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イシカワ

DALI初心者学習キット説明書 1.DALIと初心者学習キッ
トについて知る

smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/

 
このページをPDFでダウンロードする
スマートライト株式会社にて販売しておりますDALI初心者学習キットは、DALI制御を実際に体験し
ていただけるものです。

このページではDALI初心者学習キット説明書「1.DALIと初心者学習キットについて知る」として、
DALI初心者に役立つ情報をまとめました。

（情報が古いものがあるので、公開、更新日を確認してご覧ください）
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見てわかる動画

わかりやすく解説した動画をご用意しております。

DALIについての参考動画

実際に弊社スマートライト株式会社の中畑が解説しております。

超初心者向け照明制御のDALIの簡単な解説

この動画では「DALIとは何か？」「DALIは何ができるのか？」「今までの調光システムとの違い」
「DALIの優位性」がわかります。

⇒ 超初心者向け照明制御「DALI」の簡単な解説

師匠と小僧さんの関係性で解説されていてとてもわかりやすいです。

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/
https://smartlight.co.jp/wp-content/uploads/2021/08/DALI%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B81DALI%E3%81%A8%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E7%9F%A5%E3%82%8B-1.pdf
https://smartlight.co.jp/contact/
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/#rtoc-1
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/#rtoc-2
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/#rtoc-3
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/#rtoc-4
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/#rtoc-5
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/#rtoc-6
https://youtu.be/NlEh3l3kBFA
https://www.youtube.com/watch?v=NlEh3l3kBFA
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照明制御のDALIを理解する方法とDALI初心者キットの紹介

DALIは照明器具同士の会話であり、DALIの共通言語を学ぶことでDALIを理解できます。
 その会話を見える化するのがDALI初心者学習キットです。

⇒ 照明制御のDALIを 理解する方法と 「DALI初心者学習セット」の紹介

師匠と小僧さんに加えてDALIの神様が登場します。

この動画では初心者学習キットで何ができるのかがわかります。

低予算で照明制御DALIを利用する方法

⇒ 低予算で照明制御DALIを利用する方法

高いと思われているDALIを低予算で使う3つのポイントと価格について。

菱形PSE取得DALI BUS電源のサンプルが到着！令和2年5月から発売します！

⇒ 菱形PSE取得DALI BUS電源のサンプルが到着！令和2年5月から発売します！

制御ボックスが不要なスマートライト社のDALI BUS電源について。

DALI初心者学習キットの参考動画

DALI初心者学習キットの接続の方法はこちらの動画が参考になります。
 （訂正箇所があるので、必ず確認しながら見ましょう）

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://youtu.be/BN6cRIncfB4
https://youtu.be/VTB6NtVaOBk
https://youtu.be/CxJwyPCIkE4
https://www.youtube.com/watch?v=BN6cRIncfB4
https://www.youtube.com/watch?v=VTB6NtVaOBk
https://www.youtube.com/watch?v=CxJwyPCIkE4
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キットの内容は適宜変更しているため、動画や記事の内容が現時点とは異なる情報になっている場合
があります。

DALI初心者学習キット解説動画 No.1 接続について

⇒ DALI初心者学習キット解説動画 No.1 接続について

キットの内容と接続方法が見られます。

最後にライトが点きます。

DALIスイッチをボックスに取り付ける方法

⇒ DALIスイッチをボックスに取り付ける方法

DALI初心者学習キット内のDALIスイッチの準備の方法です。

DALI初心者学習キット解説動画 No.2 アドレッシング

⇒ DALI初心者学習キット解説動画 No.2 アドレッシング

マスターコンフィグレーターを使ってLED器具のアドレッシングによって制御する設定をします。

これにより照明の強弱や色を変えることができます。

DALIマスターコンフィグレーターでDefault Parametersの設定

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://youtu.be/yi5URefHgPA
https://youtu.be/xcRqObE4wg4
https://youtu.be/UvZfBU8K57M
https://www.youtube.com/watch?v=yi5URefHgPA
https://www.youtube.com/watch?v=xcRqObE4wg4
https://www.youtube.com/watch?v=UvZfBU8K57M
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⇒ DALIマスターコンフィグレーターでDefault Parametersの設定

DALIの基本的な設定の方法です。

切り替わる秒数、1ステップあたりの明るさ、一番暗い時の明るさ、一番明るい時の明るさ、電源を
入れた時の明るさ、電源を入れた時の色み、エラーがあったとき、をDALIコンバーターに書き込みま
す。

読んでわかるDALI初心者学習キットの参考ページ

DALI初心者学習キットの接続＆学習レポート

超初心者スタッフの体験レポート

⇒ DALI初心者学習キットの接続＆学習レポート No.0 導入とキットの内容
 超初心者スタッフがDALI初心者学習キットの接続をしたレポート、キットの内容について

⇒ DALI初心者学習キットの接続＆学習レポート No.1 機器の接続
 超初心者スタッフがDALI初心者学習キットの接続をしたレポート、動画を見ながら接続をしてみる

⇒ DALI初心者学習キットの接続＆学習レポート No.2 アドレッシング
 超初心者スタッフがDALI初心者学習キットでアドレッシングを学ぶ

DALI初心者学習キット説明書

⇒ DALI初心者学習キット説明書 1.DALIと初心者学習キットについて知る（このページ・トップ
へ）

⇒ DALI初心者学習キット説明書 2.キットの内容

⇒ DALI初心者学習キット説明書 3.DALIスイッチの準備

⇒ DALI初心者学習キット説明書 4.DALIコンバーターの準備

⇒ DALI初心者学習キット説明書 5.DALI BUS電源の準備

⇒ DALI初心者学習キット説明書 6.DALIコンフィグレーターの準備

⇒ DALI初心者学習キット説明書 7.各機器を接続する

⇒ DALI初心者学習キット説明書 8.点灯を確認する

⇒ DALI初心者学習キット説明書 9.PCの準備

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://youtu.be/_R1amMw-pDs
https://smartlight.co.jp/2021/02/24/dali-beginnerskit-report-0/
https://smartlight.co.jp/2021/02/26/dali-beginnerskit-report-1/
https://smartlight.co.jp/2021/05/19/dali-beginnerskit-report-2/
https://smartlight.co.jp/2021/03/04/dali-beginnerskit-manual-1/
https://smartlight.co.jp/2021/03/08/dali-beginnerskit-manual-2/
https://smartlight.co.jp/2021/03/10/dali-beginnerskit-manual-3/
https://smartlight.co.jp/2021/03/12/dali-beginnerskit-manual-4/
https://smartlight.co.jp/2021/03/15/thumbnail-dali-beginnerskit-manual-5/
https://smartlight.co.jp/2021/03/19/dali-beginnerskit-manual-6
https://smartlight.co.jp/2021/03/23/dali-beginnerskit-manual-7/
https://smartlight.co.jp/2021/03/25/dali-beginnerskit-manual-8/
https://smartlight.co.jp/2021/05/24/dali-beginnerskit-manual-9/
https://www.youtube.com/watch?v=_R1amMw-pDs
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⇒ DALI初心者学習キット説明書 10.アドレッシング

⇒ DALI初心者学習キット説明書 11.クイックテストで色を確認

⇒ DALI初心者学習キット説明書 12.シーンの設定

⇒ DALI初心者学習キット説明書 13.グループの設定

⇒ DALI初心者学習キット説明書 14.Fade Time、Fade Rateの設定

⇒ DALI初心者学習キット説明書 よくある質問（FAQ)

以上、参考になさってください。

https://smartlight.co.jp/2021/05/24/dali-beginnerskit-manual-10/
https://smartlight.co.jp/2021/06/10/dali-beginnerskit-manual-11/
https://smartlight.co.jp/2021/06/29/dali-beginnerskit-manual-12/
https://smartlight.co.jp/2021/06/30/dali-beginnerskit-manual-13/
https://smartlight.co.jp/2021/07/03/dali-beginnerskit-manual-14/
https://smartlight.co.jp/2021/08/02/dali-beginnerskit-faq/
https://smartlight.co.jp/contact/

