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We have developed AreaServer, Wireless Sensors, and Remote Controllers as the basis of developing

the ASTREA FM1000 Facility Management System. The Area Server located between the main network

and the control network acts as a gateway with a communications protocol complying with BACnet and

LonWorks, both of which are industry standards, making it possible to build a highly flexible system. In

addition to the basic functions such as “On-schedule operations” and “Multi-action command procedures”

Area Server increases the fault tolerance of the entire system by restoring data when an error occurs in

the main network.Wireless Sensors/Remote Controllers make wiring and signal wiring unnecessary,

thus making it easier to change the set-up location. The low-power design of both the hardware and

software allows operation for more than two years on just two batteries. We have developed the wireless

station with gateway functions between radio data and LonWorks data to make it easier to install wireless

devices in the system.

1. は じ め に

設備制御システム ASTREA FM1000の開発に際して，

システムの要となるエリアサーバー，及び無線セン

サー・操作設定リモコンを開発した。エリアサーバーは，

幹線ネットワークと制御ネットワークの間に位置して，

ゲートウェイとデータサーバーの機能を提供している。

LonWorks技術は，エシェロン社（米）が開発した小規模

から数千台以上の大規模なネットワークに対応可能な

オープンな規格である。数百以上のベンダーから機器が

販売され，機器間の互換性が高いという長所がある。

BACnetは，ビルオートメーションシステム向けの通信

プロトコルとして，1995年にANSI（米）により策定され

た。その後IP通信に対応したBACnet/IPに進化し，普及

している。

国内のビルオートメーション分野では，機器制御を行

う制御ネットワークにLonWorks技術が採用され，上位

の幹線ネットワークの通信プロトコルに，BACnetが採用

される傾向にある。

今回，設備制御システム ASTREA FM1000の開発に当

たり，従来のLonWorks－Ethernetゲートウェイの基本

機能に，ビルオートメーションに必要な機能の拡張，及び

通信プロトコルとしてBACnet/IPに対応したエリアサー

バーを開発した。また，同時に開発した無線センサー・操

作設定リモコンについて，その特長を述べる。
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2. システム構成

図1に，ASTREA FM1000のシステム構成例を示す。

エリアサーバーは，幹線ネットワークと制御ネットワー

クの間に位置し，両ネットワーク間のゲートウェイ機能

を担っている。幹線ネットワークには，Ethernet 上の

BACnet/IPを使用し，中央監視サーバーとデータの授受

を行う。制御ネットワークには，DI/DO，AI/AO，各種

コントローラー，各種センサーなどが接続される。また，

制御ネットワーク上に配置された無線親局を経由して，

無線センサー・操作設定リモコンとのデータの授受を行

う方式を採用した。各無線機器は，無線親局の中の機能ブ

ロック（ファンクションブロック） として参照することが

でき，無線接続を意識することなく使用可能である。

3. エリアサーバー

3.1 構成

図2に，エリアサーバーの内部構成を示す。

4 chのLonWorksネットワークを，1台のエリアサー

バーに集約した。

3.2 ハードウエア上の特長

（1）LonWorksネットワーク4 chをサポート

2 ch の LonWorksネットワークをサポートしたI/F

ボードを2枚実装し，1 ch当たり64台，4 chで最大

256台のLonWorksデバイスを管理可能とした。

（2）内蔵UPSの採用

停電対策として，電気二重層コンデンサを用いた

UPSを内蔵した。商用100 V用UPSの場合，鉛電池

の寿命が3年程度と短いが，電気二重層コンデンサー

を使用することで10年以上の期待寿命を実現した。

（3）ハードディスクドライブ（HDD）レス設計

トレンドデータ記憶用ストレージデバイスとしては，

コンパクトフラッシュカードを採用した。

3.3 ソフトウエア上の特長

図3に，ソフトウエア構成を示す。

（1）OS

ソースコードが公開されているため，OS内部までサ

ポート可能で，情報，ツール類が豊富であるという理

由から，OSには組み込みLinuxを採用した。

（2）通信

BACnet通信ライブラリを導入し，BACnetオブジェク

トとLonWorksデバイスオブジェクトとのマッピング

を実現した。また，各社プログラマブルループコント

ローラー（PLC）の通信プロトコルにも対応可能である。

図 1　ASTREA FM1000の無線機器群

図3　ソフトウエア構成図 2　エリアサーバーのブロック図
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4. 無線センサー・操作設定リモコン

4.1 無線化のメリット

有線のセンサー・操作設定リモコンを無線化する場合

のメリットは，下記の内容が挙げられる。

（1）通信配線／電源配線不要によるコスト削減効果

新築時：配線が不要になり，工事費用を大幅に削減で

きる。

改修時：既存配線の調査が不要になり，エンジニアリ

ングコストを大幅に削減でき配線工事も不要となる。

（2）設置自由度の拡大に伴う快適環境の実現

テナントビルなどでは，間仕切り変更の頻度が高く，

その都度の配線替えが不要となるメリットは大きい。

温湿度センサーは，任意の場所に設置できることか

ら，温度を測定するのに最適な場所を選定すること

ができる。

4.2 特長

（1）有線の温湿度センサー・操作設定リモコンを無線化

既存の有線の機種と今回開発した無線機種の対応を，

図4に示す。有線機種と同等機能を無線機器で実現し

た。操作設定リモコンについては，コントローラー

別，操作ボタンの有無により，4機種に分かれている。

尚，有線機種においては，操作設定リモコンは温度測

定のみであったが，無線機種では全機種に温度，湿度

測定機能を付加している。

（2）LonWorksネットワークに対応した無線親局

無線センサー・操作設定リモコンのデータを上位シ

ステムに接続するために，LonWorksネットワークに

対応した無線親局を用意した。無線親局には，無線セ

ンサー・操作設定リモコンの無線データをLonWorks

ネットワークに橋渡しする，ゲートウェイ機能を持

たせた。無線親局は，最大で無線温湿度センサー16

台，または無線操作設定リモコン8台をサポートして

いるため，オーバーヘッドコストの低減を図ること

ができる。

（3）免許不要の400 MHz帯特定小電力無線の採用

無線周波数については，ビル内の間仕切りがあって

も通信可能とするため，電波の回り込みが期待でき

る400 MHz帯の特定小電力無線を採用した。社団法

人電波産業会 ARIB （Association of Radio Industries

and Businesses） の STD-T67で定められている周波

数の中から，11波を選択して使用可能とした。

4.3 無線親局

無線親局のブロック図を，図5に示す。LonWorks I/F

部のNeuron Chipは，LonTalkと呼ばれる通信プロトコル

をファームウエアとして内蔵した専用CPUである。無線

により送受信したデータは，GateWay部，LonWorks I/F

部を介してLonWorks側から参照，設定が可能である。

使用する無線周波数情報は，無線部のEEPROMに格納

し，LonWorksネットワーク経由で設定する方式とした。

機械的なスイッチなどによる手段では，無線親局を手が

届かない場所に設置した後に設定変更困難となるためで

ある。またアンテナには，1/4波長のホイップアンテナを

採用した。

図 4　有線と無線の機種対応

図5　無線親局ブロック図

図 6　無線センサー・操作設定リモコンのブロック図
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4.4 無線センサー・操作設定リモコン

無線センサー・操作設定リモコンのブロック図を，図6

に示す。ワンチップマイコン（CPU）の周辺に無線 ICと

I/Oを接続する構成とした。運用前に設定する内容とし

て，周波数，グループID，無線器自身のチャンネルがあ

り，ロータリーコードスイッチ4個で設定する方式とし

た。またアンテナは，プリント基板上のパターンアンテ

ナとした。

4.5 操作設定リモコンの動作

有線操作設定リモコン及び無線操作設定リモコンから

FCUコントローラーのファン出力をOFFからONにする

場合のデータの流れを，図7に示す。

有線操作設定リモコンの場合は，Key押し後，ネット

ワーク変数の更新パケットが送出され，25 ms～100 ms

後にファン出力がONになる。

一方，無線操作設定リモコンの場合は，Key押し後，無

線通信フレームの送受信などが行われ，約500 ms 後に

ファン出力がONになる。1回の無線通信フレームの長さ

は，120 ms～ 140 ms程度である。

4.6 乾電池駆動設計

無線センサー・操作設定リモコンは，市販の単3リチウ

ム乾電池2本で，2年以上の動作を目標とした。以下に，

乾電池動作寿命を延ばすために考慮した内容を示す。

（1）動作時の消費電流

動作毎の消費電流を，表1に示す。送信，受信の消費

電流が大きく，この頻度を減らすことが長寿命化に

つながる。

（2）送信タイミング

温度，湿度の測定値の送信タイミングは，デフォルト

で5分に1回としている。ただし，温度，湿度の測定

は，1分に1回行っており，予め設定した以上の変化

が生じた場合は，5分を待たないで送信を実行する。

（3）受信タイミング

無線センサー・操作設定リモコンは1分に1回，無線

親局から自分宛の送信がないかを確認するために間

欠受信を行う。これにより，無線親局側から無線セン

サー・操作設定リモコン側への通知を実現している。

（4）時刻同期

無線親局は無線通信フレームの中に，分解能250 ms

のタイムベース値を入れて送信を行う。無線セン

サー・操作設定リモコンは無線親局からの無線通信フ

レーム受信時，このタイムベース値を取り込んで，無

線親局との時刻同期を行っている。また，このタイム

ベース値を利用して複数台の無線センサー・操作設定

リモコンの送信時刻が重ならないようにしている。

（5）電池電圧の測定

電池の電圧をCPUで測定し，無線で通知する機能を

内蔵した。電池電圧が低下した時にアラームを出す

ことで，寿命一杯まで使用可能にした。

（6）単3リチウム乾電池の採用

無線センサー・操作設定リモコンの電源にはデジタ

ルカメラ用として市販されている単3リチウム乾電池

（FR6）2本を採用した。この電池は平坦な放電特性を

持ち，1.5 Vの電圧を保つ時間が長いため，乾電池2

本で3 Vを供給する用途に適している。

5. お わ り に

新たに開発したエリアサーバー，及び無線センサー・操

作設定リモコンについて，特長を述べた。BACnet対応に

ついては，世の中の標準化の流れの中で，その重要性がさ

らに高まっていくものと考えている。空調用無線製品に

ついても，携帯電話，無線LANなどの普及のように，よ

り身近なものになっていくものと期待している。今後も，

空調分野における快適性を高める製品の開発に取り組ん

でいく所存である。

*‘ASTREA’は，横河電機（株）の登録商標です。‘LonWorks’，

‘LonTalk’は，Echelon Corporationの登録商標です。その他，本

文中の製品名及び名称は，各社の商標または登録商標です。

図 7　Key押し時のデータの流れの比較
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