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1.はじめに 

現在、移動支援技術として屋外では無線通信や

GPS(Global Positioning System)によるナビゲーション

システムが活用されているが、屋内では実用化に至って

いない。屋内では、階により平面情報が異なることや、

電波の送受信範囲により場所を特定できない等、使用者

の現在位置の把握が屋外より困難であることが課題とな

っている。 

このような課題を解決する手法の一つとして屋内で位

置が固定されている照明器具の光を利用した通信(以下、

可視光通信)に着目し、可視光通信により照明器具の位置

情報を取得し、その位置情報に対応した情報を提供する

ことで、建物内のナビゲーションと同時に情報提供を行

う施設案内システムの開発を行った。 

本報では、開発したシステムを T社技術研究所に導入

し、本システムの移動支援技術の有効性、施設案内シス

テムの応用範囲や改善点を確認するためにアンケート・

ヒアリング調査を行ったので、その結果を報告する。 

 

2.照明器具による可視光通信 

可視光通信とは、人の目に見える光(波長:380nm～

780nm)を利用した通信である。照明器具による可視光通

信のイメージを図 1 に示す。可視光通信は照明器具から

の光を人間の目に感じられない速度で点滅させる(変調)

ことにより、照明光を情報通信の通信媒体として利用す

る通信方式である。 

受信機の受光部としては、フォトダイオードやイメー

ジセンサが用いられるが、本システムではフォトダイオ

ードを使用している。 

照明器具を使用した可視光通信には下記の特徴が挙げ

られる。 

(1)精度の高い屋内位置情報を取得できる 

(2)局所的な情報提供が行える 

(3)通信媒体が目で確認できる 

(4)通信インフラの整備が容易である 

(5)電波法などによる法規制がない 

 

 

 

これらの特徴の他に、可視光通信で使用する照明器具

は光速に点滅を行う事から、LED(Light Emitting Diode)

型照明器具が適しており、また、屋外で照明器具を利用

した可視光通信を行うには、太陽光の影響により通信が

困難となるため、太陽光を妨げる遮光板等による受信対

策が必要となることが挙げられる。 

通信規格は赤外線通信規格 IrDA(Infrared Data 

Association)とすることも可能であり、本システムでは

IrDAに適合させている。 

 

3.システム概要 

照明器具による可視光通信の特徴を活かし、施設案内

システムを構築した。本システムの構成は図 2 に示す通

り、送信機(照明器具兼用)、受信機、汎用携帯端末の構成

とした 1)。受信機は汎用携帯端末に接続できるインタフェ

ース部を有している。表 1に可視光通信の概要、表 2に

送信機の仕様を示す。なお、今回用いた送信機は IDだけ

ではなく、画像も送信可能である。 

図 3 に示す内部構成により、受信機からは位置情報で

ある ID(Identification)を LED から発する光を変調する

ことにより情報の送信を行い、受信機では受光部のフォ

トダイオードで受光し、アプリケーションに対応したデ

ータに変換し、インタフェース部を介して汎用携帯端末

へデータを送っている。汎用携帯端末では、受信機より

受け取ったデータに対応する情報をアプリケーションで

処理を行い画面に表示を行っている。 

照明器具(送信機) 

照明光(通信媒体) 

汎用携帯端末 

(受信機) 

信
号

 
図1 照明器具による可視光通信イメージ 
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表1可視光通信概要 

搬送波 450nm～650nmの可視光 

通信速度 4Mbps 

変調方式 4PPM(Pulse Position Modulation)  

データ長 2kbyte/frame 

フレーム間隔 0.2s 

通信方法 片方向通信 

 

表2 送信機仕様 

消費電力 9W (明るさ 40W白熱電球相当) 

光源 LED 

送信距離 900㎜ 

送信角度 ±10° 

 

4.導入事例 

4.1送信機の設置 

本システムを、T社技術研究所内2階、3階の施設案内

システムとして導入を行った。送信機となる照明器具の

配置、設置状況を図 4 に示す。設置方法は展示スペース

のスポット照明、ELV ホール共用廊下のダウンライト、

事務所内ベース照明と併設、机上面に卓上設置の 4Case

とした。 

 

図4 送信機(照明器具)設置位置と設置状況 

 

展示スペース 

a) 2階 平面図 

b) 3階 平面図 

展示スペース 

：送信機(照明器具)設置位置 

展示室入口 

スポット設置 

ELVホール 

天井設置 

卓上設置 
ｂ) 3階 平面図 

ベース照明に 

併設設置 

a)送信機(照明) 

受信機 

b)汎用携帯端末 

図2 システム構成 

受光部 

(フォトダイオード) 

インタフェース部 

c)受信機(拡大) 

データ(ID) 

 制御回路 

 

受光器 

(フォトダイオード) 

制御回路 

LED 

 

受信機 

 

インタフェース 

汎用 

携帯端末 

 アプリケーションによる処理 

可視光 

 

図3 送受信機の内部構成 

送信機 

 

インタフェース 
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4.2グラフィカルユーザインタフェース 

送信機から受信した ID により汎用携帯端末に情報を

表示させるアプリケーションの主な機能は下記の通りで

ある。 

・現在位置表示 

・施設内の主要箇所への行先案内 

・避難ルート表示 

・現在位置に対応した情報提供 

施設案内においては、現在位置の把握と操作方法が分

かりやすいことが必要と考え、表示画面で操作するソフ

トキーはなるべく大きく表示を行い、見やすさやソフト

キーの押しやすさに配慮した。操作を簡略化するために

スクロール等が不要な一画面で完結する形式とした。 

図5 a)に受信機より位置 ID取得時の画面を示す。画面

の構成は上段・下段の 2 画面構成とし、上段には建物内

での現在位置を表示し、下段には行先や情報提供を行う

ソフトキーの配置とした。行先案内用ソフトキーを操作

することにより図5 b)に示す画面表示となり、現在位置か

らのルート表示を行った。避難ルートについては、現在

地から屋外までのルート案内を一画面に表示とすること

で、避難する距離が把握できるように配慮した。 

情報提供については、受信する位置 IDにより、その位

置に必要な情報提供を行った。情報提供表示の例を図5 c)

に示す。 

5.アンケート・ヒアリング調査 

アンケート・ヒアリング調査は T 社技術研究所見学者

を対象とし可視光通信、施設案内システムの説明、デモ

ンストレーション及び、システム体験を行った上で、任

意で実施した。アンケート内容は可視光通信の認知度、

可視光通信技術の有効性、移動支援の有効性、システム

の利用や利便性について行い質問の尺度は、はい/いいえ

の 2 段階とした。ヒアリングはシステム体験時に随時行

った。また、本システムの応用範囲についてもヒアリン

グを行った。アンケート・ヒアリングの回答者は35名(男

性31名、女性3名)で、年代別の割合は、20代9％、30

代18％、40代29％、50代29％、60代6％、未回答9％

であった。 

アンケート結果を下記に示す。 

・可視光技術の認知度 ・・・41％(認知) 

・可視光技術の有効性 ・・・91％(有効) 

・移動支援への応用性 ・・・91％(有効) 

・システムの利便性 ・・・94％(便利) 

・システムの利用 ・・・63％(使用したい) 

ヒアリング内容を基に、システムの利便性やグラフィカ

ルユーザインタフェースに関わるものに分類した結果を

表 3 に示す。また、ヒアリングにより応用可能と考えら

れる施設用途と必要なサービスを表4に示す。 

 

上段 

下段 

・フロアマップ 

・現在位置表示 

・行先案内釦 

・避難経路案内釦 

・情報提供釦 

a)位置 ID取得時の表示画面 

ソフトキー郡 

現在位置 

b)行先案内表示 

ｃ)情報提供表示例 

図5 グラフィカルユーザインタフェース画面 

ルート表示 

情報提供 

行先案内 

避難ルート表示 
現在位置 

現在位置 

避難ルート案内 
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表3 施設案内システムに対するヒアリング結果 

システムの利便性  

・インターネット利用より地図表示が速く快適である 

・受信機を照明器具方向に向けなければ受信できない 

グラフィカルユーザインタフェース  

・表示される現在位置に方向感がない 

・表示が大きく分かりやすい 

・避難ルートが分かると安心する 

 

 

6.考察 

アンケート調査結果により、可視光通信技術は 41％の

認知度であった。屋内の移動支援技術としては、照明器

具を利用することで精度の高い位置情報を得られるため、

照明器具を利用した可視光通信の有効性、施設案内シス

テムへの応用性に90％を超える高い支持が得られている

結果となった。システムの利便性にも94％と高い支持を

得られていることから、今回開発した施設案内システム

には実用性があると言える。しかし、システム利用につ

いては、使用したいとの回答が63％に留まった。有効性、

応用性及び利便性と比較して低い値となったのはこのよ

うな技術とサービスがあれば使用するが、現状のシステ

ムでは、汎用携帯端末の他に専用の受信機が別途必要と

なり、受信機を使用してシステムを活用するという要望

が低いためだと考えられる。このことから、汎用携帯端

末を利用したシステムにおいては、受信機をいかに普及

させることや、受信機の機能が汎用携帯端末の標準仕様

となることが、システムの利用普及のために必要と考え

られる。 

また、アリング調査結果では、施設案内システムの利便

性について、地図表示が速く快適とあり、インターネッ

トを利用したサービスとの差別化が図れる事が分かった。

また、設置時にそれぞれの送信機からの受信確認を行っ

ていた4Caseの設置方法の中では、天井に設置した送信

機から位置 ID を取得する際に受信機を照明器具方向へ

向けなければならないというコメントが多かった。これ

は、受信の際には受信機の受光部を送信機方向へ向けな

ければならないためであり、施設案内システムにおける

位置情報の取得は、受光部を送信機に向けることなく自

動的に情報を受信可能とすることも必要であると考えら

れる。 

グラフィカルユーザインタフェースでは、行先案内時に

前後左右のどの方向に向かわなければいけないかが分か

らないとのコメントが多く、使用者の向きと現在位置表

示の向きを連動させなければならないことが分かった。

画面表示や操作性については、表示を見やすくし、操作

を簡略化したことが操作性の向上につながっている結果

となった。また、避難ルートの表示が施設内では利用者

に安心感を与えることから、施設案内システムの中で避

難誘導機能が有効であると考えられる。 

本システムの応用については、表4に示すように建物用

途ごとに必要とされるサービス内容が異なることが分か

った。博物館や病院等では、人の混雑状況の確認を行う

サービスが求められることから、双方向通信により利用

者の現在位置把握の必要性があることが分かった。 

アンケート・ヒアリング調査から、考えられる本システ

ムの改善点を下記に示す。 

・受信機の多方向受信 

・双方向通信によるサービスの多様化 

・使用者と現在地表示の方向を合わせる案内表示 

・各種施設に合わせた情報提供システムの構築 

 

7.まとめ 

屋内の照明器具を用いた可視光通信による施設案内シ

ステムは、精度の高い位置情報や局所的な情報提供を行

う事で、移動支援技術としての実用性があることや改善

点を確認することができ、また、用途の異なる施設にも

応用の可能性があることが分かった。今後は、システム

の改善点、各用途への適応を更に検討することや、非常

時に送信機として非常照明や誘導灯の利用も検討し、室

内での移動支援技術として製品化を図っていく予定であ

る。 

なお、本システムは、T 社技術研究所の実験施設見学

における施設案内システムとして実際に運用中である。 
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表4 応用可能と考えられる施設用途と必要なサービス 
利用施設 ｻｰﾋﾞｽの必要性 必要とされるｻｰﾋﾞｽ 

駅施設 

地下街 

商業施設 

公共施設 

・建物形状が複雑で方向

感覚がない 

・現在位置が分からない 

・位置情報 

・施設案内(出口、店

舗等)情報 

博物館 

美術館 

展示場 

水族館 

・案内する場所(箇所)が

限定される 

・展示物に対し付加情報

が必要 

・ﾙｰﾄ案内 

・混雑状況情報 

・展示物情報 

病院 

高齢者施設 

・目的地(診察室)の状況

が必要 

・施設利用者の位置把握

が必要 

・診察室位置順番等

の情報 

・施設利用者の位置

情報 

図書館 

オフィス 
・利用者が物や人を探す ・商品、座席位置情報 
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