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IoT の進歩を活用した照明制御のススメ−
「一度設定してそのまま」からの脱皮
ベアトリス・ウィッツゴール
照明シーンに対する複雑なプログラミングが必要だった時代は終わった。IoT
の到来により、照明デザイナーは、直感的なインタフェースで制御可能な、
柔軟なワイヤレス照明機構を採用する必要がある。
私が記憶する限り、照明制御は常に、
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かの米アップル社（ Apple ）製品に搭載

は、安全なパスワードが必要で、技術
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と IT を熟知するインテグレーターが現

ィカル・ユーザー・インタフェース）
を誰も

場を訪問するというコストのかかる作

が使用できるようになった。スティー

図 1 エンドユーザーはなじみ深い GUI（グラ
フィカル・ユーザー・インタフェース）によっ
て、照明シーンを選択できるようになってい
る。（写真提供：ルミファイ社）
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IoT 対応の照明制御がもたらすすべて

と可能性は、ワイヤレス制御の中にあ

むことさえあった。設定の各変更に対

の可能性を受け入れる準備がユーザー

る。ワイヤレス制御とは、LED、ドラ

し、対応する設定を特定するためにノ

にはないと、照明業界がまだ考えてい

イバ、通信チップが 1 つのユニットに

ート PC で制御ゾーン、記号、メモを

るからだろうか。私たちが生きる社会

統合され、インテリジェンスと制御が

解読する必要があった。エンドユーザ

では今、すべての消費者が自らの生活

ソフトウエアに基づく状態を指す。

ーやデザイナーの観点からは、照明シ

を簡素化するために、技術的に最も進

現在、多くの企業がワイヤレスソリ

ーンの設定は困難で耐え難い作業だっ

歩した最高の選択肢を期待するように

ューションを謳っている。しかし実際

た。直感的ではなく、簡単にアクセス

なっている。クライアントはそれを求め

には、そのほとんどがハイブリッド型

できるものでもなかった。複雑でコス

ていないのか、それとも、より良い代替

のソリューションで、バックボーンは

トのかかるその作業を繰り返したいと

策がわからないために私たちがその要求

やはり有線接続されており、モバイル

思う人などいなかった。一度設定すれ

を無視しているのだろうか。そう考えて

アプリがシステムの拡張機能として提

ばそのまま放置しておけるようにする

みると、これまで想像もしなかったよう

供されている。プロプライエタリなワ

ことが目標になったのには、そうした

な、新しい照明制御の可能性と機能が

イヤレスハードウエアをモバイルアプ

経緯があった。

多数存在することがわかる（ http://bit.

リとともに推進する企業もある。その

ly/2kRkT3o ）
。パーソナライズと柔軟

ハードウエアは実際の照明器具とは一

ト PC を抱えて IT 設備収納室に入り、

今では、その複雑な作業が過去のも

26

2018.6 LEDs Magazine Japan

体化されていない。追加の制御機器が

IoT対応照明ハードウエア

やはり必要になるため、真の統合シス
テムではない。それは、
パーソナライズ、
柔軟性、動的な照明機能を可能にする、
IoT ベースシステムの新しい可能性を
活用するものではない。
統合システムとは、ハードウエアメー
カーが、ファームウエア（ワイヤレスチ
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図 2 さまざまなスマート照明製品や通信プロトコルと互換性がある統合コマンドシステムによ
り、ユーザーは直感的に照明を制御することができる。
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いうのに。
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理解不足は、代替手段に気づいてい
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