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Helping People Achieve
ビ ル を 進 化 さ せるソリュー ション。



We help buildings work for people

お客様個々の課題を最適な解決へ。
私たちがつなぐ、
未来へのソリューション。
ジョンソンコントロールズは、

125年以上の実績と世界150カ国以上のグローバルネットワークを展開し、

100万社以上のお客様のビル環境を最適化しています。

世界中のベストソリューションを共有しているため、

無限の可能性が広がるソリューションを提供できます。

運用コストの削減、ビルの効率化、

省エネルギー、快適環境、資産価値の向上、

どのような課題も私たちの先進技術を使ったソリューションで解決し、

ビルのライフサイクル全体にわたって効率性を高めます。

快適なオフィスで
業務効率を上げたい

セキュリティ管理をしっかりして、
安心と安全を守りたい

これまで使っているシステムと連携できない

ビル管理の
運用コストがかかるビルシステムが

それぞれ別になっているから
わかりにくい

ビルのエネルギー効率が上がらない

システムの長期運用費を
低減できない
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エネルギー管理
ソリューション

ビルのエネルギー効率を最大限に高め、
省エネ活動をサポートします。

ベストミックスなトータルソリューションで、
的確に課題を解決し、お客様の目標達成を 支援します。
ジョンソンコントロールズは、ビルのさまざまな課題を豊富な製品サービス群からベストミックスな

トータルソリューションで解決し、「ビルシステムの一元管理」「運用コストの低減」

「ビルのエネルギー効率化」など、多くのお客様のご要望を実現します。

そして、お客様のビジネスの成功に貢献し、目標達成を支援します。

セキュリティソリューション
セキュリティシステムを構築し、
安心と安全を守ります。

ビルディング
オートメーションシステム

ビルシステムをシンプルに
一元管理します。

冷熱ソリューション
飛躍的に運用コスト、
ライフサイクルコストを
抑えることができます。

サービスソリューション
ビル設備のメンテナンスを
ワンストップで提供します。
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ビルディング
オートメーションシステム（BAS・BEMS）

METASYS ®ファミリーやBi lWorksを提供します。
METASYS®はどこまでも自由に広がるビル管理システムです。

オープンなシステムのため、ビル施設のあらゆる機器や

「空調」「照明」「防犯」「防災」などのシステムを統合し、一括管理が可能です。

さらに、空調、熱源など各設備機器の最適制御をすることにより、

ビルの能力を最大限に発揮し飛躍的に運用コストを抑えることができます。

また、お客様の基幹システムと連携させ、各種管理データーを自由に活用することができ、

必要な情報のみを簡単に抽出できます。

大規模ビルや複数ビルにはMETASYS®、

中小規模ビルにはコンパクトにパッケージ化したMETASYS®マイクロステーション、

タブレット端末を使用したMETASYS®インテリジェントターミナル アドバンスが最適です。

BilWorksはデーターセンターや

地域冷暖房施設など

社会インフラとして重要な設備の安定稼動を

長期にわたりサポートする

オープンなビル管理システムです。

各種警報や計測値監視をつかさどる

データーサーバーを二重化し、

プライマリーサーバーの障害時にも

自動的にセカンダリーサーバーが

その機能を受け持つという冗長化による

高い信頼性が保たれています。

ENE Partner、EneWorks、
FmWorks、EcoWorks-EPを駆使します。
ENE Partnerは、クラウド環境で複数のビルのエネルギー使用量や運転状況の見える化を実現。

お客様のビル・オフィス全体の省エネ化をワンストップで提供します。

EneWorksは、各種エネルギーデーターをわかりやすくグラフ化し、

各種エネルギー使用量把握と解析が容易に行うことができ、

省エネ活動をサポートします。

FmWorksは、機器・設備データーを一元管理し、

資産価値の最大化や経費削減を導きます。

EcoWorks-EPは、CO2排出量換算など、

環境データーを一元管理し、

省エネ法のエネルギー管理を容易にし、

環境保全を支援します。

また、豊富な経験とエネルギー管理士の

資格を持つスペシャリストが

エネルギーコンサルティングサービスも

ご提案します。

エネルギー効率化戦略の立案支援や

法令対応のコンサルティングを行い

専門家の視点から

エネルギー対策をお届けします。

エネルギー管理ソリューション
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冷熱ソリューション

セキュリティソリューション

ターボ冷凍機YORK®、
産業用冷凍機SABROE®、Frick®がそろっています。
最高水準の省エネ・省コスト・CO2削減で世界トップレベルのシェアを持つターボ冷凍機YORK®をはじめ、

高い評価を受けている産業用冷凍機SABROE®、Frick®は多くの実績に基づくソリューションです。

METASYS®とのトータルソリューションで、熱源設備全体の最適化制御と管理・運用を行い、

ランニングコストが10～15％※抑えられ、長期運用、ライフサイクルコストの低減につながります。

優れたエネルギー効率と高効率運転により、年間を通しての省エネルギーを実現します。

保守管理サービス、運用・整備サービス、
ROC遠隔管理サービスなどを提供します。
年間保守契約に基づいたメンテナンスを行う保守管理サービス、

建物運用のノウハウを駆使して、私たちがお客様の

建物運用の代行をする運用・整備サービス、IT技術を積極的に採用し、

設備をまるごと、24時間・365日見守るROC遠隔管理サービスなど、

ワンストップでお客様の建物の課題を解決し、資産価値向上に貢献します。

出入管理システムをご用意しています。
外周エリアから施設内のセキュリティレベルの違いに対応し、柔軟にセキュリティシステムを構築できます。

建物の規模に関わらず、オフィスビルや医療機関、

工場などのセキュリティレベルに対応できるラインナップをご用意しています。

※当社従来制御システムとの比較

コンサルティングから課題の抽出、省エネチューニング、

ビル管理システムMETASYS®とターボ冷凍機、

ポンプなどの機器との連携による効率的な空調の実現、

ENE Partner、Worksシリーズによるエネルギー管理、

解析など、さまざまなソリューションを組み合わせ、

総合的に最適なソリューションをご提案します。

ビルディングオートメーションシステム、

エネルギー管理ソリューション、

冷熱ソリューション、

サービスソリューションなどを最適に組み合わせ、

ベストミックスなソリューションをトータルでご提案します。

サービスソリューション

ビルディング
オートメーションシステム

（BAS・BEMS）

エネルギー管理
ソリューション

セキュリティ
ソリューション

サービス
ソリューション

冷熱ソリューション

ジョンソンコントロールズの

トータルソリューション
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［ METASYS® ］ ビル管理システムで一括管理し、各種設備を最適にコントロール。つねに安全・快適な環境を提供します。
［ ROC ］ 遠隔管理サービスとの連携により、よりハイレベルな施設管理サービスが可能です。
エネルギー使用量の「見える化表示システム」で、省エネをサポートします。

そのため、このようなソリューションを提案します。

施設別ケーススタディ
未来のためのオープンシステム

病院

●システムの運用効率をアップします。
●システム長期運用費を低減します。
●初期投資費を低減します。

●快適な環境づくりに貢献します。
●メーカーに依存しないシステム構築ができます。

病院は24時間365日、常に人が存在し、人命を預かる施設です。そのため設備の安定稼働は必須条件です。ま
た、ITを活用したファシリティマネジメントや省エネ・CO2排出量の削減などで、総合的に病院経営をサポートし、
医療業務への集中をお手伝いします。

BACnet®は、2003年にISO規格に登録された、ビルオートメーション向けの通信規格です。これまで、日本でのオープン化の主流は、BACnet IP + LONWORKS®で
した。しかし、現在、上位のBACnet IPから、下位のBACnet MS/TPまで、すべてBACnet®化することがグローバルスタンダードとして世界的に広まっています。
そして、上位下位間を一貫してBACnet®で提供できるのは、私たちジョンソンコントロールズだけです。

ナースステーション
METASYS®インテリジェント
ターミナルアドバンス

遠隔監視
ROC

病室
ファンコイルコントローラー

インターフェースが不要になると多くのメリットが生まれます。

メーカーを問わないマルチベンダー化にすると多くのメリットが生まれます。

Ethernet

◯社プロトコル

△社プロトコル □社プロトコル ♢社プロトコル

◯社ビル管理システム

制御用
コントローラー

●社/▲社間
インターフェース

●社/■社間
インターフェース

●社/♦社間
インターフェース

▲社製品 ■社製品 ♦社製品

クローズドシステム

Ethernet

◯社プロトコル

◯社ビル管理システム

制御用
コントローラー

●社製品 ●社製品 ●社製品

クローズドシステム

BACnet IP

ジョンソンコントロールズ
METASYS®

制御用
コントローラー

▲社製品 ■社製品 ♦社製品
BACnet MS/TP

対応品
BACnet MS/TP

対応品
BACnet MS/TP

対応品

オープンシステム

BACnet MS/TP

BACnet IP

ジョンソンコントロールズ
METASYS®

制御用
コントローラー

▲社製品 ■社製品 ♦社製品
BACnet MS/TP

対応品
BACnet MS/TP

対応品
BACnet MS/TP

対応品

オープンシステム

BACnet MS/TP

システム構築時、
大幅コストダウン！

自由な製品を選択！
ベストなシステムを構築！

システム性能の
最大化！

将来の改修、機器
リニューアルが容易

オープンシステムソリューションBACnet MS/TPのメリット

BACnet®ONE POINT! 

私たちは、世界が認め、拡大しているBACnet®に深く関与しています。日本国内においても最初のBACnet®ベンダーと

なり、システムの簡素化、真のオープン化を推し進めています。オープンシステムには大きな可能性と利点があります。

中央監視室
●METASYS®ビル管理システム
●METASYS®インテリジェントターミナル アドバンス

●FmWorks 設備管理
●EneWorks エネルギー解析

熱源機械室
YORK®ターボ冷凍機

受付
見える化パネル

手術室
●センサー
●リモコン
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施設別ケーススタディ 施設別ケーススタディ

オフィスビル

［ METASYS® ］ ビル管理システムで一括管理し、施設内のあらゆる機器やソフトウェアと緻密に連動し、
快適で安全なオフィス空間を提供します。また、施設の能力を最大化し、省エネ、省コスト化を支援します。
［ セキュリティソリューション ］ 施設内のセキュリティレベルの違いに対応します。ビルシステムとの一括管理も可能です。
［ エネルギーソリューション ］ ビル・オフィス全体の省エネ化をワンストップでサポートします。

そのため、このようなソリューションを提案します。

オフィスビルは人々が働く施設です。快適で安全なオフィス空間を提供し、働きやすくすることが重要なテーマ
です。また、環境に配慮した省エネルギー、省コスト化もビル運営の観点から欠かせません。ビルの機能を高め
ることによって、職場の仕事効率を高め、企業のビジョン実現に貢献します。

学校

［ METASYS® ］ キャンパスに点在する建物を一括で監視し、効率的に管理することが可能で、常に快適な環境を提供します。
［ セキュリティソリューション ］ 施設内のセキュリティレベルの違いに対応します。設備システムとの一括管理も可能です。

そのため、このようなソリューションを提案します。

学校は人々が勉学に励む場所です。安全で快適な環境を維持しながら、省エネ化も重要な課題です。さらに、
広いキャンパスに点在する建物を、一元管理することで、業務負担を低減し、質の高い教育をサポートします。

遠隔監視
ROC

中央監視室
●METASYS®ビル管理システム
●METASYS®インテリジェントターミナル アドバンス

●FmWorks 設備管理
●EneWorks エネルギー解析

中央監視室
●METASYS®ビル管理システム
●METASYS®インテリジェントターミナル アドバンス

●FmWorks 設備管理
●EneWorks エネルギー解析

熱源機械室
YORK®ターボ冷凍機

執務室
●ワイヤレスセンサー
●ワイヤレスリモコン

熱源機械室
●YORK®ターボ冷凍機
●BACnet MS/TP対応
　フィールドコントローラー

エントランス
カードリーダー

教室
●センサー　●リモコン
●ファンコイルコントローラー

遠隔監視
ROC

機械室
BACnet MS/TP対応
フィールドコントローラー群

会議室
●センサー
●リモコン

オフィス
●VAVコントローラー
●ファンコイルコントローラー

図書室
●マルチユニットリモコン

テナントエリア
METASYS®インテリジェント
ターミナルアドバンス

職員室
METASYS®インテリジェント
ターミナルアドバンス
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データーセンター

［ BilWorks ］ 冗長化による高い信頼性を持つビル管理システムで、データーサーバーを二重化し、
プライマリーサーバーの障害時にも自動的にセカンダリーサーバーが機能を受け持ちます。

そのため、このようなソリューションを提案します。

データーセンターは、インターネット用のサーバーやデータ通信、固定・携帯・IP電話などの装置を設置・運用
することに特化した建物です。とくに、災害時にもサービスの提供に支障が出ないように設備の安定稼動を維
持し、お客様の事業継続を支援します。

施設別ケーススタディ

工場

［ BilWorks ］ 冗長化による高い信頼性を持つビル管理システムで、データーサーバーを二重化し、
プライマリーサーバーの障害時にも自動的にセカンダリーサーバーが機能を受け持ちます。
空調処理システムなど、設備におけるコンピューターバリデーションも提供できます。

そのため、このようなソリューションを提案します。

工場では製品の品質維持と生産性の向上とともに、省資源による環境への負荷を低減することが不可欠です。
とくに、医薬品関連施設では、製造を行っている工場の衛生管理を含む環境管理全般の取り組みを徹底し、生
産性と創造性を高めるお手伝いをします。

施設別ケーススタディ

中央監視室
●BilWorks ビル管理システム　●FmWorks 設備管理 

●EneWorks エネルギー解析

エントランス
●カードリーダー
●センサー
●リモコン

遠隔監視
ROC

遠隔監視
ROC

オペレーション
ルーム

エントランス
カードリーダー

作業場
●センサー　●リモコン　●VAVコントローラー

熱源機械室
YORK®ターボ冷凍機

サーバールーム
●センサー群
●VAVコントローラー

中央監視室
●BilWorks ビル管理システム　●FmWorks 設備管理 

●EneWorks エネルギー解析

熱源機械室
YORK®ターボ冷凍機

●ワイヤレスセンサー
●ワイヤレスリモコン

会議室
●ワイヤレスセンサー
●ワイヤレスリモコン
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