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照明機能付き可視光無線 LAN アクセスポイントの開発 
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あらまし  室内光無線通信システムにおける双方向多元接続ネットワークを構築するために，照明機能付き可視

光無線 LAN（Local Area Network）アクセスポイントを開発した．データ伝送媒体としての光源は，今後の照明用に

普及が期待されている省エネルギーの半導体発光素子 LED（Light-Emitting Diode）を用い，想定の信号によるその

発光量を変調することによって，データ伝送を行う．その場合，光量変化の点滅は人眼には分からないような照明

光としての利用を妨げないために，高周波数応答特性を持つ LED を考えられた．また，ネットワーク機能として他

の無線機器の相互接続方式は，有線のイーサネット 100BASE-TX のプロトコールに基づくものであり，データの無

線伝送を変換するために，光 CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）通信方式を提案し，

電力線通信との親和性を確保することが可能となる． 
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Development of Visible-Light Wireless LAN Accesspoint with Illumination 
Function 
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Abstract  A visible-light wireless LAN (Local Area Network) accesspoint with illumination function is developed to 
construct a bidirectional multiaccess network for indoor optical wireless communications. A semiconductor LED 
(Light-Emitting Diode) with low power consumption is used as a medium for data transmission by controlling its quantity of 
light. We have also considered and chosen the LED source with high frequency-response characteristic, so the blinking signals 
that are occurred by changes of quantity of light will not interfere with the continuity of light as an illuminator. In order to 
ensure the affinity with power line communications, a method of optical CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection) based on the protocol in Ethernet 100BASE-TX has proposed and is used to interconnect with other wireless devices 
in an information communication environment.   
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1. はじめに  

光無線通信とは，光の導波線路としてのファイバが

不要で空間を伝播する光のエネルギーの一部を利用し

て信号を伝える通信方式であり，可視光通信は，目に

見える 380-780nm 波長帯域の光をキャリアとして使っ

て，LED（Light Emission Diode）などの半導体発光素

子の高速応答性を利用するデータ伝送技術である

[1,2]．これまで，光無線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

の様々な観点から進められている [3-5]． 

近年，LED の発光パワーと効率が高くなるに伴い，

LED 中心の省エネルギー照明器具が普及すると考えら

れている．このような照明を目的とする LED の放射光

を変調させることにより，照明光の届く範囲限りで，

データ通信を行えることが期待されている．そこで，

我々は，高周波数応答特性を持つ可視光 LED を使って，

照明と通信を併用することができるような統合型可視

光通信ネットワークについての研究を進めている

[6,7]． 

本論文では，白色可視光 LED を用いて，照明機能付

き光無線 LAN 用のアクセスポイントを提案し，光波空

間伝送とイーサネット 100BASE-TX の通信技術を

活用することにより，室内約 3m の範囲内で 

100Mbps の双方向多元光接続及びデータ伝送を行うこ

とができることを示す． 
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2. 構成と原理  
照明機能を有する双方向光無線 LAN アクセスポイ

ントの構造原理を図 2.1 に示す．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2.1 光無線 LAN アクセスポイントの構造原理    

 光学部は，可視光 LED 照明 /送信装置と赤外線 APD
（Avalanche Photodiode）受信装置からなり，ネットワ

ーク機能制御ボードは，光デバイス側の PHY（Physical 
Layer）chip 1 と 100BASE-TX イーサネット LAN 側の

PHY chip 2 の間に FPGA（ Field Programmable Gate 
Array）を設置する構成となっている．インターフェー

スボードは，光デバイスとネットワークボードを繋が

って，送受信信号レベルの調節，高周波電子ノイズの

抑制，D/S（Differential/Single-ended）変換及び逆変換

を行う．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2 光無線 LAN アクセスポイントの動作範囲  

 一方，情報環境側として，室内無線 LAN の想定サー

ビスエリアを図 2.2 に示す．アクセスポイントは複数

の可視光 LED 照明 /送信モジュールと受信装置から構

成される．このようなアクセスポイントを照明器具と

して天井に取り付け，天井以下約 170cm 距離に置いて

ある机などの作業台に照明しながら，データ通信を行

う．照射角度を約 45°と設定すると，有効な照射半径

は 170cm となる．国際基準 ISO8995-1989 により，閲読

や書写など所要の基本照度は 50-75lx である [8]．  
 

3. 実装と評価  
 照明機能付き光無線 LAN アクセスポイントの照明 /
送信，受信，ネットワーク 3 つの機能部について，そ

れぞれの実装と評価を以下に述べる．  
 

3.1．可視光照明と送信  
照明用 LED を利用するデータ伝送は，LED の光量

制御による光を高速に点滅させることであるため，照

明と通信を併用する光無線アクセスポイントの送信装

置としては，次の二つの基本機能を確保する必要があ

る．すなわち，①照明の観点からみると，良い発光効

率，安定の演色性で長期間動作，所望の視野角分布な

どを持つこと及び，②通信の観点からみると，いかに

LED の光量変化による発生する点滅は人間の眼には

分からず，即ち，人間にとって照明光としての利用を

妨げないことである．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) モジュールの点灯状態  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) モジュールの発光スペクトル  

図 3.1 ２波長白色 LED モジュール 
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一般，照明用の白色 LED は，青色 /近紫外 LED チッ

プと蛍光体を組み合わせるタイプと，1 チップで青色

と緑色の光を発光させてそれを混色することで白色を

得る 2 波長タイプという 2 種類がある．前者は蛍光体

を用いるため，蛍光体の劣化による色ずれや蛍光発光

ための光蓄積時間による低速応答性など，照明面も通

信面も，2 波長タイプの LED より欠点が多い．そこで，

今回我々は，図 3.1 に示されている蛍光体を使わず，2
波長タイプの白色 LED モジュール（OPT.LINK 社製）

を光無線アクセスポイントの送信素子として利用する． 
 図 3.1（a）は 2 波長 LED モジュールの構造であり，

充分な出力パワーを得るために，15 個直列の LED で 2
列（計 30 個）を並列接続している．図 3.1（b）にこ

の LED モジュールの発光スペクトルを表し，実線と点

線はそれぞれ駆動電流 30mA と 20mA と対応している．

発光ピークは青色の 450nm と緑色の 560nm 付近にある

ことが見られている．  
 図 3.1 の LED モジュールによる照明と送信を併用す

る品質を調べるために，以下，モジュールの光学と通

信特性についての測定と評価を行う．  
  

3.1.1．光学特性  
光源の空間に対する光度分布，すなわち，配光を調

べるために，図 3.2 の測定系によって，LED モジュー

ル光源の視野角を調べた．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2 LED モジュールの光学特性測定装置 

 
実験では，まず，マルチメーターによって実験環境

の温度（27.8°），湿度（59%），背景照度（10lx）を得

た．また，被測 LED モジュールが，48V の駆動電圧と

20ｍA の駆動電流により点灯された．一般，光源の視

野角は半値全角と定義され，発光強度がピーク値の半

分になるところでとった光の出射角度である．そのた

め，実験方法としては，360°の回転ステージを使って，

LED モジュールを空間で回転させ，光センサーとパワ

ーメーターによる発光強度の角度依存性を調べること

である．測定結果を図 3.3 に示す．  
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(a) 視野角分布  
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(b) 配光曲線  

図 3.3 LED モジュールの発光強度の角度依存性 multimeter 
power supply  LED module

図 3.3（a）は発光強度の角度依存性の直角座標分布

形式である．強度の半値全角範囲として，約±70°と

測定された．また，角度分布の極座標形式を図 3.3（b）
に示す．この図によると，照明光源としての配光曲線

がわかる．  

rotation
stage

optical sensor 

一方，人工光源で照明したとき，物体の色が自然な

色に見えることが望ましい．演色性とは，光源の光で

照明された物体の色が，基準光源の光で照明されたと

きの物体の色にどの程度類似しているかということで

ある．国際基準 ISO8995-1989 により，一般オフィスで

の平均演色評価指数 Ra の範囲は 60～80 となる [8]．し

かしながら，今回評価された 2 波長 LED モジュールは，

図 2.2（b）に示されているように赤色がほぼないため，

演色指数が上述の範囲より少々に低くの 55 程度であ

る．しかしその代わりに，通信が望ましい高周波数応

答性を確保することが可能となる．  

power meter 

 

3.1.2．通信特性  
LED モジュールを通信デバイスとして光量変化の

点滅の速度，すなわち，周波数応答特性を調べる光学
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系を図 3.4 に示す．測定装置としては，トラッキング・

ジェネレーターとスペアナ（スペクトラムアナライザ）

を利用した．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.4 LED モジュールの周波数特性測定装置 

 
 実験では，まず，LED モジュールを送信機，APD
（avalanche photodiode）モジュールを受信機（浜ホト

C5658）として，ドライブ基板と合わせて，簡単な光

無線通信回路を構成する．そして，交流信号を直流駆

動電流に重畳させ，LED モジュールに印加する．この

場合，トラッキング・ジェネレーターの出力を光無線

通信回路の入力に接続し，無線通信回路の出力をスペ

アナの入力に接続すると，交流信号の周波数がスペア

ナに合わせて変化され，被測 LED モジュールによる構

成された無線通信回路の周波数特性をスペアナから見

ることができる．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.5 LED モジュールの周波数特性 

 
図 3.5 はバイアス電流 40mA と設定したとき得られ

た実験結果である．横軸は LED モジュールの信号伝送

周波数であり，縦軸は受信信号の振幅レベル（dB）を

表す．信号強度の半値幅となる -3dB 周波数帯域幅とし

て，約 30MHz と測定された．また，所望の 50MHz 通

信周波数と対応する受信レベルは約 -8dB となった．  
図 3.6 はバイアス電流を変化させるとき得られた

50MHz 周波数と対応する受信レベルである．バイアス

電流 60mA になると，約 -4dB の通信可能の受信レベル

と測定された．  

power supply 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.6 LED モジュールの受信レベルのバイアス電流依存性 

 
 これらの結果によると，選定した 2 波長白色 LED を

用いることにより 30Mbps のデータ伝送が良好に行わ

れることが確認されており，駆動電流を上がらせると，

50Mbps の伝送速度を得ることもできる．さらに，光多

重方式によって，2 波長 LED の光をそれぞれの発光ピ

ークに適したフィルタにより分割すると， 50×2＝
100Mpbs 程度の伝送速度を達成することも可能となる． 
 

3.2．赤外線受信  
 空間全二重双方向通信方式を構成するために，下り

回線の照明 /送信光と混信しないために，上り回線の受

信キャリアは赤外線が利用された．一般，通信用光検

出器は，単位時間当たりに多くの光信号を伝送でき，

同じ光子数が入射した場合でも多くのキャリアが発生

できるようため，高感度，高速応答，高量子効率，低

雑音が望ましい．APD は，逆バイアス電圧を制御する

ことにより，任意の電流増倍率が得られるため，PIN
フォトダイオードに比べ 3-5dB 程度高い感度 [9]及び

S/N（Signal/Noise）で動作することができる．  
そこで今回我々は，図 3.7 に示すような可視光カッ

トフィルタ付き 850nm の APD モジュールを実装し，

上り回線の受信装置として利用した．右の基板は，図

2.1 のインターフェース基板であり，APD の昇圧やな

だれの発生過程の不均一性による生じられた過剰雑音

の抑制などを行う．  
APD モジュールの周波数特性を調べるために，図 3.4

に示される光学装置を利用し，光源は 650nm 近赤外帯
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3.3．ネットワーク機能  用 1200MHz 電 /光コンバーターを使用した．測定結果

を図 3.8 に示す．この結果によると，120MHz まで大

き な 落 ち 込 み が な く ， -3dB と 対 応 す る 周 波 数 は

35.4MHz であることが分かった．  

無線 LAN アクセスポイントとは，無線端末を相互に

接続したり，他の有線 LAN ネットワークに接続する無

線機であるため，上記の送受信機能と並びに，ネット

ワーク機能も必要である．本提案では，イーサネット

（100BASE-TX）等有線 LAN との親和性を確保するた

めに，空間全二重の CSMA/CD（carrier sense multiple 
access with collision detection）通信方式を使った．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APD sensor 

 

図 3.7 APD 受信モジュール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.8 APD モジュールの周波数特性 

 
また，受信品質としてのアイ・パターンも調べた．

実験では，送信電圧をそれぞれ 1.0V と 1.5Ｖに設定し，

30Ｍbps 信号伝送を行った．測定結果を図 3.9 に示す．

充分の通信品質を持つことが見られた．  
 
 
 
 
 
 
 

(a) 電圧＝1V     (b) 電圧＝1.5V 

図 3.9 APD モジュールの受信品質 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 基板原理  
 

 
 
 

 
 

(b) 基板外観  

図 3.10 ネットワーク基板構成 

 図 3.10 は制作した空間全二重双方向通信機能を有

するネットワーク基板である．PHY は物理層のチップ

であり，イーサネットのインターフェースにおいて，  
図 3.10 (a)に示すような 2 値論理信号を実際の 3 値電気

信号に変換する役割を果たしている．FPGA はプログ

ラミングすることができる LSI であり，プログラムで

伝送フレームの選択により信号衝突の検出と処理を行

い，アクセスポイントを空間全二重の通信方式で動作

させるようにする．  
図 3.10 (b)は実装した基板の外観であり，動作する

とき，右の写真に示すように，PHY チップを搭載して

いるベース基板の上に制御用の FPGA ボードが載る構

成となっている．  
 また，通常の有線 100BASE-TX 方式は，無有効デー

タ伝送ときにアイドリング信号を送信している．これ

を光無線 LAN に利用すると，常に空間上にキャリアが

発生することとなり，CSMA/CD 方式での通信が行え

なくなる．そのために FPGA のプログラム制御により，

無有効データときには，アイドリング信号の送信を停

止する処理（図 3.11）が必要である．この方法は，今
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後の端末側のネットワーク基板に実施することが考え

られる．  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

図 3.11 光無線 CSMA/CD 方式用データ伝送形式 

 これらの評価結果から，開発した光無線双方向通信

装置を照明器具と無線 LAN アクセスポイントとして

実用することが可能である．  
 

4. おわりに  
今回，可視光 LED と赤外線 APD を用いて，照明機能

付き光無線 LAN 用のアクセスポイントを開発した．こ

の装置は，室内では任意に放置することができ，照明

の同時にデータを伝送することができる． 

今後は，今回評価した各機能モジュールを実用化の

装置として実装し，対応する端末を開発することによ

り，統合型可視光通信ネットワークを構築させていき

たい． 
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