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本論文では，周波数制限のない空間光波を情報伝送の媒体として，有機固体素子に基づく電流型半導体発光

材料である有機 EL 素子と太陽電池を利用することにより，文字，画像，音声などの多元情報を低消費電力で双

方向伝送でき，湾曲自在性と高視認性を有する電子ペーパーとしても利用できるような小型安全な知能型光無

線情報端末を提案し，１つの端末をスイッチで複数のチャンネルを割当て，チャンネルごとの個別情報を

環境側に送信できるようになることについて述べる． 
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We propose a portable information terminal with low power consumption to transmit, receive and display multiple 
data based on spatial visible light communication technique. Using an organic light emitting diode (OLED) 
display module and an organic thin-film solar cell, the terminal equipment not only can implement bidirectional 
optical wireless communication, but also can as an electronic paper to display and store information. And by the 
multiswitch control, one terminal can send multirequest to an indoor wearable information environment. 

 

1. はじめに  

高速無線 LAN や無線電波移動通信装置の普及に伴

い，周波数資源利用の競合，隣接無線ネットとの電波

の干渉，長時間連続動作時の電力消費などの問題が深

刻化してきている．また，多くの通信装置は，アドレ

スや識別番号などの利用者の個人データにより情報通

信を行っているので，個人情報漏洩のリスクがある． 
そこで，我々は，光波無線通信技術と利用者の物理

位置に基づく通信技術を併用し，利用者に優しい安心

安全な情報提供システムの研究開発を進めている

[1][2][3][4]．光による通信及び位置に基づく通信技術

の優位性を表１に示す[5][6]． 
表 1 光無線および位置に基づく通信技術の特徴 

Table 1 Characteristics of optical wireless and 
location-based communication 

光無線通信 位置に基づ
く通信 

周波数利用に法的規制が少ない 

広い帯域性を生かした高速通信可能 

高指向性ゆえに制御が容易で高耐干渉性・秘

匿性 

短波長ゆえに送受信機の小型化が図れる 

反射率変調技術を生かした低消費電力可能 

隣接の無線ネットに影響を及ぼさない 

個人 ID を
用いない物
理位置によ
る通信であ
るから個人
情報が守れ
る 

近年，ユーザへのより良い情報支援を志向するため

に，表示部を有する携帯情報端末やＩＣカードが盛ん
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に研究開発されている[7]．しかしながら，上記従来の

多くの端末では，液晶表示材料を使っているため，曲

げが不可能性とデータ伝送速度の低下という問題があ

る．また，液晶は非自体発光材料であるので，表示の

視認性が低く，光信号を直接に受信することが困難で

ある．自体発光のプラズマ表示材料を用いることも考

えられるが，気体放電による発光であるので，高消費

電力という問題がある． 
本提案では，有機固体素子に基づく電流型半導体発

光材料である有機 EL 素子と有機薄膜太陽電池を利用

することにより，端末の低消費電力，双方向多元デー

タ伝送を実現することが可能となるだけでなく，端末

を高視認性，湾曲自在の携帯電子ペーパーとして利用

も期待できる．また，情報伝送媒体として，照明光源

の利用を想定するので，カーテンで光を遮断すれば，

情報が室外に漏洩する心配が少ない．さらに，端末パ

ネルに複数の制御スイッチを設置することにより，１

つの端末で複数の請求をそれぞれ環境側に送信するこ

とができるようになる． 

 

2. 端末の基本的構造 

本提案は，光無線情報端末を電子ペーパーと通信装

置として併用できるようになることを目的とする．端

末は図１に示すように，表示・通信部，制御部，電源

と音声受信部，認証部の４つの部分から構成される．

各部分の構造，動作原理及び想定の機能は次のとおり

である． 

「マルチメディア，分散，協調とモバイル
(DICOMO2007)シンポジウム」 平成19年7月
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図 1 端末構成のイメージ 

Figure 1 Image of the terminal structure. 
2.1 有機EL ディスプレイ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2 有機EL ディスプレイの仕組み 
Figure 2 Organic light emitting diode (OLED) display.  

 
表 2 有機EL発光材料の種類と発光特性 

Table 2  Varieties and characteristics of OLED material 
 

低分子 高分子 希土類金属

分子構造 

Alq3 
 
 
 
aluminato-tris-
8-hydroxyquin
olate 

PPV 
 
 
Poly- 
Phenylene 
vinylene 

例： 
 
 
 
iridium 
polypropylene 

発光 
メカニズム 

蛍光発光 蛍光発光 燐光発光 

 
波長範囲 

バンド幅： 
450-700nm 
中心波長： 
550nm 

同低分子 
バンド幅狭い
半 値 幅 約
100nm 

発光効率 

内部量子効率
約25%； 
外部量子効率
10%以下． 

同低分子 

理論内部量子
効率100%；  
外部量子効率
10%以上． 

有機 EL ディスプレイはエレクトロルミネッセンス

という熱をほとんど出さずに電気を光に変える現象を

利用した低消費電力装置である．また，有機 EL ディ

スプレイは，図2に示すように有機分子発光層が２つ

の電極の間に挟まれたサンドイッチ構造を有する[8]．
発光層の光を外に取り出せるようにするために，陽極

は透明電極が使われている．発光セルが固体からでき

ているため，フレキシブルなディスプレイが可能であ

る．また，自発光なので，液晶表示のように視野角の

問題もない．表2 に一般的な有機 EL 発光材料の種類

と発光特性を示す[9]．波長範囲は可視光となるので，

可視光通信素子として利用することができる． 

 

2mm以下 

プラスチックシート基板 
（湾曲可能） 

制御部 
(機能制御回路)

認証部 
(薄膜指紋センサー)

表示・通信部 
(有機EL表示パネル) 

電源・音声受信部 
（有機薄膜太陽電池）

2.2 機能制御チップ 
図３は今回試作した有機ELパネルの表示・通信の制

御回路であり，核心素子はプログラマブルマイコンで

ある。プログラムにより文字，画像を表示でき，送信

コードと対応する画面変調を行うこともできる．この

ことにより，端末を電子ペーパーと通信装置として併

用することが可能となる．今後，チップの超小型化及

び受信素子との一体化試作を行う． 
透明電極（陽極）

正孔輸送層

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 有機EL表示モジュール 
Figure 3 OLED display module with a programable 

microcomputer. 
2.3 有機薄膜太陽電池 
有機薄膜太陽電池は，有機ならではの特徴として，

軽い，柔らかい，カラフル、低コストであり，携帯用

電源としての利用が期待されている．また，一般的な

シリコン太陽電池と同じように，音声信号で変調され

た光を照射すると，太陽電池と直結したスピーカー又

はイヤホンから音声が流れる。つまり，光声受信を行

うことができる（図４）[8][9]． 
 
 
 
 
 
 

図 4 太陽電池の光声信号受信方式 
Figure 4 Method of using organic thin-film solar cell. 

2.4 薄膜指紋センサー 
端末の盗用を防止するために，端末への指紋センサ

ーの搭載が考えられる．図 5 の指紋センサー（エプソ

ン製）は，指の表面が発する微弱な電流を読み取るこ

とで，指紋のパターンを認識する．利用者本人の指紋

 
 

発光 

有機分子発光層

電子輸送層 
陰極 

プログラマブルマイコン 有機ELパネル 

機能制御回路 

発光材料 
発光特性 

 

有機薄膜太陽電池  

生音声信号  光変調信号  

バイアス 
増幅  

光源  

♪ 

スピーカー  
又は  

イヤホン  

♪  ♪ 
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を記録したメモリとともに端末に組み込めば，個人認

証を実現することができる． 
今後，有機薄膜太陽電池と薄膜指紋センサーを，有

機 EL 表示モジュールと一体化した搭載方法を検討す

る． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5 薄膜指紋センサー 

Figure 5 Thin-film fingerprint sensor. 
 

3. 端末の双方向通信方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 端末の双方向通信方式 
Figure 6 Method of bidirectional communication for the 

terminal. 
端末の双方向通信方法を図6に示す．端末から情報

を送信する場合,端末の有機EL表示画面をユーザ要求

に対応した情報コードで変調（明滅変化）させ，変調

信号を受信カメラにアップロードする。受信カメラは，

情報を載せた明滅変化の画面を連続的に撮影し，画像

処理ボードによりコード解釈を行う。図 7 は有機 EL

画面点滅変調により送信信号を作成した例である．図

7(a)は，画面変調の瞬間であり，変調可能の最大周波

数は1msである．図7(b)は，画面変調による得られた

送信信号である．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 7 端末の空間光送信の例 

Figure 7 Examples of spatial optical sending for the 
terminal. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 端末の空間光受信の流れ 

Figure 8 Flowchart of spatial optical receiving for the 
terminal. 

また，端末による信号受信の流れを図８に示す．受

信カメラに付けた光源から，実環境信号に変調された

光信号を端末に伝送する．端末の制御チープにより信

号の種類を判断してから，それぞれの信号受信可能の

素子に配信を行い，信号を読み取る．具体的に，音声

信号受信の方法は，図 4 の通りである．画像と文字受

信についての解決案は次の２つある．①有機 EL は自

発光の電流型半導体素子であるから，受信素子として

機能するように工夫すること；②現在LED 発光素子に

よる赤外光直接受信の研究[10]があるので，この技術

を活かすこと． 

0.2mm 

(a) 白黒画面変調の瞬間 

I am Xin Lin  01010100 

Where are you  01010111 

(b) 画面変調の対応信号 

 

外部変調光信号入力 

音声・画像・文字信

号判断 

制御回路のPD素子による光／電変換 

音声太陽

電池

イヤホンによる

音声情報出力

画像・文字 

信号認識・処理 

有機ELによる電／光逆変換 

画像・文字信号表示 

 

表示・通信部 
（有機EL表示パネル） 

認証部 
薄膜指紋センサー 

制御部 
機能制御回路

受光素子

電源・音声受信部 
（有機薄膜太陽電池） 

微小イヤホン 

♪ 
♪

端末受信光信号

変調をかけた信号送信光源・ 

可視光通信用の送信機となる照明装置 

位置検知・受信カメラ （光検出装置）

端末送信光信号 

受光 

フィルタ 

画像集録・処理ボード 
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4. 端末の個別情報送信方法 

双方向通信における個別多元情報の対応の課題は２

つある．端末側に，１つ端末をスイッチで複数のチャ

ンネルを割当て，チャンネルごとの個別情報を環境側

に送信できるようになることと，環境側に，複数端末

のそれぞれの要求する情報を多チャンネルとして，環

境側はチャンネルごとの個別情報を提供できるように

なることである．上記の２番目の通信環境側の課題を

解決するために，光の回折現象を利用して，光による

多重結線についての研究を進めている．しかし，本論

文は，端末の開発を着目するものであるので，環境側

に光の多重スイッチング技術による個別情報提供方法

の叙述は割愛した． 
端末による特定の多元メッセージを送信するために，

端末パネルに制御スイッチまたはボタンを設置する必

要がある．この場合，端末パネルにある各ボタンをそ

れぞれユーザ想定のメッセージと対応させて，その中

の１つのボタンを押すと，制御プログラムにより，端

末の有機 EL 通信画面がユーザ情報と対応しているニ

値コード列に変調され，ユーザ興味に合せた情報コン

テンツを環境側に送信する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 多言語請求の送信例 
Figure 9 An example of sending for multilanguage 

requests. 
このような個別情報の送信方法について，今まで

我々は，シチズン時計製の液晶ディスプレイと制御ボ

タンを有し，かつ，プログラマブルPDA (Personal Data 
Assistant)に再帰光反射シートを装着し，多言語送信の

実験を行った[3]．実験結果を図 9 に示す．実験では，

各情報は上位４ビットのスタートコード「0010」と下

位４ビットのデータコードからなる．ある情報内容（こ

こではニュートン林檎の木の写真）に対して，異なる

ボタンを押すことにより，ユーザの意図に合せて言語

請求信号（ここでは日本語と英語）を受信装置として

のカメラ（１台のみ）に送信できるようになっている． 

 

5. おわりに 

本研究では，無電源光無線情報端末を通信装置と電

子ペーパーとして併用する方法を提案した．照明光の

利用を想定しているので，端末を照明の届く範囲で使

えば，情報伝送と閲覧を行うことができるようになる．

電波を使わないため，無線電波のように混線すること

がなく，人体への悪影響がないという特徴があるので，

医療や研究機関での活用が期待できる． 
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