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適時を迎えた、
幸福感を高める照明のIoTによる推進
マリアナ・フィゲイロ
ヒューマン・セントリック・ライティング
（ HCL：Human Centric Lighting、

細胞に存在する一連の体内時計によっ

人に優しい照明）
、つまり、健康と幸福をもたらす照明を進歩させるための賢

て駆動され、それらの体内時計は、脳

明な動きとして、インテリジェントなデータ収集機能を照明に組み込んで、

の視床下部にある中枢の体内時計によ

カスタマイズされた概日照明を実現することについて説明する。

って制御される。中枢の体内時計は、
網膜が受ける光によって刺激され、人

モノのインターネット
（IoT：Internet

うことができる。その結果、複数のセン

間は、正しいスペクトルの十分な量の

of Things ）はすっかり浸透しているよ

サが現在、私たちの動きを複数の方法

光を、適切なタイミングに十分な時間

うだ。誰もが今、スマートフォン、タ

で追跡し、多種多様な規模で稼働する

だけ浴びなければ、太陽日との同期を

ブレット、コンピュータ、さらには電

無数のシステムと相互に作用できる「ビ

維持できないことが、研究によって明

球に至るまでの何かに接続されてい

ッグデータ」を生成している。しかし、

らかにされている。

る。IoT 接続デバイスの数は、急速に

そのデータはどのような目的に使われ、

増加している。調査会社である米ガー

どのような価値を実際にもたらすのだろ

能、神経行動学的能力、そして睡眠に

トナー社
（Gartner）
の最近の調査では、

うか。急速に進化してますます複雑にな

悪影響が生じる可能性がある。シフト

世界中で接続されている「モノ」の数

るこうしたシステムに対して、照明はど

制で夜間に勤務する従業員のように、

は 2017 年から 2020 年までの間に、控

のように寄与できるのだろうか。

そのような状態が長く続くと、脱同期

えめに見積もっても、約 84 億台から
204 億台へと 2 倍以上に増加すると予

光と健康：生物学の基礎

同期が維持できなければ、生理的機

から、糖尿病や肥満などのより深刻な
健康状態が引き起こされ、心疾患やガ
ンのリスクが高まるとされている。

測されている。増分の 60% 以上を、消

照明は、情報を収集して伝達するた

費者向けの製品やサービスが占めると

めの単なる経路ではなく、私たちが空

概日システムに影響を与える照明の性

いう
（ https://gtnr.it/2J2nYGn ）
。照明

間を照らすのには多数の理由があるこ

質は、視覚に影響を与える性質とは異

は、IoT に接続されているすべての空

とを覚えておかなければならない。網

なる。メラトニンは、夜間に暗い場所で

間において基本的な機能を供給してい

膜に届く光は、効果的かつ効率的な視

分泌されるホルモンで、夜であることを

るので、ネットワーク接続されたこの

覚を私たちに与え、建造環境の中を移

人体に伝えるものである。概日効果は、

世界においてすでに重要な役割を担っ

動できるように支え、雰囲気を作り上

メラトニンの急激な抑制と、その生成の

ている。照明業界は、照明器具が IoT

げ、転倒するリスクを軽減する。

タイミング（周期）のシフトで測定され

インフラに完璧に適合していることを

しかし、そうした明白なメリットに加

る。例えば、わずかな光であっても、人

理解しており、開発途上にあるこの機

えて、光は、私たちの体内時計を調整

体のメラトニンの生成に影響を与える可

会の活用に乗り出している。

することによって、睡眠、注意力、健康、

能性があるが、そのレベルは、視覚に

IoT 環境が整備されたことで、今で

そして全般的な幸福感にも影響を与え

影響を与えるのに必要な光のレベルより

は、建物内の個人の位置を追跡し、何

る。ただし、体内時計に対する光の影

は高い（1）、（ 2 ）。人間は、
「青空検出体」

をしているかを識別し、必要と思われ

響は、おそらく最も複雑で、最も解明

であるといえる。なぜなら、人体のメラ

る（が本人はまだ必要だと認識してい

されていない照明の側面である。

トニンの生成を急激に抑制して、その周

ない）製品を提案し、屋内環境が快適

24 時間周期で繰り返される生体リズ

（視覚、温度、空気品質など）になるよ

ムは、概日リズムと呼ばれ、光は、そ

うに調整し、消費エネルギーを計算す

れを太陽日と同期させる主要な刺激で

1 日のどの時間にどのような種類の

るなど、それ以外にも多数の処理を行

ある。人間の概日システムは、体中の

光を浴びるかによって、概日システム
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期をシフトさせるピーク感度は、460nm
に近いからである（ 3 ）〜（ 5 ）。

にさまざまな影響が生じる。中核体温

ても知られる）の促進を目的とする照

り目的に適した、まぶしさが抑えられ

（人間の概日リズムの 1 つ）は、一般的

明は、時間経過を追って、起きている

たソリューションの開発と利用が可能

に夜の後半に最も低下するが、その後

間の 24 時間周期の露光を制御する必

になった。

に「朝」の光を浴びると、次のサイク

要もある。

ルの睡眠のタイミングが早まる。一方、
中核体温が最も低下する前に「夜」の
光を浴びると、睡眠のタイミングは後

照明が及ぼす影響の研究
光の治療適用に関する初期の研究

これまでに公表されているその他の実
験研究や実地調査の多くは、オフィス勤
務者、アルツハイマー病と関連認知症
（ ADRD：Alzheimer ’ s Disease and

は、季節性情動障害（ SAD：Seasonal

Related Dementias ）を 患 う 高 齢 者、

光を浴びるタイミングと密接な関わ

Affective Disorder ）
の症状に対する処

思春期の子供に対する照明の効果を分

りを持つのが、24 時間の間にその人が

置を主な対象としていた。SAD に対

析するものだった。複数の研究で、建

どのように光を浴びたかという累積履

する光の有益な効果に関連するメカニ

造環境において日中の時間帯に概日リ

歴である。研究によると、この履歴を

ズムは、まだ十分には解明されていな

ズムに対する刺激を高めることによ

測定すれば、単にある特定の場所と時

いが、医師は光の治療効果を認識して

り、照明の効果を実証する試みが行わ

間における露光を測定するよりも、はる

おり、SAD に対する単独または補助

れており、中には、夜の時間帯に概日

（7）
、
（8）

かに豊富な情報が得られるという

的な治療法として推奨している。しか

リズムに対する刺激を抑える研究も存

概日システムは、露光と密接な関係が

し、従来処方の光線治療装置は、非常

在する。昼間勤務者に対する照明スキ

あるらしいので、過去 24 時間の明と

に輝度が高くてまぶしいため、残念な

ームは、概日同調を促進するように設

暗の固有のパターンを追跡すれば、次

がら患者がその治療法に順応できず、

計するべきだという点で、研究者らの

の 24 時間の最適な露光の判断に役立

その効果が低下する場合がある。固体

意見はおおむね一致している。それに

ろにずれる

。

（6）

。

つ可能性がある（図 1 ） 。つまり、露

照明
（ SSL：Solid State Lighting ）
など、

より、睡眠、気分、健康、そしておそ

光のスペクトルとタイミングは非常に

より効果的な技術が新たに開発された

らくは仕事の能率も上がるはずであ

重要な要素だが、概日同期（同調とし

ことで、SAD の症状緩和に対し、よ

る。さらなる研究として、概日周期に

（9）

図 1 固体照明（ SSL ）製品に、IoT の行動データ追跡機能を組み合わせることで、朝（上）と夜（下）の光設定を適時に供給して概日リズムを支える、
健康的な家庭用照明を実現することができる。
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影響を与えることなく注意力を高める

校での成績不振、自動車事故につなが

Energy Agency）
が現在進めている共同

ための光の利用方法も調査されてい

るとされている。思春期の子供が、日

研 究プロジェクトである。
「 Swedish

る。これは、勤務中に注意力を維持す

中の大半を屋内の薄暗い教室で過ごす

Healthy Home 」というこのプロジェク

る必要があるが、メラトニン周期を乱

ことで、体内の概日システムを太陽日

トでは、個々の家庭が、健康的な結果

すことは避けたい夜間勤務者にとっ

と同期できず、夜には、自己発光の電

を促進するために照明を調整する上で

て、特に重要なものである。

子機器の使用で、概日周期が後ろにず

最も効果的な場所であると考えている

米 レ ン セ ラ ー 工 科 大（ Rensselaer

れることにより、この問題は増長され

（ http://bit.ly/2J0a6w9 ）
。ほとんどの

Polytechnic Institute ）
の照明研究セン

る可能性がある。LRC の調査では、思

人にとって、職場や学校などの公共の

ター（ LRC：Lighting Research Center ）

春期の子供の概日同調を効果的に促進

建物の照明を制御することは難しいの

が 5 つのオフィスビルで実施した最近

し、睡眠抑制効果を抑えるためには、

で、否応なしに家庭が、健康的な生活

の調査では、概日リズムに対する刺激

24 時間の明と暗のパターン全体を制御

のための基盤ということになる。しか

を高めた環境で午前中を過ごしたオフ

することの重要性が指摘されている。

し、家庭用照明で良好な健康状態を促

ィス勤務者は、睡眠の質が高まり、気

さまざまな人々で構成された調査対

進するには、1 日を通して露光を追跡

分が落ち込むことが少なくなったと報

象者は、明と暗のパターンに対する概

して記録し、生体系に対する光の作用

告した（ http://bit.ly/2xv9k9a ）
。睡眠

日システムの反応が同じである以外に

を理解して、必要な照明調整を行う必

と覚醒の標準的なサイクルを維持する

ほとんど共通点がない。また、健康と

要がある。こうした対策のすべてを個

ために、夜間の露光を低減することが

幸福感を高めるための照明介入は、万

人で行うのは、世界で最も先進的な国

重要であることはすでに広く知られて

人に同じパターンを適用すればよいと

においても大半の人々にとって実質的

いるが、この研究では、勤務時間全体

いうものではない。しかし、IoT が重

に不可能である。

を通して適切に概日リズムを刺激する

要な役割を担う理由と仕組みは明確で

ことの効果も実証されている。

ある。

ADRDを患う高齢者を対象とした実
地調査では、概日リズムに対する刺激

光と健康における IoT の役割

露光を追跡、記録、解釈できる技術
が、このプロジェクトの中核に位置す
る。デバイス（ここでは、LRC が開発
した「 Daysimeter 」
、図 2 ）によって、

最新の研究では、任意の空間を占有

同一世帯の各個人の 1 日を通した露光

自宅で過ごす人々の抑鬱症状が緩和さ

する人々の概日ニーズを満たすように

を追跡し、データをスマートフォンな

れた。それ以上に簡単に露光が制御で

照明システムを調整することが重要で

どの携帯型電子機器（ PED：Portable

きる介護施設では、同じ介入によって、

あることが示されている。思春期の生

Elec tronic Device、http://bit.ly/

睡眠、抑鬱、興奮の状態に改善が見ら

徒向けの制御スケジュールは、介護施

2xwho9K ）に送信して保存する。毎日

れた。LRC が介護施設で実施した別の

設の ADRD 患者向けのものとは異な

帰宅すると、データが家庭の中央照明

調査では、特別に設計された LEDライ

り、米海軍の潜水艦乗組員と夜勤の看

制御システムに自動的に送信され、各

トテーブルを用いた照明介入によって、

護師でも異なる。看護師は、新生児集

人に対する個別の家庭ベースの照明プ

入 所 者の概日リズムを強く刺 激した

中治療室（ NICU：Neonatal Intensive

ランの基盤として利用される。このシ

（ http://bit.ly/2J1FV7H ）
。介護施設の

Care Unit ）
で低出生体重児の看護にあ

ステムは、誰かが帰宅して翌日出てい

共用エリアで一般的に行われるように、

たる場合もあり、そこでの照明ニーズ

くまでの間、個人に合わせて照明を調

テーブルを囲んで座った入所者は、睡眠

もまた、大きく異なる。しかし、この

整して管理する。

時間が著しく長くなり、興奮や抑鬱の

ようなニーズにどのようにして対応す

状態を示すスコアが低下した。

ればよいのだろうか。

を日中は高め、夜間は抑えることにより、

このシステムを効果的に機能させる
には、家の中でも外でも起きている間
はずっと、Daysimeter（または類似の

思春期の子供は、早い時間に寝付け

健康的な結果を得るためにいかにし

ず、学校に行く朝は決まった時間に起

て IoT と照明を連携させるかという問

デバイス）を着用しなければならない。

床しなければならないことから、慢性

題に取り組む 1 つの例が、LRC、スウ

人が別の部屋に移動すると、家庭の照

的な睡眠不足に陥る可能性がある。そ

ェーデンのルンド大（Lund University）
、

明システムは個人用デバイスを認識

れは、気分の落ち込み、問題行動、学

スウェーデンエネルギー 庁（Swedish

し、照明を動的に調整して、家の外で
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図２ LRC の「 Daysimeter 」のような小さなウェアラブルトラッカは、個々のユーザーデータに基づく計画的な照明スキームを提供する、個人のニ
ーズに適合したスマートな照明システムにおける重要な構成要素である。

た照明介入を選択する
（あるいは、保護

る、建造環境における従来の照明スキ

られた介入を行う（図 3 ）
。システムの

者が最終決定権を握るというのでも良

ームは、人間の概日システムを乱し、

自動制御が望ましくない場合は、任意

い）
。選択された照明介入が自分の照

睡眠障害や全般的な幸福感の低下のリ

の時点で任意の期間、居住者の個人用

明ニーズと相反する人の PED には通知

スクを高めるという研究結果が示され

PED を通して照明ニーズを通知して対

を送信し、光ゴーグルや、スペクトル

ている。健全な概日リズムを維持する

策を講じるように、システムをオーバ

をフィルタリングするメガネなど、光を

には、すべての人を建物から建物へと

ーライドして設定することができる。

「供給」またはフィルタリングする個人

追って、24 時間を通して調整を行う

受けた露光を埋め合わせるように定め

米国国勢調査によると、ほとんどの

用デバイスを使うように忠告する。

照明が必要である。IoT によって、健

米国人が一人では暮らしていないの

このように、Daysimeter システム

全な概日リズムを維持するための包括的

で、同一世帯の複数の個人の間で照明

による照明介入と適切な防衛手段によ

な照明システムが、ようやく実現される

ニーズが競合する状況が、家庭にテレ

って、同一世帯のすべての個人の概日

可能性がある。適切な概日照明システ

ビが一台しかなかった時代のリモコン

システムの同調が毎日支援され、健康

ムとは、スペクトルを調整できるだけで

の取り合いに似た状況につながる可能

と幸福感が促進される。このシステム

なく、概日システムに有効な光を適時に

性は容易に想像できる（ http://bit.ly/

は動的でポータブルなので、その人の

供給または遮断できるものである。よう

2J2gOSq ）
。しかし、このプロジェク

教室や職場でも簡単に適用できる。

やくそれを実現する時が来た。

ト用に設計された照明システムは、部
屋の特定のエリアの照明を、個々のニ
ーズに最も適した状態に調整するよう

健康と幸福感を促進する
IoT の役割を妨げる障害

明と暗の時間を追跡し、同調を維持
するか概日リズムの乱れを修正するた
めの光供給を管理する、適切なハード

に設定されている。複数の人間が同時

照明業界の最大の課題は、特定の建

ウエアインフラとソフトウエアプリケ

に 1 つのエリアに集まっていて、この設

物の照明は、作業を効率的に行い、瞬

ーションを実装すれば、IoT は実質的

定が不可能な場合は、事前に設定され

時に周囲を把握するための視覚を主な

に 24 時間無休体制で、個人用の光と

た優先順位を適用して、概日リズムの

ニーズとする、固定で独立した存在だ

健康指導をエンドユーザーに提供する

調整を最も必要とする人、または、概

という固定観念からの脱却である。24

ことができる。ゆくゆくは、IoT 技術

日リズムの乱れに最も敏感な人に適し

時間を通して薄暗い固定の光を供給す

による連続的で一貫したモニタリング
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光ロガー
シーンコンポーザ兼
ZigBeeコーディネータ

アクティビティロガー

ZigBee対応の
LED電球

図３ 「Swedish Healthy Home」
プロジェクトの解説画像。IoT に基
づくシステムにおいて、さまざまな
デバイスやハードウエアがどのよう
に相互に作用して、ユーザーの照明
ニーズに適応するかを示す 1 つの例
となっている。

ハブサーバー

インターネット

ロケーション検知アプリ
光供給スケジューリングアプリ

iBeacon

によって、概日照明システムは時間と

雇用主は職場の照明システムをアップ

めの絶好の状況にある。ただし、健全

ともに、ユーザーの行動を学習し、長

グレードするだろう。

な概日リズムを維持する照明の価値を、

期にわたる照明を自動的にプログラム

IoT 環境が整備され、普及と機能の

固定空間を囲む 4 枚の壁を超えて発信

して、個人用センサの着用を不要にで

面で急速に成長するなか、照明業界は、

し、調光可能照明システムを超えて提

きるかもしれない。センサは、再調整

すべての人々にとって健康的な照明技

示しなければ、照明業界がこのトレン

が必要とユーザーが感じるまでは取り

術を実現し、IoT 技術を発展させるた

ドのハンドルを握ることはできない。

外しておくことができる。あるいは、
他のユーザーが一時的に再利用するこ
とも可能である。

照明業界が
先導しなければならない理由
睡眠の改善、気分の向上、抑鬱症状
の緩和、作業に対する注意力の喚起と
いった照明のメリットには、端的に言
って千金の価値がある。自閉症の子供
を持つ親は、多少高額であっても、睡
眠補助薬の必要性を減らす 24 時間照
明システムを購入するだろう。愛する
祖父母が介護施設に移らなくても自宅
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にいられるのであれば、家族はためら
うことなく新しいテーブルランプを購
入するだろう。従業員の職場における
注意力と幸福感が高まるとわかれば、
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