
株式会社共和電子製作所 様

株式会社共和電子製作所様は技術ノウハウを活かした自社開発製品にも注力し、新たにNEC/NECエンジニアリング

（以下NECグループ）の920MHz帯無線モジュールを採用したLED照明灯無線ネットワークシステム「ecoluz（エコ

ルッツ）」を開発しました。ecoluzは、LED照明灯に電源基板、無線モジュール、各種センサを内蔵。コントローラを通じて、

ネットワーク内のPCから１灯単位での調光制御が可能な省エネシステムを実現しました。

小型で組み込みやすい920MHz帯無線モジュールを採用し、
LED照明1灯ごとの調光制御可能な省エネシステムを実現。

社　　　名 ： 株式会社共和電子製作所
所　在　地 ： 〒665-0051
 兵庫県宝塚市高司4丁目3番31号
設　　　立 ： 1980年7月15日
資　本　金 ： 3,000万円
従　業　員 ： 35名
亊 業 内 容： 電子応用機器の設計・製作及びプリント
 配線の設計・製作
U　R　L ： http://www.kyowadenshi.com
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注目され始めたLED照明灯を無線で調光
制御することを発想

電子応用機器の設計・製作やプリント配線の設計・

製作を中心業務としてきた共和電子製作所様は、

培ってきたノウハウを活かして自社オリジナル製品

の開発にも注力しています。営業を担当する志岐将

寿氏は、LED照明灯無線ネットワークシステムの開

発経緯について次のように語ります。「当社が自社

開発製品に力を入れ始めたのは5、6年前からです。

創業以来、回路設計や基板設計の受託開発を中心

としてきましたが、近年ではソフトウェア開発やアプ

リケーション開発業務も増え、こうしたノウハウを活

かしたシステム化商品ができないかと研究を進め

ていました。ちょうどその頃、LED照明が白熱電球や

蛍光灯に比べ、長寿命、低消費電力ということで注

目され始めていました。そこで、自社の持つLED照

明灯の電源基板の開発技術と、家電向けの近距離

無線通信技術を組み合わせ、無線で1灯ずつ調光制

御したらどうかという発想が生まれてきました。とこ

ろが、直管形のLED照明灯も、技術的に進歩するに

つれ次第に管径が細いタイプが主流になってきまし

た。すると、これまでの試作品段階ではLED管に内蔵

できた無線モジュールが入らなくなってきたのです」

無線部分の開発を担当した技術課主任の岡本勇二

氏は、内蔵可能な新たな無線モジュールを探すこと

になりました。「試作を繰り返しながら、細いLED管

に入れることのできる無線モジュールをいろいろと

探していました。そこで、NEC販売特約店の株式会

社ヌマタより紹介があったのが、NEC製920MHz帯

の無線モジュールでした。さっそく、920MHz帯の

無線モジュールを使って試作してみると、これまで

利用していた無線モジュールよりも小型で組み込み

が容易なので、システムとして使いやすく、通信距離

小型で使いやすく十分な通信距離が得ら
れる920MHz帯無線モジュールを採用

http://jpn.nec.com/engsl/

• LED照明灯を1灯単位でのきめ細やかな
調光制御を実現したい。

• 蛍光灯からLED照明灯に置き換える際、
交換や調光制御のための配線工事をなく
したい。

• 小型な920MHz帯無線モジュールをLED照明1灯
ごとに内蔵することで、１灯ごとの調光制御を実現。

• 無線コントロールにより、蛍光灯器具のある所では、
配線工事不要でLED照明灯の取り付けが可能に。

導入前の背景や課題

課題と成果

選択のポイント

920MHz帯無線通信モジュール 導入事例



1灯ごとに調光可能
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お問い合わせは、下記へ

●「ecoluz」、「AELAS」は株式会社共和電子製作所の商標または登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、製品名は、
各社の商標または登録商標です。 ●このカタログの内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承
ください。 ●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等を
ご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い
上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。 ●本事例の内容は、2012年12月時点のものです。

NEC　エンジニアリング事業推進センター
〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
TEL：044（435）9462　FAX：044（435）9461

NECエンジニアリング　営業本部
〒211-8666　神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
TEL：044（435）9416　FAX：044（435）9423

920MHz帯無線通信モジュール 導入事例
株式会社共和電子製作所 様

● LED照明灯（920MHz帯無線モジュール実装）

● LED照明灯無線ネットワークシステム　構成イメージ

● 無線コントローラ（920MHz帯無線モジュール内蔵）

約3年の歳月をかけて開発したLED照明灯無線ネッ

トワークシステム「ecoluz」は、評価試験でもきわめ

て良好な成績が得られ、共和電子製作所様では特許

も取得。「その特長は、何と言っても1灯ごとにきめ細

かく調光できるところにあります。オフィスのフロア

でも、時間帯によって日光が入って明るい所と暗い

所があり、これを1灯ごとに調光するだけで、オフィス

全体、ビル全体で考えると、大きな電力削減効果が

得られます。調光のコントロールは、コントローラを

通じて社内ネットワークにつながっているパソコン

からすべてのLED照明灯を制御できます」（志岐氏）

共和電子製作所様の評価試験では、蛍光灯から

ecoluzへ置き換えることによって、消費電力が40W

から平均12Wになり、約70％の消費電力削減効果

という結果が得られています。また調光に関しては、

照度センサでの自動調光も選択でき、さらに人感セ

ンサと組み合わせての節電も可能です。さらに、導

入時には各種の蛍光灯照明器具に対応するLED照

明灯を採用しているため、取り換えの配線工事は不

要であり、また無線通信なので制御用の配線工事も

今後のecoluzの展開について、水野氏は次のように

述べます。「大量の注文をいただいたときのために

も、できるだけ早く量産体制を整えたいと考えてい

ます。現在は人手に頼る工程が多く、この部分をシス

テム化することで大量注文に応えられるようにする

とともに、コストダウンにも結び付けていく計画で

す」「ecoluzの良さを認めていただいても、お客様

は投資に対する償却期間のことを気にされていま

す。量産化でコストダウンが実現すれば、償却期間

も短くなるので、販売面でも大きなプラスになりま

す」（志岐氏）「今後は、無線モジュールを内蔵した

LANのコントローラの開発なども考えています。

NECグループは、技術的なサポートもしっかりして

いて、問い合わせに対するレスポンスも非常に迅速

です。今後も、いろいろな側面からの技術サポートを

期待しています」（岡本氏）

に関してもオフィスなどの広さに対しては十分な通信

距離が得られました。そこで、この無線モジュールを

採用することにしました」

不要です。「東日本大震災後は特に節電への関心も

高まり、当社へのお問い合わせもたくさんいただく

ようになりました。現在は、オフィス向けの照明用に

いろいろなお客様と商談を進めています」（志岐氏）

共和電子製作所様が採用された920MHz帯無線通

信モジュール（H001-000013-001）は、外形寸法が

アンテナ部やケースを含めても39.5×20×3.9（mm）

と小さく、組み込みに適したな仕様です。通信プロト

コル開発も不要で、装置開発工数の削減にも寄与し

ます。また、920MHz帯無線の特長として、減衰が少

なく回折性があるため、障害物の影響が軽減できる

ことが挙げられます。したがって、無線通信エリアを

広くでき、オフィスや工場などの広い空間での利用が

可能です。「920MHz帯を採用すると、コントローラ1

に対しN本のLED照明灯ネットワークが構築できる

ので、非常に使い勝手もよくなります。これも大きな

メリットです」（岡本氏）「最初のお客様の要望に応える

ため、まず製品化しました。その後も、LED管への内蔵

方法や取り付け器具の改良を繰り返し、1本のLED

照明灯に電源基板、無線モジュール、各種センサの

すべてを内蔵する現在のecoluzになりました」と、

開発部リーダーの水野悟司氏は、開発の経過につい

て語ります。

小型で組み込みに適し、減衰が少なく
回折性があり通信エリアを広く取れる

導入ソリューション

1灯ごとのきめ細かな調光制御を可能
にし、約70％もの消費電力削減を実現

導入後の成果

生産工程のシステム化に取り組み、大量
生産とコストダウンを実現

今後の展望
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