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賃貸オフィスビル

同じ建物にフロア分割した複数の企業が

共同で賃貸して使用しています。統一的

に不動産センターが管理させます。テナ

ントの共益費とは、入居者全員がその影

響を受ける建物の共有部分や共有設備を

管理維持するために支払う費用です。

建物の種類

シングルオフィスビル

トータルビルディングのオーナー

が一つしかない。たとえば大企業

の本社ビル。

公的機関のオフィスビル

政府、病院、学校など公的機関

のビル。この中に政府のオフィ

スビルの管理と資産の所有権を

各地方の機関で管理します。



オフィスビルの問題点
• 仕事が終わった、エアコンや照明などの電気設備を消し

忘れが多い。

• 朝の仕事中、電灯をつけっぱなしこともあります。

• 1人社員が残業する時に、オフィスの電気、やエアコン
を全てつけています。

• 総用量の水、電気のメーターだけでエリアの用量、各設
備の用量の計測ができません。主要な設備のエネルギー
消費量が不明。

• 現代化の建物は多くガラス壁や窓を使っている。、毎日
にカーテンで人工を操作することの時間がかかりました。

• オフィスに電気設備のスイッチが遠くで遠隔操作するこ
とが必要です。

• 人々自由に出入り管理が混乱しています。伝統的な機械
の鍵は携帯に不便で、管理が煩雑となり安全上の潜在的
な危険に対する可能性があります。

• 照明、空調などの端末設備がパトロールマンは管理して
るですが遠隔、スマートな管理方法がない。



エアコン+照明+エレベーター、エネルギー消費比80%
オフィスビルのエネルギー消費の分析
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綜合オフィスビルのニーズ

高度化の安全性

事務環境のIoT化

プロパティマネジメント
サービスのAI化

エネルギーの節約

エリア管理

投入コストが低い



省エネの方法と収益

壁/ガラス/屋根

新しい設備の交換

自動制御

人工AI

実施難易度と速度難易度

投
資
収
益
率

1、新しい設備の交換

2、温湿度管理の最適化

建築保護構造の改造

IoT建築総合管理
プラットフォームで
省エネを実現する

-冷熱源設備(ビルエアコン）
-ダクトシステム
-端末



VEGA

オフィスビルIoT化の
ソリューション会社です。
建物の中で、ネットワーク技術、スマートセン
シング技術、クラウド計算技術、人工AI技術を
創造的に運用し、建物内照明、エアコン、日よ
け、エレベーターなどの設備のAI化管理を通じ
て、エネルギーの供給と需要の間に最適なダイ
ナミックバランスを実現しました。



VEGAの強み

建築改造の一番難しい問題点はネット
ワークです。この問題を解決するため
にVEGAは独特の技術を持っています。
線通信。電力線を通信ケーブルとして

も利用するの技術です。

VEGAのソリューションはIoTセンサー
から連接、コントロール、プラット

フォームまでの全面的な解決案がありま
す。ほんとうのAI化を実現します。

技術の強さ ソリューションの強さ 実力の強さ

弊社はシステム統合および実行能
力があります。お客様に協力して
スマートビルディングの認証をと
ることが可能、またお客様のニー
ズに応じて製品を開発します。



PLC RS-485 KNX

定義 パワーケーブルで信号を伝送するの有線
通信方式

RS422をバス用にレベルアップさせた規格です
電気的にはRS422とほとんど同じ平衡伝送です。
RS485はバス方式のマルチドロップ(1:32)に適

用されるという点です。

EIBベースでのバス通信方式で、住宅や建
築制御分野に使用されます。

速率速度 490kbps~3.12Mbps 9.6kbps 9.6kbps

伝送距離 設備間に自動中継、点対点通信は最大
10,000mまで可能です。 1200m 1000m

接続数 500/ネットワーク 32ノード/バス 64ノード/バス

長所 無需單獨佈線、デュアルモー、メッシュ、
隨插即用、安全網路 モジュールコストが低い 住宅と建築のコントロール領域は唯一開放

式の国際標準

欠点
モジュールのコストはRS 485より高いです
(但し、全体の工程費用と時間を考えるとや

すい。）

通信速度が低い。専用通信線を追加する必要が
あります。工事の施工コストはより高い、広範

囲に実施できません。

コアチップが独占され、製品の価格が高く
て、配線や調整が複雑で、故障が検査しに

くいです。

主流技術対比



V E G A オフィスビルのIoT案の価値

IoTの体験
人工知能技術を使用して従業員に恒温、
恒照度のいい仕事環境を提供します。

管理最適化
さまざまなIDによって違う権限を
設定します。集中管理をし易い。

グリン節約
エネルギー消費量を20％節約

エネルギーモニタリング
エネルギー消費量を監視するため、
管理者がエネルギー消費管理モード

を制定するのは便利です。

効率が上がる
作業効率を向上させるために電気設
備の集中管理とリンケージ制御。

サービスアップ
プラットフォームのソフトウェアを
使って遠隔で電気設備の使用状況を

確認できます。



総合オフィスビルの管理スタッフ役

責任者
運営コストを減る

エネルギー消費を減る
安全防犯保障がある

管理者

集中管理
効率的、便利です

社員
AIの体験
仕事が便利
効率が上がる



Part 01
スマートの空間

S M A R T A R E A S

スマート会議室スマートオフィス スマート公衆エリア



• 部屋には無人の判断と自動的に
設定済みモードの制御があり

• 部屋には端末パネルにタッチし、
ワンタッチモードの切り替えが
できる。

• スケジュール、タイミング制御

• AIセルフ調整制御

• 快適、省エネ、昼休み、休日、
出勤、退勤など様々な情況モー
ドの設定が可能

• 光照、人体には感知があり、自
動的に遅延しないで、消灯制御、
照度が高くなり、カーテン調節、
温度湿度測定、室内外熱負荷分
析及び連動制御ができる。

エリア快適環境制御 自動運転と高効率操作 専門の省エネ管理戦略

• 照明、日よけ及びエアコン
端末全体最適化制御

• エアコンの自動温度調節＋
照明の照度調整＋カーテン
の開度自動調整、連動制御

• 空気品質検査と換気システ
ムの連動

スマートオフィス



スマートオフィス

出勤モード
• 温度によって、エアコンの電源を入れるかどうか

を判断し、快適な温度に調整します。
• 日光の角度が変わると、カーテンは自動的に調整

されます。

退社モード
• 室内の空調、照明などの電気設備を閉めます。

• スマートドアロックがロックされ、セキュリティモードを起
動します。

残業モード
残業エリアだけて照明します。電気

の節約。

休暇モード
空調システムは「休暇 モード」（最低
限のエネルギーレベル）に切り替えられ、
凍結や過熱のような損傷を防ぎます。



スマート会議室

• 総合的な情報制御端末を通じて、ワンタッチオンにすれ
ば、「会議モード」を始まり、エアコン、プロジェク
ター、幕などの設備を開け、日よけのカーテンを閉め、
幕に近い照明は20％の明るさがはじまり、幕から遠く
離れた照明は100%の明るさをオンにします。

• 打ち合わせを終わったら、ワンタッチで「検討モード」
を切り替えします。日よけのカーテンを開けて、室内の
光照度によって照明設備を開けるかどうか判断します。

• 会議室を離れ前に「終了モード」のボタンを押すと同時
にすべての設備を閉まり、エネルギーの浪費がありませ
ん。

• 無人の場合、照明器具、エアコン、換気などのシステム
を自動的に閉まります

• スマートドアのロックをオンにして、防備モードもオン
にします。



パントリー

エレベー
ター 廊下

スマート公衆エリア

• 人体センサーと光照射測定装置を設置し、省エネ自動
制御を行う。光が足りない時は人が来てランキングを
明かり

• 無人の時に5分で照明器具が消え、エネルギーの無駄
を省き及び消費設備の寿命を延ばします。

• 各会社の通勤時間と湿度、光照度条件のデータに合わ
せて、自動的に公共エリアの照明、空調設備を付けて
管理人員の人力を節約できる。管理者はプラット
フォームのタイミングで各公共エリアの照明、エアコ
ン設備の使用状況を確認しならば、ワンタッチ式モー
ドの省エネを実現します。

トイレット



スマートビル管理システム

エネルギー
消費量測定

效果分析 資產管理 アラーム
管理

エアコン

.........

.........

.........

温度制御システム

.........

…….

資産及びエネルギー管理 ビルオートメーションプ
ラットフォーム

スマートビルディングシ
ステム

環境モニタリングシステム

照明システム

日よけ システム

ICカード管理システム

不動産管理システム セキュリティシステム

情報発信システム 駐車場管理システム

.........

エレベーター制御システム

エネルギー
概観

分類エネル
ギー消費

項目別エネル
ギー消費

パーティションエ
ネルギー消費

エネルギー
分析

設備能效

インテリジェント
診断

省エネプラン

設備リスト 設備アラーム

能效警報

システム概要

冷熱源場所



Part 02
スマート プラットフォーム

S M A R T P L A T F O R M 

便利
ワンタッチ操作

AIの体験

省エネ
エネルギーモニタリング

精密制御

高效率
サービスアップグレード
管理の最適化
能率が上がる

安全
侵入警告

入、出口管理



分
類

項
目

分
け

エネルギー管理システム

分類計量 項目分けて計量 エリア計量 ネットで払う 省エネインセンティブ時間精算

分
け
區
域

水 電 ガス 煤 熱 冷

エアコン 照明 コンセント 暖氣 安防

オフィスエリア 会議室 食堂 駐車場 機械室公衆エリア



水道メータ

大きな計測スイッチ多功能データ
取得処理機

単相電子式キャリア
電気エネルギー電力量計

エネルギー管理システム

デュアルモードコレクター デュアルモードリーダー



インテリジェント照明システム

状態同期 異常アラーム

人工IoT シナリオモード

タイミング制御 ローカル制御



IoT日よけシステム

状態同期 異常アラーム

天気モデル シナリオモード

タイミング制御 ローカル制御



戶朝向：正南
戶高さ：2.5米
太陽直射最大進深：0.4Ⅿ

プラットフォーム輸入

緯度：36.08°
時間：4月10日 11:00
人体存在感知器1：人あり
室外光照度感測器：晴天，遮るない

光照度感測器：桌面照度
400Lux 溫度感測器：21℃
太陽高さ角：43.83°
太陽方位角：-159.19°

カーテン開度：73%
燈1亮度：20%
燈2亮度：40% 
空調：閉

プラットフォーム輸出

天気模型——人工AIモデル日除け、照明、エアコン連動を実現

プラットフォームの自動取得

太陽仰角
43.83°

デスクトップに直射日光防止の時に許容される最大カーテンの高さ

平行太陽光

20%

電動シャッター
40% 60% 60% 40%

室外光照度感知器 光照度感知器 人体存在感知器 調光燈溫度感知器

調：



+ + +

IoT日よけシステム

コントロールパネル カーテンモーター コントロールパネル コントロールカーテンモーター



IoT中央ビルエアコンシステム

遠隔制御 異常アラーム

人工AI シナリオモード

省エネ制御 システムの予冷/熱



IoT中央ビルエアコンシステム

必要に応じて供給する

最適供給

按需分配
最佳輸送

快適さと省エネバランを
自動的に実現

供給 供給

ニーズニーズ

中央ビルエアコン 冷気、暖気の供給 IoT空間



• 端末のデータは管理プラットフォームにフィードバックされ、連
動制御します。

• 冷却/熱システムの状態検査を行い、管理者にメッセージを
送ります。

エアコンの設定温度は1℃上げるごとに10%～15%省エネ

IoT中央ビルエアコンシステム

健身房空調4

開關控制：

空調模式：

空調風量：

溫度設置：

回風設置：

開 關

冷氣 暖氣 通風 除溼

高 中 低

關閉 確定



端末温度制御システム

状態同期 低温保護

人工AI シナリオモード

タイミング
制御

ローカル
制御

ネットワーク型温度制御器

総合パネル



IoTセキュリティシステム

メッセージ送信 システム
連動

人体の存在 侵入警報

スマート
ドアロック

門限エレベー
ター制御



環境モニタリングシステム

CO2制御
仕事の効率を10倍にする

温度湿度制御
インフルエンザを抑える

VOC制御
危険ガスの排出を測定

粉塵制御
肺病気のリスクを減らす



お金を節約できる建築と快適体験を

させるために努力します。



ご清聴ありがとう
ございました
THANK YOU FOR WATCHING

VEGA Integration Corp.(Japan)
大阪市北区天満二丁目1-12天満橋SEビル4F

www.vega-tech.co.jp
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