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(57)【要約】
【課題】より長距離で、より安定した通信を可能にした
照明装置を提供する。
【解決手段】照明光発光源１は、照明光を発光する光源
であり、高速にオン／オフが可能である。また赤外光発
光源２は、赤外線による通信を行うための赤外光を発光
する。送信制御部３は、照明光発光源１及び赤外光発光
源２を制御して情報を送信する。情報の送信は、照明光
発光源１のみを用いる、照明光発光源１と赤外光発光源
２を共用、赤外光発光源２のみを用いる、のいずれかで
行う。照明光発光源１と赤外光発光源２を共用して情報
を送信する場合には、照明光発光源１及び赤外光発光源
２とも、同じ変調方式により同期させて発光制御する。
照明光発光源１からの照明光と赤外光発光源２からの赤
外光とが信号強度を強め合い、より長距離で安定した通
信が可能になる。消灯時や調光、調色時には、赤外光発
光源２のみで情報を送信し、常に安定した情報通信を行
う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明光を発光する照明光発光源と、赤外線による通信を行うための赤外光を発光する赤
外光発光源と、前記照明光発光源及び前記赤外光発光源を制御して情報を送信する送信制
御手段を有し、前記送信制御手段は、前記照明光発光源及び前記赤外光発光源をともに用
いて情報を送信する場合に前記照明光発光源及び前記赤外光発光源を同じ変調方式により
同期させて発光制御することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記送信制御手段は、送信する情報をＰＰＭ方式により変調して前記照明光発光源及び
前記赤外光発光源を発光制御することを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記赤外光発光源には、異なる複数の波長の赤外光を発光する発光群が設けられており
、前記送信制御手段は、前記照明光発光源から情報を送信しない場合に、前記赤外光発光
源の各発光群から別の情報を並行して送信させるように制御することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明及び情報の送信を行う照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーの観点から、照明用の光源として従来から用いられてきた白熱電球
から、ＬＥＤなどの半導体発光素子が使用されるようになってきた。さらに有機ＥＬなど
、他の発光素子も発光源として利用が試行されている。ＬＥＤや有機ＥＬなどの新しい発
光源は、高速にオン／オフ可能なものが多く、これらの発光源を照明とともに通信にも用
いる技術を開発している。照明光を用いた通信については、例えば特許文献１などに記載
されている。このような照明光を用いた通信は、消灯されてしまうと通信もできなくなっ
てしまうため、特許文献２では照明光とともに赤外光を用いた通信も考えられている。
【０００３】
　赤外光を用いた通信は、その変調方式が規格化されており、一般的には４ＰＰＭ（４　
Ｐｕｌｓｅ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）が用いられている。一方、照明
光を用いた通信では、照明の明るさを確保する目的でＰＰＭの波形を反転したＩ－４ＰＰ
Ｍ（Ｉｎｖｅｒｔｅｄ　４　Ｐｕｌｓｅ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）が
用いられている。
【０００４】
　図５は、照明光と赤外光を用いた場合の従来の通信状態の一例の説明図である。図５（
Ａ）には送信するデータの一例を示しており、このデータをＩ－４ＰＰＭにより照明光で
送信する場合の波形を図５（Ｂ）に、４ＰＰＭにより赤外光で送信する場合の波形を図５
（Ｃ）に、これらの光を受信した場合の波形を図５（Ｄ）に、それぞれ示している。照明
光と赤外光の両方を用いて通信しようとすると、従来は照明光によるＩ－４ＰＰＭ波形と
赤外光による４ＰＰＭ波形とが打ち消しあい、受信側では互いに弱めあった信号しか受信
できない。そのため、変調深度が浅くなり，通信のためのＳ／Ｎ比が下がり，通信品質が
悪くなるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１４７０６３号公報
【特許文献２】特許第４４５０３０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、照明光と赤外光を用い、より長距離
でより安定した通信を可能にした照明装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明は、照明装置において、照明光を発光する照明光発光源と、赤外線による通信
を行うための赤外光を発光する赤外光発光源と、照明光発光源及び赤外光発光源を制御し
て情報を送信する送信制御手段を有し、送信制御手段は、照明光発光源及び赤外光発光源
をともに用いて情報を送信する場合に照明光発光源及び赤外光発光源を同じ変調方式によ
り同期させて発光制御することを特徴とするものである。情報を送信する際には、送信す
る情報をＰＰＭ方式により変調して、送信制御手段が照明光発光源及び赤外光発光源を発
光制御するとよい。また、赤外光発光源として異なる複数の波長の赤外光を発光する発光
群を設け、送信制御手段は、照明光発光源から情報を送信しない場合に、赤外光発光源の
各発光群から別の情報を並行して送信させるように制御してもよい。さらに、照明光によ
る調光や調色などの光強度が非均一の場合や、照明光が不要な暗所などにおいては、赤外
光発光源のみを用いて情報を送信してもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、照明光発光源と赤外光発光源を同じ変調方式により同期させて発光制
御するので、照明光と赤外光が互いに信号を強め合い、通信距離を伸ばすことができると
ともに安定した通信を行うことができるという効果がある。
【０００９】
　また、赤外光が複数の発光群を有している構成では、照明光を用いない場合に周波数分
割多重により、複数の情報、あるいはより多くの情報を送信することができるという効果
もある。
【００１０】
　さらに、照明光による調光や調色などの光強度が非均一の場合や、照明光が不要な暗所
などにおいても、赤外光発光源のみを用いて情報を送信することによって、常に安定した
情報通信を行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の一形態を示す構成図である。
【図２】照明光発光源１及び赤外光発光源２の一具体例の説明図である。
【図３】送信制御部における動作の一例の説明図である。
【図４】本発明の実施の一形態において照明光と赤外光を用いた場合の通信状態の一例の
説明図である。
【図５】照明光と赤外光を用いた場合の従来の通信状態の一例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、本発明の実施の一形態を示す構成図である。図中、１は照明光発光源、２は赤
外光発光源、３は送信制御部である。照明光発光源１は、照明光を発光するための光源で
あり、例えばＬＥＤやＬＤ、有機ＥＬなど、高速にオン／オフが可能な素子が用いられる
。例えばＬＥＤであれば、３原色を組み合わせたタイプや紫外光で蛍光材を発光させるタ
イプなど、照明に用いる可視光を発光するものが用いられる。なお、３原色を組み合わせ
たタイプであれば、調色が可能なように構成してもよい。
【００１３】
　赤外光発光源２は、赤外線による通信を行うための赤外光を発光する。この赤外光発光
源２も、赤外線を発光するＬＥＤやＬＤなど、従来から赤外光の発光に用いられている種
々の素子を用いることができる。なお、この赤外光発光源２を異なる複数の波長の赤外光
を発光する発光群に分けておいてもよい。
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【００１４】
　送信制御部３は、照明光発光源１及び赤外光発光源２を制御して情報を送信する。情報
の送信は、照明光発光源１のみを用いる、照明光発光源１と赤外光発光源２を共用、赤外
光発光源２のみを用いることによって行うことができる。いずれで送信するかは、あらか
じめ設定しておくほか、外部から指示を受ければよい。照明光発光源１と赤外光発光源２
を共用して情報を送信する場合には、照明光発光源１及び赤外光発光源２とも、同じ変調
方式により同期させて発光制御する。変調方式としては、ＰＰＭ方式などを用いることが
できる。なお、照明光発光源１から情報を送信せず、赤外光発光源２のみを用いて情報を
送信する場合には、赤外光発光源２の各発光群から別の情報を並行して送信させるように
制御してもよい。
【００１５】
　図２は、照明光発光源１及び赤外光発光源２の一具体例の説明図である。図中、１１は
照明装置、１２は照明発光素子、１３，１４は赤外発光素子、２１～２３は受光端末であ
る。図２に示した例では、照明装置１１として電球型の構成とした場合の一例を示してい
る。なお、送信制御部３は回路として構成されるため図２には図示していない。図２（Ｂ
）には各素子の配置例を示しており、中央部に照明発光素子１２を配置し、その周囲に複
数の赤外発光素子１３を、その外側に複数の赤外発光素子１４をそれぞれ配置している。
赤外発光素子１３と赤外発光素子１４とは異なる発光群を構成し、それぞれ異なる波長の
赤外線を発光する。
【００１６】
　もちろん、照明装置１１としては電球型に限られるものではなく、蛍光管型やサークラ
イン型、あるいは照明器具として構成されてもよい。また、照明発光素子１２及び赤外発
光素子１３，１４の配置構成も図２に示した配置に限られるものではなく、種々に変更可
能である。さらに、赤外光発光源２を構成する発光群も２つに限られないことは言うまで
もない。
【００１７】
　また図２には、照明装置１１から発せられた光を受光する受光端末２１～２３も示して
いる。例えば受光端末２１は可視光から赤外光まで広い波長域の光を受光することができ
、この受光端末２１では照明発光素子１２からの照明光とともに、赤外発光素子１３及び
１４からの赤外光も合わせて受光することができる。この場合、太陽電池を受光素子とし
、照明光及び赤外光によって発電する電力を電源として用い、照明光及び赤外光によって
送られてくる情報を受信してもよい。
【００１８】
　また受光端末２２は赤外発光素子１３からの赤外光の波長域の光を選択的に受光するこ
とができ、受光端末２３は赤外発光素子１４からの赤外光の波長域の光を選択的に受光す
ることができるものとしている。もちろんこの場合も、太陽電池を受光素子とし、波長域
を選択するフィルタとともに用いて無給電により情報を受信するように構成してもよい。
【００１９】
　いずれの受光端末２１，２２，２３とも、その形態は任意である。例えば薄膜型の受光
素子、フィルタなどを用いて湾曲可能なカード型端末として構成してもよい。あるいは、
既存の携帯端末に専用の受信ドングルを接続して構成してもよい。
【００２０】
　図３は、送信制御部における動作の一例の説明図である。まず図３（Ａ）は照明光発光
源１のみを用いる場合である、この場合には、送信制御部３は従来の照明光通信で行われ
ている制御を行う。例えば光量を十分に確保するため、ＰＰＭ、Ｉ－ＰＰＭなどの変調方
式を用い、情報に従って変調して照明光発光源１を発光制御する。人間の目に感じられな
い程度以上の速度でオン／オフ制御を行えば、人間には連続発光しているように見え、照
明として機能する。また、照明光を受光端末で受光し、復調すれば情報を得ることができ
る。この場合、受光端末（例えば図２の受信端末２１）では可視光を含む波長帯域を受光
すればよい。なお、この図３（Ａ）の場合には、赤外光発光源２は消灯しておく。
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【００２１】
　図３（Ｂ）は照明光発光源１と赤外光発光源２を共用する場合である。この場合には、
送信制御部３は照明光発光源１と赤外光発光源２を駆動制御して同じ情報を送信する。こ
の場合、図５で説明した照明光と赤外光の干渉が発生しないように、照明光発光源１及び
赤外光発光源２を同じ変調方式により同期させて発光制御する。例えば、両者ともＰＰＭ
などにより変調駆動する。
【００２２】
　図４は、本発明の実施の一形態において照明光と赤外光を用いた場合の通信状態の一例
の説明図である。図４（Ａ）には送信するデータの一例を示しており、このデータを４Ｐ
ＰＭにより照明光で送信する場合の波形を図４（Ｂ）に、４ＰＰＭにより赤外光で送信す
る場合の波形を図４（Ｃ）に、これらの光を受信した場合の波形を図４（Ｄ）に、それぞ
れ示している。照明光と赤外光の両方を用いて同じ変調方式により同期させて通信すると
、照明光と赤外光で信号強度を強め合って受光端末（例えば図２の受光端末２１）で受光
される。そのため、照明光のみ、あるいは赤外光のみの場合に比べて受信距離を伸ばすこ
とができ、長距離の通信を行うことができるようになる。さらに、信号強度が強いことに
より安定した通信を行うことができる。また、照明光が減光された状態では照明光の通信
パワーが減少することになるが、赤外光を照明光とともに用いることによって、このよう
な場合についても対応することができる。
【００２３】
　なお、照明光発光源１についてはＩ－ＰＰＭではなくＰＰＭにより変調駆動されること
になるため、Ｉ－ＰＰＭを用いる場合よりも照明光としてのエネルギーは減少する。例え
ば、赤外線通信で標準化されている４ＰＰＭを用いた場合には、原理的に点灯する時間は
１／４となる。しかし、例えばＬＥＤなどのような光の直進性がよい光源では、通常の状
態でまぶしく感じられる場合が多く、１００％の光量では不快感を与える場合もある。そ
のため、照明光としてのエネルギーが減少したことによりまぶしさなどの不快感が軽減さ
れて、それほど暗くは感じられず、また高速な点滅では照明に対する影響はほとんど無く
、ＰＰＭで変調された照明光でも照明として十分である。
【００２４】
　図３に戻り、図３（Ｃ）は照明光発光源１は照明のみに用い、通信については赤外光発
光源２を用いる場合を示している。この場合には照明光発光源１は連続点灯し、赤外光発
光源２が情報により変調された赤外光を発光する。変調方式は、例えばＰＰＭなどを用い
るとよい。受光端末側では、赤外光の波長帯域を選択的に受光する構成であるとよく、例
えば図２では受光端末２２，２３で受光するとよい。なお、照明光は通信に用いないので
、例えば照明光の調色を行ったり、光量を調整したりといった、照明としての種々の利用
が可能である。
【００２５】
　また、赤外光発光源２が例えば図２の赤外発光素子１３と赤外発光素子１４のように異
なる波長の発光群を有する場合、それぞれの発光群から異なる情報により変調した赤外線
を発光するように構成してもよい。その場合には、受光端末は各発光群の発光光の帯域を
選択的に受光するように構成するとよい。例えばＷＤＭ（Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：波長分割多重）技術により，各赤外光の波長帯
域を分けて，複数の異なる情報を同時に送信することができる。受信端末でも、赤外光の
波長帯域を分離することによって、異なる複数の情報をそれぞれ受信することができる。
例えば受光端末２２と受光端末２３とで赤外光の異なる波長帯域を受光する場合、それぞ
れの受光端末に異なる情報を送信することができる。また、１台の受光端末で複数の波長
帯域を分離して受光し、複数の情報を並行して得る構成であってもよい。
【００２６】
　もちろん、複数の発光群で同じ情報を同じ変調方式により同期して赤外光を発光させて
送信し、受光端末では複数の波長帯域の赤外光を受光することにより、信号強度を確保し
、より安定し、より長距離の通信を行うように構成してもよい。
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【００２７】
　図３（Ｄ）は照明を行わずに赤外光発光源２を用いて通信を行う場合を示している。こ
の場合も、照明光発光源１が発光していないだけで、図３（Ｃ）の場合と同様である。こ
の場合、照明を消灯した状態でも赤外光による通信を行うことができる。
【００２８】
　このような制御を行うことによって、例えば図２に示した照明装置１１などによって照
明光と赤外光を用いた通信を行うことができ、その際に、照明光と赤外光を組み合わせて
用いることによって照明光を単独で用いる場合よりも長距離の通信を安定して行うことが
できる。また、照明光を通信に用いなければ赤外光による通信を行うことができ、様々な
用途に応じて使い分けることができる。
【００２９】
　これらの制御のいずれを用いるかは、例えば設定手段を設けておいてあらかじめ設定し
ておくほか、外部から指示を受けてもよい。例えば照明を行うために電力線に接続されて
いることから、電力線を通じて設定されてもよい。送信する情報についても電力線を通じ
て行ってもよい。あるいは、例えばメモリカードなどの記憶媒体を用いて送信する情報を
供給してもよく、その場合には当該記憶媒体からいずれの通信方式を用いるかを読み込ん
でもよい。
【００３０】
　以上、本願発明の実施の一形態について説明したが、本発明は上述した形態及び動作に
限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変形してもよいことは言う
までもない。
【符号の説明】
【００３１】
　１…照明光発光源、２…赤外光発光源、３…送信制御部、１１…照明装置、１２…照明
発光素子、１３，１４…赤外発光素子、２１～２３…受光端末。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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