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ビルおよび住居のネットワーク統合 
ゲートウェイソリューション

• クラウドソリューション
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Intesis ― ビルや住居の 
ネットワークを接続
ビルディングオートメーションやホームオートメーション市場をリードする Intesis ゲートウェイは、関
連するさまざまな規格やテクノロジーに対応し、あらゆる主要な空調メーカー向けのソリューション
による HVAC 接続のための幅広いポートフォリオを備えています。

Intesis のゲートウェイ、空調インターフェース、クラウドソリューションは信頼性が高くロバスト、そ
して設定や設置が簡単であるため、システム統合に広く使用されています。また、ユーザーには効
率的な始動や連続稼働というメリットがあります。

Intesis by HMS Networks
Intesis は、産業用通信や IIoT 向けソリューションのマーケットリーダーである HMS Networks のメンバーであり、
Intesis ブランドは、HMS のビルディングオートメーション向け製品およびソリューションの中心となるブランドです。
HMS は製造、発電、電力、輸送、インフラ、ロジスティクスの市場を主にターゲットとしています。

HMS Networks について

HMS Networks は産業用通信および IIoT 向けソ
リューションのリーディングサプライヤーで、その製
品は世界で数百万台以上設置されています。  
HMS は「Connecting Device」により、生産的か
つ持続的な世界を目指しています。また、そのソ
リューションはお客様のビジネスを世界レベルで拡
張しています。

 � 従業員数： 700 名以上
 � オフィス：  16 か国
 � 代理店：  50 か国以上
 � ブランド：  Anybus、Ewon、Intesis、
 �    Ixxat
 � 主な顧客： デバイスメーカー

 �    マシンビルダー

 �    システムインテグレーター

 �    エンドユーザー

 � 設立：  1988 年

Intesis 製品は高い品質基準を確立するために
さまざまな検査や認証を受け、特定の市場に
求められる付加的なテストも行っています。

100% 検査済み
Intesis が製造する製品はすべて、最高の品質基準を保
証するために検査が行われています。

UL 認証取得済み 
Intesis 製品には UL 認証を得た部品が含まれるため、
生産ラインは定期的に UL の監査を受けています。主要
な製品すべてに UL マークがあることは当社の誇りです。

グローバルな対応範囲
Intesis 製品は、社内で行う厳格な品質検査に加えて、
さまざまな市場で求められる法的要件を満たすために
独立系の検査機関による認証も受けています。

プロトコルの認証
Intesis 製品への標準プロトコルの実装はすべて、各プ
ロトコルの仕様に厳密に従って行われます。製品の完全
な相互運用性は、外部の認定機関によって行われるテス
トや認証によって保証されています。

Intesis 製品の高品質スタンダードとは
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ビルディングオートメーションでどのような 
プロトコルや空調システムが使われていても

近年のビルでは、かなり高度なネットワークでの
通信を必要とするさまざまなメーカーの機器が使
用されています。

ビルディングオートメーションの統合プロジェクト
において、Intesis 製品は世界各国のシステムイン
テグレーターや BMS ベンダー、HVAC メーカー、
オートメーション市場の専門家からの信頼を得て
います。

Intesis にはそれに対応する通信ソリューションがあります

クラウドソリューション
HVAC 接続のためのビルディングオートメーションや通信ソ
リューションにおける Intesis の豊富な経験によって、リモート
のデバイス管理を分かりやすく行うクラウドが生まれました。

あらゆる 
プロジェクトに

対応する 
ソリューション

54
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Intesis のすべてのゲートウェイに対応し、短時間かつ簡単なコミッショニングを実現する設定ツール 

Intesis MAPS は、Intesis ゲートウェイが対応しているすべての組み合わせのプロトコルの接続設定を簡単に行い、あ
らゆるデバイスのプログラミングをシンプルかつ一貫して行う機能を備えています。MAPS を起動して該当するゲート
ウェイのテンプレートを選択するだけで、設定ステップがスタートします。

Intesis MAPS には、デバイスのデータを自動的にインポートするテンプレートがあります。スケーリングやオフセット
などの変換に対応し、指定するデータ変換を実行できます。また、MAPS では詳細な診断やトラブルシューティングを
行うことも可能です。

Intesis MAPS － 短時間で簡単に 
設定できるソフトウェアツール

Multi Addressing Point Solution

アップデート情報
ゲートウェイまたは MAPS の新しいバー
ジョンのソフトウェアが使用できるように
なると、ツールから通知が送られます。

セキュアな設定
Intesis MAPS の設定プロジェクトはパス
ワードで保護され、プロジェクトや設定
の不正改ざんを防止します。

データ変換
オフセットの調整やスケーリング、摂氏
から華氏への換算など、指定した形式に
データを変換します。

プロダクトテンプレート
プロダクトテンプレートですべてのデバ
イスデータを自動でインポートするため、
手作業の必要がありません。

プロジェクトテンプレート
ゲートウェイごとに準備されたテンプ
レートで両方のプロトコルの設定につい
て段階的に説明しています。

デバイススキャン
スキャン機能で現場のデバイスを検索
し、そのデータをすべて自動的にイン
ポートすることができます。

診断
Intesis MAPS の診断によって問題やエ
ラーが検知され、解決されます。

リカバリー
ゲートウェイの接続プロジェクトはファイ
ルに保存し、リカバリーやゲートウェイ
の交換などで使用可能です。

Intesis MAPS

7



Intesis MAPS があれば、Intesis デバイスがない場合でもプロジェクトの開始が可能になります。デバイスメーカーの
マニュアルまたは BMS や SCADA のエンジニアが持つ情報に基づき、設定ファイルを作成することから始めます。

コミッショニング前にすべての準備を行います

設定の確認、通信のシミュレーション、テンプレートの使用、マニュアルの参照、Webinar への参加、そしてパワフ
ルなツールから HMS チームの多くの経験を得ることができます。スムースなコミッショニングプロセスのためのあらゆ
るものが含まれます。

テンプレート機能

テンプレート機能を活用することで、サードパーティのデバイスから既存のテンプレートをインポート *し、簡単なクリッ
ク操作でプロジェクトでの使用が可能になります。さらに、オリジナルのテンプレートを作成し、プロジェクトで使用す
ることもできます。

* インターネット接続が必要です。

プロジェクト開始前でも 
設定が可能に

現場まで行かなくても、プロジェクト開始の準備が完了します

短時間かつ安全に行えるコミッショニングとトラブルシューティング 

現場に立ち会わなくても、IP 経由でゲートウェイにリモート接続 *してコミッショニング段階でのプロジェクトのテスト
を確実に行うことができます。発生する可能性のある問題に対しても、オフィスからのトラブルシューティングが可能で
す。

出張を減らしてコストと時間を削減

リモート接続によってコミッショニングやトラブルシューティングをどこからでも実行できるので、出張の必要性が少な
くなります。

リモート接続と共に診断セクションを使用することで、プロジェクトがスケジュールどおりにすべて保証付きで順調に進
んでいることが確実になります。

次の簡単な 4 ステップで準備が完了します。

テストとトラブルシューティング 
ネットワークに接続して設定をダウン
ロードすると、Intesis のデバイスに接
続したあらゆる機器のテストやトラブル
シューティングの準備が整います。

設定のダウンロード
遠隔地の現場から設定プロジェクトをダ
ウンロードします。

設定プロジェクトの作成
Intesis のテンプレートを使用し、オプ
ションやドキュメントをインポートして簡
単にプロジェクトの設定を作成します。

通信の有効化
ゲートウェイへの Ethernet 接続を有効
にし、ゲートウェイとの通信開始を準備
します。

* 外部通信の設定の詳細情報については、貴社の IT 部門にご確認ください。

すべてが接続され、どこからでもコミッショニングや 
トラブルシューティングが行えるようになります
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HVAC 接続のためのビルディングオートメーションや通信
ソリューションにおける Intesis の豊富な経験によって、
分かりやすいリモート管理を行うクラウドが生まれました。
いつでもどこからでも、あらゆるビル用デバイスを制御、
モニタリングします。

クラウドソリューション
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クラウドソリューション
インターネットテクノロジーの採用が世界的に急速に進んでいることから、ビルディングおよびホームオートメーション
の市場ではスマートでクラウドベースのデバイス接続ソリューションに対する需要が高まっています。

Intesis クラウドソリューション powered by HMS HubTM を使用することで、これまでネットワークに接続していなかっ
たデバイスに対しても、セキュアなクラウドベースのリモート監視や制御を行えるようになります。実装が簡単なエンド
ツーエンドのパッケージソリューションとして、Intesis クラウドソリューションには実装に必要なあらゆる機能が含まれ
ています。

ネイティブアプリケーション
Android および iOS に対応するエンドユーザー
指向のモバイルアプリでのデバイス管理が可能で
す。

Web ダッシュボード
設備のリアルタイム制御や監視のために開発され
た Web ベースのデバイス管理ツールです。

高い柔軟性と適応性
集合住宅や学校、銀行、店舗、公共施設など、
あらゆるサイズやニーズ、場所に対応できるクラ
ウドソリューションです。

分散型プロジェクト
設備が分散して設置されているプロジェクトに最
適です。同一のダッシュボードから複数のサイト
を管理することができます。 

ユーザーとアクセスの管理
個別のニーズに基づいて、ほかのユーザーにアク
セス権を与え、権限を設定します。 

短期間での設置
デバイスの設置は簡単で、直感的な設定ツール
でプロジェクトの始動も迅速に行えます。

クラウドベースのデバイス管理
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Intesis ST Clould Control は HMS が提供するクラウドベースソリューションで、エンドユーザー指向
のアプリや Web ベースのダッシュボードから BACnet または Modbus 対応のあらゆるデバイスを簡
単にモニタリングおよび制御することができます。 

ユーザーは ST Cloud Control ゲートウェイを希望する場所に設置し、PC ベースの設定を行う Intesis MAPS を使用す
るだけで、希望するウィジェット（ブール値、動作モード、調光器、アナログ値、エラー信号など）を作成し、最適な 
BACnet オブジェクトまたは Modbus レジスターと共にマッピングすることができます。

ゲートウェイの設定を行い、ユーザーに割り当てると、ダッシュボードに表示されるアプリや Web インターフェースに
すべてのデバイスやウィジェットが自動的に追加されます。ダッシュボードはユーザーごとに作成し、カスタマイズする
ことが可能で、使い勝手に応じてデバイスやウィジェットの名前を変更したり、再編成することができます。

Intesis ST Cloud Control では、接続するデバイスやクラウドインターフェース間の通信に HMS HubTM を使用します。
HMS Hub は HMS Networks が提供するエッジ接続のための産業界で実績のあるソリューションで、近年ビルマネジ
メントの分野にも参入し、安全な情報変換を行っています。

Intesis ST Cloud Control - BACnet デバイスや  
Modbus デバイスのリモート管理

アプリまたは Web インターフェースから BACnet または 
Modbus 対応のあらゆるデバイスを管理および制御
ST Cloud Control によってあらゆるタイプの BACnet デバイスまたは Modbus デバイスをクラウドに接続し、共通の
ダッシュボードを使用するアプリまたは Web インターフェースから直感的かつ集中型のリモートデバイス管理を行うこ
とができます。

ゲートウェイ機能
 ■ BACnet IP/MSTP または Modbus-TCP/RTU との接続
 ■ ゲートウェイ 1 台につき最大 32 台のデバイスを接続可能
 ■ デバイスごとに最大 12 のウィジェットを設定
 ■ Intesis MAPS を使用した簡単なデバイス設定

システム機能
 ■ 直感的な方法によるあらゆるデバイスのモニタリングと制
御

 ■ iOS および Android のネイティブアプリと Web インター
フェースが付属

 ■ シーンの作成、複数の同時接続デバイスとのやりとり
 ■ 設備に対して毎日予定されているコマンドをカレンダーで
表示

 ■ システムの最新の状況を通知
 ■ デバイス共有とユーザー権限の管理
 ■ 共通ダッシュボードからの複数サイトの管理

さらなるレベルのサービス
 ■ ビルディングオートメーションで工業グレードの接続性を確立 
 ■ HMS HubTM による高速かつスケーラブルなリアルタイムエッ
ジ接続

 ■ あらゆるデータの制御と保護
 ■ アプリケーションのライフタイムにわたるセキュアかつリモー
トのアップデート

BACnet or Modbus 

/

INSTCMBG0040000

型式

INSTCMBG0160000
INSTCMBG0080000

INSTCMBG0320000

4 D.V.

接続可能デバイス数（D.V.）

16 D.V.
8 D.V.

32 D.V.

   

Intesis ST Cloud Control で従来型の 
BACnet および Modbus 対応デバイスをスマートに
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ビルディングオートメーションにおいてデバイスのクラウド制御に対する需要は増え続け、従来からの
デバイスメーカーはスマートデバイス分野でのビジネスチャンスを失いつつあります。 

IoT インフラの構築やメンテナンスは複雑なプロセスであるため、デバイスメーカーが得意とすることに注力できなく
なることもしばしばあります。ST Cloud Control は、さまざまな BACnet または Modbus 対応デバイスにクラウド接
続機能を提供します。

ST Cloud Control はクラウドベースの簡単にインストールできるソリューションで、BACnet または Modbus 対応デバ
イスをスマートデバイスにします。これにより、すべてのブランド製品向けの一般的なソリューションを提供すると同時
に、スマートデバイスを市場に投入するまでの時間も短縮されます。

このプラットフォームが持つ柔軟性とスケーラビリティによって、デバイス数の制限なく必要に応じた数の接続が可能で
す。また、Android および iOS 対応の使いやすいアプリで手元での制御も可能です。

特長
 ▪ 市場投入までの時間を短縮
 ▪ インフラやメンテナンスにかかるコストを削減
 ▪ ユーザーの快適性を向上 
 ▪ さらなる省エネ 
 ▪ 設定時間の短縮 

ST Cloud Control - BACnet および Modbus 
対応のサーモスタットをスマートに

BACnet と Modbus はいずれもビルで最も使用さ
れているプロトコルであり、これらのプロトコルを
使用するデバイスの数は日ごとに増加しています。 

多くの設備において、その複雑な設定とその価格が原因で 
BMS を使用することは最も便利なソリューションとは言え
ません。しかしながら、管理ツールは必要です。 

ST Cloud Control は、建物が複数ある（ガソリンスタンド
や店舗チェーン、賃貸住宅など）オートメーション化プロジェ
クトや小規模のオートメーション化のニーズ（学校、ホテル、
作業者宿舎など）に最適です。 

これらの設備ではその場での管理が高く評価される一方
で、さまざまな省エネポリシーやメンテナンスポリシーを
適用するためには、共通のダッシュボードからすべてのサ
イトの設備の様子を確認できることが必須条件になります。 

ST Cloud Control を使用することで、さまざまな Modbus 
および BACnet デバイスを直感的かつ集中型の管理を行う
クラウドに接続できるようになります。 

Web ベースのダッシュボードがあるため、追加でソフトウェ
アをインストールしたり設定する必要はありません。 

どの Web ブラウザを使用しても、あらゆるデバイスを現
地およびリモートの両方で管理することができ、同時に 
Android および iOS アプリでは制御とモニタリングを行い
ます。

特長
 ▪ 接続するすべてのデバイスの状況を現地およびリモー
トで監視して制御

 ▪ ユーザーごとに異なるアクセス権を付与
 ▪ コミッショニング時間を最小化
 ▪ メンテナンス効率の向上
 ▪ 設備のパフォーマンス改善

ST Cloud Control － 設備の中央制御 
ポイントを確立
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AC Cloud Control は、Intesis が開発したビルおよび設備管理向けの HVAC IoT ソリューションです。
クラウドベースのリモート制御システムで、空調設備やヒートポンプをスマートフォンやタブレット、ス
マートウォッチから、またはシンプルなインターネットブラウザから快適かつ直感的に制御することが
できます。

大手 AC（空調）メーカーと共同で開発された AC Cloud Control ゲートウェイは、幅広く対応する空調設備にクラウ
ド接続機能を提供します。WiFi テクノロジーを使用してあらゆるデータをクラウドに送るため、クラウド接続にケーブ
ルは不要です。

Intesis デバイスと空調設備の間の双方向通信によって、HVAC ユニットの実際のステータスをクラウドシステムで更新
し続けながら、エンドユーザーが必要に応じてメーカー製のリモコンを使用し続けることが可能です。

デバイスとクラウドシステムの間の通信が確立されると、空調ユニットは簡単に管理できます。空調システムまたはヒー
トポンプのメーカーにかかわらず、省エネやメンテナンスを確実に行う新しくスマートな機能を備えた共通のダッシュ
ボードにすべてのデバイスを接続可能です。

Web ベースのダッシュボードを使用してデバイスを管理できるため、管理ツールを追加でインストールする必要はあり
ません。また、Android および iOS 対応の使いやすいアプリも提供しています。 

クラウド間の通信に使用できる REST API を使用すれば、さらに高度な接続設定も可能です。この API は特に Google 
Assistant、Amazon Alexa、IFTTT のような多くのクラウド接続に使用されています。

Intesis AC Cloud Control － ビルおよび設備管理の  
HVAC IoT ソリューション

   

あらゆる空調設備システムを接続し 
どこからでも制御します
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AC Cloud Control の機能

AC Cloud Control の主な特長

複数のブランドやサイトに対応
さまざまなブランドやモデルを 3 つのレベ
ルに整理します。

二次的なユーザー
それぞれのユニットを誰が監視および制御
できるのかを管理します。

E メールとプッシュ通知
空調システムで起こっていることすべてを
認識することができます。

省エネとメンテナンス機能
エネルギー効率向上に役立つさまざまな
機能があります。 

サードパーティ接続に対応するプロ
フェッショナルな API
Intesis クラウドソリューションにお使いの
システムを接続し、双方向の HVAC 制御
機能を提供します。

OEM プロジェクト
Intesis の開発部門を活用して、市場投入
までの時間やメンテナンス費用の削減が
可能です。

リモート制御

スマート

プロフェッショナル

ON/OFF 温度設定 モード

スケジュール 
カレンダー

運転時間

多言語対応

室内温度

温度制限

自動更新

エラーコードと
説明

風速 /風向設定

複数サイトメンテナンス /フィ
ルタークリーニング

音声アシスト

E メールや 
プッシュ通知

バイナリ入力

凍結 /過熱防止

タイマーとシーン
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ブランド別デバイス 
固有の機能

 � 空調システムの大手メーカーと共に開発した
デバイスで、それぞれのメーカー独自の通信
プロトコルを使用します。

 � エラー信号、エラーコード、消費電力 * のよ
うな詳細なパラメーターを設定できます。

 � AC コントローラーは空調ユニットの内部基板
に直接接続され、RAC および住居用製品ライ
ン向けに設計されています。

 � RC コントローラーは HVAC リモート制御バス
に接続され、PAC および VRF 向けに設計さ
れています。

エアコンとヒートポンプのためのスマートインターフェース
AC Cloud Control デバイスは、空調ユニットとの接続およびローカルの WiFi ネットワークを使用したクラウド接続機
能を提供するために開発されたものです。WiFi 規格 b/g/n との互換性と周波数 2.4GHz の使用によって、設備内の
強力なデータ接続を確実にします。通信上の問題は、IoT 向けに最適化された通信プロトコルにより回避することがで
きます。また、アウトバウンドポートだけを使用していることでファイアウォールフレンドリーであり、簡単かつセキュア
な設定が可能です。

ユニバーサルコントロー
ラー固有の機能

 � 数千種類もの空調システムモデルとの互換性
があります。

 � 標準の赤外線リモコン用赤外線受信機を備え
た室内ユニットのみ必要です。

 � 赤外線受信機が装備されています。
 � ユニバーサルコントローラーとメーカーのコン
トローラーの同時使用が可能です。

 � ユニバーサルコントローラーは PAC、RAC、
VRF 向けに設計されています。

PAC/RAC/VRF

PAC および VRF

リモートコントロール

IR

RC コントローラー

AC コントローラー

* 空調設備ブランドによって異なります。
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AC Domestic units to Wi-Fi (ASCII) 

RAC and VRF systems to Wi-Fi (ASCII) 

VRF systems to Wi-Fi (ASCII) 

FD and VRF systems to Wi-Fi (ASCII)

Etherea AC units to Wi-Fi (ASCII) 

VRF and Digital systems to Wi-Fi (ASCII) 

Universal IR air conditioner to Wi-Fi (ASCII)

VRV and Sky systems to Wi-Fi (ASCII) 

Domestic units to Wi-Fi (ASCII)

ECOi and PACi systems to Wi-Fi (ASCII)

INWFIDAI001I000

型式

INWFIFGL001I000
INWFIFGL001R000

INWFILGE001R000

INWFIMHI001I000

INWFIPAN001I000

INWFITOS001R000

INWFIUNI001I000

INWFIDAI001R000

INWFIMHI001R000

INWFIPAN001R000

1 I.U.

接続可能ユニット数（I.U.）

1 I.U. 
1 I.U. 

1 I.U.

1 I.U.

1 I.U.

1 I.U.

1 I.U.

1 I.U.

1 I.U.

1 I.U.

UNIVERSAL



Intesis が二酸化炭素排出量の
削減をお手伝いします
ネットワーク接続のための最適な製品ラインアップ提供を通
して、Intesis は空調設備の CO2 排出量を削減することに全
力を注いでいます。  
 
Intesis はこの 10 年以上ものあいだ、世界各国 70 万台以上
もの空調設備を制御するゲートウェイを提供しています。この
数の空調設備が 1 年間に消費するエネルギー量は、13 億キ
ロワット時であることが想定されます。しかしながら、Intesis 
ゲートウェイを使用することで年間 4 億 1100 万キロワット時
が削減されるため、1 億 2100 万 kg - CO2 の削減を実現し
ていることになります。  
 
この数値は 1 時間に 5 億 2700 万台の PC が排出する CO2 
の合計に相当し、1 年間に 500 万本の樹木が吸収する CO2 
量と同等です。

CO2 排出量 

PC 527.345.920 台分
（1 時間）

CO2 排出量 

275.658 フライト
（ロンドンとニューヨーク間）

CO2 削減量 

樹木 4.851.582 本分
（1 年間）

CO2 排出量 

ヨーロッパ諸国 18.951 人分
（1 年間）
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このツールは、Intesis インターフェースと空調設備との互換性を簡単に確認できるツールです。

空調設備の参考資料から互換性リストを探して確認するという時間のかかる作業は必要ありません。この Web ベース
の新しいツールを使用すると、クリックだけで探している情報を簡単に見つけられます。

さらに互換性の更新管理が簡単になったため、このツールの情報は常に最新です。

空調設備との互換性の確認が 
今までになく簡単に

AC Compatibility Tool（空調設備互換性確認ツール）

情報の更新
ツールのメンテナンスが簡単であること
から、互換性情報の更新はタイムリーに
行われています。

サポートの提供
お探しの空調設備がデータベースで見つ
かりませんか？お問い合わせいただけれ
ば、その空調設備に合ったソリューショ
ンをご紹介します。

検索エンジン
空調設備の型番の最初の数文字を入力
すると、関連する製品が表示されて検索
がより簡単になります。

互換性のあるモデル
データベースには 2500 以上ものモデル
が登録されています。新しいモデルは随
時追加されています。

互換性のあるインターフェース
検索した空調設備と互換性のある 1 対 1  
Intesis インターフェースについて、その
製品概要が表示されます。 
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www.intesis.com

産業用通信と IIoT のことなら 
 

どうぞ HMS に 
 

お気軽にご相談ください

IntesisTM は、HMS Industrial Networks AB がスウェーデン、アメリカ、ドイツ、その他の国で保有する登録商標です。その他のマーク、表現は各企業の所有物です。 
本書記載の他の製品、サービスの名称はすべて各企業の商標です。
型式: INBR-JP-GE  Version 1.0/2021 - © HMS Industrial Networks - 無断複写・転載を禁じます - HMS は、事前の通告なく変更を行う権利を有します。

HMSインダストリアルネットワークス株式会社 

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-18-3 
新横浜KSビル 6F
Tel: 045-478-5340 (代表)
Fax: 045-476-0315
www.intesis.com/ja


