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Targeting thefuture 

District heating manangement “FWM” 
by SCHNEID since more than 25 years: 

• covers all components by one entire system. 
• allows transparency up into every corner of the system. 
• simplifies the setup of parameters. 
• extends the options for system analysis. 
• provides highest efficiency by closed loop control circuits. 
• optimizes systems to the highest possible grade. 

Control of all the systems components 

•     control of every single energy genera- • consumption based distribution and pro- 
tor (e.g. biomass-/gas-/oil-boilers,  duction of energy 
waste energy, also chillers etc.) • substation controls for primary and sec- 

•    load management of all energy genera- ondary circuits 
tors (controlled engaging) • high distance data bus networks, covering 

•    delivery rate control of central plant the entire systems 
pumps, according to the substations 
valve positions 

Transparency up into every corner of the system 

visualization of all processes optimization supported by detailed parame- 
ters and data logging 

remotely accessible and adjustable 
control • displaying and alarming of errors via 

internet and/or telephone network 

User-friendly operability by clear-text and graphical visualisation 

observation of every control and sys- • access to all logged data 
tem parts 

evaluation of energy meters 
remote accessibility by internet 

automated customers settlement 
remote adjustment of parameters 

Visual monitoring as your helpful tool 

visualization and data logging • simplified system-accessibility for final cus- 
tomer 

remote control, observation and opti- 

・全ての単一エネルギー発生器（バイオマス・ガス・石油ボイラー、廃棄物エネルギー、冷却器等）の制御 
・全てのエネルギー発生器の負荷管理（従事管理） 

・エネルギー消費箇所のバルブ位置に応じた中央プラントポンプの供給速度制御 

・消費に基づいたエネルギーの生産と分配 

・一次回路と二次回路のエネルギー消費箇所の制御 
・システム全体をカバーする長距離データベースネットワーク 

・全てのプロセスの可視化 
・遠隔アクセス・調整が可能なコントロール 

・インターネット・電話網を経由したエラー表示・警告 
・詳細なパラメータ設定と過去の履歴を活用したシステムの最適化 

システムの細かい部分まで隈なく可視化 

全てのシステム構成要素の制御 

便利なモニタリングツール 
 

視覚化と過去の履歴 

エンドユーザーのシステムへのアクセスの簡素化 

遠隔制御、観測、最適化 

コンピュータ・携帯電話を利用したモニターシステム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

地域暖房管理 "ＦＷＭ" 

25年以上に及ぶシュナイドの実績： 

1つのシステム全体で全ての構成要素（熱供給・エネルギー消費箇所の制御等）をカバーします。 

システムの細部まで隈なく確認することができます。 

パラメータの設定を簡単にします。 

システム分析のオプションを拡張します。 

閉回路コントロール回路による最高の効率を提供します。 

可能な限り高い水準にシステムを最適化します。 

全ての制御システムとシステム部分の観察 

全ての履歴へのアクセス 

エネルギー計の評価 

インターネットによる遠隔アクセス 

自動顧客決済 
設定数値の遠隔調整 

簡単なテキストとグラフにより視覚化された使い勝手の良い操作性 

 
未来をターゲットに  
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Energy generator and central power plant control 

Boiler-control and -monitoring 

Our systems raise the efficiency from the first 
stage on, which is the output of energy. The 
amount of produced energy, the numbers of 
necessary generators and the distribution of 
this energy are controlled by one system, 
which optimizes all necessary procedures 
fully automatically. 
We always try to offer several possibilities to 
reach your goals, while just two of those 
could be the following: 

1. The entire power plant is controlled by 
Schneid, as generators are covered as well. 
2. Generators are controlled by manufacturer 
specific systems, while Schneid releases their 
operation and demands the necessary load 
(e.g. via data bus interfaces). 
3. Many ways lead to your goals, as we will 
react as flexible as possible to your needs. 

Load management 

Most systems provide more than one energy generator. Schneid will control their engaging on demand, according to their 
function as peak-load or average-load coverage and even facing special conditions as the latest costs of their used form 
of energy for example. 
All these processes are fully transparent by custom made monitoring systems for every power plant or similar system. 
All the system parameters are fully adjustable, while the effect of every adjustment can be observed in data logging 
trends and eventually undesired adjustment could be traced back. 
All this functionality is provided by one entire control and monitoring system. 

 

 

 
 

 

シュナイドのシステムは、エネルギー出力の第1

段階から効率を上昇させます。生成されるエネルギ

ーの量、必要とされるエネルギー源の数、エネルギ

ーの分配を1つのシステムによって制御します。この

システムによって、全ての必要な手順が自動的に最

適化されます。 

お客様のニーズに合わせ、いくつかの選択肢を提

供しており、以下に例を示します。 
 

1.エネルギー発生機を含めたパワープラント全体をシ

ュナイドが制御する。 
 

2.エネルギー発生機は製造元のシステムによって制

御し、シュナイドがデータベースインタフェースを

経由して稼働状態と必要な負荷を制御する。 

 

他にもお客様のニーズにお応えするための柔軟なご

提案をしています。 

 

負荷管理 

複数のエネルギー発生機を備えている場合においても、シュナイドは全てのエネルギー供給量をコントロールするこ

とができます。ピーク負荷や平均負荷、例外的な負荷においても、直近のエネルギー消費傾向を参考にすることによっ

て対応します。これらのプロセスは全てオーダーメイドのモニタリングシステムによって確認することができ、どのよ

うなパワープラントにも対応可能です。全てのシステム設定数値は変更可能であり、変更によるシステムの変化は履歴

によって確認することができるため、システム効率を下げてしまうような変更をしてしまった場合においても、以前の

設定に戻すことができます。一つの制御監視システム全体がこれら全ての機能を提供しています。 

 

エネルギー発生機と中央パワープラントの制御 

ボイラー制御とモニタリング 
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Valve positioning management 

Delivery rate control of central plant pumps 

The valve position of every substation will be determined 

by the data bus network and transmitted to the central 

plant control. These positions are used for the calculation 

of the necessary delivery rate, handled by the central 

plant pumps. This function comes with the opportunity of 

an optimized electrical power consumption, as the big- 

gest pumps in the system will always be regulated to the 

lowest possible speed, as well as an optimized distribu- 

tion of the produced energy. 
If a data bus system is not installed or if an installed one 

is inoperational (for example because of excavation work), 

the system will use a pipe-network--head-curve to control 

the pumps. This head-curve is calculated accord- ing to 

the installed pipe network, which makes it neces- sary to 

have an accurate hydraulic schematic. If a sche- matic is 

missing as well, the values will be estimated by our 

expertise and optimized during operation. The head- 

curve allows the control re-calculate a pressure differ- 

ence according to the current flowrate. While the flowrate 

is a result of the valve opening of the substations, the cal- 

culated pressure will ensure that also the last substations 

in the network are supplied with their demand of energy. 

Other parameters which are influencing the delivery rate 

and power consumption of the network, can be deter- 

mined by the control and messaged to the operator of the 

system. This may be additional pressure drop caused by 

dirt separators, valves which are not opening or heat 

exchangers which needs to be maintained, just to give a 

few examples. 

Network analysis 

The data bus network between the central plant and all 

substations allows, next to its control privileges, several 

possibilities for the visual demonstration of the system. 

The substations can be visualised in a regional map, to 

give an overview of their location, as well as include tem- 

peratures, load amounts, flowrates and operational states 

for example. 

While those maps are commonly used for smaller sys- 

tems, larger systems do mostly come with a listed over- 

view of their substations. Every substation is accessible 

from the monitoring system, to offer the same transpar- 

ency as the central plant control system. 

 

 

 
 

 

  
 

 

  

バルブ位置管理 

中央プラントポンプの供給速度制御 

すべてのエネルギー消費箇所のバルブ位置は、データベ

ースネットワークによって割り出され、中央プラントの制

御システムにデータが送信されます。これらのバルブ位置

に基づいて、中央プラントポンプの供給速度が計算さ

ます。この機能によってシステム内部で最大のポンプ

を可能な限り遅い速度で制御し、生産されたエネルギ

ーの分配を効率化することができるため、電力消費を

最適化することができます。 

データベースシステムを導入していない、もしくは

導入済みのシステムが工事等によって使用できない場

合、配管網のヘッドカーブ（揚程曲線）を使用するこ

とによってポンプを制御します。このヘッドカーブ

は、設置された配管網に基づいて計算されるため、正

確な水圧回路図が必要です。万が一、回路図がない場

合は、シュナイドの技術によってポンプ制御値を推定

し、稼動中に数値を最適化します。ヘッドカーブによ

って、制御システムは現在の流量に応じた圧力差を再

計算することができます。流量はエネルギー消費箇所

におけるバルブ開放に影響されるため、算出された圧

力はエネルギー消費の末端においても需要に基づいた

エネルギー供給が行われることを確実にしています。

バルブの閉鎖や、熱交換器の故障によって引き起こさ

れる圧力低下等、ネットワークの供給速度とエネルギ

ー消費に影響を与える数値は、制御システムによって

管理者に通知されます。 

 

隅々まで張り巡らされたデータベースネットワークに

よって、システムは可視化されます。 

小規模システムの場合、エネルギーの消費箇所は、場所

の概要、温度、負荷量、流量、稼動状態などを記したマッ

プにより視覚化することができます。一方、大規模シス

テムの場合は上記情報概要を一覧化したリストによって

管理することができます。 

全てのエネルギー消費箇所はモニタリングシステムか

らアクセスすることができ、中央プラントの制御システ

ムと同様に確認することができます。 

 

ネットワーク分析 



3 

 

 

Multifunctional applications 

Substation control 

Modular buildup 

The modular structure of the latest control series MR08 allows a fast equipment of the substation, with only those elec- 

tronic and control parts, which are necessary for the substation. 

The basic version can control the energy transfer to the secondary side, a hot water storage and a direct heating circuit. 

This basic version can be equipped with further modules, to allow the control of up to seven valve-controlled heating cir- 

cuits. A different configuration allows the opera- 

tor to control primary or secondary storage tanks, 

more hot water storages, hot water circu- lation 

circuits, solar circuits and many more. All those 

functionalities are already implemented in the 

standard software and can be selected with- in 

the parameter unit of the control. A configura- 

tion tool helps the operator to adjust the right pa- 

rameters, while a wide documentation gives de- 

tailed information. Further controls can be con- 

nected to enlarge the amount of circuits. 

The software of the substation control is programmed in a way, that almost every hydraulic configuration can be covered 

by the control. The implementation of secondary energy sources, such as additional boilers, solar systems or others, can 

be realized by controlling them directly from the Schneid system or interfacing with another control system. 

Another important device at the substation is a heatmeter, which gives information about the energy consumption of the 

station. The Schneid control can read almost every model of heatmeter which is equipped with a data bus interface, while 

most of the meters are using the MBus standard interface. Any meters new to the market or not implemented in the con- 

trol yet, can be implemented on application. 

 

エネルギー消費箇所の制御 
 

モジュラービルドアップ 

最新の制御シリーズであるMR08のモジュラー構造は、最小限の電子部品と制御部品によってエネルギー消費箇所に最速の機器を提

供します。 

基本的なバージョンは、二次側へのエネルギー移動や、お湯の貯蔵および直接暖房回路を制御することができます。 

この基本バージョンには、追加のモジュールを取り付

けることができます。最大で7つのバルブ制御型暖房

回路の制御が可能です。異なる設定によって、一次側、

二次側の貯蔵タンクだけでなく、追加の温水貯蔵タン

ク、温水循環回路、太陽熱温水器回路等などを制御す

ることができます。これらの機能はすべて標準ソフト

ウェアとして実装されているため、パラメータを選択

するだけで設定することができます。設定ツールは管

理者が正しいパラメータを調整するのに役立ち、さら

に詳細な情報については文書によって提供されます。

また、接続制御数を増やすことによって回路数を拡大

することもできます。 

 

 

 
 

多機能アプリケーション 

エネルギー消費箇所制御に関するソフトウェアは、ほぼ全ての水圧設定を制御装置でカバーできるようにプログラムさ

れています。 追加のボイラー、太陽熱温水器といった

と連動させることによって対応可能です。 

エネルギー消費箇所におけるもう一つの重要な装置は、エネルギー消費に関する情報を提供する熱量計です。シュナイド

の制御システムは、データベースインターフェースを備えたほとんど全ての熱量計を読み取ることができます。大部分の熱

量計はMbus標準インターフェースを備えているため、シュナイドのシステムはほぼ全ての熱量計に対応しています。新規開

発された熱量計や、制御システムが実装されていない熱量計については、アプリケーションに実装することができます。 
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Heating control 

Have your control under control 

The control series MR08 allows an efficient regulation, 

visualisation, observation as well as optimisation of your 

commercial or industrial heating system. 

A wide choice of different in-room-devices allows the user 

to adjust the system to his personal needs and conve- 

nience. Those remote controls can be mounted within the 

living area of the user and communicate to the main con- 

trol by databus or cable connections. Devices which are 

supposed to be operated by the enduser, offer a simpli- 

fied parameter unit, such as the adaption of the room tem- 

perature, time tables for heating/cooling or just give a 

clear overview of the actual operation, for example. 

If the end customer wishes a further insight to the sys- 

tem, the control can be displayed on a browser based 

visualisation. 

As end customers may want to enjoy the convenience of 
an Android or iOS tablet as remote control, we offer Apps 

which connect via Internet and/or Bluetooth to the control. 

The parameter unit of these App-controls offers a similar 

functionality as room devices. 

Configuration: a piece of cake 

The MR08 configurator offers a useful pre-configuration-tool, which displays the configuration in an easily readable 

hydraulic schematic. The program always updates a quick configuration number, while changing and de/activating the 

hydraulic parts to the particular application and its circumstances. This quick number can be set at the control system, 

and only a couple of parameters for this purpose may need to be adapted from their standard factory values. 

The program also generates electrical connection plans, which prevents mistakes at terminating cables and saves worthy 

time of the installer. 

 
 

 
 

 
 

暖房制御 
 

シュナイドのシステムの下で、お客様独自の暖房制御を 

の効率的な調整、可視化、観察、最適化を可能にします。  

異なる種類のリモコンによって柔軟な選択をしていただ

けるため、お客様のニーズや利便性に合わせてご利用いた

だくことができます。これらのリモコンは、お客様のリビ

ングスペースに取り付けることができ、データベースもし

くはケーブル接続によって中央制御システムと通信しま

す。お客様の操作されるリモコンは、室温調整、暖房設定

時間のタイマーのような、簡単な設定に関するものです。

システム詳細についてお知りになりたい場合、ブラウザ表

示をすることができます。 

シュナイドのアプリによって、お客様がお持ちのAndroid

やiOSタブレットをインターネットやBluetooth経由でリモ

コンとしてご利用いただくこともできます。アプリの操作

性は室内リモコンと同様のものとなっております。 

機器構成：一切れのケーキ 

MR08の機器設定は、便利な事前設定ツールを提供しています。このツールによって、水圧回路図に関する設定を分かりや

すく表示することができます。このプログラムは、特定の利用や周囲の状況に合わせて、水圧に関するパーツを変更もしく

は稼動、非稼働させることによって常に急速設定値を更新します。この急速設定値は制御システムによって設定することが

できますが、いくつかの設定については出荷状態の値から変更する必要があります。このプログラムは電気接続状況も表示

するため、ケーブル末端のミスを防ぐことで、施工時の時間を節約することができます。 
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Communication interfaces 

Data Cable 
• M-Bus: The “meter-bus” is a databus which was developed to collect consumption data from energy meters. While 

this data bus is mostly used for this application, it can also be used to bridge average distance interfaces. 
• ModBus: This data bus is a standardised field bus which was especially designed to allow communication be- 

tween control devises, even if they come from different manufacturers. The version Modbus RTU RS485 can be 
used for high distance interfaces, of up to 5000 m (shielded data bus cable, no amplifier). 

• SCHNEID-Bus: This data bus is a device specific databus developed by Schneid. It is mostly used for the commu- 
nication between controls and monitoring device, while it can also be adapted to provide an interface to other de- 
vices. The data bus is eligible for highest distance interfaces of up to 30 km (shielded data bus cable, no amplifier). 

• TCP/IP: Used as a transmission medium either for Schneid-Bus or every other capable data bus. 
• RS232/422/485 

Wireless interfaces 
• GPRS: M2M (machine to machine) or visualisation interface via mobile communication 
• Radio-Gateway: point to point or mesh solutions 
• WiFi: TCP network extensions or gateways 
• Bluetooth: interface for smartphone/tablet apps 
• Internet: interfacing via world wide web 
• HTTP: data requests from other control/monitoring systems, requesting data from Schneid servers 
• GSM: elemaintenance of single controls via mobile communication network 

ext. 
OPC - Server 

(SPS) Server l 

Modbus RTU 
Client 

Router Router 

TCP 
Modu 

TCP P 
IP 

Dynamic 
IP 

 

 
 

 
 

 

通信インタフェース 

データケーブル 
•Mバス：「メーターデータベース」は、エネルギー計から消費データを収集するために開発されたデータベースです。その他、平均距離の

インタフェースを連動させる場合にも使用できます。 

 

•ModBus：このデータベースは標準化されたフィールドデータベースであり、異なるメーカーの制御機器接続に特化しています。Modbus 

RTU RS485バージョンは、5000mまでの遠距離インタフェース（遮蔽型の増幅されていないデータベースケーブル）に対応しています。 

 

•SCHNEID-Bus：シュナイドによって開発された機器固有のデータベースです。制御装置と監視装置の間の通信だけでなく、他の機器との

連動にも利用できます。データシュナイドデータベースは、最大30kmの長距離インタフェース（遮蔽型の増幅されていないデータベースケ

ーブル）に対応しています。 

ワイヤレスインタフェース 
・GPRS：モバイル通信による、M2M（マシンtoマシン）もしくは可視化インタフェース 

・無線 - ゲートウェイ：ポイントtoポイントもしくはメッシュソリューション 

・WiFi：TCPネットワーク拡張もしくはゲートウェイ 

・Bluetooth：スマートフォン/タブレットアプリケーション用のインタフェース 

・インターネット：世界中のウェブ経由でのインタフェース 

・HTTP：他の制御/監視システムからのデータ要求、Schneidサーバーからのデータ要求 

・GSM：モバイル通信網による単一の制御の維持 

トンネル 
   ｸﾗｲｱﾝﾄ    サーバー  

Ext. 
OPC – ｸﾗｲｱﾝﾄ 

(SCADA) 

 トンネル  

Webサ 
ービス

のHTTP 

RSS 

M-Bus 
ｸﾗｲｱﾝﾄ 

http:// 
 

FSS 
RS485, RS422 

Webサーバー XML 

(W)LAN 
Ethernet TCP/IP 

TCP 
Modul 

 ルーター   ルーター  

静な IP  TCP ﾀﾞｲﾅﾐ 

Modbus TCP 
 

Modul ｯｸIP 

 ルーター  

TCP 
Modul 

  GSM 

TCP 

Modull 
ﾀﾞｲﾅﾐ 

ｯｸIP    sinVIS  

TCP 
Modul 

http:// 
euest 

Modbus RTU 

クライアント 

TCP 
Modul 

インターネットルーター 

内線 

OPC - サーバ

ー（SPS） 
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Visualisation and data handling 

Flexibility 

A permanent data communication between PC and controls allows observation and adjustment of the connected controls 
at any time. The user can access the monitoring systems from any place by laptop or mobile phone, to support the end- 
customer on settings, as per his personal needs or get support from Schneid technicians by this way. Every adjustments, 
system operation and many other values are logged and can be traced back. Statistical analysis of each customer are 
displaying their highest daily or overall consumption and make it easy to analyse and optimize the customers energy 
consumption. 

Central plant control 

This button gives access to the central 
plant control system, which is mostly a 
customized system, according to the local 
circumstances. 

Additional monitoring 
Additional parts of the system, 
such as visualisation of boilers, 
chillers, error messaging 
systems, ventilating systems 
and further, are accessible by 
own windows, with their own 
parameters and trend access. 

List of customers 
This list shows every customer in the 
system, which is connected to the data 
network. The list is automatically 
generated by a previously prepared list 
of connected customers. Communicating 
controls will be faded in, non communi- 
cating will be faded out after 1 hour of 
idle interfacing. Each participant of this 
list can be accessed individually and 
used to set parameters, see setpoints, 
watch actual values etc. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可視化とデータ処理 

PCと制御システム間の永続的なデータ通信により、常に制御システムの観察と調整が可能です。ユーザーはノートパソコンや携帯電話

でどこからでも管理システムにアクセスすることができ、お客様のニーズに合わせた設定を遠隔サポートすることができる他、シュナイド

技術者の遠隔サポートを受けることができます。すべての調整、システム操作、およびその他の多くの値は履歴に残され、閲覧することが

できます。各顧客の統計分析は、毎日もしくは全体の最大エネルギー消費を表示するため、顧客のエネルギー消費量の分析および最適化が

容易になります。 

柔軟性 

顧客一覧 

データネットワークに接続されているシ

ステム内のすべての顧客が表示されます。

このリストは、事前に準備された接続顧客

のリストによって自動的に作成され、1時

間毎に接続中の制御システムの表示、非接

続中の制御システムの非表示の切り替えが

行われます。リスト上に表示されている顧

客は個別にアクセスすることができるた

め、数値設定、設定値の参照、実際の値の

確認などに使用することができます。 

中央プラント制御 

このボタンは、中央プラント制御システムへア

クセスします。中央プラント制御システムは現地

の状況に応じて、最もカスタマイズされたシステ

ムです。 

追加モニタリング 

ボイラー、冷却器、エラーメッセ

ージシステム、換気システム等の視

覚化等、システムの追加部分は、独

自のパラメータとトレンドアクセス

によって、独自のウィンドウからア

クセスすることができます。 
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Balance of energy 

Latest daily information: 
• produced energy by every heat source 
• distributed energy into pipe network 
• overall consumption of substations 
• central plant effectiveness 

• pipe network effectiveness 
• overall effectivness 
• sum of produced energy 
• produced and sold energy 

Visualisation of all heatmeters 

Information about momentary load-energy, supply-, return- and differential-temperatures, flowrates, total power, total 
volume and error messages created by the meters. 

 
 

エネルギーのバランス 

最新の日々の情報： 
 

• すべての熱源によるエネルギー生成 

• パイプネットワークに分配されたエネルギー 

• エネルギー消費箇所全体の消費 

• 中央プラントの有効性 

すべての熱量計の可視化 
 

瞬間的なエネルギー負荷・供給・リターン、温度差、流量、出力合計、体積合計およびエラーメッセージ等、熱量計によって生成

された情報。 

•パイプネットワークの有効性 

•全体的な有効性 

•生産されたエネルギーの合計 

•生産され販売されたエネルギー 



S H EI 

 

 

Energy meter interfaces – customer accounting 

Individual evaluation of every single customers power consumption, over certain periods of time which can additionally be 

adjusted to the operators needs. These evaluations can also be authorized to the customer, to give them direct access 

and check consumption or get an overview of the ongoing costs of their substation. 

 

 

 
 

 

 

エネルギー計インタフェース - 顧客会計 

特定の期間における全顧客のエネルギー消費量の個別査定は、管理者のニーズに合わせて追加調整することができます。この機能

はお客様にもご利用いただくことができ、エネルギー消費箇所におけるエネルギー消費量や現在のエネルギー使用料金の概要を把握

することができます。 
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Pipe network surveillance 

Leakage alerting systems 

40% of the investment costs of a district heating system 

are dedicated to the underground pipe system. The most 

common sources of errors can be determined at bad 

isolation of the pipe system or damages on it, caused by 

excavation work. The opportunities of a leakage alerting 

system are therefore obvious. The system allows a 

localisation of faults, as early as possible and as accurate 

as possible in their position. Such a malfunction can be 

spotted early enough and further damage or a worst case 

breakdown will be prevented. 

C
O
S
T 

警告装置なし 
 

漏れ警報装置を使用すると、配 

管システムの損傷を迅速かつ効 

ダメージのエントリー

 
果的に追跡し修復することがで 
きます。 

コ
ス
ト 

漏れ警報装置なしで発生するコ

スト 

 

 

 

時間 

with 

Using the leakage 
warning device damages 
in the pipe system canbe 
traced and repaired 
quickly and effectively. 

 
 

 
 

漏水警告システム 
 

地域暖房システムのコストの40％は地下配管システム

が占めています。しかし最も一般的な故障の原因は、配

管システムの断熱不良もしくは損傷によるもののため、

漏水警告システムは非常に重要です。 

漏水警告システムは、故障箇所を可能な限り早期かつ

正確に割り出します。故障箇所の早期発見は、事態の悪

化を防ぐことに役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
掘削作業 パイプ接続不良 

 

警告装置

あり 
 

警告装置なし 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

技術と機能性 
漏水警告システムは、配管周辺の断熱材の湿度を測定します。こ

の測定は、配管周辺の導体の導電率に基づいています。配線のショ

ートもしくは断線が確認された場合は、特定のエラーメッセージが

表示されます。 

 

漏水警告システムを使用する

ことによって、 配管の故障を

迅速かつ効果的に追跡・修復す

ることができます。 
コ
ス
ト 

 

時間 



 

 

Monitoring system 
The entire system at a gla 

Hardware 
Development at first hand 

Project management 
Supervise and achieve your goals 

Software 
Solve custom demands and requirements 

nce 

uality management 
afeguards a first-class quality 
Q 

S 
Support 

Your concern is our request 

All rights reserved. This document is provided by the SCHNEID GesmbH. 

 

 

ハードウェア 

シュナイド独自の開発 

プロジェクト管理 

目標管理および達成 

ソフトウェア 

個々のニーズに対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリングシステム  

システム全体を一望 

品質管理 

一流の品質を守る 
サポート 

あなたの悩みを私たちが解決します 
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