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ディスプレイ付き光無線双方向通信モジュールの開発 
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あらまし  自発光の有機 EL ディスプレイを用いた情報通信は，空間光変調技術を利用することにより，情報環

境側に投光光源が不要で有機 EL の発光画面の点滅だけによる信号を伝える通信方式である．また，有機 EL は高視

認的表示機能を有するため，ディスプレイの画面を２チャンネルで分割することにより，伝送されるデータや画像

などのマルチメディアコンテンツを同時に表示・確認することが可能である．これまで，我々は，情報送信用の有

機 EL ディスプレイモジュールを開発し，画面の発光輝度の変調と有効面積の分割により，データ発信及び対応する

コンテンツの表示が可能となることを確認した．本稿では，この有機 EL ディスプレイモジュールと，信号受信・記

録可能な光 IC タグの組合せを用いて，表示，記録，双方向通信を一体化した表示部付き光無線双方向通信モジュー

ルの開発について述べる．  
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Abstract  By using the method of spatial light modulation, a self-luminous organic electroluminescence display (OLED) 
can be use for data transmission without a light source and only by coding its screen brightness. In addition, the OLED has 
good vision acuity to display information, so it also can be used for both transmitting and displaying multimedia contents at the 
same time by dividing the panel of the OLED making it a two access device. A unidirectional communication module using the 
OLED to send and display data has been developed in our previous works. In this paper, to make the OLED communication 
module a bidirectional data transmission device, we use a battery-less optical IC tag to receive data from information 
environment, and the received data contents through a UART (universal asynchronous receiver transmitter) cable are display 
on the OLED module. Thus, a bidirectional optical wireless communication module with the display function will be 
constructed. 
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1. はじめに  

空間光波を利用する情報通信に関する研究は，周波

数資源利用の競合，隣接無線ネットとの干渉，大容量

ネットワークの伝送，長時間連続動作時の電力消費な

どのいろいろな観点から進められている [1-3]．  
これまで，我々は，空間光変調技術や位置に基づく

通信技術を活用することにより，様々なユーザのニー

ズに向ける低消費電力光無線移動情報デバイスを開発

していた [4-6]．しかしながら，上記従来のデバイスを

利用する情報通信は，ホストからの情報を受信するか，

端末からホストに送信するか，どちらでも単方向が主

だった．  
双方向データ伝送とコンテンツ表示を一体化する

小型情報端末の要請を対応するために，現在，有機 EL

ディスプレイと光 IC タグの組合せを用いた光無線双

方向通信モジュールを開発している[7]．有機 EL ディ

スプレイはエレクトロルミネッセンスという電気を光

に変える現象を利用した表示装置であり，自発光なの

で高視認性，輝度が瞬時に変化するので高応答性，熱

をほとんど出さないので低消費電力，発光素子が固体

からできているので湾曲可能性という優れた長所を持
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っている[8]．また，有機 EL 発光物質の波長帯域は，

可視光範囲であるので，普通の照明環境を情報環境と

して利用することも可能であるので，より省資源，省

エネルギーの通信システムを構築することが期待でき

る．  
本論文では，有機 EL ディスプレイ付き光無線双方

向通信モジュールの構成原理および実装技術を述べ，

光 IC タグの受信機能および，有機 EL ディスプレイの

輝度変調と画面分割技術を活用することにより，1 つ

のデバイスでデータ情報の双方向通信と表示を同時に

行うことができることを示す．  
 

2. 構成と原理  
有機 EL デバイスを持つ送信サブモジュールと，光

IC タグを搭載した受信サブモジュールによる構成さ

れた光無線双方向通信モジュールを図１に示す．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 双方向光無線通信モジュールの構造原理 

 
送信サブモジュールは，有機 EL ディスプレイと PIC

マイコンを搭載したコントローラからなる．PIC マイ

コンは，想定のコンテンツをコーディングして 2 諧調

のデータ信号に変換する．ディスプレイの輝度値は，

これらの信号により変調され，「0」と「1」のパルス列

として送信される．また，ディスプレイの画面に通信

と表示を同時に行わせ，かつ，混信することをさせな

いために，画面多重制御のプログラムを作って，PIC
マイコンによりディスプレイの画面を２チャンネルに

分割する．送信された信号は外部の受光器を経由し，

基地局のホストコンピュータによる受信することもで

き（図１の receiving way 1），受信部の光 IC タグによ

る受け取り，有機 EL ディスプレイの表示チャンネル

に表示することもできる（図１の receiving way 2）．  

受信サブモジュールには，発光 /受光 LED 素子と光

電池による構成された光 IC タグと専用の通信アダプ

タを利用する．直接に有機 EL ディスプレイの送信チ

ャンネルからの輝度変調信号を受信する場合（図１の

receiving way 2），通信アダプタは光 IC タグにより受

け取ったデータを指定の信号フォーマットに変換して

調歩同期式（UART）ケーブルを経由し，有機 EL ディ

スプレイの表示チャンネルに受信したコンテンツを表

示する．この場合に，データの伝送ボーレートは

9600bps に設定する．一方，基地局のホストコンピュ

ータからの信号を受信する場合（図１の receiving way 
3），信号は専用のリーダ /ライタを経由して投光光源を

駆動する．光 IC タグは光源からの信号光を受け取るこ

とにより，データを受信する．  
 

3. 実装  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２ 双方向光無線通信モジュールの実装 
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図３ 有機 EL ディスプレイの構造 
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図２に実装した光無線双方向通信モジュールを示

す．送信側の有機 EL パネルは，パッシブマトリクス

方式で駆動した低分子有機発光素子を用い，図３に示

すように，陰極・電子輸送層・有機発光層・ホール輸

送層・陽極（透明電極）・ガラス基板からなる積層構造

である．また，ディスプレイとしての有効発光面積は

256×64dot（約 80×20mm）であり，全 ON 状態の平均

発光強度と発光物質の発光帯域はそれぞれ 90cd/m2 と

450-700nm である．一方，有機 EL コントローラは，

プログラム書き込み可能である PIC マイコンボード

MDSPIC2012（マイクロチップ製）を用い，パラレル

方式で 64 ビットデータを伝送することができる．搭載

の PIC マイコン (dsPIC30F201)の処理能力は 30MIPS（内

部クロック 120MHz）である．図２に示すように，有

機 EL パネルの画面は，このコントローラの制御プロ

グラムにより，コンテンツ表示と輝度変調（白黒点滅

のある瞬間）2 チャンネルで分割されている．  
受信機の主なデバイスは，ゼオシステム製の電池レ

ス光 IC タグであり，波長適切の光に照射される場合，

光電池で電力を発生し，電力と信号を同時に伝送する

ことができる．また，光 IC タグに受信されたデータを

有機 EL ディスプレイに表示させるために，専用の光

通信アダプタを開発した．この光通信アダプタは光 IC
タグにより受信したデータを指定の信号形式に変換し，

調歩同期方式（UART）で有機 EL コントローラへ伝送

する．有機 EL コントローラはアダプタからのデータ

をチェックし，正常時に ACK（ acknowledge）にて応

答合図を有機 EL ディスプレイに送ってコンテンツを

表示する．  
 

4. 実験  
 実装された光無線通信モジュールの双方向データ伝

送機能と，伝送したコンテンツの表示機能を確認する

ために，64 ビット ASCII コードの表示，送信，受信に

ついての実験を行い，光無線通信におけるデータ伝送

の品質を評価した．  

4.1. 送信方式と特性  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４ 画面制御の符号形式 

有機 EL の画面変調によるデータ送信を実現するた

めに，白黒点滅制御のプログラムをコントローラとし

ての PIC マイコンに書き込んだ．図４はコード「0」
と「1」を対応している点滅変換パルスのフォーマット

である．PIC マイコンへの制御プログラムの書き込み

規格により，「0」と「1」ともに高レベルから一度低レ

ベルに戻る符号形式であり，「1」の高レベルは「0」の

２倍となっている．今回実装した有機 EL パネルの 1/2
画面（通信用の半画面）の描画時間は 38ms であり，

画面変調の速度は「wait time」で制御する．  
  

 
 

Panel center: 
(X, Y) = (128, 32)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 送信信号の測定方法 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(b) 送信信号の測定波形 

図５ 画面変調による信号の送信方式 

 
図５は有機 EL パネルの半画面を変調することによ

りデータ送信の例である．今回の実験では，８バイト

のアルファベット「SendData」を使い，最大 90cm，±

50°の送信範囲 [9]を設定した．変調速度は wait time 
1,2（図４）により，それぞれ 12ms と 62ms と設定し

た．送信信号の測定方法を図５ (a)に示す．光信号検出

器を有機 EL パネルの通信光路に置き，検出された送

“STX” + “SendData” + “EOT” 
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信信号波形をオシロスコープに表示する．図５ (b)はオ

シロスコープに表示された送信信号の波形である．デ

ータは“STX (start of text)” + “SendData (8byte ASCII 
code)” + “EOT (end of transmission)”の形式により構成

され，各バイトの最下位のビットから順番に伝送する

LSB（Least Significant Bite）方式で送信を行った．図

５ (b) の 検 出 瞬 間 に ， 11 ビ ッ ト の 時 系 列 コ ー ド

「11010000110」があり，テストコード列「SendData」
の中の「 t」（LSB code: 00101110）の下位３ビットと「 a」
（LSB code: 10000110）の８ビットからなることがわ

かった．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
(a) 各測定距離の測定電圧値のヒストグラム 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

(ｂ) 変調波形の距離依存性  

図６ 送信波形品質の距離依存性の測定 

また，送信信号の復号特性を調べるために，図５ (a)
の測定系を使い，送信波形品質の距離及び変調速度依

存性を調べた．まず，光信号検出器と有機 EL パネル

との距離を 20mm から 40cm（変調光規格化強度の半値

幅となる距離 [9]）まで変化させ，オシロスコープによ

り一つの測定距離に対して，変調光の電圧値を 10 回測

定した．しかしながら，これらの電圧値は，測定環境

などの影響で，同じ距離値に対してもばらつきがある．

そこで，ヒストグラムを使って測定値を求める．ここ

でのヒストグラムは，一つの測定周期内での数回の波

形データから作成された．図６ (a)は，変調速度の制御

時間を 12ms に固定した場合，20mm から 40cm まで 5cm

ごとの各測定距離で得られた電圧値のヒストグラムで

ある．このグラフにより，測定周期内で，各測定距離

と対応する変調光強度の電圧値が得られ，図６ (b)のよ

うな送信信号波形品質の距離依存性をプロットできた． 

送信波形品質の速度依存性を図７に示す．図７ (a)は，

送信距離を 30cm に固定した場合，12ms から 100ms ま

での５点測定速度で得られた電圧値のヒストグラムで

ある．得られた各測定点の変調光強度の電圧値により，

図７ (b)のような送信信号波形品質の速度依存性をプ

ロットした．このグラフにより，変調速度は速いほど，

変調変質が少々に低くなりましたが，ほぼ一定である

ことがわかった．その理由は，今回使った有機 EL の

固有画面描画時間（38ms）の制限で，画面の切換え速

度が大きく上がらないことである．  
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(ｂ) 変調波形の速度依存性 

図７ 送信波形品質の変調速度依存性の測定 

4.2. 受信方式と表示  
光 IC タグによる信号受信および受信コンテンツを

有機 EL パネルに表示することを確認するために，図

８の測定系を使い，光 IC タグによりホストコンピュー

タからの情報を受信する同時に，有機 EL パネルにそ

の情報を表示する実験を行った．今回の実験では，８

バイトの ASCII コード「ReceData」を使い，LED 投光

器と光 IC タグの間の受信距離は 6cm－10cm と設定し
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た．R/W コントローラに駆動された投光器からの信号

光を光 IC タグに照射することにより，光 IC タグにあ

る 4 個の光電池が電力を発生し，内部のマイコンを起

動して信号を受信する．受信したデータは 9600bps の

ボーレートで有機 EL パネルに伝送して表示される．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図８ 信号の受信方式と受信信号の表示  

図９には，ホストコンピュータからの 64 ビットコ

ード列「ReceData」を受信することと，有機 EL パネル

に受信したコンテンツを表示することを示す．図９(a)

はホストコンピュータの送信データの入力画面であり，

図９(b)は光 IC タグにより受信したコンテンツを有機

EL パネルに表示することである．正確に復号すること

がわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 信号受信とコンテンツ表示の例  

また，受信信号のビット誤り率を直観に確認するた

めに，オシロスコープを利用し，図１０に示すような

受信信号波形を検出した．図１０の検出瞬間に 11 ビッ

トの時系列コード「01101010011」があり，テストコー

ド列「ReceData」の中の「c」（LSB code: 11000110）の

下位４ビットと「e」（LSB code: 10100110）の前７ビッ

トからなる．正しく受信したことがわかった．  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 受信信号の測定波形  
 

5. おわりに  
本報告では，有機 EL ディスプレイと光 IC タグの組

合せを用いて，表示部付き光無線双方向通信モジュー

ルを開発することについて述べた．このモジュールを

使うことにより，送受信情報の表示と 64 ビットデータ

の双方向通信を同時に実現することを確認した．  
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