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コネクテッド�	に�するFAQ

はじめに

��で��が��できるのは��のことと�えられます。とはいえ、オフィスビル、�

�､��など���の����で、��の��と��が��を��する�で	
な
�とな

っています。�えて、�に�����においては��コストも�きな�"�の1つです。

�#サービス"�を&'するための()の1つが��の*+です。,�や-�は��の./

とコストにより0くの12を3うようになっています。

��で��を*+するのは、IoT (モノのインターネット)アプリケーションの?@です。

��をABしたり、CDのビルをEFしたりする�Gは、*+HきLED��を��すると�

きなIJがK�です。ここで、コネクテッドLED��についてエンジニアからQせられる	


な�RをいくつかSTします。

����でLED�	を��する��は�ですか？

UVだけでなくあらゆるW�ビルで、XYの�Z[や\]^��をLED��に�き_える

`れが��aです。LEDはbのどのXYc��よりも、ルーメン(�e)�たりのf��#が

さくてgみます。�/として、���な��ではh�なエネルギーIJと�jなコスト

&'につながります。�えて、すべての�kにあるl��をローカルとリモートnoから

*+できるp�を��すれば、さらにq�にIJがK�です。

しかし、これだけではありません。LEDは�Z[や\]^よりもrsが�く、tuによっ

てはv�10wx�に�します。その�/、y_により��をIJできます。さらに、LED
は�zデバイスなので、}コストの�z��で~�に*+できます。

LED�	はどのように��できますか？

AC�#ライン��を����するXYc��とは�なり、LEDはDC��で��します。

���のLED����は��にオフ／オンされるだけですが、?�のp�には�*+や�Z

p�が�わっており、Zレベルを���できます。DC�#をオフまたはオンに�り�える

��の*+��は、XYの�スイッチまたは�らかのリモコン��から ることができま

す。オフ/オン/�Z��はXYのAC!"または�"で��できます。

�Bエンジニアは、��の��がイーサネットLANのバックボーンとして��している

CAT5eまたはCAT6のUTP6(シールドなしツイストペア)!"を��できることに¡づきまし

た。PoE (Power over Ethernet)オプションを��すると、¢じケーブルを��して#$デ

ジタルデータ��に�え、DC�#も� できます。
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コネクテッド�	にPoEを��する"#の��$%を�	してください。

�¤¥に、IEEEのイーサネット%¦グループは802.3�¨にPoEを��しました。802.3af
として©&されたPoEのvªのバージョンは、486Vでv�12.5 Wを«'するように�(さ

れていました。AC/DC�¬の#をDC'�に(®するイーサネットポートに�)し、UTP
ケーブルを"°して�#を±
とするリモートp�にDCを'�します。これにより、リモ

ートデバイス²でイーサネット�)が±
な�Gでも、³のAC/DC�¬は´
です。

PoE�¨は��µ、�¶にわたってアップグレードされてきました。·¸、vA�¨は

802.3btであり、v�90 Wの*+を,¹できます。この�ºは��への�#«'には´»�

に¼えますが、LEDははるかに½ない�#で#いルーメンレベルを¾¿することにÀ2して

ください。これにより、イーサネット�)がD¸するどの�kでも��への�#«'がK

�です。

ワイヤレス2�でどのように�	を��できますか？

ワイヤレス*+はÃい-Äをカバーしなければならないので、�³な!Åが±
です。

���のパーソナル�.のワイヤレスÉ/の�G、Ê.ËÌは�»メートルÍeです。

また、これらの}�#��は、�、ÎÏ、そのbの0ÐÑを12する±
があります。

このÒ�ËÌの3ÓをÔÕする1つのoÖは、メッシュネットワークをØ�することです。

メッシュネットワークはÃËÌに�Ùした4�のノードでÚ¿されます。Ûノードはvも

5くにあるbのノードにリンクされます。これらのノードはより6くにあるbのノードと

リンクアップされます。このように4�のノードが、あるノードから³のノードに*+�

�をa7するので、メッシュネットワークはÃい-Äをカバーします。メッシュネットワ

ークは��*+では±8に5いと9えます。ビルlÜを*+する�G、メッシュネットワ

ークはこのアプリケーションに:したÝ?のトポロジになるはずです。Aしいノードを~

�に��または&;できるので、¿�やÞßに®じてネットワークをà�・<すること

もK�です。

���	を��するのに、どのワイヤレス2�を��できますか？

W�ユーザのäåに®えるために±
なメッシュp�をæ«するç
なワイヤレスÉ/は

èの2つです。Bluetooth® Low EnergyとZigBee®です。n�¨とも、J20¤é���されて

きました。このプロトコルはªä�¨にメッシュのêëをØ�していたほか、��にあた

って0くのサポートがìられます。

Bluetooth Low Energyはv5メッシュp�を��しました。n�¨とも:�に��し、

í=>ワイヤレスÉ/として�?されています。4�の,�からハードウェアとソフトウ

ェアがæ«されています。
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オンセミはLEDへの	
に9:するために、どのような�=を>?していますか？

オンセミのAしいコネクテッド��プラットフォームは、ð��LED��アプリケーショ

ンのニーズに®える@Gòソリューションです。エネルギー.óにôれたこのプラットフ

ォームは、16�のLEDでÚ¿されるストリングをv�2õAサポートし、v�7,000ルーメ
ンの�eに(®します。�(のöB÷をøùするために、このプラットフォームは�#«

'にCする4�のオプションをæ«し、Bluetooth Low EnergyおよびPoEúけモジュール

を"°したÊ"�)にも(®します。RSL10 SIP (システムインパッケージ)をベースとす

るワイヤレス�)モジュールにより、�Z、オン/オフ、Hûモバイルアプリケーションを

��したプログラミングなどのLED*+を�·できます。また、このプラットフォームはý

ÌtuをþDするために��センサも�Eしています。
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