VIAスマートシティ–

都市生活IoTソリューション

モノのインターネット、クラウドコンピューティング、スマートな輸送と電力グリッド、そしてモバイルインターネ

ットの急速な発展に伴い、スマートシティの実現が急速に現実味を帯びています。持続可能な発展、サービス
の効率性、生活の質の向上は、多くの都市で最優先課題となっており、スマートコミュニティを構築するための
第一歩です。

VIA 都市生活 IoTソリューションは、革新的なスマートシティアプリケーションの導入を加速するように設計さ

れています。集中的なマルチメディアショッピング、エンターテイメント、およびナビゲーションアプリケーショ

ン向けに設計された高性能コンピューティング、グラフィックス、ビデオ機能を備え、スマートロッカー、スマー

ト自動販売機、スマート情報キオスク、スマートサイネージの導入に最適です。

コアアプリケーション

VIA 都市生活IoTソリューションは、企業や政府機関が革新的な運輸、小売、コミュニティサービスを街角で直接提供

できるスケーラブルでインタラクティブなハブを構築するための堅牢で柔軟なプラットフォームを提供します。コアア

プリケーションには以下のものがあります：

データ収集 :

幅広いデバイスやセンサーから、歩行者の交通流、支払いや取引、
環境条件などの重要なデータを取得して送信するための、無線お

よび豊富なI / O接続オプション。

データ分析 :

リアルタイムのデータ処理と分析により、商品配送スケジュール
や商品プロモーションを最適化し、収益を最大化します。

監視と制御 :

システムのクラッシュを防ぎ、365日24時間の運用を保証するた

24 / 7

めのリモート監視と制御。

豊富な情報の表示
とエンゲージメント :

豊富なユーザーフレンドリーな形式で関連情報やサービスに簡
単にアクセスできる高度なインタラクティブマルチメディア機能。

VIA IoTアクセラレーション
プラットフォーム

VIA IoT アクセラレーションプラットフォームは、堅牢で信頼性の高い高性能システムハードウェアと、リッチなマルチメディ

アアプリケーションおよびサービスの迅速な開発を可能にする安定したソフトウェアフレームワークを組み合わせています

。プラットフォームは、高度なカスタマイズ可能なソリューションを提供し、スマートな都市環境のための情報ディスプレイ、
ショッピング、ストレージ、および監視システムのホストを導入することできます。

スマートロッカー :

これらのスケーラブルなプラットフォームにより、オンデマンドO2O（オンラインから
オフライン）のショッピング、配送、ストレージ、支払い処理、および情報サービスの

ホストを提供するインタラクティブセルフサービスハブの迅速な開発と展開が可能

になります。豊富なI / Oと無線接続、強力なマルチメディア機能を組み合わせること

で、特定の導入要件に合わせてカスタマイズすることができます。

スマート自動販売機 :

これらのフレキシブルなプラットフォームは、食べ物や飲み物だけでなく、そのほか

のものも自動コンビニを街角に実現することで、新しいビジネスチャンスを創造し

ます。高精細ディスプレイ、インタラクティブタッチスクリーン、複数の支払い方法を
サポートすることで、複数の小売シナリオでプラットフォームを迅速にカスタマイズ

することができます。

スマートキオスク :

これらの多彩なプラットフォームは、インタラクティブなコミュニティ情報とO2Oサ
ービスを提供する使いやすいタッチベースのシステムの開発を容易にします。高度
なマルチメディア性能と豊富な拡張オプションを組み合わせることで、もっとも要

求の厳しいアプリケーション向けにプラットフォームを最適化することができます。

スマート・サーベイランスとモニタリング :

これらの信頼性の高いプラットフォームは、複数のHDカメラのサポートを統合し、
街角やショッピングエリアや公園などのコミュニティスペースにおいて、セキュリテ

ィと安全性を向上させます。豊富なシステムハードウェア、カメラ統合、ソフトウェア
カスタマイズオプションが用意されています。

VIAスターターキット

VIA スターターキットは、リッチなマルチメディアフォーマットを通じて提供されるコミュニティニュースや情報を通じ

、人々が見たり対話したりできるようにすることで、スマートシティサービスの提供を強化する手頃な価格のマン･マ
シン･インターフェース(HMI)とシステムの開発を加速します。

VIA SOM-6X50

本スターターキットには、コンパクトなシステム・オン・モジュール、そして内蔵のWi-FiとBluetoothを搭載したオ
プションのリファレンスキャリアボード、およびLinux BSPが含まれており、スマート運輸向けサイネージとマン･
マシン･インターフェース(HMI)システムに、多目的で費用対効果の高いソリューションを提供します。
■
■
■
■
■

1.0GHz VIA Cortex-A9 SoC

最大6つのUARTと2つのUSB 2.0ポートをサポート
HDMIおよびLVDSをサポート
Linux BSP

Wi-FiとBluetooth内蔵のリファレンスキャリアボード

VIA VAB-630 3.5″ SBC

このスターターキットは、高度に統合された3.5" SBCフォームファクターマザーボードとオプションの10.1" タッチ
パネルスクリーンを組み合わせており、インタラクティブなマルチメディアキオスクやサイネージシステム向けに
堅牢なソリューションを提供します。
■
■
■
■
■

コンパクトな3.5 "SBCフォームファクター

3G、Wi-Fi、およびBT無線接続をサポート

オプションの5Vまたは12V入力電圧

Androidソリューションパックが利用可能

オプションの10.1" LVDS LCDタッチパネル

VIA HMI パネルディスプレイターターキット

本スターターキットは、高度に統合されたボード、オプションの17" ディスプレイ、および Linux BSP を備えており
、HTML5ベースのデジタルサイネージアプリケーションが、幅広い運輸向けHMI使用シナリオに対して柔軟で信
頼性の高いソリューションを提供できるように最適化されています。
■
■
■
■
■

1.0GHz VIA Cortex-A9 デュアルコアSoC

PoEサポートを伴った10 / 100Mbpsイーサネット

オンボードWi-Fiサポート
HTML5のサポート

迅速な市場投入のためのオプションの17"パネル

VIA HMI タッチパネルスターターキット

本スターターキットは高集積ボード、オプションの10.1" LVDS投影型静電容量式タッチスクリーン、オプションの
Wi-Fi モジュール、および最適化された Android 4.2 BSP で構成され、タッチベースの産業向けHMIアプリケーシ
ョンに手頃な価格のソリューションを提供します。
■
■
■
■
■

VIA Cortex-A9 デュアルコアSoC
9～36Vの幅広い入力電圧範囲

ロック可能なコネクタ

オプションのUSB Wi-Fiモジュール

オプションの10.1"投影型静電容量タッチスクリーン
サポート

VIAシステム

VIA システムは、優れた信頼性と高性能のシステムハードウェアプラットフォームと安定したソフトウェアフレームワ

ークを組み合わせることで、スマートシティ環境におけるタッチ、音声、ワイヤレスインターフェースを使用したリッチ

なマルチメディアアプリケーションとサービスの迅速な開発を可能にします。これらには、複数のカスタマイズオプシ

ョンを備えた堅牢でスケーラブルなシステムが幅広く含まれます。

高性能ファンレス堅牢なシステムで、データ集約型の処理および監視
シナリオ、またマルチメディア・インフォテイメント・アプリケーション向
け超高信頼性と高性能を備えたソリューションです。

VIA AMOS-3005
■

■
■
■

■

VIA PadLock ® セキュリティエンジン搭載1.2GHz VIA Eden ® X4
プロセッサ
9V~36V の幅広い入力電圧対応

-40°C~60°Cの幅広い動作温度範囲

デュアルギガビットイーサネット、オプションのWi-Fi、および3G / 4G
モジュール
ロック可能なUSB、COMおよびGPIOを含む豊富なI / O機能セット

堅牢な超小型ファンレスシステムで、運輸施設の監視と制御アプリケ
ーションに最適な低消費電力ソリューションとなり、幅広いハードウェ
アおよびソフトウェアのカスタマイズオプションも備えています。

VIA AMOS-820
■
■
■
■

■

1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoC

オプ ションのパワー・オーバー・イーサネット（PoE）
-20°C～65°Cの幅広い動作温度範囲

デュアルCANバス、デュアルCOM、およびGPIOを含むレガシー
I / Oに対応
VIA Smart ETKとLinux とAndroid BSP対応

堅牢な超小型のAndroidシステムは、スマートロッカー、自動販売機、
情報キオスク、サイネージなどの幅広い屋外IoTアプリケーションに簡
単にカスタマイズできます。

VIA ARTiGO A830
■
■
■
■
■

1.0GHz NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoC

5つのRS-232ポートと、1つのRS-485ポート
-20°C～60°Cの幅広い動作温度範囲
耐サージ・耐静電気（ESD）防御
5Wオーディオアンプ

この堅牢な超小型ファンレスクアッドコアシステムは、幅広いミッショ
ンクリティカルなサイネージ、キオスク、HMI乗客向け情報表示アプリ
ケーションに設計されており、豊富な接続性とネットワーキング機能を
統合しています。

VIA ARTiGO A1300
■

■
■
■
■

VIA PadLock ® セキュリティエンジン搭載1.0GHz VIA QuadCore
E-シリーズプロセッサ
独立デュアルディスプレイ対応の2つのHDMIポート

COM、DIO、USB 2.0、USB 3.0ポートを含む豊富なI / O機能

オプションの3GとWi-Fiモジュール

VIA MagicView ® コンテンツ管理ソフトウェア対応

迅速なカスタマイズ

VIA 都市生活IoTソリューションは、ハードウェアおよびソフトウェアのカスタマイズを迅速に行なうモジュールを使用

して設計されています。 主なカスタマイズオプションは次のとおりです：

周辺機器の統合 :

VIA 都市生活IoTソリューションは、UART、USB、GPIOおよびHDMIポ

ートの幅広い選択により、さまざまなレガシーや周辺機器およびアク

セサリに柔軟な接続性を提供します。ギガビットLAN、Wi-Fi、4Gネッ

トワークオプションは、スマートフォンやタブレットなどとの高速なネッ
トワーク接続を実現します。

運用環境の最適化 :

VIA 都市生活IoTソリューションは、堅牢なフォームファクター、低消費

電力、および幅広い動作温度範囲を備えており、もっとも苛酷な環境

でも動作できるように最適化することができます。

ソフトウェアのカスタマイズ :

豊富なAndroid、LinuxおよびWindowsソフトウェア開発の専門知識

、そしてVIA Smart ETKを含む、使いやすいBSPとSDKなど、完全なソ
フトウェアカスタマイズサービスを提供します。数多くのプラットフォー
ムにわたって、VIA 都市生活IoTソリューションの互換性、性能、I / O接

続、VIA
および周辺統合を最適化します
。
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