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■ 概 要 
savic-net FX2は、200点～150,000点規模の建物設

備を管理するネットワークビルディングオートメー

ション(BA)システムです。 
savic-netシリーズに伝わるオープン･エボリュー

ションの考えを継承して、従来システムとの互換性

を維持しながらIPv6/Linux/Javaといった汎用かつ

新のITプラットフォームを採用することでシス

テムの拡張性や操作性において、 先端のBAシステ

ムを実現しています。 
savic-net FX2により、建物管理者とともに建物居住

者や建物オーナーなど、ビルの運用･管理情報を必要

とするあらゆる人々に、いつでもダイレクトに情報

を伝えることができるようになり、これまで以上に

フレキシブルな建物運用が可能になります。 

 
 

savic-net FX2は、システム全体を一元管理する「シ

ステム･マネジメント･サーバ」、エネルギーなどの各

種建物データを蓄積する「データ･ストレージ･サー

バ」、および、リモートのDDC群の一元管理と統合

制御機能を有する「システム・コア・サーバ」から

構成されます。各サーバはWebサーバとしての機能

を有しており、Webブラウザが搭載されている汎用

パソコン(PC)を監視端末として利用することがで

きます。(お客様が準備されるPCを追加使用するこ

とも可能です。) 
また、上位からDDCまでシステム全体で 適に機能

分散された自律分散システムを構成するため、メン

テナンス時や万一の異常時にもシステム全体に影響

を及ぼすことはありません。空調･電気･熱源･衛生･

セキュリティ･防災などの各種設備の統合管理をは

じめ、各種制御プログラムの協調による設備 適運

用や、居室者向けユーザーオペレーション機器の充

実により、管理の効率化･省力化を図るとともに、利

便性、快適環境と省エネルギーという相反する要素

の調和を可能とします。 
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安全上の注意 
ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内
で使用目的を守って、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる
所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。 
システムを安心してお使いいただくために、定期的な
メンテナンスが必要です。 
詳細は、弊社販売員にお問い合わせください。 
 

使用上の制限、お願い 

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・

製造されています。 
本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原

子力用途における放射線管理区域内では、使用しな
いでください。一般空調制御用として本製品を放射
線管理区域で使用する場合は、弊社担当者にお問い

合わせください。 
特に  人体保護を目的とした安全装置  輸送機
器の直接制御(走行停止など)  航空機  宇宙機器 
など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、
フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実
施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、

ご使用ください。 
システム設計・アプリケーション設計・使用方法・
用途などについては、弊社担当者にお問い合わせく

ださい。 
なお、お客様が運用された結果につきましては、責
任を負いかねる場合がございますので、ご了承くだ

さい。 
 

■ 設計推奨使用期間について 

本システムは、弊社で設計、開発、生産を行う内製品

や、弊社で選定する汎用品等で構成されます。内製品

については、設計推奨使用期間を超えない範囲でのご

使用をお勧めします。 

設計推奨使用期間とは、内製品に関して設計上お客様

が安心して製品をご使用いただける期間を示すもので

す。 
この期間を超えると、部品類の経年劣化などから製品

故障の発生率が高まることが予想されます。 
設計推奨使用期間は、使用環境・使用条件・使用頻度

について標準的な数値などを基礎に、加速試験、耐久

試験などの科学的見地から行われる試験を行って算定

された数値に基き、経年劣化による機能上支障が生ず

るおそれが著しく少ないことを確認した時期までの期

間です。 

savic-net FX2設計推奨使用期間は、次表の通りです。 

なお、設計推奨使用期間は、寿命部品の交換など、定

められた保守が適切に行われていることを前提として

います。 
製品ごとの保守に関しては、保守交換部品の項を参照

してください。 

 
製品名 設計推奨使用期間 

SMS-Ⅲ、DSS-Ⅲ、MIS-Ⅲ、 
SMSDirector-Ⅲ 

10年 

SCS-Ⅲ、LSCS-Ⅱ、PSCS、 
PARACONDUCTOR、AGM-Ⅲ 

10年 

 

■ 「警告」と「注意」 

警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡ま

たは重傷を負う危険の状態が生じることが

想定される場合。 

注意
取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を

負うか、または物的損害のみが発生する危

険の状態が生じることが想定される場合。 
 

■ 絵表示 


記号は、明白な誤操作や誤使用によって発生する

可能性のある危険(の状態)を警告(注意)する場合

に表示(左図は感電注意の例)。 

記号は、危険の発生を回避するために特定の行為

を禁止する場合に表示(左図は分解禁止の例)。 

記号は、危険の発生を回避するために特定の行為

を義務付けする場合に表示(左図は一般指示の例)。 

 

 注 意


本製品は仕様に記載された使用条件(温度、湿度、

電圧、振動、衝撃、取付方向、雰囲気など)の範囲

内で使用してください。 
火災や故障の原因となるおそれがあります。 


本製品は仕様に定められた定格の範囲で使用して

ください。 
守らないと故障の原因となるおそれがあります。 


取り付けや結線は､安全のため､計装工事､電気工

事などの専門の技術を有する人が行ってくださ

い｡ 


配線については、内線規程、電気設備技術基準に

従って施工してください。 


本製品を分解しないでください。 
故障したり感電するおそれがあります。 



本製品が不用になったときは、産業廃棄物として

各地方自治体の条例に従って適切に処理してくだ

さい。 
また、本製品の一部または全部を再利用しないで

ください。 
 

■ 本説明書の取り扱い 
本説明書では、savic-net FX2システムの全体を説明

しています。構成機器やオプションソフトウェアな

どは、お客様のシステムとは異なる場合があります。

また、バージョンアップなどにより、製品仕様が変

更になる場合があります。 
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■特 長 
● 操作性 

(1) グラフィック画面を中心に、管理点をキーとしてトレンドグラフ/スケジュールへの移行や、各種検索機能

により欲しい情報に簡単にたどりつけます。 
(2) 警報や設備の状態変化情報などのリアルタイム情報は、すべてデータの形で表示/蓄積/出力ができるため、

検索機能による必要情報の絞り込みやコメント書込み機能により、必要な情報を必要なときに取り出し、

加工できます。 
(3) システム･マネジメント･サーバ、またはマネジメント・インテグレーション・サーバをコントロールタワー

に、ビル内のさまざまな情報の集約と発信を行い、いつでも･誰でも･どこからでも必要な情報へダイレク

トにアクセスできます。 
(4) ユーザーズオペレーション機器から空調機･照明の操作(入/切)、設定変更できます。 

オフィス内にいると意外にわからない屋外環境情報(温湿度･降雨状況)なども常時表示できます。 
 
 
● 安全性/信頼性 

(1) 徹底した分散モジュール化で信頼性とメンテナンス性を向上しています。 
(2) BACnet®に対応していますので、従来のインタフェース装置なしに異なる設備を統合できます。 
(3) システム･マネジメント･サーバおよびデータ･ストレージ･サーバは、弊社で開発した専用製品です。 

駆動部分がなく、衝撃・振動に強いSSD(Solid State Drive)を内蔵するとともに、電源断時のシャットダウ

ン処理を内蔵のバッテリーにて行います。停電の場合もシャットダウンが正常に終了するまで電源が供給

され、システム･マネジメント･サーバおよびデータ･ストレージ･サーバを安全に停止させることができま

す｡ 
(4) システム･マネジメント･サーバおよびデータ･ストレージ･サーバは、二重化対応はもちろん、管理点の48

時間分のデータをシステム・コア・サーバに保存しているため、システム・マネジメント・サーバやデー

タ・ストレージ・サーバの万一のトラブル時でも大切なデータを失うことはありません。 
(5) システム･コア･サーバ/パラコンダクタに3つの直接入力端子(火災、給電状態、自家発切替)を用意しました｡

停電が発生した場合でも、確実な情報の取り込みとシステムの復旧を可能にしています｡ 
(6) NC-busやC-busの伝送電源もシステム･コア･サーバと同じ電源系統になっています。センターとリモート

の電源系統を分離し、リモートが電源断となった場合の影響が他へ広がらないようにしています。 
 
 
● 保守性 

(1) 全国をカバーするメンテナンス拠点を有しています。 
全国どこででもサポートを行えます。 

(2) 緊急時のシステム保守部品の早期出荷体制を構築しています。 
(3) 遠隔監視を利用したBOSS総合ビル管理サービスも実施しています。 

省力化、無人化を図ることができます。 
 
 
● 環境対策 

• プリンタレス、ペーパーレスを図り、省資源化に寄与しています。 
  

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked



AS-967 

4 

savic-net FX2構成例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 
*2 savic-net FX2セキュリティ仕様説明書を参照してください。 
*3 クラウドサービスでは、エネルギー管理、設備保全管理、テナントサービスなどの機能がご利用いただけます。詳細は、弊社販売員

までご相談ください。 
 

図1 システム構成例 

  

SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ PSCS 
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(IPタイプ) 
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ANN/GDR 

Rシリーズ 

カードリーダ 

FX2セキュリティ＊2 

防犯センサ 

ACC 

監視用PC 監視用PC 

Infilex AC 
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CC-Link 
リモートI/O 

熱源コント

ローラ 

B-BC 
(ビルマルチ) 変換器 B-BC 

(照明) 
B-BC 
(防災) C-bus NC-bus 

クラウド＊3 
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表1 記号説明 

記 号 名 称 

ACC 
AGM-Ⅲ 
ANN 
CGDP 
DSS-Ⅲ 
FXBMS 
GDR 
HUB 
Infilex AC 
Infilex FC 
Infilex GC 
Infilex GD 
Infilex ZM 
Infilex VC 
LSCS-Ⅱ 
MIS-Ⅲ 
PARACONDUCTOR 
PC 
PLC 
PMX 
PSCS 
Rシリーズ 
RTR 
SCS-Ⅲ 
SDS 
SMS-Ⅲ 
SMSDirector-Ⅲ 

アクセス・コア・コントローラ(Access Core Controller) 
アナンシエータグラフィックドライバマスタ(Annunciator Graphic Driver Master) 
アナンシエータ(Annunciator Unit) 
小点数端末伝送装置(Compact-DGP) 
データ･ストレージ･サーバ(Data Storage Server) 
ビルディングマネジメントサーバ(Building Management Server) 
グラフィックドライバ(Graphic Panel Driver) 
ハブ(Hub) 
インフィレックスAC(Infilex AHU Controller) 
インフィレックスFC(Infilex FCU Controller) 
インフィレックスGC(Infilex General purposed Controller) 
インフィレックスGD(Infilex General purposed DGP) 
インフィレックスZM(Infilex Zone Manager) 
インフィレックスVC(Infilex VAV Controller) 
LonTalk対応システム・コア・サーバ 
マネジメント･インテグレーション･サーバ(Management Integration Server) 
パラコンダクタ(熱源 適化コントローラ)  
パーソナルコンピュータ(Personal Computer) 
シーケンサ(Programmable Logic Controller) 
熱源用コントローラ(PARAMATRIX) 
PLC対応システム・コア・サーバ 
デジトロニック・デジタル指示調節計 
ルータ(Router) 
システム･コア･サーバ(System Core Server) 
セキュリティ・データ・サーバ(Security Data Server) 
システム･マネジメント･サーバ(System Management Server) 
システム･マネジメント･サーバ・ディレクター 

(注) お客様のシステムによってMIS-ⅢはSMS-Ⅲ、DSS-Ⅲになります。 
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 表2 システム構成機器概要 (1/2) 

機器名称 概 要 

監視用PC 監視用PCでは各種設備の状態･警報･計測値などの監視、遠方発停などの操作、運転状態･

警報状態･計測値などの各種データのファイル出力･解析が行えます。監視用PCはネット

ワーク接続可能な場所であればどこでも設置可能ですので、監視用PCを複数台設置して

複数の管理者による同時監視や、防災センター、事務室などの複数の場所での監視が可

能です。 
マネジメント･インテグ

レーション･サーバ（お客

様のシステムによっては、

システム・マネジメント・

サーバおよびデータ・スト

レージサーバの2つのデバ

イスから構成される場合

があります） 

中央監視機能全体を取りまとめるデバイスです。 
• システム･コア･サーバで蓄積した一次収集データを収集し、システム全体のデータ

ベースとして蓄積します。さらに日･月･年報データ作成やトレンドグラフ表示を行う

ためのデータ処理を行います。 
• 監視用PCのWebブラウザでシステム全体の管理情報(ポイント、プログラムなど)の表

示、設定、操作を行うための情報を配信し、各種中央監視機能を提供します。 
• FX2システムを構成する各デバイスの時刻管理マスターとしての役割を持ちます。 
（時刻管理マスター自体の自動時刻補正を行うためには、別途NTPサーバが必要となり

ます） 
システム･コア･サーバ 建物規模や内容、管理単位などに応じて設置します。各々の管理点情報をリモート装置

から収集し、システム･マネジメント･サーバにデータを送信するとともに、省エネなど

の各種統合制御を行います。 
システム･コア･サーバは各々自律的に動作するので、システムの他の部分が停止してい

ても正常に動作を継続します。 
各種収集データは、一定期間蓄積･保存を行います。 
フィールドネットワークとしては、弊社の専用通信であるNC-bus、C-bus、オープン化通信

であるLonTalk®にも対応するとともに、IPv6ネットワークやRS485通信にも対応可能です。 
さらに、弊社の既存のネットワークもサポートしていますので、既存の資産を 大限有

効に活用することが可能です。 
パラコンダクタ 
(熱源 適化コントローラ) 

熱源管理単位に設置します。各管理点の情報をリモート装置から収集しシステム･マネジ

メント･サーバにデータを送信するとともに熱源システムにおける「省エネ制御」や運転

状況、省エネ効果などを「可視化」します。パラコンダクタは自律的に動作するので、

システムの他の部分が停止していても正常に動作を継続します。 
フィールドネットワークとしては、弊社の専用通信であるNC-bus、IPv6ネットワークや

RS485通信にも対応可能です。 
ビルディング・マネジメン

ト・サーバ 
BAシステムから取り込んだ各種蓄積データを管理し、効率的なエネルギー管理・資産管

理・設備機器メンテナンスなどの建物運営管理業務効率化を行うためのデータ加工・解

析処理を行います。 
システム･マネジメント･

サーバ・ディレクター 
複数のsavic-net FX2システムを統合し、複合建物や同一敷地内多棟構成施設における個

別監視と全体統合監視の併用を可能とします。 
また、テナント監視盤の併設にも利用できます。 

セキュリティ・データ・

サーバ 
アクセス・コア・コントローラから上がってくる出入履歴データをシステム全体のデー

タベースとして蓄積します。 
また、出入管理ユーザーデータの蓄積およびデータ出力の処理を行います。 
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 (2/2) 

機器名称 概 要 

アクセス・コア・ 
コントローラ 

電気錠や自動扉/フラッパーゲートの制御と、防犯センサからの検知信号の監視を担当す

るデジタルコントローラです。 
制御動作は自律的に動作するので、システムの他の部分が停止していても正常に動作を

継続します。 
監視用PCとシステム･マネジメント･サーバを介して通信し、監視用PCから設定値など

の変更を受け付け、制御結果などのデータを返送します。 
また、入退室が許可されているユーザーの認証データを内部のメモリ上に保持し、カー

ドリーダなどの認証端末から送られてくるカードのIDコードなどと照合し、結果を判定

(入退室許可/不許可)します。 
インテリジェント 
コントローラ 
(Infilexシリーズ、 
PARAMATRIX) 

Infilexシリーズ、PARAMATRIXは、個々の機器を制御するデジタルコントローラです。制御

動作は自律的に動作するので、システムの他の部分が停止していても正常に動作を継続しま

す。 
監視用PCとシステム･コア･サーバを介して通信し、監視用PCから設定値などの変更を

受け付け、制御結果などのデータを返送します。 
制御を行うInfilex AC(インフィレックスAHUコントローラ)･Infilex GC(インフィレック

ス汎用コントローラ)の他に、状態･警報･計測値を収集するInfilex GD(インフィレックス

汎用データギャザリングパネル)、VAV･FCUを制御するInfilex VC(インフィレックスVAV
コントローラ )･ Infilex FC(インフィレックスFCUコントローラ )、熱源制御用の

PARAMATRIX (パラマトリクス)などがあります｡ 
フィールドネットワークとしては、弊社の専用通信であるNC-bus、オープン化通信であ

るLonTalkに対応するとともに、IPv6ネットワークにも対応可能です。 
ネオパネル/ 
ネオターミナル 

居室者による温度の設定、個別空調機の起動/停止、運転時間の延長を行います。 
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■機能分散概要 
● 分散制御システムの特長 

(1) 危険分散 
分散制御システムは設備の運転･制御に対応するユニットが自律的に動作するので、定期メンテナンスやシ

ステムトラブルが発生したときでも、その影響を 小限とする高い信頼性とパフォーマンスを実現します。 
(2) 拡張性 

新規にシステムを導入するときや増設などによりシステムを拡張する際に、その時点での建物の目的･規

模･設備に合わせたシステムを構築できるので、初期投資および将来の拡張を経済的に行います。 
また、既存の資産を利用してのシステムの拡張も可能です。 

(3) わかりやすいシステム 
建物の設備･機器だけではなく、エリアやフロア単位でもシステム･コア･サーバを設置できるので、システ

ム全体の構成･稼動状況を容易に把握できます。 
 

● 機能分散の方式･････垂直分散と水平分散 
(1) 垂直分散 

savic-net FX2は垂直方向には統合管理・データ管理→系統別管理制御→個別制御の3つの階層によって構

成されます。下位の情報が上位の階層に集約され、システム全体で も高いパフォーマンスを発揮するよ

うに構成されます。 
また各階層で自律的に運用されるので、部分的なシステムの停止時に、影響がシステム全体に波及するこ

とを防ぎます。 
(2) 水平分散 

空調/電気/防災/防犯などの設備区分別だけでなく、建物の方位別/フロア別にユニットを配置できます。 
各ユニットは、自律的に動作するので、部分的なシステムの停止時に他のユニットに与える影響を低減す

ることができ、わかりやすく･経済的で安全なシステムを構築できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2 システム構成概念 
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● savic-net FX2の機能分散の特長 

savic-net FX2では、計測値や機器の動作状況、警報などのデータ収集･通知機能、収集したデータの蓄積、系

統制御、個別制御を、安全･管理の容易さ･パフォーマンスなどの観点から 適な形で各階層のユニットに分散

しています。 
(1) 制御機能の 適分散 

制御機能をシステムの下位層に分散し、また、機器単独で制御されるのか複数の機器･設備を系統として総

合的に制御するのかによってさらに階層を分けています。安全･機器/設備間の調和･パフォーマンスに優れ

た制御を実現しています。 
(2) 監視と管理機能の 適分散 

目的に合わせ2種類のサーバを設置することで、リアルタイム性への要求が異なる監視機能と管理機能の両

立を実現します。 
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■ 高信頼化 
savic-net FX2では、システム・マネジメント・サーバ、データ・ストレージ・サーバ、マネジメント・インテ

グレーション・サーバ、システム・コア・サーバ、システム制御盤～システム・コア・サーバ間ネットワーク

の二重化により、機器故障時のバックアップが可能です。この二重化機能により、ハードウェアトラブル時は

もとより定期メンテナンス時でも、監視制御・データ蓄積といったビルディングオートメーションシステム全

体の機能を正常に継続させる高い信頼性を実現します。 
 

● システム・マネジメント・サーバ、データ・ストレージ・サーバ、 
マネジメント・インテグレーション・サーバの二重化 

2台のサーバは、他方故障時または定期メンテナンス時、すべての機能をバックアップします。 
 
● システム・コア・サーバの二重化 

2台のシステム・コア・サーバは、他方故障時またはメンテナンス時、すべての機能をバックアップします。 
監視・制御・収集データの1次蓄積(短期)を継続しますので、安全性の高い高品質な建物監視・管理を実現しま

す。 
 
● Ethernet(システム制御盤～SCS間)の二重化 

NX-SWBR(弊社製リング通信専用スイッチングハブ)により、重要系統を中心にEthernet(システム制御盤～

SCS間)の二重化を実現します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

図3 高信頼化 
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■ 監視 
豊富な情報表示機能･簡単でわかりやすい操作などにより、大点数を管理していることを意識せずに正確な情報

を把握できるとともに、効率的な監視ができます。 
監視・管理業務の負荷の軽減を図り、業務全体の質の向上を支援します。 

 
 表3 オペレータ支援機能 (1/3) 

機 能 内 容 

グループリスト 
表示 

建物内の各管理点情報をあらかじめ登録されたグループごとに一覧表示します。グループ内の

発停点や設定点は一括操作が可能であり、建物設備の運転支援に貢献します。 
また、ユーザーグループリスト機能により、ユーザー自身で自由に登録点を組み替えることが

可能となっています。 
サマリグラフ表示 
機能 ★ 
( 大1000枚/ 
システム) 

建物内の各管理点情報をグラフィック画面にて表示します。 
このグラフィック画面内には、管理点の情報だけでなく関連画面への移行をボタンとして割り

つけることが可能であり、容易に複数の画面にまたがった情報の把握が可能となっています。 
また管理点の情報表示方法としては、シンボル図形の色変化や計測値の数字表示だけでなく、

ファンの回転状態など機器の動作状況を模したアニメーション表示、配線/配管までを含めた

色変化を行う活線表示機能など豊富なバリエーションがあり、複数の情報が混在するグラ

フィック画面でも容易に建物内の状況を把握することができます。 
また静止画像(写真データなど)の貼り付けも可能です。 
さらにグラフィック画面を任意に拡大または縮小して表示できます。 
必要な範囲を指定して拡大表示することも可能です。 
登録可能な項目数(管理点情報)：200項目(管理点+画面移行動画) 

ユーザー管理機能 ユーザーIDとパスワードを 大200ユーザー登録可能であり、ユーザーごとに操作権限を与え

ることができます。それにより、オペレータの業務内容によるシステムへのアクセス権限を設

定することが可能です。 
画面スクロール機能 各種一覧など、1枚の画面ですべての情報表示を行うことが不可能な情報について、上下の画

面スクロール機能により、必要な情報を容易に表示･把握できます。 
マルチウィンドウ 
表示機能 
( 大4枚/システム) 

4枚の画面を同時に重ね合わせ表示することができます。 
マルチウィンドウ表示は同時表示画面枚数/表示位置などを自動的に選択しながら表示を行う

ので、特別な操作を必要とせず通常の操作のなかで関連する画面間の情報を簡単な操作で容易

に把握できます。ただし、防犯メニュー以下の画面の同時表示は、 大2枚です。 
ポイント詳細画面 
表示機能 

グループリストやサマリグラフから管理点を選択することでポイント詳細画面に移行でき、管

理点が有している多くの情報表示や､機器の発停操作や設定操作を行います。 
また、各管理点のタイムスケジュールやトレンドグラフといった、さらに細かな情報を表示で

きます。 
ニューアラーム表示 システムの状態を常時監視し、警報が通知されるとインジケータ(アイコン)、メッセージ表示

(ニューアラーム)、ブザー鳴動、サマリグラフ強制表示およびポイントガイダンス強制表示を

行います。 
ニューアラーム表示エリアを選択することで、バーチャルプリンタ機能を呼び出し、警報の履

歴情報を把握できます。 
ユーザーメニュー 
★ 

頻繁に利用する画面をユーザーメニューとして 大23画面登録可能です。 
ユーザーメニューの内容はユーザーごとに設定/変更できますので、監視業務の内容によって

適な画面を登録することができます。 
ポータルメニュー ★ 
((推奨) 20カテゴリ以下) 
((推奨) 100画面以下) 

ユーザーごとに、利用頻度の高い画面を設備ごとやフロアごとなどの任意のカテゴリに分類

し、階層的に登録できます。 
ユーザーメニュー設定画面機能と併用はできません。 

★：オプション機能 
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 (2/3) 

機 能 内 容 

画面履歴 
表示機能 ★ 

大20画面まで過去に表示した画面を記憶しており、過去に表示した画面の再表示を行いま

す。 
ブザー出力機能 警報発生時に、4レベルの警報種別ごとに異なる音種でブザーを鳴動します。 

キーボードのファンクションキー押すことでブザーを停止できます。 
警報音声 
メッセージ機能 ★ 

警報発生時、音声によりオペレータへ通知を行います。 
各管理点ごとに、ブザーで通知するか、音声で通知するか、音声で通知する場合はそのメッセー

ジの内容を選択できます。 
重要機器 
3アクション 
操作機能 ★ 

発停点は、各管理点ごとに発停操作を2アクションとするか3アクションとするかを選択でき

ます。3アクションを選択すると実際の設備機器に対する発停指示を出力する前に確認操作が

必要となります。受変電設備など、操作により事故の発生の可能性がある設備機器に使用する

ことで、オペレータの誤操作を防ぎます。 
● 操作イメージ 

2アクション：設備機器選択→起動/停止選択→実行入力 
3アクション：設備機器選択→起動/停止選択→確認操作→実行入力 

操作メッセージ 
表示機能 ★ 

重要機器3アクション操作時に表示させる確認画面の内容を任意に選択/設定できます。 

連続運転 
時限監視機能 ★ 

設備機器の空転を防止するため、設備機器の連続運転時間を監視します。 
あらかじめ設定した時間以上に設備機器が運転を続けた場合は、警報を出力します。 

ポイントガイダンス 
機能 ★ 

ポイント画面、バーチャルプリンタ、各種一覧より、管理点に関する詳細情報(例：警報発生

時の処理方法や連絡先)を表示します。表示内容はユーザー自身で追加･修正が可能ですので、

管理点に関する詳細な情報を把握できます。 
一覧表示機能 ★ 次の種類の一覧表示を行うことができます。 

また検索機能を使うことで、より細かな条件での一覧表示を行います。 
① 警報中一覧 

現在警報状態の管理点の一覧表示を行います。 
② 運転中一覧 

発停点・状態点において、現在運転中状態の管理点の一覧表示を行います。 
③ 停止中一覧 

発停点・状態点において、現在停止中状態の管理点の一覧表示を行います。 
④ 保守中一覧 

保守登録されている管理点の一覧表示を行います。 
⑤ トラブル中一覧 

現在トラブル中状態の管理点の一覧表示を行います。 
⑥ タイムプログラム一覧 

設定されているタイムプログラムの起動/停止時刻の一覧表示を行います。 

プログラム一括 
設定機能 ★ 

1回の設定変更操作で、複数プログラムの設定内容を同時に変更します。あらかじめ同一の設

定となる複数のプログラムをグルーピング化しておくことで、複数のシステム・コア・サーバ

にまたがった複数のプログラム設定変更を簡単に実施することができます。オペレータのプロ

グラム設定変更作業負荷の低減を図ります。 
① タイムプログラム一括設定 500プログラム/システム 
② 遠隔設定値スケジュール一括設定 50プログラム/システム 
③ 計測値上下限監視一括設定 グループリスト画面にて『一括操作』タブを選択 
④ 計測値偏差値監視一括設定 グループリスト画面にて『一括操作』タブを選択 
⑤ 季節切替一括設定 50プログラム/システム 

ポイント検索 
機能 ★ 

全管理点を対象とし、管理点の属性情報(状態点、計測点、設定点、積算点)や名称で検索を行

い、必要な管理点情報を一覧形式で表示できます。 
警報E-mail通知 
機能 ★ 

設備の異常などで発生する警報情報を､建物管理者の業務用PCや携帯端末にE-mailで通知し

ます｡巡回中などで建物管理者が､監視用PCを操作していない場合でも警報状況の確認ができ

ます｡(E-mail通知を行うためには、メール送信サーバ(SMTPサーバ)が別途必要になります) 
画面キャプチャ機能 savic-net FX2の画面を含む監視用PC画面全体をキャプチャ(画面コピー)し、プリンタから印

刷またはファイルとして保存(JPG)できます。 
★：オプション機能 

OT92385
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 (3/3) 

機 能 内 容 

連続画面 
呼出機能 ★ 

日常の監視業務に頻繁に利用する画面をあらかじめ登録しておくことで、一回の操作で連続的

に画面を順次表示できます。 
毎朝や建物管理者引継ぎ時など、定常的に決められた画面を使って建物内の状況確認を行う場

合、画面選択操作を省略し建物管理者の作業負荷の低減を図ります。 
(注)：防犯バーチャルプリンタを除く、防犯メニュー以下の画面は、対象外です。 

★：オプション機能 
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■ データ管理 
BAシステムにて収集･蓄積される膨大な情報を効果的に活用することで、効率的な建物管理ができます。 
BAシステム内に蓄積されている情報を、目的に合わせ表や複数のグラフ形式にて表示することができます。各

種情報を効果的に解析/分析を行うことで、効果的な設備機器運転や、快適な環境の実現、省エネルギーの実現

を支援します。 
 
 表4 データ管理機能 (1/3) 

機 能 内 容 

バーチャルプリンタ機能★ 
( 大5000件/ファイル、 

大1000ファイル/システム） 

時系列的(時･分･秒)に発生する、警報や状態変化などの情報をデータとしてプリンタ

形式の画面に表示します。 
任意の文字列検索によって必要な情報に絞り込むことができます。 
例えば、発生した警報情報や機器の発停や機器の状態変化の情報を、検索条件にて絞

り込むことで、従来の警報履歴機能や操作･状態変化履歴として活用できます。 
検索データはCSVファイル形式で出力します。 
また、警報確認操作を行っていない未確認警報を一覧表示し、確認操作を行います。 
蓄積データはPDFファイル形式で監視用PCへの自動保存およびプリンタへの自動印

字( 大2回/1日)を行うことができます。 
日報表示/印字機能 ★ 
( 大150ページ/システム､ 
17点/ページ) 
大登録対象点数： 

計測点と積算点合わせて 
10,000点 

計測値や積算値を画面に表示し、電力日報･空調運転日報などを作成します。 
前日分の日報をPDF形式(印刷イメージ)で監視用PCへの自動保存とプリンタへの自

動印字を行います(1回/1日)。 
また、本日を含む過去1年分の日報を手動表示/印字することや、自動または手動で画

面に表示させている日報データをCSV形式でファイル出力できます。 
表示内容設定(時報部は表示対象を1項目選択、日報部/月報部は表示対象を複数選択

可) 
時報部 (積算点)正時値/積算値 

 (計測点)正時値/ 大値/ 小値/平均値 
日報部 (積算点)合計/前日計/ 大値/ 小値/平均値/負荷率/読値 

 (計測点) 大値/ 小値/平均値/読値 
月報部 (積算点)合計/前月計/ 大値/ 小値/平均値/負荷率 

 (計測点) 大値/ 小値/平均値 
月報表示/印字機能 ★ 
( 大150ページ/システム､ 
17点/ページ) 
大登録対象点数： 

計測点と積算点合わせて 
10,000点 

計測値や積算値を画面に表示し、電力月報･空調運転月報などを作成します。 
前月分の月報をPDF形式(印刷イメージ)で監視用PCへの自動保存とプリンタへの自

動印字を行います(1回/1月)。 
また、本月を含む過去10年分の月報を手動表示/印字することや、自動または手動で

画面に表示させている月報データをCSV形式でファイル出力できます。 
表示内容設定(日報部は表示対象を１項目選択、月報部/年報部は表示対象を複数選択

可) 
日報部 (積算点)平均値/ 大値/ 小値/日合計/日負荷率 

 (計測点)平均値/ 大値/ 小値 
月報部 (積算点)合計/前月計/ 大値/ 小値/平均値/負荷率 

 (計測点) 大値/ 小値/平均値 
年報部 (積算点)合計/前年計/ 大値/ 小値/平均値/負荷率 

 (計測点) 大値/ 小値/平均値 

★：オプション機能 
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 (2/3) 

機 能 内 容 

年報表示/印字機能 ★ 
( 大150ページ/システム､ 
17点/ページ) 
大登録対象点数： 

計測点と積算点合わせて 
10,000点 

計測値や積算値を画面に表示し、電力年報･空調運転年報などを作成します。前年分

の年報をPDF形式(印刷イメージ)で、監視用PCへの自動保存とプリンタへの自動印字

を行います(1回/1年)。 
また、本年を含む過去10年分の年報を手動表示/印字することや、自動または手動で

画面に表示させている年報データをCSV形式でファイル出力できます。 
表示内容設定(月報部は表示対象を1項目選択、年報部は表示対象を複数選択可) 
月報部 (積算点)平均値/ 大値/ 小値/月合計/月負荷率 

 (計測点)平均値/ 大値/ 小値 
年報部 (積算点)合計/前年計/ 大値/ 小値/平均値/負荷率 

 (計測点) 大値/ 小値/平均値 
ポイントトレンドグラフ 
表示機能 ★ 

ポイント操作画面のタブを切り替えることで、ポイントごとにトレンドグラフ(積算値

のみバーグラフ)の形式にて、過去の履歴データの表示を行います。 
表示可能時間幅 48時間 
表示(蓄積)データ 
計測点 48時間分(1分周期) 
積算点 48時間分(1時間積算値) 
発停点 48時間分(200状態変化まで) 
状態点 48時間分(200状態変化まで) 
設定点 48時間分(1分周期) 

トレンド表示/印字 ★ 
(400グラフ/システム、 
8点/グラフ) 

計測値や積算値、運転状態(ON/OFF)を､任意に 大8点まで組み合わせてグラフ表示

できます。 
表示データは、折れ線グラフ･バーグラフ･積層グラフ･組合せ(折れ線/バー)グラフ･組

合せ(折れ線/積層)グラフから選択して表示できます。 
表示対象管理点数 全管理点(警報点･防犯点･防災点除く) 
表示可能時間幅 1分データ ：2～48時間 
  日報(時データ)：2日～31日 
  月報(日データ)：2か月～12か月 
  年報(月データ)：2年～3年 
(注)：日報･月報･年報表示は、計測点+積算点≦10,000点まで対象となります。 
また、その他は全管理点(警報点を除く)が対象となります。 
表示可能データ期間 1分データ ：表示時を含む40日分 
  日報(時データ) ：当日を含む13か月分 
  月報(日データ) ：当月を含む10年分 
  年報(月データ) ：当年を含む10年分 
縦軸は2本と8本のいずれかを選択できます。 

ユーザーデータ加工 ★ 
( 大4,000,000データ) 

データ･ストレージ･サーバに蓄積された計測値や積算値などのデータを、監視用PC
に手動または自動(1回/1日)で出力します。 
このデータは、データベース/表計算ソフトウェアなどによりデータ加工･データ解析

などを行うことが可能であり、データの有効活用が図れます。 
出力ファイル形式 CSV形式 
・収集周期：発停点、状態点、計測点、設定点(1､2､3､5､10､15､30､60､120､180､240､

360､480､720分)、積算点(30､60､120､180､240､360､480､720分) をグループ単位で

指定 
・対象点数： 大30点/グループ、 大400グループ 
・収集期間：10､20､40､80､120､160､200､400日をグループ単位で指定 

★：オプション機能 
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 (3/3) 

機 能 内 容 

カラーデータグリッド ★ 
( 大500グループ) 

複数のアナログ点（計測点、設定点）、積算点、デジタル点（発停点、状態点）の24
時間分のデータを、その状態の値によって色分けし、表形式で表示します。 
これにより、複数機器の起動状態や複数エリアの温度設定状態などを、視覚的に把握

できます。 
・表示データ：データ・ストレージ・サーバに蓄積されている過去40日分の1分周期

のデータ(積算点は30分周期のデータ) 
・対象点数：50,000点(100点x500Gr) 
・表示時間間隔：表示するデータの時間間隔を（1分、5分、10分、15分、30分、60
分）から指定します。 

データ自動出力統合 ★ 
( 大3台の監視用PC) 

データ・ストレージ・サーバに蓄積された1分周期のデータを、グループリスト(ユー

ザーグループリストを除く)ごとに、CSV形式ファイルで、監視用PCの任意のフォル

ダに定期的に自動保存します。 
また、バーチャルプリンタ、日報、月報、年報、ユーザーデータ加工、電力デマンド

履歴を採用いただいている場合、対象データをCSV形式のファイルまたはPDF形式の

ファイルとして自動保存可能です。 
運転時間/投入回数 
積算機能 ★ 

機器の運転時間、運転回数の積算を行い、メンテナンスのための指標とします。 

運転時間/ 
投入回数監視機能 ★ 
( 大10,000監視対象機器： 
運転時間・投入回数、それぞ

れ100監視対象設備×50グ
ループ) 

設備機器の運転時間および運転回数を積算し、機器ごとに運転状況の監視を行いま

す。 
あらかじめ設定した点検目標時間･目標回数に到達した機器については、オペレータ

に通知し設備保全業務の支援を行います。 
機器ごとの運転時間および運転回数の積算は、通算積算(機器稼動開始からの積算)と
経過積算(メンテナンス実施後の経過積算)をそれぞれ積算しており、目標時間･目標回

数は経過積算に対して行います。機器メンテナンス実施後、経過値を手動操作でリ

セットし、再度目標到達監視を開始します。 
一覧表示･印字：グループごとに監視対象機器全点、または目標時間･目標回数に到達

した機器のみを表示可能 
時間外空調運転 
申請管理機能 ★ 
( 大1000申請単位/ 
システム) 

ネオパネル･ネオターミナルなどのユーザーズオペレーション機器やオペレータによ

り行われた時間外空調の申請内容を随時データ･ストレージ･サーバ内に蓄積します。 
蓄積された申請内容の情報は、申請単位ごとに実績表として任意に表示･印字するこ

とができます。 
また、時間外空調運転の状況を常にオペレータが把握･管理することができ、予定に

合わせた効率的な熱源機器の運転を可能とします。 
申請情報は過去2か月分まで蓄積することが可能であり、管理用の情報として以下の

レポートを表示･印字でき、効率的な管理ができます。 
実績表：申請単位ごとに過去の申請内容を一覧表示･印字します。 
集計表：各申請単位の1か月間の申請結果 (申請時間合計 )などを一覧表示･印字

します。  
履歴：申請状況 (操作内容、操作者など )の情報を期間を指定して一覧表示･印

字します。  
集中検針機能 ★ 
( 大3000メーター： 
実測 1500 ＋論理 1500 メー

ター) 

テナントに個別に請求するためのテナント専用メーター(電力量･ガス･上水など)の検

針値や、時間外空調運転実績データを自動で収集し、1か月分のメーター使用量を算

出します。 
また、前回比、前年同月比による異常検出を行います。 
検針結果データは、手動操作によりCSV形式のファイル出力と、PDF形式(印刷イメー

ジ)のファイル出力を行います。 
(注) 課金に関わる機能については、オーナー(会計担当)様と業務分担/請求方法の打ち合わせをお願いします。 
★：オプション機能 
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■ 建物情報表示 
BAシステムで収集される膨大な情報を活用し、建物来館者への省エネルギー情報の提供や、建物居住者への省

エネルギー啓蒙活動を行えます。 
 
全画面表示 ★ あらかじめ登録されたサマリグラフを、大型ディスプレイで表示したい場合に利用で

きます。 
また、あらかじめ登録されたシナリオに従ってサマリグラフなどの複数の画面を順番

に繰り返し表示し、来館者向けの情報表示などが行えます。 
サマリグラフには、現在時刻(年・月・日・時・分・秒)や過去のデータ(日報・月報・

年報データ)や、目標値を超えた場合の緊急メッセージ表示などが行えます 
・シナリオ： 大24個、1画面ごとに表示時間(10秒単位で10～360秒)を設定できま

す。 
・表示更新：デジタル点：60秒周期、アナログ点：60秒周期 
・開始時刻：シナリオごとに任意の開始時刻(時：分)を設定し、時刻によって表示す

るシナリオを自動的に切り替えられます。 
(注)：防犯バーチャルプリンタを除く、防犯メニュー以下の画面は、対象外です。 

居住者エネルギー表示 ★ クラウドサービスの利用により、テナント居住者は、クライアントPCから自テナン

トが入居している専用部のエリアのエネルギー使用量をグラフ/表形式で表示するこ

とができます。 
グラフ形式で表示しているデータをCSV形式のファイルで、クライアントPCにダウ

ンロードしたりエネルギー使用量をグラフ・表形式で表示することができます。 
また、毎月のエネルギー使用量報告書をクライアントPCにダウンロードすることが

できます。 
電力使用状況表示 ★ クラウドサービスの利用により、 新の電力使用状況を表示し、テナント居住者に対

し節電を促すことができます。 
ビル全体、またはテナントごとに電力使用状況を表示し、目標値（1時間当たりの電

力使用量の上限値を設定）に対して現在（直近の1時間で）何％使用しているかを示

します。 
(注) 居住者エネルギー表示、電力使用状況表示は、クラウドサービスにてご利用いただけます。詳細は、弊社販売員までご相談ください。 
★：オプション機能 
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■ 空調管理 
どんな空調方式にも対応できる、 も効率よく、むだのない快適化が図れる制御方式を選ぶことができます。

あらかじめ設定された温度や湿度などの環境条件を基準に、外気温湿度、季節、在室状態などの条件を参考に

しながら、 適な環境に制御します。 
あらかじめ設定された温度や湿度などの環境条件を基準とするだけでなく、PMV(温熱環境指標の一種)や
IAQ(室内空気質)を基準とする設定値をはじめ、利用者自らの好みをユーザーズオペレーション機器で操作し

た設定値や省エネ･省コストの面から求められる設定値などの調和を取りながら、 適な環境に制御します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 

 
図4 システム構成 

 
表5 システム構成機器概要 

機 能 内 容 

システム･コア･サーバ 
(SCS) 

• 制御機能 
システム･コア･サーバは接続されるInfilex GCなどのポイントデータやタイムスケ

ジュール情報などの管理を行うとともに、省エネルギー制御などを行います。 
• 伝送機能 
接続される各々のリモートユニットとNC-bus通信、C-bus通信、IPv4およびIPv6通
信、LonTalk®で情報の交換を行うとともに、システム･コア･サーバ間のデータ交換

を行います。 
• データ蓄積機能 
計測値･設定値(1分周期)や積算値(30分周期)の時系列データを48時間分蓄積します。 

Infilex GC 
Infilex AC 

空調機や外調機などの制御を行います。また、監視用PCからの設定値の変更や機器

の発停指令を受け、発停や制御を実行するとともに制御結果をシステム･コア･サーバ

に返送します。 
Infilex GD  状態･警報･計測値を収集し、データをシステム･コア･サーバに返送します。 
Infilex ZM､Infilex VC/FC VAV/FCUなどの個別空調機を制御します。また、監視用PCからの設定値の変更や機

器の発停指令を受け、発停や制御を実行するとともに制御結果をシステム･コア･サー

バに返送します。 
ネオパネル/ネオターミナル 居住者による温度の設定、個別空調機の起動/停止、運転時間の延長を行えます。 
デジタル指示調節計 
形R15/35/36 

フルマルチレンジ入力対応のPID制御方式のデジタル指示調節計です。 
制御出力はリレー接点、電流から選択することができます。 

 

MIS-Ⅲ 

レーザー 
プリンタ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ Infilex ZM 
(IPタイプ) 

PMX-4 
(IPタイプ) 

Infilex GC/GD 
(IPタイプ) 

LonTalk® 

LonTalk® 
リモート製品 

C-bus 

既設 

リモート製品 Infilex GC/GD 

SA-net 

アクティバル 
シリーズ 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 

監視用PC 監視用PC 

SC-bus 

Infilex FC/VC 

ネオパネル 
ワイヤレス 

Infilex ZM 

Infilex AC 

B-BC 
(ビルマルチ) 
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 表6 空調管理機能 (1/2) 

機 能 内 容 

カレンダ制御 ★ 
(システムカレンダ1/ 
システム) 
( 大500カレンダ/システム) 
( 大100カレンダ/システム･ 
コア･サーバ) 

それぞれの管理単位に対応したカレンダ情報(通常および優先1～3)を設定することが

できます。優先1～3指定は2年分の指定が可能です。 
また国民の祝日など、複数の管理単位に対して共通の休日情報を展開する必要がある

場合、システムカレンダを使用することで、オペレータの設定作業を効率化します。 
過去1年分のカレンダの表示が可能です。 

タイムプログラム制御 ★ 
( 大150プログラム/ 
システム･コア･サーバ) 

設備機器の運転スケジュール制御(通常および優先1～3ごとのスケジュールパターン

指定、8回のON/OFF制御/一日)をカレンダ情報に従って行います。 
スケジュール情報は当日を含む先1週間分を持ち、リモート機器(Infilexシリーズなど)
に情報の転送を行います。(実際のスケジュール情報に沿った機器の発停指令は、リ

モート機器が実行します。) 
タイムプログラムには 大30の機器が登録可能であり、タイムプログラム画面にて対

象機器の制御状態(ON/OFF状態)を表示させることができます。 
スケジュール合成制御 ★ 
( 大10プログラム/ 
システム･コア･サーバ) 

複数のタイムスケジュール情報から、 も早い起動時刻と も遅い停止時刻を算出

し、タイムプログラム制御を行います。 
共用部照明など複数の部屋の使用状況に対応してスケジュールを設定する必要があ

る場合にオペレータの設定作業を効率化します。 
イベントプログラム制御 ★ 
( 大250プログラム/ 
システム･コア･サーバ) 

設備機器間の連動制御や警報発生時の連動制御を行います。連動制御のイニシエート

条件(連動制御判断条件)は複数の管理点情報の論理演算(AND/ORなど)によって判断

することができます。 
季節切替制御 ★ 
( 大16系統/ 
システム･コア･サーバ) 

省エネ制御やデジタル調節器の制御に使用する季節情報を、冷房/暖房/冷暖/送風モー

ドに区分して、指定された日付で切り替えを行います(年間 大8回)。 
またこの切替日に、直接設備機器に対して発停指令を行います。 

スケジュール設定値制御 ★ 
( 大500プログラム) 

期間、曜日、時刻によって、設定値を自動的に変更します。 
季節によって設定温度を変更したり、毎日決められた時刻に室内温度設定をプリセッ

トしたりできます。 
また、増エネ抑制判断機能により、現在の設定値よりも出力予定の設定値の方がエネ

ルギー増加となる場合には出力させないこともできます。 
節電運転制御 ★ 
( 大50プログラム/ 
システム･コア･サーバ) 

空調機などの機器に対して間欠運転を行い、空調/熱源エネルギー･電力量を節減しま

す。また、間欠運転により停止した機器は、設定した温度またはCO2濃度によって、

運転を再開させることができます。 
さらに間欠運転の開始時刻を等間隔にシフトし、負荷分散することができます。 
例えばVAV機器を順次停止することで、AHUファンを停止させずに動力を減少させる

(ピーク電力を抑える)ことができます。 
外気冷房制御 ★ インテリジェントコントローラ(Infilexシリーズ)によって外気と室内の温熱環境を比

較して、外気冷房が有効と判断した場合は、外気導入量を増加させます。 
適起動/停止制御 ★ 

 空調用： 大50プログラム/ 
 システム･コア･サーバ 
 熱源用： 大10プログラム 

居室の室温が使用開始時刻に設定温度となるように学習演算し、 も短時間での空調

機ウォーミングアップ運転を行います。 
また、停止時は居室の使用終了時刻まで室内温度環境が満足していることを条件とし

て、できるだけ早く空調運転を終了します。 
これらの学習演算は、休日明けや連休明けなどの演算条件が異なる場合にも対応でき

ます。また、空調機の動作予定に連動し、熱源機器の 適な運転も行います。 
連動設定値制御 ★ 
( 大100プログラム/ 
システム･コア･サーバ) 

室内温度などの計測値や設定値を入力とし、他の設定点に対して同じ設定値（または、

入力設定値±偏差）を出力することができます。 
冬季におけるペリメータ設定温度の適正化（冬季のペリメータ設定をインテリア設定

より1℃以上下げる）による省エネルギーや、複数設定値の一括変更など、オペレー

タの設定作業を効率化します。 
★：オプション機能 

  

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked
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 (2/2) 

機 能 内 容 

コンディショナル 
設定値制御 ★ 
( 大200プログラム/ 
システム･コア･サーバ) 

室内温度などの設定値を、あらかじめ決められた条件に沿って、自動的に変更します。 
設備機器の運転パターンや運転シーケンスなど、状況に応じた設定値をあらかじめ指

定しておくことにより、設定値緩和による省エネルギーが行えます。 

適室内温度設定制御 ★ 
( 大25プログラム/ 
システム･コア･サーバ)＊ 

適切なPMV値をとり得る設定温度を演算し、室内温度設定値として出力します。 
また、運転モード（省エネ／通常／快適）に応じた設定温度の演算・出力もできます。 
PMV：温度･放射温度･気流速･湿度･活動量･着衣量から、暑い～寒いという人間の温 
冷感に対応した値に換算した指標 

＊ プログラム数はシステム・コア・サーバのプログラム容量により異なります。 
★：オプション機能 

  

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked
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■ 熱源管理 
ヒートポンプチラー、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機など、冷温熱源機器はますます多様化してきています。 
また、クローズ配管方式、蓄熱方式、地域熱供給方式など配管方式もさまざまです。 
こうした熱源に対応するコントローラシステムを選択でき、冷温熱源だけでなく、搬送系までを含めた省エネ

ルギーのための 適かつ効率的な運転･制御ができます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。  

図5 システム構成 
 

表7 熱源管理機能 

機 能 内 容 

熱源台数制御 チラーコントローラパラマトリクスとの連携で、冷凍機や冷温水発生器の特性にあった

運転・制御を行い、省エネルギー、省力化を図ります。 
小CO2(コスト) 

台数制御 
(パラコンダクタ使用時) 

パラコンダクタ、チラーコントローラパラマトリクスとの連携で、部分負荷効率が高い

冷凍機(インバータ搭載冷凍機)に対して、CO2排出量(または運転トータルコスト)が 小

になるように台数制御を行い、省エネルギーを図ります。 
熱源1次ポンプ変流量制御 チラーコントローラパラマトリクスとの連携で、熱源機の送水用ポンプ(1次ポンプ)にイ

ンバータを設置してポンプ回転数を建物の負荷流量に応じて変化させ、ポンプの動力を

大幅に削減し、省エネルギーを図ります。 
ポンプ台数制御 ポンプコントローラパラマトリクスとの連携で、搬送用ポンプ(2次ポンプ)の運転台数を

適にし、省エネルギー、省力化を図ります。 
2次ポンプ変流量制御 ポンプコントローラパラマトリクスとの連携で、搬送用ポンプ(2次ポンプ)にインバータ

を設置してポンプ回転数を送水圧力が一定となるように変化させポンプの動力を削減

し、省エネルギーを図ります。 
また、建物の負荷流量から送水圧力を可変とする推定末端圧制御や、末端差圧一定制御、

V W V制御などによりさらなる省エネルギーもできます。 
冷却水ポンプ変流量制御 熱源機の冷却水ポンプにインバータを設置してポンプ回転数を建物の負荷流量に応じて

変化させ、ポンプの動力を大幅に削減し、省エネルギーを図ります。 
蓄熱槽制御 建物に蓄熱槽がある場合、蓄熱槽コントローラパラマトリクスとの連携で、翌日の必要

蓄熱量を予測し、電力料金の安い夜間に電動冷凍機を運転させ必要蓄熱量を確保します。

昼間はピーク時間に蓄熱量を効率的に使えるように蓄熱放熱制御を行います。合理的な

運転制御を行い、夜間電力を有効利用します。 
運転状況の可視化 
(パラコンダクタ使用時) 

パラコンダクタの持つ運転トレンド機能を使用してポンプ、熱源の運転/停止や送水温度、負荷

熱量など変化を同時に確認できるため熱源システムにおける運転状況の確認に役立ちます。 
省エネルギー効果の 
可視化 
(パラコンダクタ使用時) 

パラコンダクタの持つ省エネ効果画面を使用して熱源システムに導入した省エネルギー

アプリケーション(2次ポンプ変流量制御、1次ポンプ変流量制御、冷却水ポンプ変流量制

御など)の省エネルギー効果をグラフを使い、わかりやすく表示します。 

レーザー 
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

監視用PC 監視用PC 

PARACONDUCTOR SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ PMX-4 
(IPタイプ) 

LonTalk® 

LonTalk® 
リモート製品 

C-bus 

既設 
リモート製品 

Infilex GC/GD 

SA-net 

アクティバル 
シリーズ 

PMX-4 

NC-bus 

Infilex AC 
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■ 電気照明管理 
電気をむだなく安全に利用するため、電力、電流、力率などを計測し、受電状態、継電器投入状態、地絡/漏電

事故の発生、自家発電機の運転状態などを監視し、制御や記録を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 
 

図6 システム構成 

 
 表8 電気･照明管理機能 (1/2) 

機 能 内 容 

電力デマンド制御/ 
電力デマンド履歴 ★ 
( 大1系統/ 
システム･コア･サーバ) 
( 大16系統/システム) 

消費電力量が電力会社との契約電力量を上回らないように、30分単位で使用量を予測し、

超過予測時にはあらかじめ指定されている機器の停止やインバータ出力値などの変更を

行います。また、電力デマンド制御の目標電力量は、期間・日付･時刻によって自動的に

切り替えることが可能であり、省エネルギーのための制御として使用することも可能で

す。電力デマンド制御の結果は、履歴管理としてインターバル中の計測電力と予測電力

をグラフ表示するとともに、日報・週報・月報・年報のデマンド値・負荷率・目標値・

計測値をそれぞれグラフ表示することができ、電力使用に関する傾向管理のためのデー

タとして使用することができます。 
インターバル：インターバル中の30秒周期の計測電力と予測電力を40日分蓄積 
日報：30分インターバルごとのデマンド値･負荷率・目標値・計測値を400日分蓄積 
週報：各日の 大デマンド値および 小デマンド値、そのインターバルの目標値、 

    計測値、各日の平均デマンド値を10年(120か月)分蓄積 
月報：各日の 大デマンド値および 小デマンド値、そのインターバルの目標値、 

    計測値、各日の平均デマンド値を10年(120か月)分蓄積 
年報：各月の 大デマンド値および 小デマンド値、そのインターバルの目標値、 

    計測値、各月の平均デマンド値を10年分蓄積 
力率改善制御 ★ 
( 大1系統/ 
システム･コア･サーバ) 

空調や衛生の動力負荷による受電力率の低下を改善するために、進相コンデンサの投入/
遮断を行い、力率を常に目標値になるように制御します。 

停復電制御 停電発生時に、不要な警報の通知を抑制するとともに、あらかじめ決められた機器の起

動のみを強制的に行います。また復電時には、システム内の対象負荷に対して、その時

点で本来あるべき機器の状態となるよう、復旧制御(起動出力制御)を行います。 
自家発負荷配分制御 ★ 
( 大1系統/ 
システム･コア･サーバ) 
( 大16系統/システム) 

停電発生中の自家発電機の容量に見合った負荷をあらかじめ指定されている優先順位に

従い起動/停止を行います。 

PSCS 

PLC基本 
ユニット 

PLC 

MELSECNET/H 

CC-Link 
リモートI/O 

B-BC 
(照明) 

レーザー
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ Infilex GD 
(IPタイプ) 

LonTalk® 

LonTalk® 
リモート製品 

C-bus 

既設 

リモート製品 

Infilex GD 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 

Infilex ZM 

SC-bus 

C-DGP 

監視用PC 監視用PC 
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  (2/2) 

機 能 内 容 

受変電設備監視 受変電設備(遮断器・断路器など)の入出力情報をPLC(シーケンサ)に取り込みPSCSで管

理します。電流や電圧といった計測値を含め高速監視が可能です。 
★：オプション機能 
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■ 衛生管理 
建物内での生活にかかせない衛生設備が、むだなく機能的に運転されるように制御し、トラブルが発生しない

ように管理します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 
 

図7 システム構成 

 
 

表9 衛生管理機能 

機 能 内 容 

貯湯槽制御 貯湯槽内の槽内温度を制御して、いつも安定した状態で温水が供給できるようにします。 
送水圧力制御 水槽からの送水圧力が一定になるように、送水ポンプの運転台数や回転数を制御します。 

 
  

レーザー 
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ Infilex GC/GD 
(IPタイプ) 

LonTalk® 

LonTalk® 
リモート製品 

C-bus 

既設 

リモート製品 

Infilex GC/GD 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 

監視用PC 監視用PC 
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■ 防 災 
防災サブシステムは、自火報受信機や各種防災機器類から構成され、建物内防災設備の監視･管理･防災連動制

御を行います。また通信によりシステム･マネジメント･サーバや他のサブシステムと有機的に結合されており、

監視用PCでの監視･管理や他設備連動制御などの大きな機能が発揮されます。 
 

表10 システム構成図 

 構 成 概 要 

 
 
Ｒ 
型 
受 
信 
機 
接 
続 
方 
式 
 

 IPv4/IPv6ネットワー

クによりR型受信機は

接続されます。 
R型受信機からの情報

は、システム･マネジ

メント･サーバへ送ら

れるとともに、システ

ム･コア･サーバへ送

られ、高度な監視機能

や連動制御が行えま

す。 
 
 
 

Ｐ 
型 
受 
信 
機 
接 
続 
方 
式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P型受信機、G型受信

機からの情報をInfilex 
GDを介して入力しま

す。 
P型受信機、G型受信

機 か ら の 情 報 は 、

NC-bus、IPv4/IPv6 
ネットワークを介し

てシステム･マネジメ

ント･サーバへ送ら

れ、高度な監視機能や

連動制御機能が行え

ます。 
 
 
 
 

*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 
 

表11 防災制御機能 

機 能 内 容 

火災時空調停止制御 火災発生と同時に、該当区画に関連する空調･換気設備機器の停止制御を行い、延焼を防

ぎます。 
監視機能 自火報受信機やガス漏れ受信機からの防災情報は、システムにログインしている監視用

PCのLCDに表示されオペレータへ通報します。 
LCDでは建物の平面図や断面図により発生個所の確認が行えます。 

レーザー 
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ Infilex GD 
(IPタイプ) 

LonTalk® 
LonTalk® 

リモート製品 

C-bus 
既設 

リモート製品 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 
NC-bus 

リモート製品 

G G ◐

G型受信機 

ガス漏れ警報設備 
中継器 ER 

B 

ER 
中継器 

防火設備 

中継器 
B P ◐S 

中継器 排煙設備 

R型受信機 
(複合型) 

排煙機 

自火報設備 

監視用PC 監視用PC 

レーザー 
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ Infilex GD 
(IPタイプ) 

LonTalk® 
LonTalk® 

リモート製品 

C-bus 
既設 

リモート製品 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 

G G ◐

G型受信機 

ガス漏れ警報設備 

ER ER 

防火設備 

B P ◐S 

排煙設備 

Infilex GD 

P型受信機(複合型) 

R 

S 

排煙機 

B P ◐ S 

自火報設備 

監視用PC 監視用PC 
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表12 システム機能分担 

機 能 内 容 
システム･マネジ 
メント･サーバ 
(監視用PC) 

自火報 
受信機 

火災検出 1. 感知器･発信器の監視 
2. 火災発生の判断 
3. 主ベル･地区ベルの鳴動 

 
○ 
○ 
○ 

LCD表示 1. 火災発生時、平面図･断面図の自動表示 
2. 発報区画の区画線色表示 
3. 火報(感知器･発信器)の火報状態表示 
4. 排煙設備状態表示(排煙口、垂れ壁、排煙ダンパ、排煙機、煙感知器) 
5. 防火設備状態表示(防火戸、防火シャッタ、防火ダンパ、煙感知器) 
6. 消火設備状態表示(消火栓ポンプ、連結送水管、スプリンクラ、 

CO2、ハロン) 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
 

 

個別常時表示 
 

1. 建物の防災断面図などの常時表示 
(アナンシエータ、グラフィックパネル) 

○ 
 

 

防排煙制御 
 

1. 防排煙設備の連動制御/復旧操作、強制操作 
2. 空調機の強制停止制御/復旧操作 

 
○ 

○ 
 

試 験 
 

1. 火災試験(手動･自動) 
2. 火災試験時の連動禁止(空調停止など) 
3. 感知器感度試験 
4. 感知器線･中継器線の断線検出 
5. 試験結果の記録印字 

 

○ 
○ 
○ 
○ 
○* 

記 録 1. 感知器の発報/復旧記録 
2. 防排煙設備の連動制御/復旧操作の記録 
3. 試験結果の印字 
4. 自火報盤卓操作記録の印字 

○ 
○ 
 
 

○* 
○* 
○* 
○* 

＊ 自火報受信機にプリンタ設置の場合 
  

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked
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■セキュリティ 
セキュリティシステムは、セキュリティ・データ・サーバ(SDS)、アクセス・コア・コントローラ(ACC)、非

接触カードリーダ、バイオメトリクス認証装置、I/Oモジュールユニットなどから構成され、建物内の防犯監視

や出入管理制御を行います。システム･マネジメント･サーバや他のサブシステムと統合され、システム･マネジ

メント･サーバにログインした監視用PCからの監視･管理や、他設備連動制御などを行います。 
出入管理制御は、非接触カードリーダ、バイオメトリクス認証装置に対応しています。 
詳細はAS-909を参照ください。 

 
表13 システム構成 

 構 成 概 要 

カ 
| 
ド 
リ 
| 
ダ 
／ 
バ 
イ 
オ 
メ 
ト 
リ 
ク 
ス 
認 
証 
装 
置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が 
必要になります。 

 

非接触ICカードリーダやバイ

オメトリクス認証装置などを

使用して出入りを管理するシ

ステムで、出入制御ユニット

としてACCを用います。 
各部屋の扉付近に照合装置

を設置し、利用者のカードや

指静脈の照合で扉の施解錠

を行います。 
カードリーダからの情報に

より、警備の警戒/非警戒切り

替えを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表14 セキュリティ機能 

機 能 内 容 

防犯監視 建物の出入口部や1、2階の窓面･非常口･部屋の出入口などに各種防犯センサを設置して

防犯区画単位に警戒を行い、侵入者を検知したときは監視用PCに警報を通知します。 
またタイムスケジュールや出入管理機能と組み合わせて、部屋の在/不在などの情報から

防犯区画単位に警戒/非警戒を切り替えます。 
出入管理 非接触ICカードリーダや指静脈認証端末などのバイオメトリクス認証装置などを使用

し、部屋扉や入退場ゲートの出入管理を行います。 
入退出をより厳密に管理するために、アンチパスバック制御(不正通行制御)やツーパー

ソン機能（2人のカードの照合で扉を制御）などがあります。 
他システムとの連動制御 終者退室後、空調停止･照明消灯などの消し忘れ防止制御が行えます。 

警戒時は、防犯センサの検知により監視用PCに警報を通知するとともに、威嚇照明のた

めの照明点灯などを行います。 
出入管理により無人と判断した階のエレベータ通過(不停止制御)できます。 
侵入や不正通行などの警報発報時に、映像監視システムで特定個所の録画を行います。 

監視用PC 

SDS 

・・・ 

映像監視システム 

ACC 
電気錠 

防犯センサ 

CR CR CR 

ACC 

KBX 

ACC 電気錠 

指静脈認証端末 指静脈認証端末 

映像側 
クライアントPC 

RTR 

ネットワーク 
ディスクレコーダ 

IPネットワーク 
カメラ 

PoE HUB 

アナログ 
カメラ 

IPネットワーク 
カメラ 

PoE HUB 

エンコーダ 

アナログ 
カメラ 

SMS-Ⅲ 

カード登録用
リーダ 

カード登録用
リーダ 

監視用PC 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 
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■ ユーザーズオペレーション機器 
居住者は専用居室の温度･湿度の設定、個別空調機の起動/停止の操作を行い、自分で環境を作り出すことがで

き、一人ひとりの快適性を実現します。 
操作許可、禁止時間帯や温度設定上下限値を監視用PCから指定でき同時に、居住者操作の結果は、監視用PC
で監視･記録できるので、建物全体の省エネルギーを実現します。また、降雨などの情報を居住者に知らせます。 
また、ワイヤレスタイプも用意されていますので、建物運用開始後の設置場所の変更も自由に行えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 

 
図8 システム構成 

 
 

表15 ユーザーズオペレーション機器の機能 

機 能 ネオパネル(NP) ネオターミナル(NT) 

設備機器の表示、操作 室内温度、湿度の設定 ○ 
(温度のみ) 

○ 

空調機器起動/停止、照明点灯/消灯 ○ ○ 
ファンコイル風量設定 ○ ○ 

時間外運転、退去時の操作 延長運転の設定 ○ ○ 
終退去時の一括操作 × ○ 

気象情報の表示 降雨/無降雨の表示  ○ ○ 
監視用PCからの機能 操作許可/禁止スケジュール設定 ○ ○ 

温度設定上下限値の設定 ○ ○ 

  

レーザー 
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ Infilex ZM 
(IPタイプ) 

PMX-4 
(IPタイプ) 

Infilex GC/GD 
(IPタイプ) 

LonTalk® 

LonTalk® 
リモート製品 

C-bus 

既設 

リモート製品 

Infilex GC/GD 
ネオパネル 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 

PMX-4 

Infilex ZM 

ネオターミナル 

SC-bus 

ネオパネル 

ネオパネル 
ワイヤレス 

Infilex FC/VC 

監視用PC 監視用PC 

Infilex AC 
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■ ビルマネジメント機能 
ビルマネジメント機能は、データベース機能により建物の運営管理･保全管理を支援します。データベースには、

建物設備管理に関わる設備データや、中央監視装置からの計測データなどの実運用データを長期間蓄積できま

す。 
また、豊富なグラフ表示機能、集計・演算機能や帳票出力機能、実績管理機能や保全業務の引継ぎ機能などを

持っています。これらの機能によりエネルギー使用傾向の｢見える化｣、業務の効率化、管理品質の向上を実現

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*1 実際の機器配置に応じて、複数台のスイッチングハブ(ネットワーク構成機器)が必要になります。 
 

図9 システム構成 

 
 
 表16 ビルマネジメント機能概要 (1/2) 

機能メニュー 機能概要 

設 
備 
保 
全 
管 
理 

総
合
管
理
機
能(

一
式) 

設備台帳管理 ★ 
( 大3000設備機器) 
( 大50機器仕様項目/設備) 

建物内の設備機器を設備体系別(電気・空調・衛生など)に分類し、保

守管理上必要な情報(設置場所、耐用年数など)や機器能力などを把握

するための情報をデータベース化します。 
トラブル対応履歴管理 ★ 
( 大15000履歴) 
(集計データ3年度分) 

巡回点検や定期点検、またはテナントからのクレームなど日常の保

守業務で発生した設備のトラブルに関する対応情報を管理し、設備

保全業務の品質および効率の向上を図ります。 
修繕履歴管理 ★ 
( 大15000履歴) 
(集計データ15年度分) 

設備機器の部品交換やオーバーホールなど、修繕に関するデータの

管理を行い、設備保全業務の品質および効率の向上を図ります。 

保全スケジュール管理 ★ 
( 大1000作業項目) 
(管理期間 大3年度分) 

ビル保全基準に基づいて設定される作業項目を実施条件に従って展

開し、年間・月間の作業予定表を作成します。また作成した予定に

対して、作業実施後、作業完了情報を入力し、保全作業の予実管理

を行えます。 
予備品消耗品管理 ★ 
( 大300物品) 
( 大15000入出庫履歴) 
(集計データ5年度分) 

設備の部品(Vベルトなど)や管球に関する入出庫情報を入力すること

により、予備品や消耗品の入出庫履歴や在庫数の管理を行います。 

業者連絡先管理 ★ 
( 大300会社) 

設備台帳で管理する機器のメーカー、施工会社、販売代理店、保守

会社の連絡先をデータベース化することで、設備保全業務の効率向

上を図ります。 
報告書作成支援 ★ 
(日誌データ2か月分)  
(月報データ24か月分) 

業務日誌を、本システム内で管理している各種履歴情報(本日点検作

業・トラブル対応作業・出庫物品など)と、所見などの手入力情報で

作成します。また、当月のトラブル対応履歴や保全作業実績履歴、

予備品消耗品の入庫・出庫履歴情報をもとに月報作成が行えます。 
設備保全業務の品質および効率の向上を図ります。 

レーザー 
プリンタ 

MIS-Ⅲ 

SMS-Ⅲ DSS-Ⅲ 監視用PC 監視用PC 

SCS-Ⅲ SCS-Ⅲ LSCS-Ⅱ 
LonTalk® 

LonTalk® 
リモート製品 

C-bus 

既設 

リモート製品 

Ethernet(IPv4/IPv6ネットワーク)＊1 

NC-bus 

NC-bus 
リモート製品 

FX BMS 
ビルマネジメント 

システム 

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked

OT92385
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 (2/2) 

機能メニュー 機能概要 

設 
備 
保 
全 
管 
理 

B 
A 
デ  
｜  
タ  
利  
用  

稼動実績管理 ★ 
( 大3000機器) 
(10メンテナンス項目) 
(月データ5年度分) 

設備機器の機器稼動データ(運転時間、または投入回数)をあらかじめ

設定した管理目標値と比較し、点検時間または点検回数に到達した

かどうかを管理します。また月稼動データを元に稼動年報作成も行

います。 
警報データ管理 ★ 
( 大3000機器) 
(5年度分または30000件) 

BAシステムにて収集された警報データを設備別、機器別に発生件数

の集計、グラフ表示し、警報発生の傾向や保守点検の重点機器を把

握することができます。 
エネルギー管理 ★ 
( 大5000点) 
(アナログ/デジタル10分データ当年含む4年) 
(時データ当年含む4年) 
(月・年報・多年報データ：15年間) 
(グラフ枚数600枚) 

BAシステムにて収集されたエネルギー・環境・運転状況データを長

期管理し、日報・月報・年報・多年報の各期間でグラフと数値表示

を行います。 
消費特性、運転特性の解析用の積層グラフ(上下バー形式)・円グラ

フ・散布図・ヒストグラムなどの特性分析グラフ形式をサポートし

ています。 
また、空調機起動時のみ、時間帯データフィルタリング、四則演算

などの論理演算機能もサポートしていますので、定常運転時におけ

るエネルギーの消費傾向やエネルギーコストの把握ができます。 
居住者エネルギー管理 ★ 
( 大5000点*1) 
( 大100会社) 

BAシステムにて収集されたエネルギーデータから会社/居住者(テナ

ントなど)に関わるデータを蓄積し、エネルギー使用量報告書を毎月

出力します。 
エネルギー使用量報告書は、電気やガスなどの使用量に換算した空

調エネルギーと、会社/居住者が直接使用した照明やコンセントの電

気使用量などのエネルギーを合算して作成します。 
集中検針 ★ 
( 大3000メータ：実メータ1500＋論理メータ

1500) 
( 大50メータ種別) 
( 大400テナント) 

テナントに個別に請求するためのテナント専用メーター(電力量･ガ

ス･上水など)を毎月指定日に自動検針し、1か月分のメーター使用量

を算出します。 
また、前回、前年同月使用量と比較し異常値の検出も行います。 

料金計算*2 ★ 
( 大400テナント、50費目) 

集中検針結果(メーターごとのメーター使用量)をもとに、テナントご

との使用量を集計し、光熱費(電気料金･ガス料金･水道料金など)を
(基本料金)＋(テナント使用量)×(固定単価)という演算式にて算出し

ます。 
さらに、定額請求費目(賃料・共益費)や手入力費用(雑費など)を追加

した結果を、料金結果レポートとしてテナントごとに出力します。 
料金計算結果をもとに請求書を印字します。(A4カット紙) 

レポートジェネレータ ★ 定型レポートフォームでは、運用の変化に合わせづらい場合に、ビ

ルマネジメント機能の各機能の設定データ、収集データ、運用デー

タのファイル出力結果を用いて、管理帳票フォームをオペレータの

管理しやすい書式にできます。 
CSVジェネレータ ★ 
( 大100CSV定義数) 
( 大10000レコード/ファイル) 

設備保全管理・集中検針機能にて管理しているデータを、ユーザー

が定義した出力情報でCSVファイル出力します。2次加工利用頻度の

高いBMS各種検索結果や設定データについて、項目の並び替えや不

要項目の削除などのカスタマイズが可能です。 
*1 エネルギー管理と居住者エネルギー管理の 大管理点数は、両方の合計で5000点までです。 
*2 料金計算は、オーナー（会計担当）様と業務分担／請求方法の打ち合わせをお願いします。 
(注) 
 • 新設建物にBMSを導入する場合は、建物管理運用が確定していないため、標準BMS機能をベースとした導入計画の打ち合わせを

 お願いします。 
 • 既設建物にBMSを導入する場合は、既存の業務における建物管理運用内容確認の打ち合わせをお願いします。 
★：オプション機能 
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■ オペレータインタフェース部概要 
 特 長 

• 画面サイズや種類を問わず、各種ディスプレイを選択可能 
• グラフィック画面をキーにした管理点情報の展開を実現 
• 運用に合わせてユーザー自身がユーザーメニューをカスタマイズできるなど、優れた画面構成を実現 

 
● 画面表示機能 

監視用PCの画面は下記のような機能別エリアに分割され、操作性の良い画面構成となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図10 画面構成 

  

システムメニューバー表示エリア 

表示されている画面にかかわらず、いつでも選択が可能な機能ボタンです。 
監視 ： グループリスト、サマリグラフ、一覧 
管理 ： ヒストリカルデータ管理 
制御 ： 火災制御、停復電制御、タイムプログラムなど各種制御 
システム管理 ： システム管理/監視/設定/操作、エンジニアリング 
メニュー ： ユーザーごとにカスタマイズされたメニュー 

システムインジケータ表示エリア 

警報発生時、ブザーが鳴動します。画面上の「ブザー」インジケータ

をクリックすると、ブザー鳴動が停止し、「ブザー」インジケータが

消灯します。また、発生中の警報やユーザーが未確認の警報などの

一覧画面を展開表示します。 

システムメッセージ表示エリア 

画面表示操作に対するシステム

の動作状況を表示します。 

画面表示エリア 

グラフ画面やリスト画面、各種プログラム画面を表示します。表示エリア内

には同時に複数の画面を重ね合わせて表示します。(マルチウィンドウ表示) 
また、一度に表示しきれないサイズの画面を表示した場合には、上下に画面

を移動することで画面全体を表示します。(スクロール機能) 

ニューアラーム表示エリア 

警報が発生すると、 も新しく発生した警

報の内容を表示します。このエリアをダブ

ルクリックすることで、バーチャルプリン

タが表示されます。 

ログイン中のユーザー名を表示します。

ログイン/ログアウト操作はここから行い

ます。 

ログインユーザー表示エリア 
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● 画面の階層構成 

特に意識することなく必要な画面へ進みながら操作できます。 
また、あらかじめ使用頻度の多い画面を予約して簡単な操作で表示するなど、運用に合わせた画面操作設定が

できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図11 画面 

  

ニューアラーム 
 

システム 
メニュー 

ログインページ 

ログイン 
ログアウト 

制御メニュー 
 

監視メニュー 
 

ユーザー 
メニュー 

管理メニュー 
 

システム管理 
メニュー 

ニューアラーム 
表示画面 

バーチャル 
プリンタ画面 

制御系画面 
 

プログラム 
管理系画面 

グループリスト 
 

サマリグラフ 
 

一覧系画面 
 

ユーザー任意 
登録画面 

監視系画面 
 

ヒストリカル系

画面 

管理設定画面 
 

ユーザー設定 
画面 

システム操作画

面 

システム情報 
 

スケジュール系 
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■ 機器仕様 
 表17 機器仕様一覧 (1/5) 

機 器 仕 様 

監視用PC CPU 
 
主記憶容量 
OS 
Webブラウザ 
プラグイン 
同時ログイン可能数 

インテル Core i3-6100＊1 
インテル Core i5-4310M＊1 
4Gbyte以上 
Microsoft Windows 10 Pro(64bit)＊2 

Microsoft Internet Explorer 11.0(32bit) 
Java実行環境 
Adobe Acrobat Reader DC 
標準ログイン数 大5＊3、＊4 

 お客様にこの仕様条件を満たすPCを支給していただくことも可能です。 
監視PC用ディスプレイ(LCD) 画面サイズ（解像度） 

 
 
表示色 
電源 

17型スクエア(1,024×768ドット)/19型スクエア(1,280×
1,024ドット)/23型ワイド(1,920×1,080ドット)/27型ワ

イド(1,920×1,080ドット) 
65536色(グラフィック表示32色) 
AC90～110V 

監視PC用レーザープリンタ 
(オプション) 
 

印字方法 
印字速度 
印字用紙 
印字色 
電源 

半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 
フルカラー 4枚/分 
A4単票 
65536色 
AC90～110V 

＊1  同等以上の性能を持つ後継のCPUを含みます。 
＊2  お客様でPCを用意される場合、Windows10動作確認済みバージョンは以下URLにてご確認ください。 

 https://www.azbil.com/jp/product/building/win10ver_list.html 
＊3  条件によりログイン数拡張可能です。条件については、お客様とご相談させてください。 

 その場合であっても、防犯バーチャルプリンタを除く、防犯メニュー操作のための同時ログイン数は 大5です。 
＊4  Windows 7、Windows 10混在可 
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機 器 仕 様 
マネジメント･インテグレー

ション･サーバ 
(管理点数5,000点以下の場

合、システム・マネジメント・

サーバとデータ・ストレー

ジ・サーバの機能を一体化し

て提供が可能) 

CPU 
主記憶容量 
補助記憶装置 
OS 
大管理点数 

通信 
外形 
電源 
時刻バックアップ 

32ビットCPU 
SDRAM 512Mbyte 
SSD(Solid State Drive) (システム機能要件を満たすこと) 
Linux 
5,000点 
IPv4/IPv6 (Ethernet100BASE-TX/1000BASE-T 1ポート) 
130(W)×120(D)×140(H) 
AC100V～240V 
72時間 

システム・マネジメント・ 
サーバ 

大管理点数 30,000点 
（他はマネジメント･インテグレーション･サーバと同じ） 

データ･ストレージ･サーバ 
(システム・マネジメント・

サーバとともに利用) 

大管理点数 30,000点 
（他はマネジメント･インテグレーション･サーバと同じ） 

システム・コア・サーバ CPU 
主記憶容量 
 
OS 
大管理点数 

上位通信 
リモート幹線 
 
 
外形 
 
電源 
時刻バックアップ 

32ビットCPU 
SDRAM 128MB､CompactFlash 256MB (PSCS、LSCS-Ⅱ) 
SDRAM 256MB､CompactFlash 512MB (SCS-Ⅲ) 
Linux 
1,000点 
IPv4/IPv6 (Ethernet10BASE-T/100BASE-TX 1ポート) 
NC-bus 4ライン(A系/B系二重化機能あり) 
C-bus 4ライン(A系/B系二重化機能あり) 
LC-bus 4ライン(2CH) 
100(W)×106(D)×140(H) 
130(W)×106(D)×140(H) A系/B系二重化時 
AC100V～240V 
72時間 

パラコンダクタ 
(熱源 適化コントローラ) 

CPU 
主記憶容量 
OS 
大管理点数 

上位通信 
リモート幹線 
 
外形 
 
電源 
時刻バックアップ 

32ビットCPU 
SDRAM 128MB､CompactFlash 512MB 
Linux 
500点 
IPv4/IPv6 (Ethernet10BASE-T/100BASE-TX 1ポート) 
NC-bus 2ライン(A系/B系二重化機能あり) 
RS-485 
100(W)×106(D)×140(H) 
130(W)×106(D)×140(H) A系/B系二重化時 
AC100V～240V 
72時間 

セキュリティ・データ・サーバ 
(SDS) 

CPU 
主記憶容量 
ハードディスク(HDD) 
光学ドライブ 
OS 
機能 
 
外形 
電源 

インテル Core i3(3.7GHz) 
8GB 
500GB 
DVDマルチドライブ 1台 
Microsoft Windows 
出入ユーザーデータ、出入履歴データなどの蓄積 
出入履歴ファイルビューアのダウンロード元サーバ 
93(W)×325(H)×356(D) 
AC100V±10％ 50/60Hz 

アクセス・コア・コントローラ 
(ACC) 

ACC接続台数 
ゲート接続可能数 
I/Oモジュール接続可能数 
電源 
時刻バックアップ 

100台/システム 
8ゲート/ACC(入リーダ8台、退リーダ8台が 大構成) 
16モジュール(盤サイズと電流制限の制約条件有) 
AC100～240V 50/60Hz 
100時間 
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機 器 仕 様 

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
（
Ｃ
Ｒ
） 

非接触ICカードリーダ

（スリム-Ⅱタイプ） 
LCD有モデル/ 
機能切替可能モデル/ 
LCD無モデル/音声有・

テンキー有モデル/ 
音声有・テンキー無 
モデル 
マルチ対応 
非接触ICカードリーダ 
（スリム-Ⅱタイプ） 
LCD有モデル/ 
機能切替可能モデル/ 
LCD無モデル/音声有・

テンキー有モデル/ 
音声有・テンキー無 
モデル 

形番 形SRY470＊ 
取付 壁内埋込み(専用埋込みボックス)/露出(専用露出ボックス) 
LED表示 OK、NG、解錠、警戒、回線 
LCD表示 16文字×2列キャラクタLCD 
操作キー テンキー、セットキー、音量調節キー、F1キー、F2キー 
対応ICカード 形SRY470 01D0*** FeliCa、FeliCa Lite、FeliCa Lite-S 

04D0*** FeliCa 、 FeliCa Lite 、 FeliCa Lite-S 、

MIFARE、eLWISE 
読取距離 25mm(FeliCa、FeliCa Lite、FeliCa Lite-S)、30mm(MIFARE)、 

5mm(eLWISE) 
電源 DC24V 
外形 116(W)×120(H)×53(D)mm 

壁からの突出部は12mm 
質量 約0.3kg 
表面仕上げ 弊社標準色 
IP特性 IP34 (注) オプション部品使用時 

非接触ICカードリーダ 
（高機能タイプ） 
マルチ対応 非接触IC 
カードリーダ 

（高機能タイプ） 
交通系ICカード対応 
非接触ICカードリーダ

（高機能タイプ） 
エルワイズ対応 
非接触ICカードリーダ

（高機能タイプ） 
SSFC対応 
非接触ICカードリーダ 
交通系ICカード対応 
非接触ICカードリーダ

（LCD無タイプ） 
エルワイズ対応 
非接触ICカードリーダ

（LCD無タイプ） 

形番 形SRY440＊ 
取付 壁内埋込み(専用埋込みボックス) /露出(専用露出ボックス) 
LED表示 OK、NG、解錠、警戒、回線 
LCD表示 3.5型TFT液晶、タッチパネル、バックライト 
操作キー LCD＋タッチパネル方式 
対応ICカード 形SRY440 01D 0*** FeliCa 

1*** SSFC、FeliCa 
02D0*** 交通系ICカード、FeliCa 
03D0*** eLWISE、FeliCa 
04D0*** FeliCa、MIFARE、eLWISE 

読取距離 25mm(FeliCa、交通系ICカード、SSFC)、30mm(MIFARE)、 
10mm(eLWISE) 

電源 DC24V 
外形 140(W)×250(H)×58.5(D)mm 

壁からの突出部は10mm 
質量 約0.53kg 
表面仕上げ 弊社標準色 
IP特性 高機能タイプ 

IP32 (注) 防滴ボックス使用時 
LCD無タイプ 
IP34 (注) オプション部品使用時 

 
＊ FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。 
＊ FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 
＊ eLWISEはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です 
＊ SSFCは登録商標です。 
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機 器 仕 様 

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
（
Ｃ
Ｒ
） 

交通系ICカード対応 
非接触ICカードリーダ 

（テンキー有タイプ） 

形番 形SRY460＊ 
取付 壁内埋込み(専用埋込みボックス)/露出(専用露出ボックス) 
LED表示 OK、NG、解錠、警戒、回線 
LCD表示 16文字×2列キャラクタLCD 
操作キー テンキー、セットキー 
対応ICカード 形SRY46002D2*** 交通系ICカード、FeliCa 
読取距離 30mm(交通系ICカード)、45mm(FeliCa) 
電源 DC24V 
外形 160(W)×120(H)×60(D)mm 

壁からの突出部は16mm 
質量 約0.7kg 
表面仕上げ 弊社標準色 
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機 器 仕 様 

IPネットワーク 
(IPv4/IPv6対応) 

通信速度 
プロトコル 
適用ケーブル 

10/100Mbps 
HTTP､BACnet®など 
LANケーブル(EIA/TIA-568準拠 カテゴリ5以上φ0.5×4P) 
光ケーブル(GIケーブル) 

NC-bus 通信速度 
プロトコル 
適用ケーブル 
通信長 

4.8kbps 
専用 
IPEV-S 
全長500m(リピータ使用時1km) 

C-bus 通信速度 
プロトコル 
適用ケーブル 
通信長 

4.8kbps 
専用 
IPEV-S 
全長500m(リピータ使用時1km) 

LC-bus 通信速度 
プロトコル 
適用ケーブル 
通信長 

78kbps 
LonTalk® 
LANケーブル(EIA/TIA-568準拠 カテゴリ5以上φ0.5×4P) 
全長900m(ライン1＋ライン2) バス接続時 

LS-bus 通信速度 
プロトコル 
適用ケーブル 
通信長 

78kbps 
LonTalk® 
LANケーブル(EIA/TIA-568準拠 カテゴリ5以上φ0.5×4P) 
全長900m(ライン1) バス接続時 

SC-bus 通信速度 
プロトコル 
適用ケーブル 
通信長 

4.8kbps 
専用 
LANケーブル(EIA/TIA-568準拠 カテゴリ3以上φ0.5×4P) 
全長1,000m 
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■ 保守交換部品 
●汎用機器 

部品名称（交換単位） 交換周期 

監視用PC本体 SSDモデル：5年、HDDモデル：3年 
監視PC用ディスプレイ(LCD)本体 3年 
監視PC用レーザープリンタ本体 3年 
スイッチングハブ（ネットワーク構成機器） 3年（機種により異なる） 

 
 
●SMS-Ⅲ、DSS-Ⅲ、MIS-Ⅲ、SMSDirector-Ⅲ 

部品名称（交換単位） 交換周期 

ニッケル水素電池 4年 
本体 10年(ニッケル水素電池の保守交換が必要) 

 
 
●SCS-Ⅲ、LSCS-Ⅱ、PSCS、PARACONDUCTOR、AGM-Ⅲ 

部品名称（交換単位） 交換周期 

ニッケル水素電池 4年 
本体 10年(ニッケル水素電池の保守交換が必要) 

 
 
● ビルマネジメントシステム、セキュリティシステムなど 

システムで利用するPCやコントローラ、無停電電源装置（UPS）についても、定期的な保守対応が必要になり

ます。 
詳細は、弊社販売員までご相談ください。 
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本ページは、編集の都合により追加されている白紙ページです。 
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https://www.azbil.com/jp/

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。

お問い合わせは、コールセンターへ 

 0120-261023 

[ご注意] この資料の記載内容は、予告なく変更する

場合もありますのでご了承ください。

2020年11月 改訂8.0版 AS-967 (W) 

* BOSSは、アズビル株式会社の商標です。 
* savic-net は、アズビル株式会社の商標です。 
* AdobeおよびAcrobat Readerは、米国およびその他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。 
* BACnetは、ASHRAEの商標です。 
* Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。 
* LonTalkは米国Echelon社の登録商標です。 
* MicrosoftおよびWindowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
* OracleおよびJavaは、オラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked

OT92385
ノート注釈
OT92385 : Marked



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialmonospacedBoldforSAP
    /ArialmonospacedforSAP
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothic-Semilight
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OCRB
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /SAPDingsNormal
    /SAPGUI-Icons
    /SAPIconsNormal
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 790.866]
>> setpagedevice




