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A novel bidirectional data transmission module with low power consumption and good vision acuity is 
developed based on the optical wireless communication and modulation technique. By using an 
organic electroluminescence display and an optical ID tag receiver, this module can implement 
simultaneously data transmission and sending/receiving information display. The effectiveness of this 
module is demonstrated in an optical wireless communications experiment of 8byte data. 

 
１．はじめに 

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 の高視認的表示機能を活

用することにより，伝達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とな

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，輝度変調と画面分割により，データ

伝送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[1]。 

本報告では，有機 EL ディスプレイと光 ID タグの組合せを用いて，データの送信，受信，表示を一体化した光無

線双方向通信モジュールの構成方法と動作原理を述べる。また，このモジュールを使うことにより，データの双方向

伝送及び対応される送受信情報を表示することができるだけではなく，光 ID タグの機能を活用すれば，材料の変

形や損壊などを検知できる防災分野での利用も期待できる。 
  
２．モジュールの構成と原理 

 有機 EL モジュールを持つ送信サブモ

ジュールと，光 ID タグを搭載する受信サ

ブモジュールによる構成される光無線双

方向通信モジュールを Fig.1 に示す。送

信サブモジュールには，有機 EL ディスプ

レイを使い，ディスプレイ画面の発光強度

を想定のデータ信号により変調する。信

号は受信部の光 ID タグによる直接に受け

取ることもでき，外部の光検出器を経由し，

基地局のホストコンピュータに受信される

こともできる。また，PIC マイコンを搭載す

る有機 EL コントローラにより，想定のデー

タ信号のコーディング，送受信情報の表

示制御，有機 EL ディスプレイの多チャン

ネル画面分割などを行うことができる。 
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 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 ID

タグを受信機として利用する。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，受光LED素子に受けられたデータは，

専用の通信アダプタにより指定フォーマットに変換され，有機 EL ディスプレイの表示チャンネルに表示されることが

できる。また，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，信号は専用の R/W（リーダ/ライタ）を経由し

て投光光源を駆動する。光 ID タグは光源からの信号光を受け取ることにより，データ受信を行うことができる。受信

された情報を有機ELディスプレイに表示するために，送信部と受信部の間に調歩同期式（UART）ケーブルを接続

する。この場合，送受信データの伝送ボーレートは 9600bps に設定する。 

Fig. 1 Schematic structure of bidirectional optical wireless
communication module. 



３．モジュールの実装と通信 

 Fig.2 に，実装した光無線双方向通信モジュール[2]を示す。送信側の有機 EL パネルは，有効発光面積 256×

64dot の低分子発光物質であり，パッシブマトリクスの駆動方式を使用した。Fig.2 に示すように，有機 EL パネルは，

コンテンツ表示と画面変調（白黒点滅のある瞬間）2 チャンネルで分割されている。また，ディスプレイ全 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。コントローラは，PIC ライタによる

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 マイコンの処理能力は 30MIPS（内部クロック 120MHz）である。受信機

の主なデバイスは，ゼオシステム製の電池レス光 ID 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。 
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Fig. 2 Bidirectional optical wireless communications module.         Fig. 3 An example of data sending. 

実装された光無線通信モジュールの双方向動作を確認するために，64 ビットデータの送受信実験を行った。

Fig.3 は有機 EL パネルの発光強度を変調することによりデータ送信の例である。Fig.3(a)はオシロスコープより検出

された送信信号波形であり，データは“start code” + “data code” + “end code”の形式により構成された。Fig.3(b)は

データ伝送の特性を表わし，上と下はそれぞれ変調光強度の距離と速度依存性である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 Examples of data receiving and display. 
Fig.4 はホストコンピュータからの情報を受信し，有機 EL パネルにその情報を表示する例である。Fig.4(a)，(b)，

(c)は，それぞれホストコンピュータからの情報送信の入力画面，通信アダプタより変換された受信データに対応す

る波形，有機 EL パネルの表示チャンネルに表示された受信コンテンツである。 

４．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が

開発された。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

方法を提案した。 
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