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設備制御システムASTREA FM1000
ASTREA FM1000 Facility Management System

従来の設備制御システムでは，メーカー毎の独自アーキテクチャーのため他社製品との接続が難しく，選択で

きる機器が限定され，最適なシステム構成を実現することが困難であった。これらの問題を解決するために，設

備制御システムASTREA FM1000を開発した。ASTREA FM1000は，操作監視ソフトウエア，エリアサーバー，

コントローラーから構成される。オープンプロトコルとしては，国際標準となっているBACnetとLonWorksを

採用することで，マルチベンダー機器によるによるシステム構成，マルチインテグレーターによるインテグレー

ションが可能となり，従来クロースドシステムでは困難であった当社の省エネルギーアプリケーションパッケー

ジを，容易に組み込むことができるようになった。また，空調アプリケーションに特化したコントローラーを使

用することにより，エンジニアリングコストの低減が可能となった。本稿では，システムの特長，機能について

紹介する。
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Our past facility management system made it difficult to achieve the optimal system configuration

since our competitors' products had their own architectures and so could not be easily connected with

our system, thus narrowing the range of choice for devices to connect with. To solve these problems, we

developed the ASTREA FM1000 Facility Management System, consisting of Facility Management

Software, Area Server and LonWorks Controllers. By using BACnet and LonWorks which are international

standards as open protocols, system configuration with multi-vendor devices and system integration by

multi-integrators have become feasible. As a result, our energy-saving application package can be easily

installed in the system, whereas this used to be difficult with closed systems in the past. Moreover, the

dedicated controller for air-conditioning has reduced the engineering cost. This paper describes the

features and functions of the system.

1. は じ め に

工場施設，商用施設，公共施設などの施設には，設備制

御システムが導入されている。設備制御システムは，長期

に亘ってシステムを保守・拡張できる必要があり，セキュ

リティシステムなど他システムとの連携が容易であるこ

とが要求される。さらに，近年　省エネルギー，地球環境

保全への関心が高まり，CO2排出量削減が経営の重要な

テーマとなっている。CO2排出量削減のためには，エネル

ギー消費の分析，抑制制御が可能なシステムが必要であ

る。これらの要求を満たすために，当社は，新世代の設備

制御システムASTREA FM1000を開発した。既に実際の

運用も開始されている。

2. ASTREA FM1000のコンセプト

ASTREA FM1000 は，オープンプロトコルBACnet

（ANSI/ASHRAE135-2001），LonTalk（ANSI/EIA/

CEA709.1），http/SOAP（Simple Object Access Protocol）

通信を採用し，マルチベンダー機器接続やマルチインテ

グレーターによるシステム構築を可能にした。オープン

プロトコルを使用したシステムは，システムの拡張・追

加・修正も容易で，ライフサイクルコストの低減が可能で

ある。システム間連携により，エネルギー消費分析および

制御が可能なシステムを容易に構築することができる。

3. システム構成

ASTREA FM1000の機能構成およびカバーする範囲を，

図1に示す。設備制御システムは設備に関わる全てのサブ

システムを統合可能とし，設備制御システムの持つデー

タを外部から利用できると共に，外部から設備制御シス
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テムを操作することができる。設備制御システムの階層

構造は，図2に示すように，3階層の構成となっている。

以下に，各層で実現した機能について述べる。

（1）個別制御・周辺装置制御

一例としての空調システム概要を，図3に示す。空調

とは，空気を取り込み，熱源で発生させた熱と空気の

熱交換を行い，最適環境を作り出すことである。熱源

で冷水・温水・蒸気を発生，空調機で熱交換を行い，

個別空間で最適環境を実現する制御を行う。熱源，ポ

ンプ・冷凍機台数制御には，プログラマブルコント

ローラー（PLC）が使用されることが多く，空調機や個

別空間の制御には，FCU（Fan Coil Unit controller）

やVAV（Variable Air Volume cotroller）などの専用

コントローラーが使用される。FCUは，空気と水を

熱交換して冷暖房を行う装置。VAVは，空気の量を

変えることにより冷暖房を行う装置である。

省エネルギー制御として，外気導入制御，空調機の間

欠運転制御，個別空間の在室・不在制御等も，この層

の制御で実現できる。

（2）グローバル制御・制御系相互連携制御

制御系間の相互連携制御を行っている。スケジュー

ル制御，火災一斉停止など連動操作，運転開始時に時

間間隔を空けて運転する順次起動制御，電力デマン

ド監視・制御およびBACnetオブジェクトに対する指

令の調停も，この層で実現した。警報の発生もこの層

で行う。

図1　ASTREA FM1000の機能構成とカバー範囲 図3　空調システム概要

図4　ASTREA FM1000システム構成図2　設備制御システム階層構造
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（3）中央管理制御・中央監視装置

各制御系の運転状態を監視，運転データを計測，制御

系への設定機能を持つ。警報の確認は，この層で実現

する。また，ヒストリカルデータの収集，表示・帳票

作成機能を持つ。この層が，ユーザーインタフェース

を持つ層であることから，スケジュール設定，連動動

作設定もこの層で実現した。

ASTREA FM1000のシステム構成を，図4に示す。図2

に示した各機能は，ASTREA FM1000では，次のように実

現される。

（1）中央管理制御：データサーバー（Windows 2003サー

バー），操作監視クライアント（Windows XP）それぞ

れPCを使用

（2）グローバル制御：エリアサーバー（Linux OS使用）専

用ハードウエアを使用

（3）装置周辺制御・個別制御：LonWorksコントローラー

専用ハードウエアを使用

4. オープンネットワーク

ASTREA FM1000で採用したBACnetとは，ASHRAE

（American Society of Heating， Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers）が制定した空調システム用のオー

プンプロトコルである。通信媒体として，ツイストペア

線，Ethernetなどをサポートするが，EthernetとIPプロ

トコルを使用したBACnet/IPが，サブシステム間統合の

ために利用されるケースがほとんどである。クライアン

ト・サーバーモデルを使用しており，表1に示す各オブ

ジェクトをサポートする。ASTREA FM1000では，デー

タサーバー，エリアサーバー間の通信に，BACnet/IPを

採用した。

また，LonWorksは，Echelon社が開発した制御用ネッ

トワークである（表2）。OSI通信モデルの7層全てサポー

トし，ニューロンチップと呼ばれるLSIに実装される。通

信メディアとして，ツイストペア線，電力線搬送，無線，

光ファイバーなどをサポートしている。設備制御では，78

kbpsのフリートポロジトランシーバが使用される。この

媒体はツイストペア線を使うが極性がない。また，文字通

りフリートポロジーで接続が行える。図5の製品は，全て

フリートポロジーのトランシーバーを使用している。ピ

アツーピア通信方式を採用しており，データの型はアプ

リケーション毎に定義されている（標準ネットワーク変数

‘SNVT’という）（表2）。SNVTが異なっている場合には

通信はできないため，エンジニアリングミスが軽減でき

る。

5. 特　　長

（1）Webブラウザによる操作監視

操作監視画面は，全てWebブラウザでの操作である。

操作し易さを追及し，グラフックスの拡大縮小を可

能にした（図6）。グラフィック作成ツールには，当社

のグラフィックビルダーGlitterBricksを使用し，3D

アニメーション表示を実現した。また，データサー

バーとGlitterBricks間通信にSOAP通信を使うこと

により，ファイアーウォール越えを可能にした。

表1　BACnetオブジェクト例 表2　LonWorks標準ネットワーク変数型の例

図5　LonWorksコントローラー製品群
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（2）ユーザー権限の設定

ユーザー権限により操作範囲の制限を設定すること

ができる。また，操作元の特定が可能であり，エンジ

ニアング時のトラブル解析が短時間で行える。

（3）警報の一括確認監視機能

設備制御で一番重要な警報監視機能は，確認のし易

さ，操作性を追及した造りにした。エンジニアリング

時の効率を考えて，警報一括確認機能を備えた。

（4）グローバル制御機能

スケジュール機能は，エリアサーバーで実行される

が，設定は監視操作クライアントから行う（図6）。ま

た，火災発生時の機器運転停止操作もエリアサー

バーで実行するが，設定は監視操作クライアントで

行う。設備制御システムの特長として，これらの操作

をオブジェクトへの命令実行により実施するが，命

令にはプライオリティ属性を持たせており，上位の

プライオリティを持つ命令が実行され，上位の命令

が解除されると，それ以下で最上位の命令が実行さ

れる。このような調停機能を本システムでは，エリア

サーバーで実現した。

（5）エリアサーバーバックアップ機能

エリアサーバーでは，アラームログ，トレンドログの

バックアップ機能を実現した。PCで構成されるデー

タサーバーが停止した場合にもこれらのデータは保

持され，データサーバー復帰時にデータサーバーに

通知される。

（6）日報，月報，年報　帳票機能

設備制御システムには必須の機能である，帳票機能

を開発した。帳票データは，CSV形式で保存可能で

ある。

（7）専用の空調制御機器群

空調制御を定型化された専用コントローラーで実現

するため，FCU，VAV，AHUコントローラーを開発

した（図5）。IOモジュールとして，デジタル入力，デ

ジタル入出力，アナログ入力，パルス入力モジュール

を開発した。IOは単なる入出力でなく，反指令機能，

運転回数，時間積算など空調で使用される機能も実

装した。さらに不揮発性メモリにより，設定値の保持

機能を実現した。ジョブ毎に制御のカスタマイズが

必要な部分では，プログラム可能な000123型を使用

する。

LonWorksのエンジニアリングにはLonMakerを使用

するが，コントローラーIOモジュールには，専用の

プラグインソフトを開発した。プラグインを使って

LonWorks機器の設定が簡単に行え，また設定値をコ

ピーして他の機器で使用することも簡単にできる。

このため，エンジニアリング工数を大幅に短縮でき

るようになった。

（8）オープンプロトコルによる他社システムとの接続性

サブシステムにはBACnetを使用し，制御ネットワー

クには空調制御業界でデファクトスタンダードと

なっているLonWorksを採用した。このオープン性

により，他社機器との接続が容易である。

6. お わ り に

次世代の設備制御システムとして，ASTREA FM1000

を紹介した。本システムにより，最適な設備制御システム

のプラットフォームが実現できたと考えている。今後は

群管理機能，エンジニアリングツールの強化，省エネル

ギー機能のパッケージ化を図ることにより，更に発展さ

せていきたい。
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