解説

可 視 光 通信の現状と展望
～ユビキタスで安全な ICT インフラを目指して～

鈴木修司

（日本電気
（株）システムプラットフォーム研究所）

源の場所が分かる．よってその光信号源に受信機を向
● 可視光通信とは

けるといった操作をすることは自然である．さらには

LED（Light Emitting Diode）照明，有機 EL（Electro-

リアを容易に確認できる．またセキュリティ確保のた

Luminescence）照明などが次世代照明として話題になる

めには外部に漏れる光を遮断すればよいことなども理

ことが増えてくるとともに可視光通信についても注目

解が得られるし，光が漏洩していないかの確認も目で

●

情報提供されているエリアすなわち光が届いているエ

1）

が高まっている ．人間の目に見える光に何らかの情

簡単にできる．

報を重畳して通信する可視光通信は，波長 380nm から

このような特徴を持ち大きな可能性のある可視光通信

780nm の波長領域を利用する．この波長より長い波長の

の実用化への取り組み，標準化動向を紹介し，そして将

光である赤外線を使うパソコンや携帯電話に多く搭載さ

来展望について述べる．

れている IrDA（Infrared Data Association）通信あるいは
家庭内でテレビなど各種機器のリモートコントロールに
使われている赤外線リモコン通信はすでに広く実用化さ

●

● 実用化への取り組み

れている．可視光通信は赤外線通信あるいは無線通信と

可視光通信は屋内，屋外を問わず広い分野で導入され

比べると照明機器との親和性や目に見えることを差別化

得るという大きな汎用性があるために単一分野での研究

する要素として期待されており，次に述べる特徴がある．

開発ではなく多くの業種間での積極的な交流を通じて推
進する必要がある．このために 2003 年 10 月に可視光

・ 照明は至る所に設置されているため，照明機器に通信

通信コンソーシアムが慶應義塾大学中川教授を中心とし
☆1

機能を付加するだけでワイヤレス通信環境が構築でき

て結成された

る．また可視光域は人間に安全なため，照明に用いて

自動車分野，建築分野など 20 社以上の会員によってさ

．現在にいたるまで照明分野，通信分野，

いる数ワットという高い電力でそのまま送信すること

まざまな実用化への取り組みが行われており可視光通信

ができる．周囲の電波の影響も受けない．

コンソーシアムでの活動事例を中心に紹介する．

・ 照明に限らず交通信号機，灯台，広告用電光ディスプ
レイ，電子機器の表示，自動車ヘッドライト／ストッ

照明光通信

プライトなどが LED 化されてゆく方向にある．人間

LED 照明はエネルギー効率は 100 ルーメン／ W 程度

の身の回りにあふれている目に見える光を発する光源

と蛍光灯に近づきつつあり LED 照明の光を強度変調し

が高速点滅可能な LED 化されることによってユビキ

て情報を発信する照明光通信について実験が行われて

タス（遍在的）な新しい IT インフラを構築できる可能

いる．図 -1 に示すように屋内で天井などに設置された

性がある．

LED 照明からの光に配信したい情報が重畳されていれば

・ 人間にとって直感的に分かりやすい通信である．たと
えば人間の目に見えるので，情報を発信している信号

可視光受信機能を持った携帯電話などの携帯機器によっ
て，照明の下で情報を入手できる．携帯機器に限らず，
スーパーマーケットなど店舗内のショッピングカートに

☆1
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可視光通信コンソーシアム Web ページ

やはり可視光受信機能があれば照明から配信される情報

http://www.vlcc.net/

を受信してディスプレイなどに表示することができる．
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れる．原理的には高層の建物などにおいても何階のどの
部屋のどのあたりにいるかまで詳細な位置を特定できる

LED照明からの情報発信

と考えられる．
以上のような照明光通信は，たとえば美術館や博物館
のような特定の施設で可視光受信端末を入場時に貸し出
し，出場時に回収するような運用をすることで，実用化
は比較的容易であると期待されている．LED 照明のコス
ト目標 1 円／ルーメン達成にはまだ少し時間がかかるの

携帯機器への
情報配信
ショッピングカートへの
情報配信（本日の
お勧め商品など）

でメイン照明は既存照明を利用するとしても，スポット
照明のみを LED 化することは比較的容易である．

屋外通信での可視光通信
図 -1

屋外に設置された可視光光源，具体的には灯台，交通

照明光通信

信号機に対して可視光通信を応用する取り組みが最近可
）

視光通信コンソーシアムで熱心に行われている 2 ．
【LED 灯台通信実験】
照明からの光は通常その照明直下にしか届かずその場所

従来の電球に替えて長寿命，低消費電力な LED を使

に依存した情報を提供することができる．たとえば，ス

った LED 灯台が近年増えてきている．可視光通信コン

ーパーマーケットのそのコーナでのお勧め商品の情報で

ソーシアムにおいて海上保安庁およびメーカ数社が共同

あり図 -1 では西洋野菜がディスプレイに表示されてい

で LED 灯台を情報発信源とする基礎実験を実施してい

る．可視光通信コンソーシアムでは 2006 年 Japan Shop

る．その利用イメージを図 -2 に示す．

2006 展示会にこのような照明光通信について会員各社
共同でのデモを行っている．

将来的に船舶などに対して LED 灯台から灯台の経度
緯度位置，現在の波高などの情報を提供する利用を想定

携帯機器へ照明から配信する情報として屋内位置情報

している．技術的な課題として，灯台が数 Km 離れた船

が 1 つの候補である．最近の 110 番への緊急通報は固

舶からも目視できる設計となっているので，可視光通信

定電話でなく携帯電話からの通報である場合が増えてき

もそのような長距離での通信性能特に高感度光受信機が

ている．携帯電話は固定電話と比べてその発信者の現

必要である．そこで動画カメラを利用したイメージセン

在位置が分かりにくく緊急通報では場合により大きな

サ可視光受信機が用いられている．

問題となり得る．屋外であれば GPS（Global Positioning

現在の動画カメラは人間の目で見える光であれば検出

System）測位によって携帯電話の位置を知る手段もある

できる性能を持っており感度の点では十分である．一方，

が，GPS 電波の届かない屋内では照明光から位置情報を

光信号のデータ受信には信号速度の数倍の速さのフレー

入手し携帯電話の現在位置を特定する方法が有望と思わ

ムレイトが必要である．2008 年 10 月，千葉県の九十

受信
センサ

こちらは経度
○○○○，緯度
△△△△の□□
付近です．付近の
風速は○km/h です．

灯器
（LED）
発信装置

情報入力
装置
表示装置

図 -2

LED 灯台による可視光通信利用イメージ
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交通管制センター

各交差点への有線回線
複数交差点の有線回線をまとめて 1 本に

信号機を介した交差点間の可視光通信による制御情報伝送

図 -3

LED 交通信号機間通信の利用イメージ

自動車への情報提供
・信号情報の提供による
安全運転支援
・アイドリングの停止などの
エコドライブ支援

信号機→車載機
可視光通信デモ

JAPANSHOP での展示
歩行者への位置情報提供

車々間通信への応用

・屋外で GPS よりも精度よく
位置情報が得られる

・前方車のブレーキ情報伝達に
より追突防止
・信号機情報のリレー

・方角も分かるので分かり
やすいナビゲーションが可能

交差点間通信
・信号制御情報の伝達

図 -4

将来的な LED 交通信号機の利用イメージ

九里浜において行われた実験では毎秒数千フレームのイ

で行うものである．技術課題として LED 灯台と比べれ

メージセンサを用いた通信実験が実施され，小雨のまじ

ば信号機間の距離は近いものの，都市部では LED 信号

る悪環境条件であったが距離 2km で約 1kbps での可視

機のまわりに街路灯はじめさまざまな可視光光源がある

光データ受信に成功している．

ので，LED 信号機からの光だけを分離して受信しなけれ

【LED 交通信号機通信実験】

ばならない点があげられる．このため本実験に参加した

交通信号機もやはり近年長寿命，低消費電力な LED

企業の多くはやはり動画カメラによるイメージセンサ通

化が進められており可視光通信適用が可能になりつつ

信方式を利用した．イメージセンサでは信号光と妨害光

ある．

は撮像センサ上で異なる画素に入射するので分離するこ

可視光通信コンソーシアムでは
（財）
日本交通管理技術

とができる．2 月に行われた実験は最大 260m の距離で

協会と LED 信号機間での従来の専用線での通信を可視

数 kbps の信号機制御信号の通信が可能であることが確

光通信化するための実験を 2009 年 2 月に実施している．

認された．

図 -3 にその利用イメージを示す．
通常，交通管理センターから各信号機への制御情報が
専用線で伝えられる情報を LED 信号機間は可視光通信
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将来的には図 -4 に示すように
（1）
歩行者への位置情報提供
（2）
自動車への情報提供
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じめ定められたユニーク ID に従って可視光を点滅させ
る LED 光タグは小型で物流倉庫などで荷物などに着け
LED 光 タ グ の
例（直径 30mm）

天井設置カメラ

ることができる．天井に動画カメラであるイメージセン
サが設置されており，倉庫内に置かれている LED 光タ
グの点滅を読み取って ID を検出する．このときイメー
ジセンサでは LED 光タグの位置も分かるので，倉庫内
でどの ID の荷物が，どの場所にあるか把握することが
できる．

物流倉庫などでの荷物

イメージセンサが VGA（640 画素× 480 画素）の分解
能を有して 6m × 4m の範囲を撮影したとすると，画

図 -5

素間の撮影距離は約 1cm となる．したがって原理的に

位置検出システムの利用イメージ

は 1cm の分解能で位置検出が可能の計算になるが，実
際には複数の画素への光の重複や光学レンズによる画像
歪みなどによる影響により 5cm 程度の位置検出精度と

（3）車々間通信への応用

なる．これは電波や超音波などを利用した位置検出シス

などさまざまな情報が可視光通信よって提供されること

テムと比べれば非常に高い検出精度である．特に倉庫な

が期待される．歩行者用信号機からはナビゲーション情

ど金属物の多い屋内においては，光以外の位置検出方式

報の提供が考えられる．また自動車へはアイドリング停

では金属による影響を排除することが難しいのに対して，

止などエコドライブ情報や遠方の信号機の情報など安全

光の直進性を活かせる本方式は有利である．

運転支援情報，またさらにはそのような情報を車々間通
信でリレーする可能性がある．

図 -6 に示すように物流倉庫において収集した物品を
載せるピッキングカートに LED 光タグを搭載し天井の
動画カメラで ID 検出ならびに位置検出をする実証実験
）

が行われている 3 ．1 台のピッキングカートに 2 つの

可視光 LED 光タグ応用
動画カメラによるイメージセンサ通信は，センサの空

LED 光タグが装着されており位置のみならずカートの向

間分解能力を活かして高精度な位置検出手段としても利

いている方向も検出されている．また複数のカメラ視野

用することができる．

を LED 光タグが移動した場合のカメラ間ハンドオーバ

図 -5 に位置検出システムのイメージを示す．あらか

で検知
で検知
可視光タグ
可視光タグ
可視光タグ
ＩＤをカメラ
IDをカメラで検知
をカメラ
IDを読み取り
サーバへ
読み取り画像処理サーバへ
読み取り画像処理

カート位置表示
位置表示
カート

視野間での
2つのカメラ視野間での
２つのカメラ
実現
ハンドオーバ
実
現
ハンドオーバ

高フレームレートカメラ
位置
カート位置
カート
方向送信

も実現されている．

ID送信
ＩＤ送信

位置・
ピッキング位置・
ピッキング
方向指示

LED 光タグ

商品情報
表示
表示
メッセージ
メッセージ

2つのLED
２つの
LED 光タグ
による方向検出
ＷＭＳサーバ
WMSサーバ
画像処理サーバ
，可視光
、可視光ID情
（位置情報
（位置情報
ID情
）
報分析、移動方向分析
報分析，移動方向分析）

図 -6

・方向
カート位置
カート位置
情報送信
ピッキング
ピッキング

ディスプレイにピッキング
情報が表示される．
ピッキングカート
ピッキングカート

可視光物流応用の実証実験例
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0

データ

総会
事務局
企画運営
委員会

技術委員会

社会システム
プロジェクト

基盤技術
検討 WG

1

4PPM信号

●

0

0

0
0

0

１
1

0

0

理事会
点灯

標準化
委員会

普及促進
委員会

消灯

WG1, WG2
-可視光携帯端末 WG

スロット(C1)

-可視光 LAN WG

図 -7

0

可視光通信コンソーシアム組織図

シンボル(D1)

図 -8

JEITA 規格での光強度変調方式

●標準化動向
SOF

日本国内においてもまた最近では国際標準化の動きが

Payload

(Start of Frame)

EOF
(End of Frame)

加速している．国内では可視光通信コンソーシアムが中

PRE

F-TYPE

DATA

CRC-16

心となって標準化活動を行っている．図 -7 に示す可視

(6)

(8)

(512)

(16)

光通信コンソーシアム（現コンソーシアム会長は慶應義

(a) タイプＡ

塾大学春山教授）組織図のうち標準化委員会が具体的な
作業を進めている．ちなみに前章で紹介した LED 灯台，

PRE

F-TYPE

ID

DATA

CRC-16

LED 信号機についての活動は企画運営委員会配下の社会

(6)

(8)

(128)

(384)

(16)

システムプロジェクトにて推進されている．

JEITA（（社）電子情報技術産業協会）
規格
可視光通信コンソーシアムが規格案を作成し 2007 年

(b) タイプＢ
()内は Bit 数

図 -9

JEITA 規格でのフレーム構造

6 月に JEITA 規格化，標準化されたものである．世界初
の可視光通信規格としてまずは 4.8Kbps と低速な仕様を
規格化したもので，
「可視光通信システム」
（JEITA：CP-

る場合も光にちらつきが生じることを防ぐことができる．

1221）および「可視光 ID システム」（JEITA：CP-1222）の

サブキャリア周波数は 28.8KHz として多くのインバー

2 つから構成されている．
CP-1221 で可視光通信システムについての全般的な
定義をしてから， CP-1222 では 4.8kbps 低速可視光規

タ方式蛍光灯や赤外線リモコンとの干渉を避けている．
実際のユーザデータを収容するフレームとしては，

格について詳細に規定している．照明機器への適用を

542bit 周期のフレームが，図 -9 に示すように 2 種類定
義されている．図 -9 (a) のタイプ A では，ユーザデータ

想 定しているので，特に光の強 度を変調しても人間の

を収容する Payload として 512bit が割り振られている．

目にちらつかないことに留意している．このため図 -8

一方，図 -9 (b) のタイプ B では Payload は 128bit の ID

に 示 すように サ ブキャリア 4 値 PPM（ Pulse Position

領域と 384bit の DATA 領域に分かれている．ID 領域長

Modulation）方式が採用されている．本方式は，送信

は 128bit あるのでユビキタス ID をはじめ，ほとんどの

されるデータを 2bit ずつ組にして（図 -8 では “ シンボ

既存 ID をそのまま収容することができる．

ル ” と表記）それを 4 つのタイムスロットのうちサブキャ
リア変調するタイムスロット位置で表現する方式である．

IEEE802.15 での標準化動向

図 -8 の例ではデータ “ 00 ” では最初のタイムスロットが

韓国サムスン電子が中心となって IEEE802.15 での標

変調され，データ “ 01” では 2 番目のタイムスロットが変

準化に向けた活動が 2007 年 11 月から開始されている．

調されている．これによってどのようなデータを伝送す

IEEE802.15 は，WPN（Wireless Personal Area Network）
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LED 照明

IEEE802.15

4 Mbps
単方向
TG7 (TG-VLC)

LED バックラ
イト平面ディ
スプレイ

Application Sub-committee
Regulatory Sub-committee

4 Mbps
単方向

Technical Requirement
Document Sub-committee

図 -10

携帯電話

図 -11 検討されている IrDA—可視光通信コンソーシアム連携規
格の利用イメージ

IEEE802.15 TG7 組織図

）

の領域であり近接無線技術や最近では人体通信，テラヘ

に適当なアプリケーションを選定し 10 ，それについ

ルツ通信など種々の新規通信技術が扱われている．サ

ての標準化作業を進める手順となった．したがって

4）

Application Sub-committee の役割は重要であり，Sub-

ETRI は ITS 応用を提案している ．これら韓国メンバか

committee リーダとなったインテル社の手腕が期待さ

ら多数の参加者が IEEE 会合に毎回参加し大変熱心に推

れる状況である
（2009 年 3 月現在）
．

ムスン電子は広い分野での可視光通信応用を表明し ，
5）

進した結果，以下のように標準化作業開始に向けて会合
●

が進んだ．

2007 年 11 月 IG（Interest Group）設立提案／承認
2008 年 1 月 IG 活動開始

●

IrDA—可視光通信コンソーシアム連携
標準化

可視光通信コンソーシアム内での議論において一番身

2008 年 3 月 SG（Study Group）化提案／承認

近な携帯機器である携帯電話への可視光通信機能の搭載

2008 年 5 月 SG 活動開始 TG（Task Group）化に向け

の重要性が指摘されている．そこですでに搭載実績のあ

て PAR（Project Authorized Request）+5C（Criteria）

る IrDA 赤外線通信規格と上位層について親和性の高い

作成

仕様の共同検討が始まっている 11 ．すなわち物理層を

）

2008 年 7 月，9 月，11 月 会合で PAR+5C 完成，提
出／承認

可視光対応とし上位層は IrDA 仕様準拠とすることによ
って容易に携帯電話に導入できることを期待するもので

）

）

参照：PAR6 ，5C 7

ある．図 -7 に示した可視光通信コンソーシアム組織図
における標準化委員会配下の WG（Working Group）の

このような経緯で本年 1 月より実際の標準化規格を検
討する TG（802.15.7）発足が比較的順調に行われた背景
には欧米メンバ（米国インテル社，ボーイング社，独シ

うち可視光携帯端末 WG で作業が行われており，仕様
は IrDA extension と呼ばれている．

IrDA にはさまざまな通信速度の仕様が存在するが，

ーメンス社，英オックスフォード大学など）の可視光通

まずは 4Mbps の速度で単方向型の仕様策定を進めてい

信への大きな期待があるようである．ボーイング社から

る．すなわち IrSimple 規格のうち単方向放送型である

8）

は旅客航空機内で可視光通信による情報提供応用 ，シ

IrSS（Simple Shot）に相当するものとなる．使い方とし

ーメンス社からは欧州 FP7 における OMEGA PJ でのホ

ては図 -11 に示すように，LED 照明あるいは LED バッ

9）

ーム・ネットワーク可視光応用 について希望が述べら

クライト平面ディスプレイから 4Mbps の情報が発信さ

れている．

れており携帯電話をかざすと情報が入手できるというも

TG chair は当初から引き続きサムスン電子が務めるこ

のである．LED バックライト平面ディスプレイは今後デ

ととなり，配下に図 -10 に示す 3 つ Sub-committee が

ィジタルサイネージの 1 つとして街角にひろく設置が進

設置されることとなった．このうち Application Sub-

むと期待されているものである．

committee にて可視光通信の当面標準化を進めるの

IrDA では消費電力を低減するために，赤外 LED を送
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解説

ネットワーク

レストラン口コミ情報

親 機（照 明 アク
セスポイント）

スカイレストラン：
眺め最高，味は普通
ダウンリンク可視光

アップリンク赤外線

1 階レストラン：安く

PC

PC
子機

て味は最高

子機

図 -12 検討されている ICSA—可視光通信コンソーシアム連携規
格の利用イメージ

図 -13

信情報がないアイドル期間では光らせていないのに対し

ICSA extension と呼ばれている．

AR への可視光通信応用

て，可視光のこの用途ではアイドル期間でも光らせると

光リンク速度が 10Mbps のものの規格化を本年 3 月

ともに，データ変調によって見た目の明るさにちらつき

までに行い，その後光リンク速度を 100Mbps などへ高

が出ないように可視光部分の仕様を策定する必要がある．

速化する展開が考えられている．

そのような仕様の第一版が本年 3 月に発行された

12）

．

今後仕様の改版を続けるとともに，本年 4 月よりコン
フォーマンス試験，インターオペラビリティ試験につい

●

● 将来展望

て検討が行われる予定である．そして IrDA も実績のあ

LED 照明は現世代のメイン照明である蛍光灯と比べて

る国際的な規格であり，IEEE802.15TG7 との関係も含め

寿命の点では優位にあるもののエネルギー効率の点では

て関係者での協議が進められる見込みである．

追い越してはおらず，コストの点ではまだ大きな努力が
必要である．そのために当面はスポットライト的な用途

●

ICSA- 可視光通信コンソーシアム連携
標準化

から導入が始まっている．しかし LED 照明技術は発展

ICSA（Infrared Communication Systems Association :

板も普及して街中において可視光通信による情報発信が

●

光無線通信システム推進協議会）とも連携して標準規格
）

案作成が始められている 11 ．

ICSA では双方向赤外線の光屋内 LAN システムを ARIB

途上でありいずれはメイン照明として広く使われると期
待できる．さらにディジタルサイネージのような電子看
可能となる状況が到来すると考えられる．
そのような将来において有望な可視光通信応用と
して AR（Augmented Reality : 拡張現実）が考えられる．

（Association of Radio Industries and Businesses （社）電
:

図 -13 に示すように，たとえば街中で昼食に良さそうな

波産業会）の規格 STD-T50 を制定している．これを可視

レストランを探すのに携帯電話で街中の照明，電子看板

光対応に拡張するもので利用イメージを図 -12 に示す．

からレストランの ID 情報を得てインターネットの口コミ

屋内光 LAN が天井などに設置される親機（照明アクセス

情報を参照するといった利用方法である．近年，実空間

ポイント）と子機とで構成されている．子機をパソコン

透視ケータイ

などに，親機をインターネットなどに接続することによ

などカメラつきの携帯端末でディスプレイに写ったリア

って無線 LAN のように，パソコン間の通信や，パソコ

ル世界にタグをつけるなどバーチャルな IT 世界と結び

☆2

，セカイカメラ

☆3

，OneShotSearch

ンからのインターネットアクセスができる．親機から子
機へのダウンリンクは可視光，逆のアップリンクは赤

☆2

外線となっており，親機に複数の子機が接続される 1：

N 通信が可能となっている．図 -7 に示した可視光通信
コンソーシアム組織図における標準化委員会配下の WG
のうち可視光 LAN WG で作業が行われており，仕様は
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☆3

☆4

実空間透視ケータイ

http://www.kddilabs.jp/press/detail_102.html
セカイカメラ

http://sekaicamera.com/
OneShotSearch
http://www.necmagnus.com/03_news/detail/190713.html

☆4

可 視 光 通信の現状と展望
～ユビキタスで安全な ICT インフラを目指して～

リアル情報フィードバック
活動意図（コンテキスト）＋場所，時，モノなど

ビジネス価値
サービス A

体感，
経験

場所
場所

イ

サービス B

モノ

価値ある
情報

サービス C

ン

雑多な
情報

マッシュアップ
時

感動

タ
ー

モノ

ネ
ッ
ト

マッシュアップ

（ここだけ，今だけ，あなただけ）

リアル（経験による感動）
図 -14

＋

バーチャル（利便性）

リアルとバーチャルの紐付け，さらにフィードバックによって期待されるビジネス価値の創出

つける試みがされている．多くは GPS 測位による自位

ができることが重要である．従来の無線や赤外線では情

置情報と電子コンパスなど各種センサによってカメラを

報発信源の視野における位置まで特定することは容易で

向けている方向／角度から写っている画像とバーチャル

はないので可視光通信は目に見えることを最大限に活用

情報との紐付けを行っている．しかし可視光通信をマー

し有力なリアルとバーチャルの紐付け手段として発展し

カとして利用すればきわめて容易かつ正確にリアルとバ

ていくことが期待される．

ーチャルな IT 世界との紐付けが実現される．
このような AR 応用が重要となってくる理由は図 -14
に示すように次のように考えられる．今後も消費価値
が単なる購入よりも「こと」
（経験）
重視に変化しつづけ，
驚きの伴う「こと」の提供にはリアル世界と IT 世界との
連携が一層重要となってくる．一方インターネット／

Web によりバーチャル世界ではマッシュアップ（機能協
調）が新しいサービスを連鎖的に生み出している．そこ
でさらにリアル情報フィードバックと IT（バーチャル）
世界との協調を進めることにより，リアル世界相互のマ
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ッシュアップによる新しい価値創造
（＝体感）
が可能とな
りひいては新しいビジネス価値創出が期待できる．
以上のようにリアルとバーチャルの紐付け，さらにフ
ィードバックによってリアル世界でのマッシュアップを
誘因してゆく今後の ICT インフラにおいて目に見える可
視光通信はおおいに有望である．可視光通信は光を遮断
されると通信不能となる弱点がある．たとえば屋外にお
いて濃い霧が発生していれば霧に隠れた照明，電光看板
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