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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有するカメラにより撮影し、該カメラ
が撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視光に重畳して送信された情報信号を
受信する可視光受信方法において、
　前記カメラは、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、該可視光を入射させて、光拡散画
像を撮影し、
　該画素アンプ順次出力式撮像素子は、画素の行または列ごとのタイミングで該行の画素
または該列の画素に電荷を蓄積し、該各画素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画素の
画素アンプから各画素ごとのタイミングで順に出力し、
　該撮影された光拡散画像中に、情報信号に基づく縞模様を、該画素の行方向または列方
向に生じさせ、該縞模様の発生状態に基づき該情報信号を抽出し、且つ、該情報信号をフ
レーム単位で画像処理し、１フレーム内で複数サンプルの該情報信号を抽出し復調するこ
とを特徴とする可視光受信方法。
【請求項２】
　可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有するカメラにより撮影し、該カメラ
が撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視光に重畳して送信された情報信号を
受信する可視光受信方法において、
　前記カメラは、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、該可視光を入射させて、光拡散画
像を撮影し、
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　該画素アンプ順次出力式撮像素子は、各画素ごとのタイミングで電荷を蓄積し、該各画
素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画素の画素アンプから各画素ごとのタイミングで
順に出力し、
　該撮影された光拡散画像中に、情報信号に基づき断続する断続模様を、該画素の行方向
または列方向に生じさせ、該断続模様の発生状態に基づき該情報信号を抽出し、且つ、該
情報信号をフレーム単位で画像処理し、１フレーム内で複数サンプルの該情報信号を抽出
し復調することを特徴とする可視光受信方法。
【請求項３】
　前記カメラは、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、光拡散フィルターを通して可視光
を入射させ、該可視光の光拡散画像を撮影することを特徴とする請求項１または２記載の
可視光受信方法。
【請求項４】
　前記光拡散フィルターとして、印加電圧に応じて光拡散と光透過を切り替えるフィルム
液晶を使用することを特徴とする請求項１または２記載の可視光受信方法。
【請求項５】
　前記カメラは、可視光の光路から集光用の光学系を外して、該画素アンプ順次出力式撮
像素子上に、光拡散画像を入射させて該画像を撮影することを特徴とする請求項１または
２記載の可視光受信方法。
【請求項６】
　前記カメラの前記画素アンプ順次出力式撮像素子として、ＣＭＯＳイメージセンサーが
使用されることを特徴とする請求項１または２記載の可視光受信方法。
【請求項７】
　前記カメラで撮像され出力されるカラーの画像信号は、グレースケール変換を行ない、
モノクロの画像信号に変換して輝度成分を抽出することを特徴とする請求項６記載の可視
光受信方法。
【請求項８】
　前記カメラで撮像され出力されるカラーの画像信号は、色信号毎に輝度成分が抽出され
ることを特徴とする請求項６記載の可視光受信方法。
【請求項９】
　前記撮像素子の行方向に沿った各行線の画素から出力される輝度成分の平均値を算出し
て該各行線の輝度データを生成し、該輝度データを二値化して受信情報信号を抽出するこ
とを特徴とする請求項８記載の可視光受信方法。
【請求項１０】
　可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有するカメラにより撮影し、該カメラ
が撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視光に重畳して送信された情報信号を
受信する可視光受信装置において、
　該撮像素子の各画素で発生する電荷を各々の画素アンプで増幅し、該各画素アンプから
順に信号を出力する画素アンプ順次出力式撮像素子と、
　該可視光を拡散光に変えて該カメラの撮像素子に入射させ、該撮像素子上に縞模様を生
じさせる光拡散フィルターと、
　該光拡散フィルターを通して該撮像素子上に生じた可視光の縞模様を撮影する撮影手段
と、を備え、
　該撮影された光拡散画像中に、受信した該情報信号に応じた縞模様を、該画素の該行方
向または列方向に生じさせ、該縞模様の発生状態に基づき該情報信号を抽出し復調するこ
とを特徴とする可視光受信装置。
【請求項１１】
　可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有するカメラにより撮影し、該カメラ
が撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視光に重畳して送信された情報信号を
受信する可視光受信装置において、
　該撮像素子の各画素で発生する電荷を各々の画素アンプで増幅し、該各画素ごとに該各
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画素アンプから順に信号を出力する画素アンプ順次出力式撮像素子と、
　該可視光を拡散光に変えて該カメラの撮像素子に入射させ、該撮像素子上に断続模様を
生じさせる光拡散フィルターと、
　該光拡散フィルターを通して該撮像素子上に生じた可視光の断続模様を撮影する撮影手
段と、を備え、
　該撮影された光拡散画像中に、受信した該情報信号に応じて断続する該断続模様を、該
画素の行内または列内に生じさせ、該行内または列内に生じる該断続模様の発生状態に基
づき該情報信号を抽出し復調することを特徴とする可視光受信装置。
【請求項１２】
　前記光拡散フィルターとして、印加電圧に応じて光拡散と光透過を切り替えるフィルム
液晶を使用することを特徴とする請求項１０または１１記載の可視光受信装置。
【請求項１３】
　前記カメラの前記画素アンプ順次出力式撮像素子として、ＣＭＯＳイメージセンサーが
設けられたことを特徴とする請求項１０または１１記載の可視光受信装置。
【請求項１４】
　前記カメラで撮像され出力されるカラーの画像信号は、グレースケール変換を行ない、
モノクロの画像信号に変換して輝度成分を抽出することを特徴とする請求項１３記載の可
視光受信装置。
【請求項１５】
　前記カメラで撮像され出力されるカラーの画像信号は、色信号毎に輝度成分が抽出され
ることを特徴とする請求項１３記載の可視光受信装置。
【請求項１６】
　前記撮像素子の行方向に沿った各行線の画素から出力される輝度成分の平均値を算出し
て該各行線の輝度データを生成し、該輝度データを二値化して受信情報信号を抽出するこ
とを特徴とする請求項１４または１５記載の可視光受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可視光通信に使用される可視光受信方法およびその装置に関し、特に、携帯
情報端末、携帯電話機などのカメラ（デジタルカメラ或いはビデオカメラ）を備えた携帯
端末などで好適に使用可能な可視光受信方法とその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、可視光を通信媒体として用いる可視光通信が開発され、下記特許文献１などにお
いて、照明光などの可視光を使用して可視光通信を行なう可視光通信装置が提案されてい
る。
【０００３】
　この従来の可視光通信装置は、可視光に送信信号を重畳して送信する可視光送信装置が
、送信する情報信号（パルス信号）を、４値ＰＰＭ方式による変調（パルス位置変調）を
行って送信信号を生成し、ＬＥＤを使用した光源に、送信信号を印加してＬＥＤを駆動し
、ＬＥＤの照射する可視光に送信信号を重畳して送信するように動作する。
【０００４】
　また、この可視光通信装置では、通常使用される照明用光源を、可視光送信装置の光源
として有効に使用するために、照明用のＬＥＤ光源にＰＰＭ信号を印加する際、比較的長
いデジタル値「０」の期間にＬＥＤを連続点灯させ、時間の短いデジタル値「１」の期間
に、サブキャリアの搬送波信号によって、ＬＥＤをより短い周波数で点滅動作させ、これ
により、可視光通信の送信時に、照明用として必要な照度を確保するようにしている。
【０００５】
　一方、近年、携帯電話機などの携帯端末の普及が著しく、殆どの人々が携帯端末を携帯
して日常生活を行なうようになっており、またこの種の携帯端末には、通常、動画撮影が
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可能なデジタルカメラが搭載されるため、使用者は、あらゆる機会で、カメラ撮影が可能
な環境で日常を過ごしている。
【０００６】
　そこで、従来、可視光通信を行なう可視光送信装置の光源となる照明用光源から照射さ
れる可視光、つまり送信される情報信号を重畳した可視光通信用の照明光を、携帯端末な
どのカメラで撮影し、その撮影された画像データを解析して、画像データに含まれるデー
タビット列を抽出し、データビット列から送信された情報信号データを復調する可視光通
信装置が、下記特許文献２で提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２８３４４６号公報
【特許文献２】特開２０１１－５５２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、上記可視光通信装置は、例えば照明用光源を可視光源とする可視光通信装置の
光源を、デジタルカメラ或いはビデオカメラで撮影し、照明用光源から照射される明るい
可視光（光源の光）をカメラで直接撮影するため、必然的に、カメラの露光が画面全体で
自動調整される。このために、撮影画像上の光源像は真っ白となり、白飛び状態となって
撮影されてしまう。
【０００９】
　このため、カメラで撮影された画像データは、画像処理を行なったとしても、白飛び状
態の画像データ中に含まれる可視光送信データを正確に抽出することは、例え高速で動作
するマイクロコンピュータの画像処理技術を使用したとしても、非常に難しい。
【００１０】
　また、可視光を撮影したとき、撮影画像が白飛び状態とならない場合であっても、画像
の輪郭線などが可視光送信データのノイズとして含まれるため、画像データから可視光送
信データを正確に抽出することは困難である。
【００１１】
　しかも、汎用のデジタルカメラ或いはビデオカメラは、毎秒当たり１６フレーム～３０
フレームで動画を撮影し、各フレームの画像データについてその輝度値を算出し、輝度値
データをフレーム番号ごとの時系列データとして捉え、さらに、算出した輝度値データの
最大輝度値と最小輝度値を算出し、予め設定された閾値に基づき、受信データのデータビ
ット列を抽出する。
【００１２】
　このため、１／１６秒から１／３０秒という非常に時間軸の長い或いは長い時間間隔で
画像データを撮影し、各フレーム毎の輝度値データに基づき、送信データのデータビット
列を抽出することとなる。このため、仮に３０フレーム／秒の速度で可視光画像を撮影し
た場合、１フレームに対し１サンプルのデータを取得し、１サンプルデータを約３３ｍ秒
かけて抽出し、受信データの抽出は非常に低速となる。
【００１３】
　可視光通信装置は、通常、送信信号を、例えば４値ＰＰＭ変調などの多値ＰＰＭ変調を
行なって送信信号を生成し、その送信信号をＬＥＤが照射する可視光に重畳させて送信す
るが、この場合、ＰＰＭ変調により生成される送信パルス信号の周波数は、例えばデータ
転送速度が４．８ｋｂｐｓの場合、約９．６ＫＨｚとなり、データビット列の単一のパル
ス幅は、約０．１ミリ秒という非常に短い時間軸の信号となる。このパルス幅は、カメラ
が撮影する画像の各フレーム時間に比して非常に短い時間である。
【００１４】
　このため、従来のカメラを使用した可視光受信装置では、カメラが撮影した被写体の輪
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郭線などを含む画像、或いは白飛び状態の画像データから画像処理により、受信データを
抽出することが非常に難しいことに加え、可視光通信で送信される送信データ（例えばデ
ータ転送速度４．８ｋｂｐｓの場合、約９．６ＫＨｚの周波数信号）を、１フレーム対１
サンプルの速度で取得するため、受信したデータを高速で抽出することはできない。
【００１５】
　本発明は、上述の課題を解決するものであり、汎用のカメラを備えた携帯端末等を使用
して、可視光通信用の可視光を撮影し、可視光通信の情報信号を受信することができる可
視光受信方法及び可視光受信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決する本発明の可視光受信方法は、
　可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有するカメラにより撮影し、該カメラ
が撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視光に重畳して送信された情報信号を
受信する可視光受信方法において、
　前記カメラは、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、該可視光を入射させて、光拡散画
像を撮影し、
　該画素アンプ順次出力式撮像素子は、画素の行または列ごとのタイミングで該行の画素
または該列の画素に電荷を蓄積し、該各画素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画素の
画素アンプから各画素ごとのタイミングで順に出力し、
　該撮影された光拡散画像中に、情報信号に基づく縞模様を、該画素の行方向または列方
向に生じさせ、該縞模様の発生状態に基づき該情報信号を抽出し、且つ、該情報信号をフ
レーム単位で画像処理し、１フレーム内で複数サンプルの該情報信号を抽出し復調するこ
とを特徴とする。
　また、他の可視光受信方法は、
　可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有するカメラにより撮影し、該カメラ
が撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視光に重畳して送信された情報信号を
受信する可視光受信方法において、
　前記カメラは、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、該可視光を入射させて、光拡散画
像を撮影し、
　該画素アンプ順次出力式撮像素子は、各画素ごとのタイミングで電荷を蓄積し、該各画
素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画素の画素アンプから各画素ごとのタイミングで
順に出力し、
　該撮影された光拡散画像中に、情報信号に基づき断続する断続模様を、該画素の行方向
または列方向に生じさせ、該断続模様の発生状態に基づき該情報信号を抽出し、且つ、該
情報信号をフレーム単位で画像処理し、１フレーム内で複数サンプルの該情報信号を抽出
し復調することを特徴とする。
【００１７】
　なお、「結像しない画像」とは、カメラが捉える被写体の像がカメラの撮像素子上で結
像しない、という意味であり、例えば、拡散フィルターを通る光の被写体画像、ピントを
ずらしたデフォーカス画像、集光用の光学系を通らない光の被写体画像などが「結像しな
い画像」である。また、カメラで拡散フィルターを通して或いは白色系のスクリーン状反
射面を介して光源を撮影する場合、拡散フィルター或いはスクリーン状反射面に焦点が合
った場合であっても、被写体となる光源は「結像しない画像」となる。
【００１８】
　この発明によれば、１フレームの画像データに含まれる情報信号の複数サンプルを１回
の処理で抽出することができるので、従来に比べ、高速で送信データを受信することがで
きる。また、撮像素子は光拡散画像を撮影するため、通常のカメラがレンズで被写体を結
像して被写体画像を撮影する場合と比べ、結像画像の輪郭線などのノイズの影響を受けず
、受信データを正確に抽出することができる。
【００１９】
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　また、現在、汎用のカメラには、画素アンプ順次出力式撮像素子が使用されるので、汎
用のカメラを搭載する携帯電話機などの携帯端末であれば、可視光通信用の可視光を受光
するための専用の受光素子を設ける必要がなく、汎用の携帯端末を使用して、可視光通信
の情報信号を簡単に受信することができる。
【００２１】
　カメラを搭載する携帯端末などにおいて、カメラが、撮像素子により光拡散画像を撮影
すると、画像中に、情報信号に応じた縞模様が行方向または列方向に明確に発生し、縞模
様は、時間軸とともに変化する、送信された可視光の輝度の明暗変化、つまり送信された
情報信号を含むから、縞模様の発生状態に基づき、可視光通信で送信された情報信号を抽
出することができる。
【００２３】
　カメラを搭載する携帯端末などにおいて、カメラが、撮像素子により光拡散画像を撮影
すると、画素アンプ順次出力式撮像素子が、各画素ごとのタイミングで電荷を蓄積し、各
画素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画素の画素アンプから各画素ごとのタイミング
で順に出力し、これにより、撮影された光拡散画像中に、情報信号に基づき断続する断続
模様が、画素の行内または列内に生じ、この断続模様は、時間軸とともに変化する、送信
された可視光の輝度の明暗変化、つまり送信された情報信号を含むから、断続模様の発生
状態に基づき、可視光通信で送信された情報信号を抽出することができる。
【００２４】
　またここで、上記光拡散フィルターとして、印加電圧に応じて光拡散と光透過を切り替
えるフィルム液晶を使用することができる。これによれば、カメラの光路にフィルム液晶
は配設し、カメラを通常の写真撮影に使用する場合、フィルム液晶のフィルターを光透過
状態とし、カメラを可視光通信の受信装置として使用する場合には、フィルム液晶を光拡
散状態に、簡単に切り替えて使用することができる。
【００２７】
　またここで、上記可視光受信方法において、上記カメラは、可視光の光路から集光用の
光学系を外して、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、光拡散画像を入射させて該画像を
撮影し、画素アンプ順次出力式撮像素子が、画素の行または列ごとのタイミングで該行の
画素または該列の画素に電荷を蓄積し、該各画素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画
素の画素アンプから各画素ごとのタイミングで順に出力し、該撮影された画像中に、該情
報信号に基づく縞模様を、該画素の行方向または列方向に生じさせ、該縞模様の発生状態
に基づき該情報信号を抽出し復調することもできる。
【００２８】
　さらに、上記可視光受信方法において、上記カメラは、可視光の光路から集光用の光学
系を外して、画素アンプ順次出力式撮像素子上に、光拡散画像を入射させて該画像を撮影
し、該画素アンプ順次出力式撮像素子は、各画素ごとのタイミングで電荷を蓄積し、該各
画素に蓄積された電荷に基づく信号を、各画素の画素アンプから各画素ごとのタイミング
で順に出力し、該撮影された画像中に、情報信号に基づき断続する断続模様を、該画素の
行内または列内に生じさせ、該行内または列内に生じる該断続模様の発生状態に基づき該
情報信号を抽出し復調することもできる。
【００２９】
　またここで、上記カメラの画素アンプ順次出力式撮像素子として、ＣＭＯＳイメージセ
ンサーを使用することができる。ＣＭＯＳイメージセンサーは、各画素で発生した電荷を
各々の画素アンプで増幅し、各画素アンプから順に信号を出力するように動作させること
ができるため、画像データの１フレーム中に生じる縞模様に、送信された情報信号を包含
させ、各行方向または列方向に発生する縞模様、或いは画素の行内または列内に生じる断
続模様に基づき、送信された情報信号を高速で抽出することができる。
【００３０】
　さらに、上記カメラで撮像され出力されるカラーの画像信号は、グレースケール変換を
行ない、モノクロの画像信号に変換して、輝度成分を抽出することができる。また、カメ
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ラで撮像され出力されるカラーの画像信号は、色信号毎に輝度成分を抽出するように構成
することができる。
【００３１】
　また、上記情報信号に基づく縞模様を、該撮像素子の行方向に生じさせ、該縞模様の発
生状態に基づき該情報信号を抽出し復調する可視光受信方法においては、画素の行方向に
沿った各行線の画素から出力される輝度成分の平均値を算出して該各行線の輝度データを
生成し、該輝度データを二値化して受信情報信号を抽出することができる。
【００３２】
　一方、本発明の可視光受信装置は、可視光通信用に照射される可視光を、撮像素子を有
するカメラにより撮影し、該カメラが撮影した該撮像素子の画像データに基づき、該可視
光に重畳して送信された情報信号を受信する可視光受信装置において、該撮像素子の各画
素で発生する電荷を各々の画素アンプで増幅し、該各画素アンプから順に信号を出力する
画素アンプ順次出力式撮像素子と、該可視光を拡散光に変えて該カメラの撮像素子に入射
させ、該撮像素子上に縞模様を生じさせる光拡散フィルターと、該光拡散フィルターを通
して該撮像素子上に生じた可視光の縞模様を撮影する撮影手段と、を備え、該撮影された
光拡散画像中に、受信した該情報信号に応じた縞模様を、該画素の該行方向または列方向
に生じさせ、該縞模様の発生状態に基づき該情報信号を抽出し復調することを特徴とする
。
【００３３】
　この発明の可視光受信装置によれば、カメラに光拡散フィルターを装着して、撮像素子
によりその光拡散画像を撮影すると、光拡散画像中に、情報信号に応じた縞模様が行方向
または列方向に発生する。この撮影画像に含まれる縞模様の発生状態は、可視光通信によ
り送信された情報信号を含み、この縞模様から情報信号を抽出するので、汎用のカメラを
搭載する携帯電話機などの携帯端末であれば、可視光通信用の可視光を受光するための専
用の受光素子を設ける必要がなく、汎用の携帯端末を使用して、可視光通信の情報信号を
簡単に受信することができる。
【００３４】
　また、上記可視光受信装置においては、該可視光を拡散光に変えて該カメラの撮像素子
に入射させ、該撮像素子上に断続模様を生じさせる光拡散フィルターと、該光拡散フィル
ターを通して該撮像素子上に生じた可視光の断続模様を撮影する撮影手段と、を備え、該
撮影された光拡散画像中に、受信した該情報信号に応じて断続する断続模様を、該画素の
行内または列内に生じさせ、該行内または列内に生じる該断続模様の発生状態に基づき該
情報信号を抽出し復調するように構成することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の可視光受信方法及び可視光受信装置によれば、汎用のカメラを使用して、可視
光通信用の可視光を撮影し、可視光通信用に送信された情報信号を簡単且つ高速で受信す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態を示す可視光受信装置の構成ブロック図である。
【図２】画素アンプ順次出力式撮像素子の概略構成ブロック図である。
【図３】画素の回路構成説明図である。
【図４】可視光受信装置の受信処理のフローチャートである。
【図５】各画素の電荷の蓄積タイミングと各画素の信号出力タイミングを示す説明図であ
る。
【図６】撮像素子の画像信号をグレースケール変換し、モノクロの画像信号に変換して、
輝度成分を抽出した画像説明図である。
【図７】撮像素子の行方向に沿った各行線の画素から出力される輝度成分の平均値を算出
して、各行線の輝度データをグラフ化した輝度平均値グラフである。
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【図８】各行の画素の輝度平均値を二値化した輝度平均値二値化グラフである。
【図９】他の実施形態を示す画素アンプ順次出力式撮像素子の概略構成ブロック図である
。
【図１０】同実施形態の画素の回路構成説明図である。
【図１１】各画素の電荷の蓄積タイミングと各画素の信号出力タイミングを示す説明図で
ある。
【図１２】同実施形態の可視光受信装置の受信処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１は可視光通信用の可視光を
受信する可視光受信装置を備えた、携帯端末１の概略構成ブロック図を示している。
【００４０】
　携帯端末１は、携帯電話機などのカメラ（デジタルカメラ）１０を搭載した端末機器で
あり、携帯端末１のカメラモードにおいて、ファンクションスイッチなどを操作して、ス
チル画像または動画を撮影する。このスチル画像または動画の撮影時に、可視光通信用に
送信される可視光の情報信号を受信する。
【００４１】
　図１に示すように、カメラ１０の光入射部に、結像用のレンズ１３が配設され、レンズ
１３の内側に絞り機能を有するアイリス１４が配置され、アイリス（虹彩絞り機構）１４
の内側に撮像素子１１が配設され、レンズ１３、アイリス１４を通して撮影した画像の可
視光を入射させる。アイリス１４は、ＮＤフィルター（減光フィルター）に代えて絞り機
構とすることもできる。
【００４２】
　レンズ１３の前には、可視光通信用に送信される可視光信号を受信するために、光拡散
フィルター１２が配置され、被写体からの光を拡散させてカメラ１０に入射させ、拡散光
でぼかした状態として可視光を撮影する。これにより、被写体の拡散光がカメラ１０内に
入射され、可視光通信用の可視光を投光する可視光送信機の投光器がスポットライトのよ
うな照明器具であったとしても、投光器の光源像が白飛びすることなく、さらに、被写体
の明暗や輪郭線が縞模様の抽出に悪影響（ノイズ）を与えることなく、可視光通信用の可
視光を撮影することができ、その画像中に縞模様、断続模様を明確に発生させることがで
きる。
【００４３】
　光拡散フィルター１２は、スリガラス或いは光拡散フィルム等の光拡散層を有する板ガ
ラス或いはフィルムシートから構成され、可視光受信を行なう際、携帯端末１の外部に露
出したレンズ１３の外面に貼着して使用することができる。また、光拡散フィルター１２
は、携帯端末１内に移動可能に配設し、可視光受信を行なう際、スイッチ操作などにより
、光拡散フィルター１２が入射光路に入るように移動させ、カメラを通常の写真撮影に使
用する際は、光拡散フィルター１２を光路から外すように動かす構造とすることもできる
。
【００４４】
　また、光拡散フィルター１２は、印加電圧に応じて光拡散と光透過を切り替えるフィル
ム液晶から構成することもできる。フィルム液晶は、重ね合わせたフィルム内に例えばＴ
Ｎ液晶を充填した薄く軽量化された液晶フィルターであり、通常時には、液晶を光透過状
態とし、通常のカメラとしての使用を可能とし、可視光受信時には、印加電圧に応じて液
晶を乳白色などの光拡散状態とする。このようなフィルム液晶は、光拡散と光透過を切り
替え可能な光拡散フィルター１２として、簡便に使用することができる。
【００４５】
　カメラ１０の撮像素子１１として、各画素２１で発生する電荷を各々の画素アンプ２２
で増幅し、各画素アンプ２２から順に撮像信号を出力する画素アンプ順次出力式の撮像素
子１１が携帯端末１内に内蔵される。画素アンプ順次出力式撮像素子としては、ＣＭＯＳ
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イメージセンサーが、画素で発生する電荷を各々の画素アンプで増幅し、各画素アンプか
ら順に撮像信号を出力する撮像素子であるため、好適に使用することができる。画素アン
プ順次出力式の撮像素子１１は、図２に示すように構成され、その走査デバイスは、行方
向に走査する行走査デバイス１６と列方向に走査する列走査デバイス１７とから構成され
る。
【００４６】
　ＣＭＯＳイメージセンサーからなる画素アンプ順次出力式の撮像素子１１は、図２に示
す如く、多数の画素２１が行列のマトリックス状に配置される。図３に示すように、各画
素２１は、受光素子と受光素子に生じた電荷を蓄積するコンデンサ部を有し、切替スイッ
チ２８の切替動作に応じて、露光時に発生した電荷の蓄積と、蓄積した電荷に基づく画素
信号の出力とを切り替えるように構成される。
【００４７】
　各画素２１の露光タイミングつまり電荷の蓄積動作は、図５に示すように、同一の行内
の画素２１は、同一の蓄積タイミングで、電荷の蓄積を行うように、画素２１の各行につ
いてシャッター信号線３０が配設され、シャッター信号線３０からの信号に基づき、各行
の画素２１が各々の行ごとにおいて同一タイミングで電荷の蓄積を行うようになっている
。各行に沿って配設されたシャッター信号線３０には行選択スイッチ３２が接続され、図
５に示す如く、画素２１の各行は、行ごとに順にずらしたタイミングで電荷の蓄積つまり
露光動作を行い、電荷蓄積後の信号の出力は、電荷を蓄積した行の画素２１から順に、電
荷に基づく信号を出力し、全ての画素２１から画素信号を順に出力する。
【００４８】
　図２に示す如く、各画素２１の出力側に各々画素アンプ２２が設けられ、画素アンプ２
２の出力側は画素選択スイッチ２３を介して垂直信号線２５に接続される。行走査デバイ
ス１６は、マトリックス状に配置された各々の画素２１の電荷を、画素アンプ２２で増幅
し、画素選択スイッチ２３を通して、その出力側に接続された列方向の各垂直信号線２５
に送り、各行の各画素２１の電荷に基づく信号を、各垂直信号線２５を通して、順次出力
させるように接続される。
【００４９】
　列走査デバイス１７は、各垂直信号線２５の出力側に接続された列選択スイッチ２４を
１本の水平信号線２６に接続して構成され、各列選択スイッチ２４のオンオフ制御により
、列方向の垂直信号線２５を選択し、各垂直信号線２５の画素２１からその荷重に基づく
信号を、１本の水平信号線２６を通して出力する。このために、各垂直信号線２５が列方
向に沿って配置され、各行方向に配置された各行線の画素２１の出力側が画素アンプ２２
と画素選択スイッチ２３を介して垂直信号線２５に接続される。垂直信号線２５は、列方
向に向けて延設され、マトリックス状の各列上に配置される多数の画素２１に沿った列と
平行に配置される。各垂直信号線２５の下端には、第２アンプ２７が接続され、第２アン
プ２７の出力側は列選択スイッチ２４を介して１本の水平信号線２６に接続される。
【００５０】
　一方、行走査デバイス１６には、上記の如く、画素２１の各行に沿って、シャッター信
号線３０が配設され、同一行内の各画素２１は、カメラのシャッター操作時、このシャッ
ター信号線からの信号に基づく露光タイミングで、同時に電荷の蓄積を行なうようになっ
ている。画素２１からの出力信号は、電荷の蓄積後の切替スイッチ２８の切替動作と画素
選択スイッチ２３の動作に基づき出力されるように接続され、図５に示すように、撮影時
、各行列の全画素２１から画素信号が順に出力される。
【００５１】
　これにより、カメラ１０のシャッターをオンして、可視光を撮影したとき、画素アンプ
順次出力式の撮像素子１１は、各行の画素２１において、同一行の各画素２１は同一のタ
イミングで電荷の蓄積を行い、電荷の蓄積後、全画素２１からは、蓄積された電荷に基づ
く信号が順に出力され、画素アンプ２２で増幅された後、画素選択スイッチ２３のスイッ
チング動作と列選択スイッチ２４のスイッチング動作に基づき、垂直信号線２５に送出さ
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れ、水平信号線２６を通して出力される。
【００５２】
　つまり、送信された可視光をカメラ１０で撮影すると、撮像素子１１は、図２において
、最上段のシャッター信号線３０の行選択スイッチ３２がオンし、最上段の画素２１で電
荷の蓄積が同時に行われ、次に、２番目の行のシャッター信号線３０の行選択スイッチ３
２がオンし、２段目の行の画素２１において、電荷の蓄積が行われる。この後、３段目、
４段目と順に最後の行の画素２１まで順に電荷の蓄積が行われ、各行ごとの露光（電荷の
蓄積）が各行ごとに順にずらした露光タイミングで電荷の蓄積が行なわれる。一方、電荷
の蓄積を行った後、図５に示すように、各行の画素２１は、最上段の画素２１から、電荷
に基づく画素信号が順に出力される。
【００５３】
　このとき、図２に示す撮像素子１１では、先ず、左端の垂直信号線２５に接続された最
上段の画素選択スイッチ２３がオンし、且つ水平信号線２６に接続された左端の列選択ス
イッチ２４がオンし、これにより、最上段左端の画素２１から信号が出力され、次に、同
じ行の左端から２番目の画素２１の画素選択スイッチ２３がオンし、且つ２番目の垂直信
号線２５に接続された列選択スイッチ２４がオンし、これにより、同一行の２番目の画素
２１から信号が出力される。このようにして、先ず、最上段の行の画素２１から蓄積され
た電荷に基づく信号が順に出力され、次に、２段目の行の左端の画素２１から順に信号が
出力され、このような動作がこの後、３段目、４段目と続き、最終的に最下段の行の画素
２１から順に信号が出力される。
【００５４】
　上記の如く、図２の撮像素子１１では、撮影時、最上段のシャッター信号線３０から順
にその行選択スイッチ３２がオンし、最上段の画素２１で電荷の蓄積が同時に行われ、次
に２段目の行のシャッター信号線３０の行選択スイッチ３２がオンして、２段目の行の画
素２１で電荷の蓄積が行われるように、露光動作が行なわれ、電荷の蓄積の後、各行の画
素２１は、最上段の画素２１から、図５に示すように、電荷に基づく画素信号が順に出力
される。これにより、最終的に右端の垂直信号線２５を通して最下段の行の画素２１から
信号が出力され、１フレームの画像信号が取り込まれる。
【００５５】
　図５に示すように、撮像素子１１では画素２１の各行における電荷の蓄積動作つまり露
光タイミングが順にずれて行われ、最上段から２段目、３段目の行の画素における露光タ
イミングは順にずれるため、例えば１フレームの画像信号を取り込む時間が、カメラのフ
レームレート（例えば１／３０秒～１／６０秒）とされ、送信データが重畳された可視光
に時間的な明暗がある場合、１フレーム中の各行列の画素から出力される信号には、１フ
レーム中の画素が露光する時間に可視光の送信データが含まれる。
【００５６】
　このため、可視光通信を行なう可視光送信装置の投光器（照明器具）から可視光通信規
格（ＣＰ１２２２）に基づき、例えば４値ＰＰＭ変調された可視光が４．８Ｋｂｐｓで送
信される場合、可視光に重畳される送信パルス信号の１サンプルを示す時間は約０．５ｍ
秒となり、この送信パルス信号を含む可視光の輝度の明暗変化が縞模様として撮像素子１
１の撮影画像中に発生する。これにより、撮像素子１１により可視光通信用の可視光を撮
影すると、情報信号を含む縞模様がその１フレーム中に撮像され、その画像信号が走査デ
バイスを通して画像処理装置に送出される。
【００５７】
　汎用の携帯電話機に内蔵されるカメラ１０は、通常、画素アンプ順次出力式の撮像素子
（ＣＭＯＳイメージセンサ）１１を内蔵し、その画素数を例えば１２００万画素とする場
合、例えば３０００行×４０００列で画素が配列され、それが１フレームを構成する。撮
像素子１１の１フレーム分の各画素から信号を取り込む時間がカメラ１０のフレームレー
トとなるから、例えば１／３０秒のフレームレートで撮影する場合、１フレームの時間は
約３３ｍ秒であり、上記可視光通信規格に基づく可視光通信用の情報信号の１ｂｐｓの時



(11) JP 6183802 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

間は約０．２５ｍ秒となるから、１フレームの撮影により、複数サンプルの情報信号がカ
メラ１０を使用する可視光受信装置において可能となる。
【００５８】
　なお、この実施形態の可視光受信装置では、カメラ１０で撮像され出力されるカラーの
画像信号は、グレースケール変換を行ない、モノクロの画像信号に変換して、輝度成分を
抽出するが、カメラで撮像され出力されるカラーの画像信号について、色信号毎に輝度成
分を抽出することもできる。
【００５９】
　また、この実施形態では、図示しない可視光通信用の可視光送信機からＩＤ情報を含む
可視光を送信する例を説明するが、その場合には、複数の可視光送信機に各々、固有のＩ
Ｄ情報が割り当てられて設定され、それらのＩＤ情報は１フレームの画像データ中に充分
に含ませることができる。
【００６０】
　また、カメラ１０は、単一のスチル画像を撮影し、縞模様を含む画像データに基づき、
可視光送信され送信データ信号を復調して再生或いは表示するように使用されるが、可視
光通信を行なう可視光送信装置の投光器（照明器具）を被写体として動画を撮影し、複数
フレームの画像データを取り込み、それらに含まれる縞模様から送信データ信号を取り出
すこともできる。
【００６１】
　さらに、上記実施形態では、図２に示す如く、シャッター信号線３０を画素２１の行方
向（図２の水平横方向）に沿って配設し、各行の画素２１について同時に且つ行ごとに順
にずれたタイミングで電荷の蓄積つまり露光動作を行うように構成したが、シャッター信
号線を画素２１の列方向（図２の縦方向）に沿って配設し、各列の画素２１について同時
に且つ列ごとに順にずれたタイミングで電荷の蓄積を行うように構成することもできる。
【００６２】
　この場合、撮影画像の１フレーム中に撮像され、送信された可視光に含まされる情報信
号を含む縞模様は、画素２１の列方向に生じることとなる。つまり、上述したように、各
行の画素２１について同時に且つ行ごとに順にずれたタイミングで電荷の蓄積を行った場
合、行方向に沿った縞模様（横縞模様）が撮影画像中に生じるところ、各列の画素２１に
ついて同時に且つ列ごとに順にずれたタイミングで電荷の蓄積を行った場合、列方向に沿
った縞模様（縦縞模様）が撮影画像中に生じるが、その縞模様には送信された送信データ
が含まれるため、当該縞模様に基づき送信されたデータを抽出することができる。
【００６３】
　撮影画像信号を処理する画像処理装置は、図１に示すように、ＡＤコンバータ１８と画
像処理ＬＳＩ１９を備え、ＡＤコンバータ１８を通して画像信号をデジタル信号に変換し
、そのデジタル信号を画像処理ＬＳＩ１９に取り込み、画像処理を行なうように構成され
る。画像処理ＬＳＩ１９は、カラー情報と輝度情報を含む画像デジタル信号を取り込むと
、輝度情報のみを取り出して、例えば０～２５５階調のグレースケールデータに変換し、
信号の輝度成分つまり縞模様成分を抽出し、図１に示すように、その抽出データをマイク
ロプロセッサ４８に送出する。このような１フレームの撮影画像の縞模様は、図６に示す
ように、横方向の縞模様として撮影画像中に発生し、横方向の各縞の発生状態に、可視光
通信用の情報信号が含まれることとなる。
【００６４】
　携帯端末１は、上記の如くカメラ１０を内蔵するとともに、無線ＬＡＮに接続可能なＰ
ＤＡ、タブレット型端末、或いは携帯電話通信網や無線ＬＡＮに接続可能な携帯電話機か
ら構成され、無線ＬＡＮなどを通してインターネット等のネットワークに接続される。
【００６５】
　また、携帯端末１は、図１に示すように、マイクロプロセッサ４８を主要部として構成
され、ＲＡＭ，ＲＯＭ等からなる記憶部５０、及び入出力回路等を含む周辺インターフェ
イス５３が含まれる。携帯端末１は、各種機能スイッチ入力用のタッチ入力が可能で、且
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つ動画、静止画、テキスト等を表示するタッチ感知ディスプレイ５７、タッチ感知ディス
プレイ５７の制御を行なうディスプレイコントローラ５６等を備える。さらに、携帯端末
１は、無線ＬＡＮに或いは携帯電話通信網に接続するためのＲＦ回路５４を備え、周辺イ
ンターフェイス５３及びＲＦ回路５４を通して、無線ＬＡＮに或いは携帯電話通信網に接
続可能である。
【００６６】
　携帯端末１の記憶部５０には、ブラウザソフト、音声再生ソフト、及び可視光受信処理
ソフトなどが予め記憶される。携帯端末１のマイクロプロセッサ４８は、上記構成のカメ
ラ１０によって撮影された可視光通信用の送信データ信号（画像データ）を取り込み、行
方向の輝度成分の平均値を算出し、さらに平均化された各行の輝度データを二値化し、二
値化したデータから受信したＰＰＭ信号（ＰＰＭ変調）された信号）を抽出し、当該ＰＰ
Ｍ信号を復調し、可視光送信機から送信された音声データ或いは画像データ等の送信情報
を取得し、再生する処理或いは表示する処理を行なう。また、可視光により送信された情
報信号が可視光送信機の固有のＩＤ情報である場合、当該ＩＤ情報に対応したコンテンツ
情報を再生し或いは表示する。
【００６７】
　このために、携帯端末１には、音声信号を再生するためのオーディオ回路４６及び画像
や文字を表示する上記のディスプレイ５７が設けられ、オーディオ回路４６の出力側には
、スピーカー５２が接続され、入力側にはマイク５１が接続される。携帯端末１のマイク
ロプロセッサ４８は、上記のように、カメラ１０によって撮影された可視光通信用の光源
（照明器具）の縞模様を含む画像データから、可視光送信機のＩＤ情報を抽出し受信処理
を行う。
【００６８】
　さらに、マイクロプロセッサ４８は、受信したＩＤ情報に基づき、予め記憶するコンテ
ンツ情報の音声データを読み出し、アナログ信号に変換した後、その音声信号をオーディ
オ回路４６に出力する。オーディオ回路４６は音声信号を増幅しスピーカー５２を駆動し
て音声が再生される。受信した受信データ或いはコンテンツ情報が画像データ或いは文字
データの場合、ディスプレイコントローラ５６を通してタッチ感知ディスプレイ５７でそ
れらを表示するように構成される。
【００６９】
　図１に示す携帯端末１のＲＦ（Radio Frequency）回路５４は、アンテナシステムやチ
ューナーを含み、ＲＦ信号を送信或いは受信し、インターネット等に接続される無線ＬＡ
Ｎのアクセスポイント或いは携帯電話通信網の基地局との間で、電波による通信を行うよ
うに構成される。
【００７０】
　次に、上記構成の可視光受信装置の使用態様とその動作を、図４のフローチャートを参
照して説明する。
【００７１】
　可視光受信装置を内蔵する携帯端末１は、例えば美術館、博物館などにおいて、展示物
の解説コンテンツ（音声ガイド）を視聴するために使用される。この場合、その施設等に
おける展示物の近傍などの、解説コンテンツ（音声ガイド）を提供する場所に、図示しな
い可視光送信機（例えば照明器具兼用の投光器を有する可視光送信装置）が設置される。
各可視光送信機には異なるＩＤ情報が割り当てられて設定され、各々のＩＤ情報に対応す
るコンテンツ情報は携帯端末１の記憶部５０に記憶される。
【００７２】
　美術館、博物館のように、展示物の解説用機器として携帯端末１を利用者に貸し出して
使用する場合、それらの携帯端末１には、予め各ＩＤ情報（各展示物に対応するＩＤ）に
対応して解説コンテンツ情報が取り込まれ、記憶部５０に記憶されるが、これらのコンテ
ンツ情報は、例えばネットワーク上のコンテンツサーバ内に予めＩＤ情報とともに格納さ
れており、展示開催の際、携帯端末１を操作して、ネットワークを介してコンテンツサー
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バにアクセスし、携帯端末１にコンテンツ情報をダウンロードし、使用することができる
。これにより、新たな展示会を美術館、博物館などで開催する場合、開始時に予めその解
説用のコンテンツをダウンロードし、携帯端末１の記憶部５０に格納しておけば、その展
示会の開催中は、携帯端末１をネットワークに接続することなく、そのまま使用すること
ができる。
【００７３】
　各可視光送信機の投光器は、美術館などの施設における照明器具を兼用し、その投光部
からの光は、展示物を照明するとともに、その展示物解説用のコンテンツを示すＩＤ情報
がＰＰＭ変調され可視光に重畳して照射されている。
【００７４】
　携帯端末１の使用者は携帯端末１のカメラ１０のレンズ１３面に光拡散フィルター１２
を装着し、または光路内に光拡散フィルター１２を位置させ、若しくは光拡散フィルター
１２を光透過状態から光拡散状態に変え、入射光を拡散させて撮像素子１１に入射させる
ようにし、展示物を照明する可視光を撮影する（ステップ１００）。このとき、可視光送
信機の投光器つまり光源にカメラ１０を向けて光源を撮影してもよく、カメラ１０を投光
器の光源により照明される展示物に向けて、或いは可視光が照射される壁面などにカメラ
を向けて撮影してもよい。この場合、投光器の光源はカメラ１０の撮像素子１１上に結像
されず、撮像素子１１は結像しない画像を撮影する。
【００７５】
　カメラ１０のシャッターがオンされて、撮像素子１１が可視光を受光すると、各行の画
素２１は、シャッター信号線３０からの信号に基づき、図５に示すように、画素２１の行
ごとに同一のタイミングで、電荷の蓄積を行う。各行の画素２１は、行ごとに順にずらし
たタイミングで電荷の蓄積を行い、その後、電荷を蓄積した行の画素２１から順に電荷に
基づく画素信号が出力されて、画素アンプ２２で増幅され、全ての画素２１から画素信号
が順に出力される。
【００７６】
　このとき、撮像素子１１は、画素選択スイッチ２３のスイッチング動作と列選択スイッ
チ２４のスイッチングの動作に基づき、先ず、最上段の行の左端の画素２１から順に垂直
信号線２５、水平信号線２６を通して、画素２１からの信号の取り込みが行なわれる。次
に、２段目の行の左端の画素２１から右端の画素２１について信号の取り込みが行なわれ
、同様に、３段目の行、４段目の行の画素２１からの信号の読み出しが順に行なわれ、最
終的に最下段の行の右端の画素２１から信号が出力される。これにより、撮像素子１１の
全画素２１から１フレーム分の画像信号が取り出され、ＡＤコンバータ１８を通して画像
処理装置に送出される。
【００７７】
　すなわち、撮像素子１１は、各画素２１において、各行ごとの露光タイミングで、蓄積
された電荷に基づく信号を、画素アンプ２２を通して順に出力させて取り込むように動作
する。このとき、先ず、図２の左端の垂直信号線２５に接続された最上段の画素選択スイ
ッチ２３をオンさせ、且つ水平信号線２６に接続された左端の列選択スイッチ２４をオン
させ、図２の最上段の左端に位置する画素２１の信号を出力させる。次に、同じ行の左端
から２番目の垂直信号線２５に接続された最上段の画素選択スイッチ２３をオンさせ、且
つ水平信号線２６に接続された左端から２段目の列選択スイッチ２４をオンさせ、図２の
最上段の行の左から２段目に位置する画素２１の画素信号が出力される。
【００７８】
　このように、撮像素子１１は、画素選択スイッチ２３と列選択スイッチ２４をオンオフ
制御して、先ず最上段の行の全画素２１について、左端から右端まで全ての画素２１から
順に信号が出力され、その後、同様に上から２段目の行の画素２１について、蓄積された
電荷に基づく信号が垂直信号線２５及び水平信号線２６を通して出力され、これらの信号
が、左端から順に右端の画素まで順に画素信号が出力される。その後、同様に３段目、４
段目の行の画素２１について、垂直信号線２５、水平信号線２６を通して各画素２１の信
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号が出力されて取り込まれ、さらに撮像素子１１は最終的に右端の垂直信号線２５を通し
て最下段の行の画素２１から信号が出力される。
【００７９】
　これにより、撮像素子１１の各行ごとの画素２１において、露光され蓄積された電荷に
基づく画素信号が、画素アンプ２２で増幅され、垂直信号線２５、水平信号線２６を通し
て、図５に示すように、全画素２１から順に且つ各行の配列順に出力される。
【００８０】
　撮像素子１１の全画素２１では、上記のように、各行ごとに露光が行なわれることとな
り、送信された可視光に送信データが重畳されて可視光に時間的な明暗が生じている場合
、その送信データを含む画素信号には行方向に沿って明暗に基づく縞模様（図６に示すよ
うな横縞模様）が生じる。撮像素子１１の各画素２１から出力されるこのような縞模様を
含む画素信号は、ＡＤコンバータ１８でデジタル信号に変換され、画像処理ＬＳＩ１９に
送られる。画像処理ＬＳＩ１９は１フレーム分の画像信号を取り込み、そこに含まれる輝
度情報を取り出すための画像処理を行なう（ステップ１１０）。
【００８１】
　例えば、可視光送信機の投光器から、可視光通信規格に基づき４値ＰＰＭ変調された可
視光が４．８Ｋｂｐｓで送信される場合、可視光に重畳される送信パルス信号の１サンプ
ルを示す時間は約０．５ｍ秒となり、この送信パルス信号を含む可視光の輝度の明暗変化
が、縞模様として撮像素子１１の撮影画像中に発生する。縞模様は図６に示すように、撮
像素子１１の行方向に生じる。
【００８２】
　画像処理ＬＳＩ１９は、カラー情報と輝度情報を含むデジタルの画像信号を取り込むと
、輝度情報のみを取り出して、例えば０～２５５階調のグレースケールデータに変換し、
信号の輝度成分つまり縞模様成分を抽出し、その抽出データをマイクロプロセッサ４８に
送出する（ステップ１２０）。
【００８３】
　マイクロプロセッサ４８は、撮影した可視光に含まれる縞模様成分の抽出データを取り
込むと、各行方向の輝度成分の平均値を算出する（ステップ１３０）。図７の輝度平均値
グラフに示すように、各行方向の輝度成分の平均値は、縞模様が生じる部分で、各行方向
の横軸（時間軸）に応じて大きく変化する。
【００８４】
　さらに、マイクロプロセッサ４８は、平均化された各行の輝度データを二値化する（ス
テップ１４０）。二値化処理は、予め設定された輝度の閾値を基準にして行なわれ、図８
の輝度平均値二値化グラフに示すように、各行方向の輝度成分の平均値二値化データは、
縞模様が生じる部分で、各行方向の横軸（時間軸）に応じて大きく変化する。
【００８５】
　次に、マイクロプロセッサ４８は、上記のように二値化した二値化データから、受信し
たＰＰＭ信号（４値ＰＰＭ変調された信号）を抽出する（ステップ１５０）。
【００８６】
　次に、マイクロプロセッサ４８は、抽出されたＰＰＭ信号を復調し、可視光送信機から
送信されたＩＤ情報を取り出す（ステップ１６０）。或いは、送信された可視光送信デー
タが音声データ或いは画像文字データの場合、それらを再生する処理或いは表示する処理
を行なう。可視光により送信された情報信号が可視光送信機の固有のＩＤ情報である場合
、当該ＩＤ情報に対応したコンテンツ情報（音声案内等）を記憶部５０から読み出し、ス
ピーカー５２を通して再生し或いはディスプレイ５７に表示する。
【００８７】
　このように、本発明の可視光受信装置によれば、汎用のカメラ１０を搭載する携帯端末
１において、カメラ１０に光拡散フィルター１２を装着して、或いは通常時に光透過状態
の光拡散フィルター１２を光拡散状態として、画素アンプ順次出力式の撮像素子１１によ
りその光拡散画像を撮影し、光拡散画像中に、情報信号に応じた縞模様を行方向または列
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方向に生じさせ、情報信号を撮影画像中に捕捉する。このとき撮影画像に含まれる縞模様
は、時間軸とともに変化する情報信号（送信される可視光の輝度の明暗変化）を含み、そ
の縞模様の発生状態に、可視光通信で送信された情報信号が含まれる。この縞模様から情
報信号を抽出することにより、汎用のカメラ１０を搭載する携帯電話機などの携帯端末１
であれば、可視光通信用の可視光を受光するための専用の受光素子を設ける必要がなく、
汎用の携帯端末１を使用して、可視光通信の情報信号を簡単に受信することができる。
【００８８】
　また、１フレームの画像データに含まれる情報信号の複数サンプルを１回の処理で抽出
することができるので、従来に比べ、高速で送信データを受信することができる。また、
撮像素子１１は結像しない画像を撮影するため、通常のカメラがレンズで被写体を結像し
て被写体画像を撮影する場合と比べ、結像画像によるノイズの影響を受けず、受信データ
を正確に抽出することができる。
【００８９】
　なお、上記実施形態では、カメラ１０に光拡散フィルター１２を装着して、光拡散画像
を画素アンプ順次出力式の撮像素子１１により撮影したが、光拡散フィルターに代えて、
フォーカスをずらした画像、つまり結像しないデフォーカス画像を撮影し、デフォーカス
画像中に縞模様を生じさせることもできる。この場合、撮像素子１１には、焦点がずれて
結像しないデフォーカス画像を入射させて、そのデフォーカス画像を撮影し、撮像素子１
１上に生じたデフォーカス画像中に縞模様を発生させる。これによれば、デフォーカス画
像であるため、被写体の輪郭線などが縞模様にノイズとして悪影響を与えることはなく、
縞模様の発生状態に基づき情報信号を抽出し復調することができる。
【００９０】
　また、カメラ１０に入射する可視光の光路から、レンズ１３等の集光用光学系を外し、
撮像素子１１には、可視光を光学系で集光させずにそのまま入射させ、結像しない画像を
撮像素子１１で撮影するように構成することもできる。この場合、レンズ１３等の光学系
は、カメラを可視光受信に使用する際、移動機構により、カメラに入射する可視光の光路
から自動的に或いは手動で外すように構成することができる。これによっても、被写体が
撮像素子上で結像しないため、被写体の輪郭線などが縞模様にノイズとして悪影響を与え
ることはなく、縞模様の発生状態に基づき情報信号を抽出し復調することができる。
【００９１】
　さらに、上述したように、シャッター信号線を画素２１の列方向（図２の縦方向）に沿
って配設し、各列の画素２１について同時に且つ列ごとに順にずれたタイミングで電荷の
蓄積を行い、各列の画素２１で蓄積された電荷に基づく信号を、各列の順に全ての画素２
１から信号を順に出力するように構成することもできる。
【００９２】
　この場合、先ず、図２の左端の垂直信号線２５に接続された、左端列の全画素２１に対
しシャッター用の信号を印加して各画素２１内の切替スイッチ電荷の蓄積側に切り替え、
左端列の全画素２１の電荷蓄積を行なう。その後、蓄積された電荷に基づく信号を、以下
のように、各列の画素２１から各列ごとに順に出力させる。つまり、先ず、図２の左端の
垂直信号線２５に接続された最上部の画素選択スイッチ２３のみをオンさせ、且つ水平信
号線２６に接続された左端の列選択スイッチ２４のみをオンさせ、図２の最上段の左端に
位置する画素２１の信号を出力させる。次に、図２の左端の垂直信号線２５に接続された
上から２番目の画素選択スイッチ２３のみをオンさせ、且つ水平信号線２６に接続された
左端の列選択スイッチ２４のみをオンさせ、図２の上から２番目に位置する画素２１の信
号を出力させる。このようにして、撮像素子１１は、画素選択スイッチ２３と列選択スイ
ッチ２４のオンオフを制御して、左端の垂直信号線２５に接続された左端の列の画素２１
について順に上段から信号を出力され、その後、同様に左から２列目の垂直信号線２５を
通して左から２列目に配置された画素２１について、順に上段から順に信号を出力させ、
その後、同様に３列目、４列目の垂直信号線２５を通して各行列の画素２１の信号を出力
させて取り込み、さらに撮像素子１１は最終的に右端の垂直信号線２５を通して各行列の
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画素２１の信号を出力させる。これにより、撮影画像の１フレーム中に撮像され、送信さ
れた可視光に含まされる情報信号を含む縞模様は、画素２１の列方向に生じる。
【００９３】
　このように、各列の画素２１について同時に且つ列ごとに順にずれたタイミングで電荷
の蓄積を行った場合、列方向に沿った縞模様（縦縞模様）が撮影画像中に生じることとな
り、その縦縞模様に、送信された送信データが含まれるため、列方向に沿った縞模様に基
づき、送信されたデータを抽出することができる。
【００９４】
　図９～１２は他の実施形態の可視光受信装置を示し、この例の可視光受信装置では、上
記の縞模様に代えて、撮像素子４１の画素２１の行内または列内で断続する断続模様を生
じさせ、その断続模様に基づき、送信された可視光の情報信号を受信する。図９はカメラ
の撮像素子４１の構成を、図１０は画素２１の接続状態を示している。なお、上記カメラ
１０の撮像素子１１と同様の部分については図９、１０に上記と同じ符号を付してその説
明は省略する。
【００９５】
　このカメラの撮像素子４１は、各画素２１で発生する電荷を各々の画素アンプ２２で増
幅し、各画素アンプ２２から順に撮像信号を出力する画素アンプ順次出力式の撮像素子で
あり、上記と同様に、携帯端末１内に内蔵される。画素アンプ順次出力式撮像素子である
撮像素子４１にはＣＭＯＳイメージセンサーが使用され、撮像素子４１の走査デバイスは
、図９に示すように、行方向に走査する行走査デバイス４２と、列方向に走査する列走査
デバイス４３とから構成される。
【００９６】
　ＣＭＯＳイメージセンサーからなる画素アンプ順次出力式の撮像素子４１は、図９に示
す如く、多数の画素２１が行列のマトリックス状に配置され、各画素２１の出力側には各
々画素アンプ２２が設けられ、画素アンプ２２の出力側は画素選択スイッチ２３を介して
垂直信号線２５に接続される。行走査デバイス４２は、マトリックス状に配置された各々
の画素２１の電荷の信号を、画素アンプ２２で増幅し、画素選択スイッチ２３を通して、
その出力側に接続された列方向の各垂直信号線２５に送り、各行の各画素２１の電荷に基
づく信号を、各垂直信号線２５を通して、順次出力させるように構成される。図１０に示
すように、各画素２１には、露光時に生じる電荷を蓄積する電荷蓄積状態と、蓄積した電
荷に基づき信号を出力する状態を切り替える切替スイッチ２８が設けられる。
【００９７】
　また、列走査デバイス４３は、各垂直信号線２５の出力側に接続された列選択スイッチ
２４を１本の水平信号線２６に接続して構成され、各列選択スイッチ２４をオンオフ制御
して、列方向の垂直信号線２５を選択し、各垂直信号線２５の画素２１からその電荷に基
づく信号を、１本の水平信号線２６を通して出力するように構成される。つまり、各垂直
信号線２５は、列方向に沿って配置され、各行方向に配置された各行線の画素２１の出力
側が画素アンプ２２と画素選択スイッチ２３を介して垂直信号線２５に接続される。
【００９８】
　垂直信号線２５は、列方向に向けて延設され、マトリックス状の各列上に配置される多
数の画素２１に沿った列と平行に配置される。各垂直信号線２５の下端には、第２アンプ
２７が接続され、第２アンプ２７の出力側は列選択スイッチ２４を介して１本の水平信号
線２６に接続される。
【００９９】
　さらに、図９に示すように、行走査デバイス４２には、各行方向に配列された各画素２
１の各行について、シャッター信号線３０が行方向に沿って配設される。このシャッター
信号線３０はカメラ１０のシャッター動作、つまり各画素２１に対し画像信号を出力させ
る信号を発生させるラインであり、各行の各シャッター信号線３０には、行選択スイッチ
３２が直列に接続され、各シャッター信号線３０と各画素２１との間には画素選択スイッ
チ３１が接続される。
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【０１００】
　撮像素子４１は、上記構成により、カメラ１０のシャッター操作時、全画素２１につい
て、最上段の行から最下段の行にかけて順に電荷の蓄積を行い、且つ、電荷の蓄積を行っ
た各画素２１は、その蓄積電荷に基づき、信号の出力を順に行うように構成される。この
ような全ての画素２１について順に行なわれる電荷の蓄積と信号の出力の動作は、カメラ
１０のコントローラにより、画素選択スイッチ２３、画素選択スイッチ３１、行選択スイ
ッチ３２、及び列選択スイッチ２４をオンオフ制御して行なわれ、全ての画素２１から、
各々の画素２１ごとに、画素アンプ２２を通して信号を順に出力させ、垂直信号線２５、
水平信号線２６を通してＡＤコンバータに送出するように制御される。
【０１０１】
　例えば、行ごとに全画素２１を走査して信号を出力させる場合、先ず、図９において、
最上行のシャッター信号線３０の信号線スイッチ３２をオンし、最上行の左端の画素２１
から順に信号を取り出すために、最上行左端の画素２１の画素選択スイッチ３１をオンし
、且つ図１０の切替スイッチ２８を電荷の蓄積側として、先ず、電荷の蓄積を行い、その
後、切替スイッチ２８を電荷の蓄積から信号の出力側に切り替え、画素アンプ２２を通し
て信号を増幅し、さらに出力側の画素選択スイッチ２３をオンして信号を垂直信号線２５
に出力させる。
【０１０２】
　これにより、図１１のように、先ず、最上行左端の画素２１で電荷の蓄積が行われ、次
に蓄積された電荷に基づく信号が左端の垂直信号線２５を通して出力され、第２アンプ２
７及び列選択スイッチ２４を通して、画像信号が１本の水平信号線２６に出力され、画像
処理ＬＳＩ１９に取り込まれる。このような画素２１おける電荷の蓄積と信号の出力は、
上記の如く、先ず最上行の画素２１について、左から右に順に行なわれ、次に同様の動作
が２段目の行の各画素２１について実施され、２段目の行の各画素２１から順に信号が画
素選択スイッチ２３を通して垂直信号線２５に出力され、同様に、３段目の行の画素２１
、４段目の行の各画素２１についても、同様に電荷の蓄積と信号の出力が行なわれ、各画
素２１から順に信号が画素選択スイッチ２３を通して垂直信号線２５に出力される。そし
て、垂直信号線２５上の信号は第２アンプ２７及び列選択スイッチ２４を通して、水平信
号線２６に出力される。
【０１０３】
　上記動作は、全て行の画素２１について繰り返され、各々の画素２１から順に画像信号
が、画素アンプ２２及び画素選択スイッチ２３を通して、垂直信号線２５に出力され、信
号は、各列の垂直信号線２５、第２アンプ２７及び列選択スイッチ２４を通して、１本の
水平信号線２６に出力され、画像処理ＬＳＩ１９に取り込まれるように構成される。画像
処理ＬＳＩ１９では、各画素２１ごとにその画像信号が１サンプルとして処理されるよう
に動作する。
【０１０４】
　次に、図１１のタイミング説明図及び図１２のフローチャートを参照して上記可視光受
信装置の動作を説明する。
【０１０５】
　携帯端末１の使用者は携帯端末１のカメラ１０のレンズ１３面に光拡散フィルター１２
を装着し、或いは内蔵する光拡散フィルター１２を通して入射光を撮像素子４１に入射さ
せるようにし、展示物を照明する可視光を撮影する（ステップ２００）。
【０１０６】
　このとき、可視光送信機の投光器つまり光源にカメラ１０を向けて光源を撮影してもよ
く、カメラ１０を投光器の光源により照明される展示物に向けて、或いは可視光が照射さ
れる壁面などにカメラを向けて撮影してもよい。この場合、投光器の光源はカメラ１０の
撮像素子４１上に結像されず、撮像素子４１は結像しない画像を撮影する。
【０１０７】
　このとき、画素アンプ順次出力式の撮像素子４１は、シャッターがオンされると、各行
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のシャッター信号線３０の行選択スイッチ３２が最上段の行から順にオンし、且つ各行に
おいて、各列の画素選択スイッチ３１が順にオン動作する。これにより、可視光を受光す
る画素２１は、先ず最上段の行において、各画素２１が順に露光動作した後、図１０の切
替スイッチ２８が電荷の蓄積から信号の出力に切り替わり、これにより、各行の各画素２
１において、蓄積された電荷に基づく信号が各画素２１から順に出力され、信号は各画素
２１の画素アンプ２２で増幅され、各画素２１から順次、画像信号が出力され、各垂直信
号線２５、第２アンプ２７、列選択スイッチ２４を通して画像処理装置に送出され（ステ
ップ２１０）、各画素２１の受光信号が１サンプルのデータとして処理される。
【０１０８】
　このような撮像素子４１の画素２１の動作は、図１１に示すようなタイミングで、例え
ば最上段の行から最下段の行まで順に行なわれ、全ての画素２１から信号が順に出力され
る。つまり、撮像素子４１は、先ず、図９の最上段のシャッター信号線３０の行選択スイ
ッチ３２がオンし、その左端の画素選択スイッチ３１がオンし、図１０の切替スイッチ２
８が電荷の蓄積側に切り替わると、最上段左端の画素２１に電荷が蓄積され、その後、切
替スイッチ２８が信号の出力側に切り替わり、信号が画素アンプ２２で増幅されて出力さ
れる。出力された信号は、画素選択スイッチ２３のオン動作により、左端の垂直信号線２
５に出力され、垂直信号線２５の信号は、第２アンプ２７、列選択スイッチ２４を通して
水平信号線２６に出力され、この最上段左端の画素信号は、画像処理ＬＳＩ１９に取り込
まれる（ステップ２１０）。
【０１０９】
　次に、図９の最上段のシャッター信号線３０の２番目の行選択スイッチ３２がオンし、
且つ最上段左端から２番目の画素選択スイッチ３１がオンし、それにより、最上段左端か
ら２番目の画素２１に電荷が蓄積された後、電荷に基づく信号が当該画素２１から出力さ
れ、画素アンプ２２で増幅され、画素選択スイッチ２３のオンにより、その画素信号が左
端から２番目の垂直信号線２５に出力される。２番目の垂直信号線２５の画素信号は、第
２アンプ２７、列選択スイッチ２４を通して上記と同様に水平信号線２６に出力され、こ
の最上段左端から２番目の画素信号も、１サンプル用の画素信号として、画像処理ＬＳＩ
１９に入力される。
【０１１０】
　これにより、撮像素子４１は、最上段の各画素２１から順に信号が出力され、それらの
画素信号が各垂直信号線２５を通して、且つ各垂直信号線２５の第２アンプ２７及び列選
択スイッチ２４から水平信号線２６を通して、最上段の各画素２１からの画素信号が順に
出力される。
【０１１１】
　次に、２番目の行のシャッター信号線３０の行選択スイッチ３２がオンし、上記と同様
に、２番目の行の左端の画素２１の電荷が画素アンプ２２で増幅されて出力され、画素選
択スイッチ２３のオン動作により、その画素信号が垂直信号線２５に出力され、第２アン
プ２７及び列選択スイッチ２４から水平信号線２６を通して、２番目の左端の画素２１か
らの画素信号が出力され、この２番目の左端の画素信号も、１サンプル用の画素信号とし
て、画像処理ＬＳＩ１９に入力される。
【０１１２】
　このようにして、撮像素子４１の各画素２１に蓄積された信号電荷が画素アンプ２２で
増幅された状態で、各画素２１ごとに出力される。これにより、撮像素子４１では、各画
素２１ごとに露光が行なわれることとなり、各画素２１の信号が順に出力される。撮像素
子４１の各画素２１から出力される画素信号は、ＡＤコンバータ１８でデジタル信号に変
換され、画像処理ＬＳＩ１９に送られ、画像データが取り込まれる（ステップ２１０）。
【０１１３】
　画像処理ＬＳＩ１９は、１フレーム分の画像信号を取り込むが、撮像素子４１において
は、各画素２１ごとの画像信号が１サンプルとして入力され処理されるので、画像処理Ｌ
ＳＩ１９は非常に高速で画像信号をサンプリングし、そこに含まれる輝度情報を取り出す
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ことができる。
【０１１４】
　例えば、可視光送信機の投光器から、可視光通信規格に基づき４値ＰＰＭ変調された可
視光が４．８Ｋｂｐｓで送信される場合、可視光に重畳される送信パルス信号の１サンプ
ルを示す時間は約０．５ｍ秒となり、この送信パルス信号を含む可視光の輝度の明暗変化
が、行内で断続する断続模様として撮像素子４１の撮影画像中に発生する。断続する断続
模様は、撮像素子４１の行方向に生じ、このような断続模様は各画素２１の画素信号に含
まれる情報信号に応じて発生する。
【０１１５】
　次に、画像処理ＬＳＩ１９は、カラー情報と輝度情報を含む上記画像信号を取り込むと
、輝度情報のみを取り出して、例えば０～２５５階調のグレースケールデータに変換し、
信号の輝度成分つまり断続する縞模様成分を抽出し、その抽出データをマイクロプロセッ
サ４８に送出する（ステップ２２０）。
【０１１６】
　マイクロプロセッサ４８は、各画素２１ごとの輝度データを二値化する（ステップ２３
０）。二値化処理は、予め設定された輝度の閾値を基準にして行なわれ、各画素２１の輝
度成分の二値化データは、断続縞模様が生じる部分で、各行方向の横軸（時間軸）に応じ
て大きく変化するとともに、縞模様が断続する時間に応じて変化する。そして、マイクロ
プロセッサ４８は、上記のように二値化した二値化データから、受信したＰＰＭ信号（４
値ＰＰＭ変調された信号）を抽出する（ステップ２４０）。
【０１１７】
　次に、マイクロプロセッサ４８は、抽出されたＰＰＭ信号を復調し、可視光送信機から
送信されたＩＤ情報を取り出す（ステップ２５０）。或いは、送信された可視光送信デー
タが音声データ或いは画像文字データの場合、それらを再生する処理或いは表示する処理
を行なう。可視光により送信された情報信号が可視光送信機の固有のＩＤ情報である場合
、当該ＩＤ情報に対応したコンテンツ情報（音声案内等）を記憶部５０から読み出し、ス
ピーカー５２を通して再生し或いはディスプレイ５７に表示する。
【０１１８】
　なお、上記実施形態では、図９に示す如く、シャッター信号線３０を画素２１の行方向
（図９の水平横方向）に沿って配設し、各行の画素２１について順にずれたタイミングで
電荷の蓄積及びその後の信号出力を行うように構成したが、シャッター信号線を画素２１
の列方向（図２の縦方向）に沿って配設し、各列の画素２１について列方向に順にずれた
タイミングで電荷の蓄積を行い、その後、信号の出力を行なうように構成することもでき
る。
【０１１９】
　この場合、撮影画像の１フレーム中に撮像され、送信された可視光に含まされる情報信
号を含む断続模様は、画素２１の列方向に生じる。つまり、各列の画素２１について列ご
とに順にずれたタイミングで電荷の蓄積を行い、これにより、列方向に沿った断続模様を
撮影画像中に生じさせる。その後、各列の画素２１について蓄積された電荷に基づく信号
を出力させることにより、列方向に沿った断続模様を撮影画像中に生じさせ、その断続模
様に含まれる送信データを抽出することができる。
【０１２０】
　このように、携帯端末１のカメラは、画素アンプ順次出力式の撮像素子４１によりその
光拡散画像を撮影し、光拡散画像中に、情報信号に応じた断続模様を行方向または列方向
に生じさせ、情報信号を撮影画像中に捕捉する。このとき撮影画像に含まれる断続する断
続模様は、時間軸とともに変化する情報信号（送信される可視光の輝度の明暗変化）を含
み、その断続する断続模様の発生状態に、可視光通信で送信された情報信号が含まれる。
この断続する断続模様から情報信号を抽出することにより、汎用のカメラ１０を搭載する
携帯電話機などの携帯端末１であれば、可視光通信用の可視光を受光するための専用の受
光素子を設ける必要がなく、汎用の携帯端末１を使用して、可視光通信の情報信号を簡単
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【０１２１】
　また、各画素２１ごとに得られる情報信号を１サンプルとしてサンプリングを高速で行
なって抽出することができるので、従来に比べ、高速で送信データを受信することができ
る。また、撮像素子４１は結像しない画像を撮影するため、上記と同様に、通常のカメラ
がレンズで被写体を結像して被写体画像を撮影する場合と比べ、結像画像によるノイズの
影響を受けず、受信データを正確に抽出することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　　　携帯端末
　１０　　カメラ
　１１　　撮像素子
　１２　　光拡散フィルター
　１３　　レンズ
　１４　　アイリス
　１６　　行走査デバイス
　１７　　列走査デバイス
　１８　　ＡＤコンバータ
　２１　　画素
　２２　　画素アンプ
　２３　　画素選択スイッチ
　２４　　列選択スイッチ
　２５　　垂直信号線
　２６　　水平信号線
　２７　　第２アンプ
　２８　　切替スイッチ
　３０　　シャッター信号線
　３１　　画素選択スイッチ
　３２　　行選択スイッチ
　４１　　撮像素子
　４２　　行走査デバイス
　４３　　列走査デバイス
　４６　　オーディオ回路
　４８　　マイクロプロセッサ
　５０　　記憶部
　５１　　マイク
　５２　　スピーカー
　５３　　周辺インターフェイス
　５４　　ＲＦ回路
　５６　　ディスプレイコントローラ
　５７　　ディスプレイ
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