
NEW

EcoSystem®対応 エナジー・セイバー・ノードTM 
取付・設定・拡張が簡単な、小～中規模施設向け省エネ照明制御ソリューション
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● 個別アドレス
 EcoSystem対応LEDドライバー1台1台にアドレスを付与、このドライバーを搭載した

EcoSystem対応照明器具1台1台を自在にコントロール可能です。

● 配線替えのいらない自由自在なグループ設定
 EcoSystem対応照明器具1台1台が個別アドレスを持ちますので、配線替えなく、
グルーピングや再グルーピングも設定だけで可能です。
レイアウト変更などにも柔軟に対応できます。

● 簡単セットアップ
 パソコン等を使用した面倒で複雑なプログラミングは不要です。
エナジー・セイバー・ノードは、iPhone/iPodアプリによる簡単な操作だけで、
各機器の同期・照明器具のアドレス設定・グルーピングまで全ての設定が可能です。

● 完全動作保証
 弊社では、EcoSystem対応調光器・調光システムとEcoSystem対応LEDドライバーの
双方を一貫して設計・生産しております。
一般的な照明制御にみられるような、調光器と照明器具の適合の問題やリスクを完全に
解消しました。

● シンプルで簡単な配線
 EcoSystem対応調光器と各EcoSystem対応照明器具間の配線は、電源線（2芯）と
信号線（2芯・CPEVS）のみで、特殊な配線や専用配線を必要としません。
また、EcoSystemの信号線は、極性フリー。シンプルな配線を実現しています。

● ドライバー交換時自動プログラミング機能
 万が一のドライバー交換時には、旧ドライバーに入っていたアドレス情報などを
自動的に交換後のドライバーに転送。再プログラミングの必要がありません。

● 幅広い調光ドライバーラインナップ
 多種多様なLEDエンジンに対応できるLED調光ドライバーをラインナップ。
今後もさらにEcoSystem対応照明器具の展開を進めていきます。

EcoSystemとは?
ルートロンの全く新しい照明制御プロトコルの名称です。

ルートロン本社のある米国の照明制御において、

すでに最も標準的な高機能照明制御システムとなっております。

EcoSystemは、位相制御やPWM制御など、従来の単純な照明制御にはない

多くの優れた特長を備えており、日本でも照明器具メーカー各社から

EcoSystem対応照明器具がすでに発売されています。

 EcoSystemについて

最新のEcoSystem対応照明器具リストは、弊社ホームページ
（www.lutron.jp/EcoSystemFixture.pdf）でご確認ください。
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Lutron製
ドライバー

Lutron製
スイッチ

Lutron製
システム

Lutron製
センサー

A社
ドライバー

C社
スイッチ

B社
システム

D社
センサー

グラフィックアイQS
6ゾーン

EcoSystem対応
エナジー・セイバー・ノード

電源入力

PWMインターフェース

PWMインターフェース

PWMインターフェース

PWMインターフェース

PWMインターフェース

PWMインターフェース

ゾーン1
ゾーン2
ゾーン3
ゾーン4
ゾーン5
ゾーン6(間接)

電源線
EcoSystem信号線
ルートロン信号線

■ EcoSystem■ 従来の調光方式

PWM信号線

シーン選択用
補助コントロール

設定用
iPhone/iPod

● 配線によるゾーン分けのため、容易に変更対応できない
● 全てのゾーンが調光器本体には接続されるため、多くの配線が必要
● 器具に合わせて多くのブースター・インターフェースの設置が必要

● 設定によるゾーン分けのため、容易にゾーン変更対応が可能
● EcoSystem対応器具への信号線配線は調光器本体から
一筆書きに接続されるため、簡単な施工が可能

● 電源配線が調光器を経由しないため、少ない配線で済む

EcoSystemは適合を保証
Lutron EcoSystem ̶ 各機器間の適合を保証 他のシステム ̶ 適合の問題がある

EcoSystemは、 
システム性能を保証する 
完璧なプロトコルです。

複数のメーカーの機器を 
使用すると、適合の問題を 
生じる可能性があります。

省エネ ストラテジー 予想省エネ率

80%

最大： 100% 最大： 80%

ハイエンド設定
必要に応じた最大照度を設定します。 照明：10-30%

在室： オン 不在： オフ

在室/不在センサー
部屋が使用されているかどうかを人感センサーが感知し、照明のオン・オフを行ないます。 照明：20-60%

100%点灯 調光

太陽光利用
スペースにさし込む自然光がある場合、電気照明を調光します。 照明：25-60%

100%点灯 調光

個別調光制御
ユーザーが個別に照度を調整できます。 照明：10-20%

シェード開ける シェード閉める

電動ウィンドウシェード
ブラインドを調節して太陽の日差しと太陽熱取得を低減します。
シヴォイア電動シェードによって強い日差しを遮り、太陽熱利得を削減します。

冷房：10-20%

朝7時： 調光 夜7時： オフ

スケジューリング※1

1日の時間帯に応じ、タイムスケジュールによって計画的に照明レベルを変更します。 照明：10-20%

暖房 冷房

HVAC統合※2

接点またはBACnetプロトコルを介して暖房、換気、空調を制御します。 HVAC：5-15%

※1 グラフィックアイQSまたはクアンタムシステムとの統合が必要です。　　※2 クアンタムシステムとの統合が必要です。
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 EcoSystem対応 Energi Savr Nodeについて

EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノードとは?
EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノードは、あらゆる建築空間における

照明制御と省エネのために簡単かつプログラム可能なソリューションです。

1台のエナジー・セイバー・ノードを用いて最大128台のEcoSystem対応照明器具と 

人感センサー・光センサー（無線・有線）・Picoリモコンに接続し、 
照明をトータルに制御できます。

エナジー・セイバー・ノードのメリット
簡単取り付け・簡単設定

● Apple iPhoneまたはiPod用にデザインされた簡単かつ直観的な無料専用設定アプリ ※3

● 簡単アプリ用の事前設定モードにより設定時間を短縮、システムの設定を簡素化 
● LEDドライバー交換時自動再プログラミング機能により、万が一のLEDドライバー交換時にもシステム再設定が不要
● ワイヤレスセンサーは配線不要で、追加や移動が簡単に変更可能

拡張可能
● EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノードを追加していくことで、 
フロアの一部からフロア全体、さらに複数フロア制御まで拡張可能

● 上位機種Quantumでシステムを統括すれば、ビル全館照明制御まで拡張可能 

多用途
● EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノードのLEDドライバーコントロールは、 
頻繁に変化するスペースに対して再設定できる柔軟性を提供

● 改修工事にも新築にも最適（各エナジー・セイバー・ノードをそれぞれの場所に分散させて取付可能）

環境に優しく、省エネ
● 自動/手動・調光、人感センサー、光センサーにより照明エネルギー使用量を低減

※3 英語版のみとなります（無償）
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※ 電気関係法令に従って配線してください。

電源入力端子

EcoSystem出力端子1（EcoSystem対応器具 最大64台※5接続可能）
EcoSystem出力端子2（EcoSystem対応器具 最大64台※5接続可能）

イーサネットジャック（WiFiルーター接続用）

有線センサー入力

QSリンク 品番： QSN-1ECO-S（EcoSystemリンク1出力）
 QSN-2ECO-S（EcoSystemリンク2出力）
サイズ： H337mm×W235mm×D80mm

特長
● EcoSystem対応照明器具への信号線を直接接続可能
● 停電時、内部メモリがすべての設定を保持 
● グラフィックアイQSシリーズの機器すべてを接続可能
● EcoSystem以外の照明器具がある場合でも対応可能※4

● エナジー・セイバー・ノード本体を上位機種のクアンタムシステムに接続して、ビル全体の照明を制御・管理

仕様
● 100/200V～50/60Hz
● 最大6000V～の電源サージおよび最大3000Aの電流サージに対応
● Ecoリンク出力： リンクごとに最大18V̶250mA
● EcoSystemリンクごとに最大64個のEcoSystem LEDドライバー（EcoSystem対応器具）※5を接続可能
● エナジー・セイバー・ノード 1台あたり、最大64台（QSN-1ECO-S）または128台（QSN-2ECO-S）の 

EcoSystem LEDドライバー（EcoSystem対応照明器具）を接続可能
● エリアとゾーンをソフトウェアで設定可能 

システム最大値
● 100台： 1つのQSリンクに接続できるQS関連機器の数。グラフィックアイQSユニット、QS補助コントロール、 

 QSインターフェース、QSシェード、QSMと同様、ESNは「1台」と数えます。
● 10台： QSM1台あたり、ワイヤレス機器（光センサー、人感センサー、Picoリモコン）をそれぞれ10台ずつ登録可能 

 （ただし、システム合計100ワイヤレス機器まで）
● 8リンク： 1システムあたりの、EcoSystemリンクの合計数
● 512ドライバ： 1システムあたりの最大接続可能EcoSystem対応照明器具台数（1器具あたりEcoSystemドライバ1台の場合）
● 100ゾーン： １つのQSリンク内で制御できる最大ゾーン数。ESN、グラフィックアイQSのゾーンの合計数

EcoSystem対応エナジー・セイバー・ノード（QSN-2ECO-Sモデル）

※4 グラフィックアイQSコントロールユニットが必要になります。
※5 EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のEcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。 
その場合、EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。
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典型的な使用例： オフィスフロア

A

B

C

A

型番：LRF6-OCR2B-P-WH

Radio Powr Savr™

レディオ・パワー・セイバー
天井取付型ワイヤレス人感センサー
人を検知して照明を自動的に点灯・消灯
することで、エネルギーを節約し利便性を
向上させます。

型番：LRF6-DCRB-WH

Radio Powr Savr™

レディオ・パワー・セイバー
天井取付型ワイヤレス光センサー
窓からの自然光の量を検知して照度を
自動的に調整することで、エネルギーを
節約します。

Sivoia™ QS

シヴォイアQS
ウィンドウシェード
超静音のルートロン製電動シェードを使用し、生産性、快適性、
省エネを向上させます。

B

C
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F

E

D

型番：QSWS2-2RLD

Energi Savr Node™

EcoSystem対応
エナジー・セイバー・ノード本体
EcoSystem対応照明器具に
人感センサーや光センサー、
補助コントロールを接続することで、
照明を自在に制御します。

Pico™

ピコ
ワイヤレスコントローラ
生産性、快適性、簡便性を向上させるため、
電波到達範囲内のスペース内のどこからでも
照度の調整が可能です。
単体使用、壁取付け、卓上使用が不能な
専用オプションを用意しております。

seeTouch® QS 
補助コントロール

シータッチQS
あらゆるタスクに対して最適な照度を
達成できるように、照明や
電動カーテンをコントロールします。

D

F

E

型番：PP-3BRL
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ワイヤレス光センサー

EcoSystem対応
照明器具

窓 窓

ワイヤレス人感センサー

QSM
天井取付型

ワイヤレス受信部

EcoSystem
リンク1

補助コントロール

AC100/200V
電源

QSリンク
（GRX-CBL-346S）

Pico
ワイヤレスリモコン

典型的な使用例： 配線イメージ

光センサー制御
取付例

照明器具は、窓からの外光の量に基づいて照度を自動的に調整します。
一定の照度を保つため、窓から離れた照明器具よりも、窓際の照明器具はより調光されます。

照明レベル※6 50% 80%
※6 例 – さし込む自然光の量に基づいて各照明器具の照明レベル（%）がシステムにより自動調光されます
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EcoSystem
リンク1

部屋1 部屋2

ワイヤレス
人感センサーワイヤレス

人感センサー

EcoSystem
リンク2

補助コントロール

補助コントロール

EcoSystem対応
照明器具

Pico
ワイヤレスリモコン

Pico
ワイヤレスリモコン

QSM
天井取付型
ワイヤレス受信部

QSリンク
（GRX-CBL-346S）

AC100/200V
電源

複数エリアの人感センサー
取付例

各部屋は人感センサーにより制御され、在室状態に応じて点灯・消灯します。
エナジー・セイバー・ノードにセンサーや補助コントロール、照明器具を接続するだけで、
スペースが図に示すように機能します。
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システムプログラミング

※7 英語版のみとなります（無償）
※8 本アプリケーションは設定用です。常時操作用としては使用できません。またWiFi環境を構築していただく必要があります。

システム設定
● わかりやすいメニューによる簡単な操作プロセス 
● スペース内のどこからでも照明を操作

エリアの人感センサーや光センサー、 
補助コントロールを設定します。

手の平でコントロール
 Apple iPhoneまたはiPod用のエナジー・セイバー・ノード 専用設定アプリ（無償）を 

使用して、簡単にシステムを設定できます。※7

● あらゆるスペースのニーズに合わせてEcoSystem対応照明器具のグルーピングが可能
● 照度設定
● センサーとコントロールの設定を好みに合わせて設定
● それぞれのEcoSystem対応器具の個別調整
● システムバックアップ可能

専用アプリを使用して、エナジー・セイバー・ノードの設定・調整・メンテナンスが 

できます。※8
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システム微調整
● スペースが在室状態になった後で簡単にシステムへの変更が可能

メンテナンス
● 万が一の照明器具交換の際もシステム全体の再設定をせずに 
器具交換が可能

センサーが在室・不在を検知した場合の照明の設定を変更したり、 
人がいなくなった後に消灯するまでのタイムアウト時間を調整します。

プログラミングアプリは 
新しいEcoSystem対応照明器具を自動的に検出し、 
ユーザーは表示された簡単なステップに従って 
照明器具の交換を完了できます。
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後からシステム拡張可能なフレキシビリティ

Energi Savr Nodeは完全に拡張可能

1エリアを制御する場合1

複数のエリアまたはフロアを総合的に制御場合
複数のエナジー・セイバー・ノード本体を接続します。

ビル全体の照明を管理する場合
統合システム『クアンタム』を追加します。

クアンタム専用ソフトウェア『Quantum Vue』は、
施設管理者が省エネ、快適性、生産性を最大化するために
照明と自然光を最大限省エネ利用できるようにした
集中制御システムです。ビル全体の照明を1ヶ所から
簡単に設定、監視、分析、および報告することができます。

2

3
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EcoSystem対応
エナジー・セイバー・ノード本体

QSリンク

補助コントロール
QSセンサーモジュール
（天井取付型受信部）

ワイヤレス
人感センサー

ワイヤレス
光センサー

GRX-CBL-346S

Pico
ワイヤレスリモコン

その他のQS機器

EcoSystemリンク1

EcoSystemリンク2（2リンクモデルのみ）

EcoSystem対応照明器具
（最大64台）※5

EcoSystem対応照明器具
（最大64台）※5

その他の
ワイヤレスデバイス

WiFiルーター（お客様ご用意）

イーサネットリンク
（LANケーブル）

AC100/200V
電源

システム概念図

※5 EcoSystem対応照明器具によっては、1つの照明器具内に複数のEcoSystem LEDドライバーを搭載している場合があります。
その場合、EcoSystem LEDドライバーの合計数が64台になるようにしてください。
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使用可能な関連機器について

エナジー・セイバー・ノード本体
用途： EcoSystem対応照明器具をコントロールしたい

QS補助コントロール
用途： 壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行いたい

QSインターフェース
用途： RS232、無電圧接点入出力、DMX512出力などを使用して外部機器と連動したい

エナジー・セイバー・ノード EcoSystem 1リンク QSN-1ECOS

エナジー・セイバー・ノード EcoSystem 2リンク QSN-2ECOS

専用設定アプリ Appleストアより無償ダウンロード可能

エナジー・セイバー・ノードでは、

以下のオプションからご要望にあった製品を組み合わせて使用可能です。

QSWS2-1B （1ボタン）
QSWS2-2B （2ボタン）
QSWS2-2BRL （2ボタン＋照度調節ボタン付）
QSWS2-3B （3ボタン）
QSWS2-3BRL （3ボタン＋照度調節ボタン付）
QSWS2-5B （5ボタン）
QSWS2-5BRL （5ボタン＋照度調節ボタン付）
QSWS2-7B （7ボタン）
QSWS2-1RLD （3＋2ボタン）
QSWS2-2RLD （デュアル2ボタン＋照度調節ボタン付）

赤外線リモコン受信部＆照度調節ボタン付
QSWS2-2BRLIR （赤外線受光部内蔵2ボタン＋照度調節ボタン付）
QSWS2-3BRLIR （赤外線受光部内蔵3ボタン＋照度調節ボタン付）
QSWS2-5BRLIR （赤外線受光部内蔵5ボタン＋照度調節ボタン付）

キースイッチ
QSWS2-KSI2MAA （キースイッチ）

インターフェース各種
QSE-CI-NWK ネットワークインターフェース（RS232）
QSE-IO IOインターフェース（無電圧接点入出力）
QSE-CI-DMX DMX512インターフェース

（出力のみ、グラフィックアイQS本体も必要）
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グラフィックアイQS
用途： EcoSystem以外の負荷も一緒にコントロールしたい、タイマー制御も用いたい

ワイヤレスコントロール・センサー
用途： ワイヤレス人感・光センサーを組み合わせたい、リモコン操作を含めたい

Sivoia　シヴォイア電動シェード
用途： 太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい

Quantum　クアンタムシステム
用途： 複数のエナジー・セイバー・ノードやグラフィックアイを統合し、一括管理したい、BACnetに接続して

集中管理したい

グラフィックアイQS本体
QSGR-3PJA グラフィックアイQS　3ゾーン
QSGR-4PJA グラフィックアイQS　4ゾーン
QSGR-6PJA グラフィックアイQS　6ゾーン
QSGR-6EJA EcoSystem対応グラフィックアイQS 6ゾーン
QSGR-8EJA EcoSystem対応グラフィックアイQS 8ゾーン
QSGR-16EJA EcoSystem対応グラフィックアイQS 16ゾーン

QSセンサーモジュール
QSM6-XW-C ワイヤレス受信部
QSM6-4W-C 有線入力端子付きワイヤレス受信部

ワイヤレスセンサー
LRF6-OCR2B-WH ワイヤレス人感センサー（受信部QSM6-XW-Cが必要）
LRF6-DCRB-WH ワイヤレス光センサー（受信部QSM6-XW-Cが必要）

ワイヤレスPicoリモコン（天井埋込型受信部QSM6-XW-Cが必要)
PP-3BRL- （3ボタン+アップダウン）
PP-2BRL- （2ボタン+アップダウン）
PP-2B- （2ボタン）
PP-3B- （3ボタン）

有線センサー
LOS-CDT-500R-WH 有線人感センサー（QSM6-4W-Cが必要）
MW-FPS-WH 有線光センサー（QSM6-4W-Cが必要）

シヴォイア電動シェードシリーズ
（グラフィックアイQSまたはクアンタムシステムが必要です）

Quantumシリーズ



LEED

ルートロン アスカ株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-1-14 NOF溜池ビル9階
Tel：03-6866-8444（代表）　Fax：03-6866-8455

0120-08-3417
http://www.lutron.jp

Printed in Japan

● 本カタログに記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
● 印刷の関係上、実物の色は本カタログの写真の色と異なることがあります。
● 本カタログに記載されている価格は2015年1月現在のものです。 

LUTRON、EcoSystem、Energi Savr Node、Pico、Radio Powr Savr、
Quantum、seeTouch、Sivoiaは、米国Lutron Electronics Co., Inc.の  
登録商標です。
その他の会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ルートロン製品のお問い合わせ・お求めは

JAN/2015 P/N ESN/JA

弊社について

プロジェクト例（左から右）：
チェルシー ハーバー（ロンドン）

中国銀行（北京）
ホワイトハウス（ワシントンDC）

サステイナビリティ、革新、そして品質の歴史
ルートロンにとって、サステイナビリティは新しい概念ではありません。
1961年以来、私たちは、エネルギーの節約、温室効果ガスの排出の削減など、業界をリードする技術を設計開発してきまし
た。私たちはLEED（グリーンビルディング認証）を運営している米国グリーンビルディング協会のメンバーでもあります。
私たちは世界中で2000を超える特許を保有し、15,000を超える製品を製造しています。
50年以上にわたり、品質・サービスにおいて自らに課した最高基準を満たし、そしてその基準を上回ってきました。
なお、弊社製品はすべて工場出荷前に品質試験を実施しています。
私たちは、次々と生まれる市場ニーズに先行して技術開発を行い、最高の品質と、最高のバリューをもった製品をお客様に
お届けいたします。

グローバルなサービスおよびサポート
私たちは、世界最高レベルのグローバルサービス・グローバルサポートを提供しております。
世界各地にある私たちのセールスネットワークは、どの国のお客様にもお役に立てるようグローバルサービスネットワークを
提供しています。また、世界各地にあるフィールドサービスチームは、高度に教育された社内エンジニアによって構成され、
グローバルなサポートネットワークを構築しています。お客様のシステムの構想段階から、システムが設置され、
役割を終えるまでの間、世界最高レベルのサービスサポートを提供します。


