性
ツインタワー開発「アジアスクエア」での気候保護、快適性、安全性、技術サービスへ
の対応

220メートル以上のタワーは、待望のグリーンマー
クプラチナアワードを受賞 Award

シンガポールのスカイライ
ンは高層化しているだけで
なく、存在するビルの数も
拡大し続けています。新た
に完成したビルの1つは、
マリーナベイ金融センター
からほど近いアジアスクエ
アのツインタワーです。
43～46階のフロアに
は、280室を完備する高級
ホテル、190,000平方メー
トルに及ぶオフィスエリ
ア、専門店がならぶ広い
ショッピングエリア、文化
イベントの公共会場があり
ます。このタワーには、シ
ティバンク、ジュリアス・
ベア、サラシン銀行、ロイ
ズ、Google、マーシュ・
アンド・マクレナンなどの
国際的な企業が転居してい
ます。2つのタワーIとタワ
ーIIは、主要都市での高層
ビルとして現在10位の高
さにランキングされてい
ます。また、環境に配慮し
た持続可能なビルに授与さ
れる最高の栄誉、グリーン
マークプラチナアワードも
受賞しています。タワーの
設計の優先事項となったの
は、太陽光発電とバイオデ
ィーゼルの生成、そして水

26

の効率化でした。
ここでは、省エネビルのシ
ステムテクノロジーが重要
な役割を担っています。
このプロジェクトでKNX制
御ソリューションを照明、
技術監視、エネルギー管理
の機能に統合したYumetronics Pte Ltdは、KNXの審査
団からアジア国際アワード
を授与されました。

テナントは独自の切替プ
ログラムを設定すること
が可能です。
建物内の照明の90%以上
が、KNXによって効率的に
制御されています。存在感
知器、照度センサ、タイマ
ープログラム、スケジュー
ルにより、照明回路の電源
は必要なときにだけオンに
なり、太陽光が射し込む間
は快適性や利便性に影響が
及ばない範囲で照度が落と
されます。安全性のレベル
もKNXの応用によって強化
されています。階段スペー
スでの人の存在を感知する
信号は、IBMSへの接続の
もとで監視されます。この
連動により、火災発生時に

は避難経路の照明が完全に
自動で点灯します。
す べ て の K N X 機 能
は、Yumetronicsが開発し
た「照明制御/管理システ
ム（LCMS）」によって、
集中装置で監視されます。
照明稼働時間の記録と負荷
の評価は、迅速なサービス
と効率的なビル管理、エ
ネルギー消費の最適化に
役立っています。可視化
（ABB）により、個々のユ
ーザーは就労時間や占有状
態などに応じて、アクセス
権を使った独自の切替プロ
グラムを設定することも可
能です。さらに、インター
ネットを使った遠隔制御も
可能です。認証カードによ
るエレベーター制御の採用
は、技術的な改善点の1つ
です。ここでは、エレベー
ターが到着すると、そのフ
ロアの照明が点灯します。
セキュリティとシステムの
適応性が設計段階での重要
な要素であったため、この
プロジェクトに関与したす
べての関係者にとってKNX
設備は都合のいいソリュー
ションとなりました。
LCMSにより、建物の所有
者とテナントのエネルギ
ーと人件費の削減が実現し
ています。制御機能は部屋
の利用に変更があった場合
も簡単に適応し、ゲストや
従業員は快適に照明を利用
できます。個人的な理由や
就労時間の延長に対応する
ために、室内機能は手動の
ほか、ワークステーション
PCで直接操作することも
可能です。マスターリセ
ット時は、照明の点滅な
どによって一時的な消灯を
事前に警告します。気候保
護の観点からも、エネルギ
ー消費量の低減と無駄な照
明の排除により、二酸化炭
素排出量の削減が実現して
います。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• さまざまな機能性、多数のコ
ンポーネント
• 最適化と変更に対応する適
応性
• エネルギー効率に優れた照明
• 高度な技術的快適性
• テナントへのアクセス権の
付与
• 一元的な技術監視
• 存在信号のさまざまな活用
• BMSの融合によるセキュリテ
ィの確保
• 経済効率とサステナビリティ
への対応
技術的な改善点
• 「照明制御/管理システム」
（LCMS）
• DALIや1-10Vなどのシステム
への対応
• 照明の監視と稼働時間
• テナントへのアクセス権の
付与
• IBMと非常用照明の融合
• マスターリセット時の事前
警告
参加企業
建物所有者
MGPA, www.mgpa.com
電気エンジニア、KNXシステ
ムインテグレーター
Youmetronics Pte Ltd,
Stanley Yeo, （スタンレー・
イェオ）（シンガポール）
応用カテゴリー
ホテル、オフィス、小売り、
文化
機能
• 照明
• 技術監視
• エネルギー管理
• 可視化
• 他のシステムへのインター
フェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機
器：4200台（ABB、Theben
など）
費用
2,500,000米ドル
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オーストラリアの名所「サーフコースト」に提供された
先駆的なビルシステムテクノロジー
効率的な制御とエネルギーの一元管理に向けて統合されるあらゆる機能   
「緑の建築」認証を取得
するための構成要素

サーフコーストで重視される環境保護とサステナビリティに、
KNXの効率的なビルシステムテクノロジーが対応

その絶景とサーフィンの理
想条件がそろうオーストラ
リア、ビクトリア州のサー
フコーストには、世界保護
区に魅了された世界中の観
光客が次々に訪れます。
Surf Coast Civic Buildingは、
グレートオーシャンロード
への玄関口にあたる小さな
町のトーキーで、2011年に
業務を開始しました。この
施設は、スポーツ、文化、
コミュニケーションを推進
するための現代的なコミュ
ニティセンターです。シス
テムの実装にあたって、建
築主であるサーフコースト
州議会が重視したのは、環
境保護とエネルギーの効率
化でした。 これは、KNXの
活用によって効率的に制御
されるビルシステムテクノ
ロジーでも具現化されてい
ます。さまざまな機能の一
元システムへの統合は、オ
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ーストラリアでは新しく革
新的なアイデアです。これ
は、mySmart CTIのシステ
ムインテグレーターである
Peter Garrett（ピーター・
ガレット）氏が、用途の広
い国際規格の採用を決定し
た理由の1つでもありまし
た。 このシステムではすべ
ての照明と監視の機能のほ
か、エネルギーと水の消費
がロビーに設置される40イ
ンチのLCDディスプレイか
ら制御できるだけでなく、
施設内に設置される風力や
太陽光システムで生成され
るエネルギーも可視化され
ます。この表示は利用者に
なじみやすい上、環境に配
慮した施設の構想を強調す
るものでもあります。この
優れたKNX設備は、アフ
リカ、アメリカ、オースト
ラリアの国際アワードを受
賞しています。

太陽光の最適な利用による
継続的な照度を保つ照明セ
ンサや調光器、必要に応じ
て照明を点灯させる存在感
知器など、効率的な照明制
御システムを実装するため
に、mySmart CTIはKNXの
すべての機能を統合しまし
た。運動場が利用される時
間に連動し、照度センサが
投光照明の電源のオンとオ
フを切り替えます。
そのため、照明が不要に点
灯していることはありませ
ん。KNXのプッシュボタン
とコントローラを使って、
手動操作も簡単に行えま
す。換気システムと個々の
暖房機器も、KNXによって
一部が自動、一部が手動で
制御されます。
これらは一元制御システム
に組み込むことも可能で
す。エネルギー管理システ
ムには、照明制御、シャ
ッター/ブラインド制御、
エネルギー監視、消費量
表示、再生可能エネルギー
向けのスマート計測が統合
されています。最大限の効
率化を達成するために、雨
水ポンプや太陽光給湯ポン
プなどの水力システムが監
視され、その流量の計測と
温度の制御がKNXを通じ
て行われます。AMXメデ
ィア技術への接続は、この
設備のハイライトの1つで
す。オーディオと動画のシ
ステムをKNXの照明制御
に組み合わせることで、問
題発生時に最適な照明モー
ドを実行させることが可能
です。これらのモードは、
可視化システムを使って個
々に設定できます。エネル
ギー量と分析値は、施設の
利用者に向けてロビーに設
置された42インチのLCD
ディスプレイに表示されま
す。NETxAutomation Voyagerソフトウェアに基づく一
元管理によって、PCからの

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• ビルテクノロジーのエネルギ
ー効率に優れた制御
• 一元管理に向けたすべての機
能の統合
• エネルギー負荷、水の消費
量、再生可能なエネルギー源
のスマート計測
• 40インチのLCDディスプレイ
による負荷と生成エネルギ
ーの表示
• 監視と障害信号
• 遠隔操作と保守
技術的な改善点
• 一元管理に向けたさまざまな
機能の統合
• メディア制御と照明モードの
呼び出しの連動
• 照明機能を作動させるセキュ
リティ技術の実装
参加企業
建物所有者
サーフコースト州議会（トー
キー、オーストラリア）  
KNXシステムインテグレー
ター
Peter Garrett（ピーター・ガ
レット）、mySmartCTI（ノ
ース・ライド、オーストラ
リア）
応用カテゴリー
公共施設
機能
• 照明
• 暖房、換気
• 技術監視
• エネルギー管理
• オーディオ/映像
• 可視化
• その他のシステムへのインタ
ーフェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機器：279
台（ABB、Hagerなど）
費用
130,000オーストラリアドル

遠隔操作も可能です。KNX
技術によるビルの効率的な
制御は、この施設の「緑の
建築」の5つ星認証の取得
にも貢献しました。
At mySmart CTIは世界トッ
プクラスの施設の建設で役
立てたことを光栄に感じて
います。
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一流建築物の知能
持続可能なビル構想へのKNXモジュールの統合

自由自在に設定可能なKNXの照明モードが、2,500平方メートルの
アトリウムで開催されるイベントの成功に貢献

燦々と差し込む日光、
ガラスを材料とする建
物、Ingehoven Architects
の人気建築家による印象
的な建築設計が、ハノーバ
ーに建設されたHDI Gerling
property insurance groupの
新しい本社を特徴的なもの
にしています。7,500平方
メートルの敷地に建設され
た5階建てのビルは、現代
的で環境に優しい人間工学
的な作業空間を2,000人の
従業員に提供しています。
DGNBのゴールド認定に導
かれた持続可能なビル構想
では、エネルギーと資源の
最小限の消費とより優れた
利便性が紐付けられていま
す。三重ガラス、断熱、再
生可能エネルギーの生成に
加え、KNXによって制御さ
れる照明とブラインドが、
システムでのエネルギー効
率化で重要な役割を果た
しています。プロジェク
トの実装を担当したBauer
Elektroanlagen GmbH Halle
は、この特異なプロジェ
クトでKNXドイツナショ
ナルアワードを受賞して
います。

モデルを使った遮光シス
テムの設計
複合ビルでのブラインド制
御は極めて重要です。
そのため、計画段階でモ
デルを使ってシミュレー
ションが行われ、風の影
響、季節ごとの太陽の位
置、影、反射、熱放出が
算出されました。このシ
ミュレーションに基づい
て、KNX、SMI、Ventus
Digisonicによる遮光を活
用する複雑なブラインド
制御システムが構築され
ました。このブラインド機
能は、タイムプログラム、
太陽放射、影、風の強さに
連動して制御されます。ま
た、ファサードでのさまざ
まな風の条件を踏まえ、70
におよぶ風監視ポイントが
設置されています。さらに
はルーバーの自動調節によ
って、太陽光の明るさが最
適に利用されます。バスの
プッシュボタンを使って、
従業員が手動でブラインド
を操作することも可能で
す。KNXとDALIによる人
の存在や照度に連動する照

明制御も効率的です。照明
設備には優れた適応性が備
えられるほか、3,000個の
それぞれの照明器具には存
在感知器が設置されていま
す。使用に変更があった場
合も、特別開発のCodesys
プログラムによって光源が
容易に割り当てられます。
バスのプッシュボタンには
適応性の高いシステムであ
るGira ITS30が搭載されて
います。また、内装にマッ
チするスマートセンサが、
天井設置の冷却ファンを制
御します。廊下、階段、地
階の駐車場、屋外エリアの
照明も自動で制御されま
す。停電が発生した場合、
会議室ではメディア技術を
通じて、照明とプロジェク
ターが起動されます。侵入
と火災警報システムの融合
により、警報発令時に照明
が自動で点灯し、ブライン
ドが上がります。KNXパネ
ルは、レストラン、食堂、
厨房、会議室など、機能を
操作する頻度が高い場所に
設置されています。重要な
KNX機能の監視、制御、実
行は、一元化ビル管理のソ
フトウェアによって行われ
ています。これを実行す
るために、4,500か所のポ
イントでのデータがKNX
OPCサーバー（NETxAutomation）によって処理され
ています。KNX設備のトポ
ロジーは、他のシステムと
のインターフェースに対応
する「ターミナル」を提供
するWago KNX IPコントロ
ーラで構成されています。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• インテリジェントな機能によ
るエネルギー効率の向上
• 最適な遮光による快適な職
場環境
• オフィス内での照明とブライ
ンドの個別操作
• 照明、遮光、室温の一元機能
• モード制御によるイベント時
の照明切り替え
• 一貫して統一される設備
• 使用の変更に対応する適応性
技術的な改善点
• 時間、太陽放射、影、風の強
さに対応する複雑なブライン
ド制御
• 効率的な照明のための継続的
な照明制御
• それぞれの照明器具の存在感
知器による高い適応性
• 照明の割り当てのための特別
補完プログラム
• 侵入/火災警報システムの
融合
• BMCの統合
参加企業
建物所有者
Ampega Gerling（ハノーバ
ー） (www.ampegagerling.de)
建築者
Ingenhoven Architects,
（デュッセルドルフ）
(www.ingenhovenarchitects.
com)
電気設備、KNXシステムイン
テグレーター
Bauer Elektroanlagen GmbH
（ハレ） (www.bauer-netz.de)
応用カテゴリー
企業本社ビル
機能
• 照明
• 遮光
• 冷却
• 警報システム
• 技術監視
• エネルギー管理
• 媒体技術
• 可視化
• 他のシステムへのインター
フェース
規模
使用されているKNX機
器：1793台（Gira、シーメン
スなど）
費用
800,000ユーロ
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生産時の廃熱のリサイクル
工業会社での換気、照明、暖房の自動化  

5,700平方メートルの敷地内に生産工場、倉庫、事務所を有する
新設工場

Anton Hieber GmbH & Co
Elektroanlagen AGが手掛
けた産業設備では、通常
の機能にKNXを追加する
ことで効率的に制御される
換気システムが立証されて
います。シュバーブミュン
ヘンに本拠地を置くプラス
チックカートリッジシステ
ムのメーカーであるRitter
GmbHでは、鋳物の製造
時に膨大な廃熱が蓄積し
ます。現在、新設された
工場施設の換気機能はKNX
によって制御され、夏期の
施設内の心地よい涼しさが
確保される一方、冬期の室
内暖房には余熱が活用され
ています。人の存在や太陽
光に連動する照明制御も効
率的です。達成されたエネ
ルギーの節約と短期間での
投資回収がKNXの審査団に
注目され、プロジェクトは
ドイツナショナルアワード
を受賞しています。この工
場での製造は、360日間24
時間体制で行われていま
す。600個に及ぶ蛍光灯を

常に最大限の照度で点灯さ
せる必要がないよう、KNX
はDALIと接続して自動的
に照度を調整しています。
このとき、存在感知器が人
がいる場合のみ照明を点灯
させるよう監視を行ってい
ます。これにより最大70%
の節約が実現します。
高性能な換気制御は節約を
拡大させるだけでなく、エ
ネルギーの回収にもつなが
っています。天窓の内部/
外部の換気フラップと換気
用に設置された側面窓の開
口部が温度に連動して開閉
します。夏期は取り込まれ
た空気が広い範囲に放出さ
れ、冬期はより小さな内部
フラップのみで換気が行わ
れます。これにより室温が
急激に低下するのを防止し
ます。KNXによる換気フラ
ップの制御は火災警報シス
テムと通信し、火災発生時
には自動でフラップが開い
て煙道として機能します。
また、気象観測装置がフラ
ップ制御を監視し、雨や嵐
から保護します。

製造工場で発生する廃熱か
らはエネルギーが回収され
ています。ここではKNXの
温度コントローラが熱の除
去を制御し、熱が屋根また
は内部に伝導されます。
黒色放射体で構成される
暖房システムそのもの
が、KNXによって完全に
自動で制御されます。
ここでは、対応する3Dデ
ィスプレイを備える施設の
サーバが制御ポイントとし
て機能します。
また、スマートフォンやタ
ブレットPCを使った遠隔
アクセスも可能です。
サーバは、変電装置、補償
システム、過電圧監視、リ
フティングシステム、空気
圧監視などからのKNXの障
害信号をすべて受け取り、
重要な信号を中継します。
消費量の値もここで評価さ
れます。印刷機からのオゾ
ンや洗浄工場からの有害ガ
スの自動吸引は、KNXシ
ステムによる技術改善の
一部です。システムイン
テグレーターとしてこの
プロジェクトを担当した
Anton Hieber GmbH & Co
Elektroanlagen AGは、大
幅に削減されたエネルギー
の消費量について、「温度
に連動する換気と廃熱の利
用によって、化石燃料を使
用する必要性がほぼ完全に
なくなりました」と話して
います。照明と換気を含め
ると、年間におよそ280ト
ンのCO2と50,310ユーロの
運用コストの削減が実現し
ています。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• 経済性と快適性に優れた照明
設備（最大70%の削減）
• 温度制御の換気による快適な
施設内の環境
• 冬期の熱回収による暖房コス
トの削減
• わかりやすい3Dディスプレ
イによる一元化
• ユーザーによるパラメータや
設定値の調節
• 技術障害発生時の信号発信と
一元的な監視
• インターネットを経由する
遠隔操作
技術的な改善点
• 電気式の換気フラップと窓の
複合制御
• 工業生産からの廃熱の制御
• エネルギー供給/製造工場か
らの障害信号の統合による技
術的監視
• 統合された非常時照明
参加企業
建物所有者
Ritter GmbH, （シュバーブミ
ュンヘン）,
www.ritter-online.de
企画
Hermann Wiedemann,
Ritter GmbH
電気エンジニア,
KNXシステムインテグレー
ター
Anton Hieber GmbH & Co
Elektroanlagen KG,
（シュバーブミュンヘン）,
www.elektrohieber.de
応用カテゴリー
工業
機能
• 照明
• 暖房、換気
• 技術的監視
• エネルギー管理
• 可視化
• インターフェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機
器：120台（ABB、Arcuseds、Gira、 Merten、シーメ
ンス、Theben）
費用
600,000ユーロ
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フィンランドで具現化されるKNXの能力
KNXのナショナルグループが情報と研修を提供

フィンランドの電気設備業者協会のSTULによって運営されたKNX
電気設備の基本コース

KNXプロジェクトへ
の 志 願 者 3 社 で あ る
TampereenAmmatti
korkeakoulu、Sahko-ja
teleurakoitsijaliitto、STUL
ry/KNX Finland ryがフィン
ランドでのKNXシステムの
導入の成功により、「新し
い国でのKNXの導入」とし
て賞を授与されました。提
出されたプロジェクトに
は、セミナー、研修コー
ス、展覧会、会議を通じ
て、KNXの応用がどのよう
にフィンランドに紹介され
ているのかが記載されてい
ます。これらの活動は、フ
ィンランドでKNX市場を展
開する基盤でした。対象と
なった活動にはKNXの審査
団からパブリシティ・アワ
ードが授与されています。

プ・オブ・フィンランド）
のメンバーとなりました。
当時、フィンランドには正
式なKNXの研修センターや
スキルを備える専門家が存
在せず、当然KNXコンポー
ネントの市場もありません
でした。
住宅とビルのオートメーシ
ョンのためのシステムは、
一般的に認知されていなか
ったのです。

国際的に標準化されるビル
のオートメーションシステ
ムであるKNXを選択した事
業者は、フィンランド語以
外の言語で行われる海外で
の研修コースに参加した
り、KNXシステムやETSの
設備について独学する必要
がありました。
フィンランドの電気設備業
者には、母国語でKNXパー
トナー認証を取得する機会
が必要でした。
このグループは講師であ
るVeijo Piikkiläの調整のも
と、フィンランド語での
KNXハンドブックの発行、
認定訓練所の設立、フィ
ンランド人のKNX講師の
訓練を目標として設定し
ました。
フィンランド電気設備業者
協会の協力のもと、この取
り組みは大きな成功を収め
ました。
2011年末までにフィンラ
ンド語のハンドブックは
600冊販売されたほか、16
回の基本コースが開催さ
れています。
また、100名を超える受
講者が認定を取得してい
ます。

参加企業
Tampereen Ammattikorkeakoulu,
Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto
STUL ry/KNX Finland ry.

訓練を受けたKNX講師は7
名となり、3つの研修セン
ターが開校しています。
フィンランド国内でのKNX
の発表や展示会への参加
者は300名以上にのぼり
ます。
また、基本情報もフィンラ
ンド語で入手可能です。
活動の強化が要請さ
れ、National Group of Finland（ナショナル・グルー
プ・オブ・フィンランド）
は2012年の目標を設定し
ました。
市場での能力開発の結
果、KNX製品のメーカー
やサプライヤーから、企
画エンジニア、電気設備業
者、サービス組織に至るま
でのビルのオートメーショ
ンのサプライチェーン全体
での大きな駆動力が、関係
者や関係企業から信頼され
るようになっています。

ビルのオートメーション
市場への機動力
2008年、TampereenAmm
attikorkeakoulu、Sähkö-ja
teleurakoitsijaliitto、STUL
ry/KNX Finland ryは設立さ
れたNational Group of Finland（ナショナル・グルー
Tamk（タンク）研修センターでの研修コース
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KNXを活用したエコなクルージング
モーターヨットの快適性と安全性を実現する知的機能  

外洋でのプロジェクト。コックピット内のステンレス製のデザイ
ナープッシュボタンと、船体の分電盤で保護されるアクチュエー
タ技術。

KNXは数々のアイデアを提
供しています。
KNXの電気設備を活用した
高度な技術によるヨットの
アップグレードも例外では
ありません。機能性とデザ
イン性の両面で高い品質を
備えるコンポーネントが数
多く提供されています。
このアイデアを企画した
eibmarkt. com GmbHは、
スポーツヨットの工学技術
をKNXの導入によって自動
化し、数々の新しい機能の
統合によって快適性と安全
性を向上させました。
2年間の計画と8か月間のシ
ステム統合の末、KNX国際
規格は外洋での利用にも適
用されたことになります。
このプロジェクトでは、潮
風、振動、湿気、熱、冷気
などの厳しい条件も考慮に
入れる必要がありました。
「Konnexa 42」というう
ってつけの名前がつけられ
たこの珍しいプロジェクト
は、KNXの審査団に強い印
象を残し、KNX特別アワー
ドを受賞しました。

Solutions

タッチスクリーンに表示
される航海データ
夕暮れ時になると、照明が
自動で点灯します。照明モ
ードによって、豪奢なヨッ
トにふさわしい上品なムー
ドが演出されます。「ナイ
トモード」では個別に設置
されたLED照明が、トイレ
やデッキまでの通路を安全
に照らします。これらの照
明は、床に設置される存在
センサによって自動でオン
とオフが切り替わります。
照明、室温制御、メディア
制御、監視機能、負荷管理
などの通常の機能に加えて
細部にも重点が置かれてい
ます。自動の停電防止感知
器がタッチパネルに統合さ
れ、照明の切断や誤操作を
防止します。また、水の侵
入などの極めて重要な信号
は、音声によって船内全体
に通報されます。さらに、
陸上の電力と船内バッテリ
ーの電力が区別され、それ
に応じて「フルモード」と
「節約モード」のいずれか

で負荷が制御されます。
大きな特徴となるの
は、KNX、搭載電子装置
のNMEA、マシンプロト
コルのCANバス間の特別
開発されたインターフェー
スです。これにより、すべ
ての航海データが可視化さ
れ、KNXサーバで評価され
ます。また、障害やオペレ
ーションの状況もすばやく
検出されます。ここには、
目覚まし機能を備える気象
表示や暴風警報などの高度
な機能も搭載され、船上で
の快適性と安全性が確保さ
れます。環境に配慮したク
ルージング速度は、エンジ
ンやその消費量の既存デー
タのほか、風や波、負荷に
連動してKNXサーバーが算
出します。また、Elvisの可
視化ソフトウェアを活用す
るPro Faceのモニターは、
ヨットの機能で利用する制
御装置として保証されてい
ます。存在感知器は照明制
御や警報システムための複
数の機能を担います。
煙感知器や水センサのほ
か、インターネット、音楽
のコントロール、障害信号
が統合されています。
操作には、Jungのステン
レス製の大型プッシュボ
タンと多用途なルームコ
ントローラが採用されてい
ます。また、電流検出器を
備えるアクチュエータが負
荷管理のためのデータを供
給します。合計で91台の機
器によって設備されるこの
KNX機能は、SeeBG（船
舶安全基準）にも対応して
います。現在、「Konnexa
42」プロジェクトは認可さ
れる訓練ヨットとして展示
され、再現を図る事業者と
関心を持つヨット所有者を
魅了しています

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• すべてのKNX機能と船上の
電子装置の一元的な可視化
• LED効果照明のモード制御
• タイムプログラム
• エネルギーと負荷の管理
• KNXサーバによる経済的なク
ルージングの算出
• 音声通知/制御
• 煙感知器による監視
• 漏出監視
• 窓と扉の監視
• オペレーション、障害、警
報の信号
• 気象警報のための気象観測
装置
• 遠隔保守
技術的な改善点
• 船内電子装置とマシンプロト
コルへのインターフェース
参加企業
KNXシステムインテグレー
ター
Marco Labahn, eibmarkt.com
GmbH, （プラウエン）
応用カテゴリー
モーターヨット
機能
• 照明
• 空調
• 警報システム
• 技術監視
• 負荷管理
• マルチメディア
• 可視化
• 他のシステムへのインター
フェース
• 遠隔監視
規模
使用されているKNX機器：91
台（さまざまなメーカー製）
費用
95,000ユーロ
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リゾートアイランドで実を結ぶバス技術
快適性と効率性を確保するクレタ島の高級リゾートでの大規
模なKNX設備

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• 自動照明制御
• 個々の電源操作と調光が可
能な照明
• 暖房、換気、空調の統合
• 宿泊客の快適性の向上
• 効率的な客室管理
• タイムプログラムと設定値
の自動低減によるエネルギ
ーの節約
• タッチスクリーンによる個々
のエリアの一元管理
• 技術的な障害の監視
• 遠隔保守

景観と技術：KNXが実現する夜間の照明モードによる演出

澄みきった水、パノラマの
ような景色、真っ白なビー
チ、年中降り注ぐ太陽、穏
やかな気候―ギリシャ、ク
レタ島の北東部、アイオ
ス・ニコラオスに位置す
る5つ星の高級ビーチリゾ
ート、グラン・メリア&ラ
グジュアリー・ヴィラズ・
ダイアス・コーブではこれ
らすべてを満喫することが
可能です。これにとどまら
ず、300室に及ぶ客室、ス
イートルーム、ヴィラに
は、それぞれのスイミン
グプールや美しい庭園な
ども完備しています。ク
レタ島の村の伝統に根着
くこのリゾートには、最
大限の技術が活用されてい
ます。20,000個の光源が、
夜間照明の演出、客室のモ
ード設定、施設内通路の安
全性確保に利用されていま
す。照明や他の機能はKNX
によって効率的に自動で制
御されています。システ
ム統合を行ったAutomationsystems Triantafillidisに
とって大きな挑戦となった
のは、30ヘクタールに及ぶ
リゾートの莫大な面積でし
た。300ライン、32エリア
に分割される敷地内には
およそ6,800台のバス装置
が設置され、1キロに及ぶ
光ファイバーネットワーク
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が構成されています。KNX
の審査団に強い印象を与え
たこのソリューションの実
装には、特別アワードが授
与されています。

本島からの遠隔保守
タイムプログラム、照度セ
ンサ、シナリオ/論理機能
が内外部と建物の照明を
制御しています。会議室
では、暗幕ブラインド、
スクリーン、プロジェク
ター、リフト、調光といっ
た機能がモード別に設定さ
れています。また、客室、
スイートルーム、ヴィラで
も、換気や暖房、空調機器
が自動で起動します。チェ
ックイン時、宿泊客は美し
い照明で迎えられます。も
ちろん、客室内の照明はプ
ッシュボタンを使って宿泊
客が自由に設定できます。
宿泊客が外出すると、マス
ターのオフボタン、または
フロントからの操作によっ
て自動モードでの運転が再
び起動され、不要な照明が
消灯されます。宿泊客がボ
タンをタッチするだけで、
邪魔されたくないときやベ
ッドメイキングの希望を通
知できる便利な機能も提供
されています。また、11の
ヴィラの宿泊客が室外から

iPadを使って室内の機能を
操作できるようにすること
も計画中です。KNXの可視
化画面では、フロントスタ
ッフが敷地内のすべての機
能を制御できるほか、客室
の占有状況や宿泊客の客室
サービスの要望も把握する
ことが可能です。また、ス
イミングプール（スパ）、
レストラン、フロント、会
議室など、個々のエリアの
制御と管理を実行する5つ
のタッチ画面も装備され
ています。さらに2つのモ
ニターが全般的なホテル
の機能を管理します。機能
の信頼性は、客室ごとの個
別のバス電圧源によって確
保されています。障害は可
視化スクリーンに表示され
るため、素早く対応するこ
とが可能です。トポロジー
についての問題は、KNXと
TCP/IPの高速光ファイバ
ーネットワークを経由して
リンクされるIPルータを使
って解決されます。KNX設
備によって実現した技術的
な改善の1つは、このシス
テムインテグレーターが提
供する900キロ離れたテッ
サロニキに位置するOPC
サーバを使って、VPNを経
由する全設備の遠隔的な保
守が実行可能なことです。

技術的な改善点
• アクセス権によって変更/優
先されるモード設定
• メディア技術の統合
• 提供機能とメインの「オフ」
スイッチによる宿泊客のため
の簡単な操作
• 統合可能なホテル管理、iPad
による快適な操作、中央
BMS
• IPルータを利用するネットワ
ーキング
• OPCサーバを使った遠隔保守
参加企業
建物所有者
Daios Cove Crete,
www.daioscovecrete.com
KNXシステムインテグレー
ター
Automationsystems
Triantafillidis,
www.automationsystems.gr
応用カテゴリー
高級ホテル、リゾート地
機能
• 照明
• 暖房、換気、空調
• 技術監視
• エネルギー管理
• オーディオ/動画
• 可視化
• 他のシステムへのインター
フェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機
器：6,728台（さまざまなメー
カー製）
費用
1,700,000ユーロ
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より効率的な空港を実現する知的制御
上海虹橋空港の第2ターミナルに設備されるKNX

効率的な照明の実装ための太陽光を踏まえた制御システム

最速の移動や輸送手段とし
て、中国での飛行機の利用
は急速に増加しています。
人口2,500万人の上海大都
市圏に位置する虹橋空港で
は、この需要に対応するた
めに2つ目の滑走路とター
ミナルが新設されました。
2010年以降、この空港で
は年間に300,000便の飛行
機と4,000万人の乗客に対
応しています。本館のほ
か、1.8キロと0.5キロの
搭乗廊下を有する第2ター
ミナルは、3,000万人の利
用者に対応するよう設計さ
れています。この莫大なス
ケールにはおよそ6,000個
の回路を備える大規模な
照明システムが必要であ
り、それに付随するエネル
ギー消費も相当なものにな
ります。このプロジェクト
を担当したShanghai Longchuang Automation Control
System Co. Ltd.にとって、
エネルギー効率に優れた制
御システムの導入は、難問
ながらも関心の深まる挑戦
となりました。困難なタス
クに完全に対応したこのソ
リューションは、2012年
のKNXエネルギー効率性ア
ワードを受賞しています。
第2ターミナルの照明だけ
にかかる年間コストが数百
万元にのぼることは、プロ
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ジェクトの企画段階からす
でに明らかになっていまし
た。そこで必要になったの
が、知的制御装置を活用す
る効率的なエネルギーの利
用でした。これらの制御装
置を使って、ガラス面から
差し込む太陽光を勘案し、
必要なときにのみ人工照明
を点灯させることで、快適
な照度を維持する必要があ
りました。KNXは、世界中
の大規模な空港に適する標
準化されたシステムとして
すでに証明されています。
中国のシーメンスビルテク
ノロジのKNX技術チーム
は、設備の実装にあたって
担当業者にサポートを提供
しました。大規模なシステ
ムでは、3,000台を超える
KNX機器を60のKNXライ
ンに設備、構成、作動さ
せる必要がありました。こ
こでは内部と外部の照明セ
ンサが中心的な機能を果た
すほか、論理コントローラ
がエネルギーを効率的に利
用しながら、最適な照明環
境を実現させています。ま
た、窓付近の待合エリアに
外部センサを利用すること
で、照度レベルの的確な適
応が可能になっています。
季節ごとの太陽光の強弱
に合わせて自動的に適応
される2つの照度閾値を使

って、ハロゲン金属放電
ランプのオンとオフが切
り替えられます。照明回
路もフライトのスケジュー
ルに連動して電源が切り替
わります。これを実行する
ために、KNXの制御装置が
OPCサーバを経由して管
理システムと通信を行いま
す。飛行機の出発や到着を
踏まえ、人の行き来が少な
いエリアでの照度レベルは
低減されます。不要なエネ
ルギー消費は、午後9時か
ら午前8時の間を中心に排
除されています。また、時
間と日付に連動する制御装
置により、エネルギーはさ
らに節約されています。
照明は平日、休日、時間
ごとの使用に応じてオン
とオフが切り替えられま
す。Elvisソフトウェアで
の可視化を使って実装され
たメインの制御ポイントで
は、すべての照明機能の操
作と監視を行うことが可能
です。このポイントではタ
イムプログラムの変更、設
定値の調整、負荷の評価も
可能です。概観をよりよく
把握するため、この大規模
な設備ではエリアが5つに
分割されています。エネ
ルギーの消費データは定
期的に制御装置に転送され
ます。消費量の傾向はグラ
フで表示され、エネルギー
使用の最適化に活用されま
す。Longchuangは、KNX
が効率的で拡張可能な信頼
できるシステムであること
がこのプロジェクトで証明
されたとして、次のように
話しています。「エネルギ
ーの効率的な利用のための
知的な照明制御の要件はす
べて満たされるでしょう。
エネルギー消費の評価で
は、KNXのオートメーシ
ョンへの投資が3年から5年
で回収される見込みです」

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• 6,000以上の照明回路のエネ
ルギー効率に優れた制御
• 太陽光の利用のほか、時間と
日付に連動した制御によるエ
ネルギーの節約
• フライトスケジュールに合わ
せて的確に使用される個々の
エリアの照明
• それぞれに適応される快適な
照明環境
• オフィスエリアでの照明と火
災警報システムを備える非
常用照明の融合による安全
性の確保
• シンプルな設備、安全な投
資、拡張可能なシステム
• 可視化されたメイン装置での
エネルギー消費の評価
技術的な改善点
• 外部センサを使った窓付近の
エリアでの照度レベルの緻密
な適応
• 季節ごとの太陽光の強弱に合
わせた照度設定値の変更
• OPCサーバを使ったフライト
スケジュールとの通信
• 可視化されたメイン装置での
エネルギー消費の評価
参加企業
建物所有者
上海空港グループ社
サービスエンジニア,
電気エンジニア,
KNXシステムインテグレー
ター
Shanghai Longchuang
Automation Control
System Co., Ltd
応用カテゴリー
空港
機能
• 照明
• エネルギー管理
• 可視化
• 他のシステムとのインター
フェース
規模
使用されているKNX機
器：3,000台（シーメンス）
費用
600,000ユーロ
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国際規格でのディプロマ
KNXのビルのオートメーションの価値を証明する研究

新しいスクールセンターの設計：研究によって推奨されるKNXの
ビルテクノロジー国際規格

ニーダーエスターライヒ州
にあるSt. Polten polytechnic（ザンクト・ポルテン
技術専門学校）の2人の学
生の論文は、優れた研究
のまとめになっただけでな
く、スクールセンタービル
のプロジェクトの研究にも
なっています。
この電気エンジニアたちは
サンプルのクラスを使っ
て、異なるレベルのビル
のオートメーションで達成
されるエネルギーの節約の
可能性をテストしました。
焦点が置かれたのはKNXを
使った各部屋の制御です。
結果的に、通常の回路制御
と比較して30%の熱エネル
ギーが節約されました。
窓の監視が加熱バルブに組
み込まれた場合、可能な節
約は38%になります。
これを200の教室を備える

センター全体に適用した場
合、大規模なコストの削減
が見込まれます。
ヨーロッパ技術者の講師で
あるGerhard Hinterhofer（
ゲルハルト・ヒンターホ
ファー）氏とDI Gunter
Speer（ギュンター・シュ
ペーア）氏のもとで、
Lukas Thallauer（ルー
カス・サラウアー）君と
Harald Zeller（ハラルド・
ツェラー）君が行った研究
には、ヤングアワードが授
与されました。

スクールセンターへの
提案
この学校の電気エンジニア
リング学部では、KNX研修
センターを数年前から運営
しています。このセンター
では、技術者志望者が切望

する認定を取得することが
可能です。研究のコンセプ
トが世界で適用される規格
に基づいていることは明白
で、そのテーマには部屋の
占有状況、窓の監視、気象
状況、Jung Facility Pilotを
使ったデータの記録、評価
と最適化の算出が組み込ま
れています。この研究の目
的は、潜在する節約と投資
回収の期間を算出すること
でした。ここでは、KNXの
コンポーネントの設備に加
え、Jung Facility Pilotを使
ったビル管理が遠隔監視の
オプションとともに構築さ
れています。窓監視の例に
示されるよう、これによっ
て施設の管理者は制御コ
ストを削減できます。ま
た、非常用照明や避難経
路用の照明と統合される
KNX/DALIの照明制御シス
テム、メインの気象観測
装置を搭載するブラインド
制御システム、時間割によ
る教室の占有状況に基づく
制御機能、存在センサを活
用したスタンドバイモード
の起動による室温の低下に
ついての評価も行われまし
た。熱エネルギーについて
の要件は、メイン制御装置
に送信されます。この研究
で立証された燃焼荷重の軽
減によるメリットは、用途
の変更と機能の最適化に対
する適応性を備える最適な
電気設備によってもたらさ
れています。気象影響、部
屋の占有状況、窓の状態に
関連する暖房機能でも、顕
著な達成の成果が立証され
ています。そのため、投資
は5年以内で回収すること
が可能です。非常用/避難
経路用の照明を含む照明制
御、ブラインド制御、ビル
管理システムのたの複数の
ターミナル、ダンスホール
でのメディア制御といった
KNX機能を新しいスクール
センターに実装することが
提案されています。

論文の主なポイント
• 教室の記録
• 節約されるエネルギー量の
算出
• KNXの設備によって追加され
るコスト
• 経済性の算出
• 施設のすべての業務について
の全体的な構想
参加企業
建物所有者
BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. （オース
トリア）
企画、 システム統合
電気工学 部 ヨーロッパ技術
者、Gerhard Hinterhofer（ル
ハルト・ヒンターホファー）
応用カテゴリー
学校
機能
• 照明
• 暖房
• 監視
• エネルギー管理
• オーディオ/動画
• 可視化
• 他のシステムとのインター
フェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機器：10
台
費用
4,000ユーロ

新しいスクールセンターの設計：
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カリキュラムに採用されるスマートハウス
KNXを利用する理論から実践への転換   

KNXのテストスタンドでは、ETSを使った住宅向け機能の構成や
テストが可能

各回路でのエネルギー要件
の常時監視、太陽光発電と
時間帯によって異なるネッ
トワークプロバイダーの電
気料金の比較、エネルギー
の効率化と費用効率の最
大化を図るための負荷の
制御―これらを実現するシ
ステムが将来の住宅の機
能です。
ダルムシュタット工科大学
はこれをカリキュラムに採
用しています。
スマートグリッドとスマー
ト計測に関する理論的な知
識を実用的な認識に転換す
る上で、KNXの応用は大き
な役割を担っています。
この大学の研究室のテスト
スタンドでは、太陽光発電
などの完全な住宅の技術的
な機能のシミュレーション

が行われています。生徒は
理論的な主題に基づく実用
的な手法を開発することが
可能です。これによりETS
のほか、バス装置の構成や
設備の作動方法についての
知識を深めています。こう
した活動はビルのオートメ
ーションのさらなる発展に
有効なことから、アイデ
アと実施に対してKNXヤ
ングアワードが授与され
ました。

負荷管理のための創造的
なアイデア
このカリキュラムでは、ハ
ロゲンスポットライトのほ
か、切り替えと調光のアク
チュエータを使って、共同

負荷管理が設定通りに機能しているかどうかを示すテストスタン
ドのタッチスクリーン

Solutions

住宅での照明がシミュレー
ションされています。
ここでは、最大5kWのその
他の照明器具とソケットが
あらゆる種類の負荷となり
ます。また、電動式の小型
のローラーブラインドとそ
のアクチュエータがブライ
ンド制御システムとなりま
す。住宅のオートメーショ
ンでの家電製品の統合は、
設置される回転式乾燥機と
洗濯機でmiele@home技術
を利用して実行されます。
待機負荷を含むエネルギ
ー負荷の特定、評価、表
示は、エネルギーアクチ
ュエータと超過メーターを
使って行われます。これは
Busch-Jaegerパネルでの可
視化によって実行されるほ
か、miele@homeや家庭用
の電子メーターにも紐付け
られます。メーターの計測
値は、KNX RF経由で接続
される埋め込み型のBuschJaegerディスプレイによっ
て可視化することが可能で
す。KNX Eisbärソフトウェ
アへのインターフェースに
より、制御の詳細を診断し
たり、調査のために計測値
をコンピュータへエクスポ
ートすることができます。
また、iPadを使った遠隔管
理も可能です。生徒のタス
クは、設備を有益な機能に
関連付けて負荷管理システ
ムを構築することです。
その結果、高度なソリュー
ションの実装が実現してい
ます。KNXは、照明、ソケ
ット、家電製品、さらには
電気自動車向けの独自開発
のKNX充電ポストの電気負
荷を太陽光発電システムと
リンクさせます。余剰エネ
ルギーが十分にある場合、
家電製品の使用や車両の充
電には自動的に余剰分が使
われます。
一方、負荷はネットワーク
プロバイダーのVNBHSEに
よって決定される時間帯ご
とに異なる電気料金に適応
されます。

このプロジェクトでKNXがも
たらしたメリット
• 効率的なエネルギー消費への
意識の向上
• 生徒は理論的知識の実践への
転換が可能
• さまざまな機能性による創造
的なアイデアの実現
• 機能を発揮し、技術的に健
全な製品
• 可視化と他のシステムへのイ
ンターフェース
• KNX Associationによる科学
的研究へのサポート
技術的な改善点
• 独自開発のKNX充電ポスト
• miele@homeとEHZの統合
• エネルギー消費と生成の詳細
な可視化
• SMA低減ボックスとSMA PV
バックアップシステムへのイ
ンターフェース
• スマート測定とスマートグリ
ッドに基づく負荷管理
機能
• 照明
• ブラインド制御
• 暖房、換気、空調
• エネルギー管理
• 可視化
• 他のシステムへのインター
フェース
• 遠隔監視/制御
規模
使用されているKNX機器：50
台（ABB、Busch-Jaegerな
ど）
費用
10,000ユーロ

また、SMAインバータへの
インターフェースからは、
供給量の削減やバッテリー
の放電の制御が可能です。
カリキュラムにKNXが組み
込まれることが決定された
際、システムはその機能と
設備で賞賛を受けました。
運営担当者のLutz Steiner（
ルッツ・シュタイナー）氏
は次のように述べていま
す。「科学的なメンバー
シップ体制のもとでKNX
Associationにサポートと
提案を提供いただいている
ことも、他のシステムには
ない支援になっています」
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住宅とビル制御の国際標準
34か国に本拠地を置く300社のメーカー

ambiHome

GmbH

KNXのメンバー
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