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Abstract – PVLC (Pixel-level Visible Light Communication) is a method that can
embed human-imperceptible metadata in projected images with high-speed flickering. A
significant advantage of the method is that no displacement or offset problems occur
without a separate position measurement step. However, previous projection systems
utilize PVLC can update neither invisible data nor visible images in real time due to its
technical limitation. To solve this problem, we propose RPVLC (Reconfigurable Pixellevel Visible Light Communication) system that can update the data and the images
dynamically, reconfigure the trade-off between image frame rate and image resolution,
and control full color LED light source. In this paper, RPVLC system design, method,
implementation, and its performance evaluations are detailed.
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はじめに

筆者らは，映像のすべての画素に高速点滅で付加情
報を埋め込む空間分割型可視光通信（PVLC: Pixel-

影映像と付加情報が時々刻々と変化するような，高い
表現力を有するインタラクティビティを実現すること
が可能となる．

level Visible Light Communication）とその実装とし

2

ての可視光通信プロジェクタの検討を進めてきた [1] ．

PVLC を用いると，人には見えない付加情報を映像の
中に重畳することができ，受光器をかざすだけでキャ
リブレーションなしに付加情報を読み出すことが可能
である．しかし従来の可視光通信プロジェクタでは，
データ転送性能の低さにより，投影映像と付加情報は
事前に構成されたデータの繰り返し再生に限られてい
た．また，固定的な光源による非効率なデータ通信に
より，映像の色階調表現に制約があった．そのため，
映像投影システムとしての表現力に課題が存在した．

2.1

関連研究

プロジェクタを用いた多重映像投影

プロジェクタを用いて人間が可視な映像と不可視な
映像を多重に投影する研究は広く行われている．Mc-

Dowall らは，裸眼で見える映像中に別の映像を時分割
で挟み込み，高速シャッターのついたデバイスを通し
て見せることで，多重映像の投影を実現している [3]．

Grundhofer らは，可視映像中に不可視の 2 次元バー
コードを埋め込み，同期したカメラで取得することに
よる，位置に応じた情報提示手法を提案している [4]．

そこで本稿では，PVLC 技術を元に拡張した RPVLC

また，Nonoyama らはマルチバンド光源を用いたシス

(Reconfigurable Pixel-level Visible Light Communication) フレームワーク [2] を基盤としたシステムを

たシステムで，人間やカメラといった観測系ごとに異

提案する．提案システムでは 2 つの高速化手法の導入
により表現力の向上を目指す．一方は，プロジェクタ
へのデータ転送の高速化による実時間での投影映像と
付加情報の更新である．もう一方は，画素の制御に留
まらず，フルカラー LED 光源の高速点滅制御による
情報伝送の多重化を用いたデータ通信の効率化や投影
映像の高画質化である．これにより，フルカラーの投
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テムで，Hirai らはプログラマブルな分光光源を用い
なる映像をプロジェクタで提示可能な手法を提案して
いる [5, 6]．これらのシステムは人間の視覚特性に着
目している点は提案システムと共通している．しかし，
情報送信は空間パターン画像によって行われており，
画素単位で情報を埋め込むアプローチである提案シス
テムとは前提が異なると言える．

2.2

プロジェクタ投影光の受信による位置計測

プロジェクタの投影映像に特殊なパターンの光情報
を埋め込み，その光をセンサで受光することで情報を
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表 1 既存手法と比較した本研究の位置づけと特徴
Table 1 Comparison with RPVLC system with Projection-based measurement
systems, DBC, VLC, and previous PVLC systems
空間分割性

映像可視性

位置に応じて
異なる光が届く

人への映像提示
が可能

可視光通信 (VLC)

×

×

情報偏在性
機器を自由に
出し入れ可能
(位置合わせなどの
初期化が不要)
○

高速更新性
映像と情報の
更新を高速に
行うことが可能

–

プロジェクタによる位置計測

○

×

○

–

Display-Based Computing (DBC)

○

○

×

○

Pixel-level VLC (PVLC)

○

○

○

×

Reconfigurable PVLC (RPVLC)

○

○

○

○

取得し，位置を計測する研究が行われている．Raskar

ジェクタを構成し，高速に点滅させることで場所に

らの RFIG Lamps [7] や Lee らの研究 [8] では，プロ

応じた情報を実物体に送信可能な手法を提案してい

ジェクタでグレイコードの縞模様を連続的に投影し，

る [13] ．この手法では，空間中の位置に応じた情報

その光をセンサで受信することで位置情報を取得して

を映像と同時に投影することができる．しかし，映像

いる．また，Raskar らの Prakash [9] では，グレイ

は白黒で，解像度は 4 × 5 px と低く，人間が目にす

コードパターンのスライドと赤外 LED 光源のペアを

る映像として実用的なレベルではなかった．
空間分割型可視光通信 (PVLC)

並べ，順に時分割点灯してセンサで受信することで位

2.5

置情報を取得している．しかし，これらのシステムで

筆者らは DMD (Digital Micro-mirror Device) を用

はプロジェクタを情報通信装置のみとしてしか使用し

いた DLP® プロジェクタで，映像のすべての画素に

ていないので，映像提示装置としての側面が失われて

高速点滅でビット情報を埋め込む PVLC 技術を提案

しまっており，可視映像と不可視情報の双方を投影す

している [1]．PVLC には，映像と情報の位置ずれが

る本研究とは立ち位置が異なると言える．

原理的に発生しないため，キャリブレーションの必要

2.3 Display-Based Computing
稲見らは，画像提示装置を映像提示のみでなく，計
測や制御，通信にも用いるという概念として Display-

がない．また，画面上の映像自体が情報を含んでいる

Based Computing (DBC) [10] を提案している．DBC

滅制御による高速な通信は実現されておらず，静的な

の枠組みのもとで，杉本らは投影したマーカ画像を

映像に対するインタラクションに限られていた．

ため，受信端末の数が増えてもシステム負荷が増大し
ない．しかし，リアルタイムな映像更新や，光源の点

用いた実物体の位置推定に関して提案している [11]．

2.6

DBC では，映像提示装置としての役割は損なわない
が，機器の認識にあたっての初期化処理が必要であっ

表 1 に映像に埋め込んだ情報を計測する既存手法と
比較した本研究の位置づけと特徴を示す．可視光通信

た．そのため，機器の追加や除去といった，トラッキン

とプロジェクタによる位置計測システムは人への映像

グが外れてしまう行為を行うことはできなかった．ま

提示を目的としておらず，また可視光通信に関しては

た，マーカ映像は可視であるため，ユーザが視認可能

信号伝送の空間分割性も欠けている．DBC は人への

であり，インタラクション表現に制約が存在していた．

映像提示が可能でかつ映像と情報の高速更新性も備え

2.4 可視光通信 (VLC)
人に見える可視光の中に，見えない形で情報を埋め
込む技術として，可視光通信 (Visible Light Commu-

ているが，初期化処理が必要であるためトラッキング

nication) [12] の研究が広く行われている．可視光通
信では，照明などの可視光源を高速に点滅させること
で，時分割で情報を埋め込み，通信を行っている．こ

情報伝送が可能であるが，技術的制約から高速更新性

本研究の位置づけ

が外れてしまう機器の追加や除去を行うことはできな
い．PVLC は映像提示と同時に時分割による不可視な
に課題が存在した．RPVLC では，従来の PVLC に
おける技術的制約を解決し高速な制御を実現すること

の時，高速な明滅が可能な光源として LED が主に用

で，投影映像や付加情報の高速な更新が可能となる．

いられ，その点滅周波数は数十 kHz から数 MHz に設

よって，これらを有する，高い表現力を持ったインタ

定が可能である．そのため，高速な通信が可能である

ラクティビティを実現することができる．

が，空間で一様な情報伝送が行われるため，位置に応
じて細かく分けて情報を伝送することは困難である．
新居らは多数の LED をマトリックスに並べてプロ
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空間分割型可視光通信の概念図
Fig. 1 Concept of PVLC

空間分割型可視光通信の原理と課題

3
3.1

Pixel

空間分割型可視光通信の原理

DLP® プロジェクタでは，DMD の 1 度の更新に
よって二値画像を投影することができる．これを一般
にバイナリフレームと呼ぶ．通常の映像投影の場合，

DMD の高速な ON / OFF を利用して輝度の階調表
現を行うが，点滅の周波数が十分高ければ人間はその
点滅を知覚することができない．このしきい値となる
周波数は臨界融合周波数 (Critical Fusion Frequency:

CFF) と呼ばれ，通常 35 – 40 Hz の値であることが知
られている [14]．PVLC では，この高速な点滅によっ
て可視光通信を行うことで，人間に見える映像情報と
フォトセンサなどの受光素子のみが受信できる通信情
報を同時に送信している．概念図を図 1 に示す．
また，十分に高い周波数で点滅する映像は，その
輝度の時間平均が人間が知覚する輝度となり，これは

ON / OFF の順序には依存しないことが知られてい
る (Talbot-Plateau の法則 [14]) ．この事実を利用し，
ON / OFF の割合が同じであるが順序の異なる点滅
パターンを用いることで，輝度を維持しながら異なる
ビットパターンの送信が可能となっている．

PVLC におけるデータ送信は，一般的に図 2 のよう
なデータ構造で行われる．データの開始部には，全画
面で同一の情報を埋め込んだ同期フレーム部が置かれ
る．その後，各ピクセルごとに異なる情報で構成され
たデータフレーム部が事前に規定されたビット数の枚
数置かれる．その後，同期フレーム部とデータフレー
ム部によって乱れた輝度を調整し，人間の知覚する映
像として再構成するための輝度調整フレーム部が置か
れ，この 3 つのフレーム部によって単位フレーム群が
構成される．本稿ではこの群をフレームユニットと呼
ぶことにする．

3.2

空間分割型可視光通信の課題

本項では従来の PVLC における主な課題である，
データ転送における課題と光源における課題について
述べる．

図 2 各ピクセルで受信するデータ構造
Fig. 2 Data Structure of receiving in each
pixel

3.2.1

データ転送における課題

従来の PVLC システムは図 3 に示すように，Texas

Instruments (TI) 社製の DLP® 評価モジュールであ
る，DLP® Discovery™ シリーズ上で開発が行われて
きた．本モジュールは信号制御部の FPGA 用プログ
ラムとして，ViALUX 社製 ALP コアを用いること
で，PC から制御可能な API が利用可能である評価モ
ジュールシリーズであり，広く使用されている．
しかし，ALP (Ver 4.1) コアにおける PC – FPGA
間のデータ転送は USB 2.0 規格であり，その転送速
度は最大で 480 Mbps と低かった．そのため，従来の
システムでは PC 上で作成した投影映像データを事前
に評価モジュール上のメモリに転送し，それを繰り返
し再生して投影するか，USB 2.0 の転送速度で実現可
能なフレームレートでの動画の投影を行うかのどちら
かを選択しており，結果としてリアルタイムな映像の
更新は不可能であった．McDowall らは汎用的なデー
タ通信インタフェースである USB 2.0 よりも高速で
安定した通信が可能なディスプレイ出力用の通信イン
タフェースである DVI を用いた DLP® プロジェクタ
システムを提案している [3] が，バイナリフレームの
転送速度は 1.5kHz に留まっていた．

3.2.2

光源における課題

従来の PVLC システムでは，主に白色の単色光源が
用いられていた．この時，映像の点滅は DMD の ON

/ OFF のみによって行われ，光源は常時点灯しており，
制御は行われていなかった．Phygital Field [15] では，
カラーの PVLC システムを実現するために ALP コア
を用いた光源制御を行っているが，これは赤，緑，青
色の各 LED 光源を DMD と同期した形で順次点灯す
るという簡易なものであった．PVLC システム以外に
目を向けると，DMD と同期して光源の色と輝度の制
御を精密に行うことで映像表現を行う研究の提案が行
われているが [6, 16, 17]，DMD の制御情報をリアル
タイムに更新することは不可能であった．
結果として従来の DLP® プロジェクタ制御の枠組
みでは，可視光通信で行われている手法である，LED
の高速な点滅によってリアルタイムに更新される情報
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に対して同じ情報を送信するような同期フレーム部な

3 に示す．ここでは，ALP コアに代わり，FPGA から
DMD コントローラへメモリを介さず直接信号を伝送

ど，DMD の ON / OFF が必要ではない情報伝送に

する RPVLC コアを FPGA 上に実装することで，事

おいても，比較的低速な DMD の ON / OFF によっ

前にメモリへとデータを転送する必要のないリアルタ

て情報を伝送する必要があり，1 フレームユニットあ

イムな映像更新が可能となる．また，このような伝送

たりの同期フレーム数の増大を招いていた．

方式では PC – FPGA 間でより高速かつ安定した通信

を伝送することはできなかった．そのため，画面全体

表 2 LED 点滅制御による情報伝送と DMD 制
御による情報伝送の比較
Table 2 Comparison of information transmission of LED control and that of
DMD control

LED 点滅制御
DMD 制御

情報の局所性
全画面
画素単位

ON / OFF 周期
〜 数 MHz
〜 32 kHz

が求められる．このような用途に適した映像送信用の
規格として，HDMI 規格を用いた転送用回路を設計，
実装し，必要な水準のデータ転送を実現する．
光源制御については，HDMI インタフェースによる
データ転送のタイミングに合わせて，時分割で点滅を
切り替え，LED 光源の明滅制御信号を出力する機能
を同じく FPGA 上に実装することで実現する．また，
光源は市販されている RGB 3 色のチップ LED を搭載

表 2 に LED の点滅による情報伝送と，DMD の ON

したフルカラー LED 光源基板を使用し，LED 光源の

/ OFF による情報伝送の比較を示す．LED 点滅制御

制御回路に関しても，高輝度 LED の高速なスイッチ

による伝送では，全画面に同一の情報が送信されるの

ングが可能な制御回路を設計し，実装を行う．光源制

で情報の局所性は無い一方，2.4 項で述べたように高

御の実現により，前項で述べた DMD の ON / OFF

速な点滅が可能であるため，受光センサと LED 制御

による局所性のある情報伝送と，LED の明滅による

回路の性能次第で数 MHz の周波数で信号送信が可能

高速な情報伝送を，状況に応じて選択することが可能

である．DMD 制御による伝送は，画素単位に別々の，

となる．これは，フレームユニット構造の効率化を可

局所性のある情報伝送が可能であるが，ON / OFF は

能とし，結果としてデータ送信能力や色階調表現能力

DMD の性能上 32 kHz が限界となる．

の向上に寄与する．

4

可視光通信プロジェクタの表現力向上に向けた
データ転送と光源制御

4.1

従来の PVLC システム
PC

USB2.0方式

FPGA

ALP core
開発キットにデフ
ォルトで搭載され
ているAPI

RPVLC システム

画像データ
（+情報）

PC

HDMI
interface

4.2.1

データ転送

RPVLC コアでは，投影画像を投影時のバイナリフ
レームの順番に応じたビット列にあらかじめ PC 側で

システム概要

画像データ

設計

4.2

FPGA

RPVLC core
＋

転送データを
カウントし，LED
の制御信号出力
(ここで情報の
埋込みも可能）

変換する．バイナリフレームから転送用カラー画像へ
プロジェクタ内部
DMD
制御回路

のフォーマット変換の模式図を図 4 に示す．

DMD

色深度

白色光源
常時点灯

プロジェクタ内部

DMD
制御回路

LED
制御回路

DMD

任意のLED
（時分割点灯）

変換

バイナリフレーム (2次元配列)

表示するカラー画像 (3次元配列)

図4

PC - RPVLC コア間でのデータ転送にお
けるフォーマット変換
Fig. 4 Method of data format conversion between PC and RPVLC core

PC モニタへの出力がそのまま HDMI インタフェー
図 3 従来システムと提案システムの比較
Fig. 3 Comparison of previous systems and
RPVLC system

ス経由で FPGA へ転送されるため，転送ビット列を

24 ビットずつで区切り，1 画素あたり 24 ビットの情
報を持つ 24 ビットカラー画像の 1 画素として表現す
ることで，カラー画像を構成する．これを PC モニタ

3.2 におけるデータ転送と光源に起因する PVLC の
課題を解決するため，本稿ではリアルタイムに情報を

に出力することで複数のバイナリフレームを 1 度に転

更新し映像投影を行う RPVLC システムを提案する．

送することが可能となる．この時，PC モニタに出力

従来の PVLC システムと，提案システムとの比較を図

される画像は投影画像とは一致せず，人間にとっては
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意味のない画像となる．

1 枚の 24 ビット画像に何枚のバイナリフレームが対
応するかは PC モニタの解像度及びプロジェクタの解
像度の設定に依存する．プロジェクタの解像度を XGA

(1024×768 px) としたとき，1 枚の 24 ビット画像が
持つバイナリフレームの枚数 NBF は，PC モニタの解
像度を ResPC ，DMD の解像度を ResDMD とすると，
NBF = 24 ×

ResPC
ResDMD

(1)

と表される．ここで，RPVLC コアの実装上，PC モ
図 6 RPVLC コアのブロック図
Fig. 6 Block diagram of the RPVLC core

ニタの解像度は NBF が自然数となるように選ぶ必要
がある．例を挙げると，PC モニタと DMD の解像度
が一致する場合，1 枚の 24 ビット画像は 24 枚のバイ
ナリフレームを持つことになる．PC モニタの解像度
が 1280×1024 px であり，DMD の解像度が XGA で
あれば，

期フレーム部はデータを送信するタイミングの同期を
図るためのものであるため，他の部分では出現しない

1 と 0 の並びでありさえすれば，全画素で共通の明滅
パターンを送信すればよい．提案システムでは DMD

1280 × 1024
= 24 ×
= 40
1024 × 768

(2)

と同期しない LED 制御が可能であるため，DMD の

より，NBF = 40，つまり 40 枚のバイナリフレームを

の ON / OFF より高速な送信が可能である．DMD の

持つということがわかる．

ON / OFF より高速な信号は DMD と同期して送信す

NBF

更新速度よりも高速に LED を点滅することで，DMD

バイナリフレームレートは，HDMI 出力用 PC モニ

るデータフレーム部と輝度調整フレーム部では生じな

タの解像度とフレームレートにより決定される．例え

いことから，この時，同期フレーム部はその条件を満

ば，PC モニタの解像度が 1280 × 1024 px でモニタ

たしていると言える．当然，同期フレーム部が短くな

のフレームレートが 75 fps の時，75 × 40 = 3000 fps

ればその分フレームユニット内のデータフレーム部と

となる．この RPVLC コアと，投影画像を 24 ビット

輝度調整フレーム部を長くすることができるため，同

画像に変換して PC モニタへ出力を行う PC 側のソフ

期フレーム部は可能な限り短くすることが望ましい．

トウェアを利用することで，データ及び可視画像の更

以上より，提案システムでは DMD と非同期な同期フ

新をリアルタイムで行うことが可能となる．また，PC

レーム部の送信を行うこととした．

側のソフトウェアでバイナリフレーム群を生成してか

図 5 に従来の PVLC システムにおける光源制御と

ら転送するので，データフレーム部の構造変更などは

提案システムにおける光源制御の比較を示す．同期フ

PC 側のプログラムを改変すれば対応可能であり，ハー

レーム部においては，従来の DMD と同期した明滅

ドウェア記述言語による FPGA 側の RPVLC コアの

ではなく，DMD 更新速度の 16 倍の速度で LED を

書き換えは不要である．そのため，ユーザによる仕様

点滅させることで高速な信号伝送を実現する．例え

変更にも柔軟に対応が可能なシステムとなっている．

ば，DMD 更新速度，すなわちバイナリフレームレー

4.2.2 データ構造
提案システムにおいては，PC の出力が HDMI イ
ンタフェース経由でそのまま FPGA 上の RPVLC コ

トが 3000 Hz であれば，同期フレーム部については

アへ転送され，DMD の制御が行われる．よって，フ

48 KHz となる．同期フレーム部では，RGB の LED
を全て明滅させて白色光として投影し，また輝度調整
フレーム部では，データ信号を反転させた信号と可視

レームユニットに含まれるバイナリフレームの枚数は，

映像出力信号によって構成した信号を送信することと

1 回の転送で転送可能なバイナリフレーム数，つまり
式 1 における NBF と決定される．ただし，PC モニタ
の設定によっては，フレームユニット内のバイナリフ

した．これにより，可視映像出力以外の信号による輝
度を 50%に固定し，これと独立した形で可視映像の色
調を反映した映像を更新することができる．

レーム枚数に比べて送信したいデータ量が多い場合も

4.3

考えられるため，その場合は複数のフレームユニット

提案システムの実装は，TI 社製の DLP® 評価モジ

にわたって分割したデータを埋め込むことで対応する．
ここで，データフレーム部は映像上の位置に応じた
情報を含んでいるため，DMD と同期して光源を制御
し，各画素ごとに明滅させる必要がある．しかし，同

実装

ュールである，DLP® Discovery™ 4100 Developement

Kit を用いて行った．
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同期フレーム部

データフレーム部

輝度調整フレーム部

LED 光源は DMD と同期制御，DMD の更新で ON/OFF 決定
光源を高速点滅

RPVLC

R
LED G
B
DMD
同期フレーム部

データフレーム部

LED の点滅で ON/OFF 決定

輝度調整フレーム部
DMD の更新で ON/OFF 決定

時間

図 5 従来の PVLC における光源制御と提案システムにおける光源制御の比較
Fig. 5 Comparison of Light Source Control of PVLC and that of RPVLC

4.3.1

RPVLC コア

4.3.3

LED ドライバ回路，LED 電流制限回路，
LED 光源基板，DMD 光学ユニット

RPVLC コアの実装はハードウェア記述言語である

FPGA 上の RPVLC コアから出力される制御信号

VHDL を用い，評価モジュール上の FPGA (Xilinx
Virtex-5 XC5VLX50) に書き込む形で行った．プログ
ラムのブロック図を図 6 に示す．コアは HDMI イン

に基き高速に光源を制御可能な回路として，スイッチ

タフェースから同期送信されるビデオ信号を処理し，

応した電流制限回路を設計，実装した．高電圧，高

DMD コントローラ (DDC4100) のクロックと同期さ

電流，高速なスイッチングに対応するため，スイッチ

せた上で DMD 制御ドライバと LED 点灯制御部に信

ング素子には N-ch MOSFET (FDS5680，Fairchild

号を受け渡す．DMD 制御ドライバは受け取った信号

Semiconductor) を使用した．素子要因の遅延時間は
60 ns 程度と DMD の更新速度に対して十分高速であ

をコントローラの制御方式である LVDS 信号に変換し

ング素子を用いた LED ドライバ回路と，大電流に対

た上で転送することで，DMD の制御が行われる．ま

る．また，ロジック IC (TC74VHCT541AF，東芝セ

た，LED 点灯制御部ではどのタイミングでどの光源

ミコンダクタ) を用いて FPGA 出力信号のレベル変

に信号を出力するかを設定し，LED 制御信号を出力

換と MOSFET 駆動に必要な電流の出力が可能な回路

している．この信号が LED ドライバ回路に入力され

を実装した. LED 光源基板には，RGB3 色のチップ

ることで，実際に LED 光源が制御される．

LED を搭載したフルカラー LED 光源基板 (SBM-160，

4.3.2
DLP

®

HDMI インタフェース回路
評価モジュールへの高速なデータ転送を実

Luminus) を使用した．基板上の LED チップにおける，
赤，緑，青色の輝度はそれぞれ最大 350 lm ，860 lm ，

現するため，DLP® 評価モジュールの拡張基板とし

180 lm であった．LED 光源基板は DMD 光学ユニッ

て HDMI インタフェース回路を設計，実装した．使用

ト (STAR-07 CORE, ViALUX 社製) の入光窓に密着

した評価モジュールである，DLP® Discovery™ 4100

させて配置し，この光学ユニットを用いて映像の投影

Developement Kit には高速でデータを入力可能な外
部信号入力ピン端子が 24 本しか存在しないため，バ
ス幅が 24bit の高速なインタフェースとして HDMI

を行った．

1.0 を採用した．HDMI ケーブルから入力した信号は，
HDMI デコード IC(AD9381，Analog Devices) によっ

5
5.1

実験

実時間映像更新の評価

本研究において設計，実装した，HDMI 1.0 規格を

てデコードされ，評価モジュールの外部信号入力ピン

使用した提案システムのデータ転送において，リアル

を経由し，FPGA へと転送される．この時，クロック

タイムな投影映像更新が可能になっているのかどうか

信号は 150MHz まで設定することが可能である．ま

について明らかにするために実験を行った．

た，基板は高速な信号送信によるノイズの影響を考慮
し，4 層基板で設計，実装を行った．

また，比較のために既存の ALP コアと USB 2.0 イ
ンタフェースを用いた転送に関しても同じ条件で実験
を行った．
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5.1.1

実験装置

実験には DLP® 評価モジュール (DLP® Discovery™

4100 Developement Kit) とデスクトップ PC (Intel
Core i7-3930K (3.20 GHz, 6 コア, 12 スレッド), メモ
リ 8GB) を使用した．提案システムについては，PC
の HDMI 出力端子から信号分岐ケーブルを用いて，
信号確認用 PC モニタ (XL2420TE，BenQ) と評価モ
ジュールに接続した基板の双方に接続した．この時，
評価モジュール上の FPGA には RPVLC コアを書き
込んだ．ALP コアを用いたシステムについては，PC
から USB ケーブルで ALP Ver. 4.1 コアを書き込ん
だ評価モジュールに接続した．また，本実験では LED
光源の制御は不要であるため常時点灯することとし，
光源には白色の単色 LED 光源 (ViALUX 社製) を用
い，光源制御は行わない状態で実験を行った．投影情報
は，フォトトランジスタ (TPS615，東芝セミコンダク
タ) と電流–電圧変換回路を用いた受光器回路を光学ユ
ニットから約 1 m の場所に設置することで投影光を直
接受信し，出力電圧値をオシロスコープ (TDS2024C，

Tektronix) で測定した．
5.1.2

実験条件

実験においては，DMD の全画素を ON とするバイ
ナリフレーム画像と DMD の全画素を OFF とするバ
イナリフレーム画像を交互に転送，表示することを繰
り返すサンプルプログラムを，ALP コアと RPVLC コ
ア，それぞれを対象として作成した．このプログラム
を用いて映像を投影し，受光器で受光することで単位
時間あたりに転送可能なバイナリフレーム枚数の計測
を行った．また，レイテンシを確認するため，RPVLC
コアを対象とした PC 側プログラムにおいては，バイ
ナリフレームから転送用カラー画像へ変換するコード
は通常のものと OpenMP を用いて演算を 12 スレッド
で並列化したものの 2 条件を用意し，変換に要する時
間をプログラム内で測定した．
比較のため ALP コアを用いた転送と RPVLC コア
を用いた転送のそれぞれについて，DMD の解像度を

XGA に設定した場合と，512 × 384 px に設定した場
合の 2 条件で実験を行った．提案システムにおける，
PC モニタの解像度とリフレッシュレートの組み合わ
せは，1280 × 1024 px と 75 fps の設定で測定した．
データ構造については，同期フレーム部は 1 フレーム，
データフレーム部は，XGA における画素位置の情報

(最大 1024) が埋め込み可能な値として各座標 10 フ
レーム，計 20 フレームで構成されているものとした．

5.1.3

実験結果

実験結果をプロットしたグラフを図 7 に示す．横軸
は映像のフレームレート，縦軸は映像の色階調数であ
る．色階調数は，測定した転送可能なバイナリフレー

図7

ALP コアと RPVLC コアにおける映像フ
レームレートと色階調数の関係
Fig. 7 Comparison of image frame rate and
color gradient values between ALP and
RPVLC

ム数の値から，今回設定した同期フレーム部とデー
タフレーム部，輝度調整部のうち色階調に無関係なフ
レーム数の合計，41 バイナリフレームを引いた値とし
て算出した．また，参考のため，色階調数が 256 (グ
レースケール表現で 256 色) と，256 × 3 = 768 (RGB
カラー表現でそれぞれ 256 色) の場合については横線
で示している．
図 7 より，ALP コアと USB 2.0 インタフェースを
用いると，色階調数は映像のフレームレートを 12fps
に落としても 70 階調程度であるに対し，RPVLC コア
と HDMI インタフェースを用いると，XGA において
は 10 fps で 256 階調程度の，512 × 384 px の解像度
では 15 fps で 768 階調程度の色表現力を持っているこ
とがわかる．また，RPVLC コアによる転送レートは

4.2.1 項において計算した理論値と合致していた．こ
れにより，データの転送と映像の表示が RPVLC コア
において設計通り実行可能であることが確認できた．
そして，投影映像の解像度を XGA から 512 × 384

px に低下させた場合，ALP コアにおいては同じ転送
レートに留まるが，RPVLC コアの場合は HDMI イ
ンタフェースの特性より，1 バイナリフレームあたり
のデータ量の減少に対応して転送レートが向上してお
り，これについても設計通りに動作していることが確
認できた．

PC 側でのレイテンシについては，並列化を行わず
に実装を行ったコードでは変換に 45 ms を要したが，
並列化を行ったコードでは 6 ms でバイナリフレーム
から転送用カラー画像への変換が完了した．この時間
は HDMI 信号の更新周期 (13.3 ms) より小さく，並
列化処理を行えば PC 側のプログラムによるレイテン
シは問題にならないことが示された．
以上より，XGA の解像度や，30 fps 程度のフレー
ムレートで映像を投影する場合は色階調数を制限する
必要があるものの，必要に応じて条件を変更すること
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で，リアルタイムな映像転送が可能であることが示さ
れた．
データ送受信の評価

5.2

16
分割

PVLC のデータ構造を用いて，提案システムでリ
アルタイムな映像更新を行いながら，DMD の ON /

OFF と LED 光源の明滅の双方を用いた信号の送受信
が可能かどうかを明らかにするため，本実験を行った．
5.2.1

実験装置

同期フレーム部
データフレーム部より高速な ON / OFF

図 9 受光器における受信信号の様子
Fig. 9 Received signal at a receiver device

5.2.3

実験結果

図 9 に測定した信号の様子を示す．同期フレーム部
の信号が，DMD の ON / OFF で送信するデータフ
レーム部の信号の周期より短い，周期 約 20 µs の信号
図 8 データ送受信評価の実験装置
Fig. 8 Experiment setup of data sending and
receiving

図 8 に実験装置の外観を示す．DLP® 評価モジュー
ルと PC については，5.1.1 項と同様のものを用いた．
光源と LED ドライバには，4.3.3 項で述べた LED 光源
基板と LED ドライバ回路，LED 電流制限回路を使用
した．投影情報はフォトダイオード (S2506-02，浜松ホ
トニクス) とオペアンプ (OPA2353UA，Burr-Brown)
によるトランスインピーダンス回路とコンパレータ回
路を組み合わせた受光器回路を光学ユニットから約 1

m の場所に設置することで投影光を直接受信し，出力
電圧値をオシロスコープ (TDS2024C，Tektronix) で
測定した．

5.2.2

実験条件

PC からの HDMI 出力解像度は 1280 × 1024 px に設
定し，リフレッシュレートは 75 fps に設定した．DMD
の解像度は XGA (1024 × 768 px) に設定した．この
時，フレームユニットは 40 枚のバイナリフレームで
構成され，バイナリフレームレートは 3000 fps とな
るので，DMD の ON / OFF 周波数は 3KHz となる．
投影する映像は別の PC モニタに表示されている映像
を使用し，映像はリアルタイムに更新した．また，同
期フレーム部は 1 ビットで，DMD の ON / OFF 周
波数 3KHz の 16 倍の周波数である 48 KHz で LED
光源を明滅させることでパルス波形を生成することと
し，データフレーム部は 10 ビットで，LED 光源は白
色に点灯させたまま，DMD の ON / OFF を繰り返
すことで，パルス波形を送信することとした．

として受信できていることが見て取れる．また，同期
フレーム部の信号の周期は，DMD の ON / OFF で送
信する信号の周期の

1
16

であり，これは，設定した同期

フレーム部の LED 明滅周波数 48 KHz (DMD の ON

/ OFF 周波数 3 KHz の 16 倍) に対応した値である
ことがわかる．また，直後のデータフレーム部の信号
も DMD の ON / OFF で送信されたパルス波形とし
て取得できていることも見て取れる．以上より，提案
システムを用いて，リアルタイムな映像更新を行いな
がら，LED 光源の明滅による同期信号送信と，DMD
の ON / OFF によるデータ信号送信の双方を組み合
わせることで，効率的な信号送信が可能であるという
ことが示された．

6

アプリケーション

提案システムを用いたサンプルアプリケーションと
して，EmiTable [1] を拡張したシステムを実装した．
アプリケーションの様子を図 10 に示す．EmiTable は，
日本地図に受光端末をかざすとその場所に埋め込まれ
た天気情報をピクトグラムで表示するシステムである．
従来，地図映像は静止画像であったが，本アプリケー
ションではユーザの操作で拡大と縮小によって動的に
画像を変化させることができる．この時，表示してい
る地図画像上の位置に対応した情報が動的に構成され
て埋め込まれるため，地図上の同じ場所に端末が置か
れていれば，地図の縮尺やスクリーン中の位置に関わ
らず同じ天気情報を表示することが可能である．
受光端末はマイコン (mbed LPC1768，NXP Semiconductors) とフォトトランジスタ (TPS615，東芝セ
ミコンダクタ)，その他周辺回路を用いて構成し，映
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図 10 拡張された EmiTable アプリケーションの様子
Fig. 10 Appearance of extended EmiTable application

像内の場所ごとに埋め込まれた天気情報を受信，ドッ

率的なデータ転送による付加情報の動的な更新が可能

トマトリックス LED で表示を行っている．埋め込み

となり，高い表現力を有するインタラクティビティを実

データの構造は同期フレーム部が 1 フレーム，天気情

現することができる．これらの特徴と，多数の受光器

報を格納するデータフレーム部が 5 フレーム，輝度調

デバイスに対するデータ送信の並列性とを組み合わせ

整フレーム部が 34 フレームとなっている．

ることで，デジタルサイネージやミュージアムでの展

プロジェクタ側の環境は 5.2.1 項と同一であり，テー

示物に対する情報提示やテーブルトップインタフェー

ブル下に提案システムを配置し，520 mm × 400 mm

スなどの映像と実物体が協調動作するインタフェース

の大きさのテーブルトップスクリーンに下側から映像

における応用が期待される．

投影を行った．プロジェクタの光学ユニットからスク

今後の展望としては，成田ら [19] が提案しているよ

リーンまでの光路長は約 1.2 m であり，スクリーン面

うに，DLP® 評価モジュールの前段にさらに処理用の

における輝度値を，スクリーン直上に設置した色彩輝
度計 (CS-100A，コニカミノルタ) により暗室内で測

FPGA モジュールを設けることが考えられる．これに
より，PC とより高速な通信が実現でき，より高い色

定したところ，65.6 cd/m2 であった．

階調数を持つ映像を表示可能になると考えられる．

本アプリケーションの映像においては，情報埋め込

また，提案システムではデータ構造の構成を PC 側

みに伴うフリッカは見られなかった．これは，提案シ

のプログラムで柔軟に行うために，全てのデータをバ

ステムでは 75 Hz のリフレッシュレートで映像投影

イナリ表現に分解して送信しており，これはデータ転

を行っており，後藤ら [18] が報告している，PVLC シ

送レートの面で非効率なフォーマットである．ここで，

ステムにおいて計測した CFF の値，41 Hz を超えて

輝度値そのものを転送すれば良い可視映像出力信号に

いるからであると考えられる．

ついては輝度値のデータそのものを転送し，FPGA を
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用いてバイナリデータに変換すれば送信データ量を大
幅に低減させることが可能である．この手法の場合，

本稿では，PVLC 技術を元に拡張した RPVLC フ

提案システムよりも汎用性は低下するものの，従来と

レームワークを基盤としたシステムを提案した．提案

同様のインタフェースで色階調やフレームレートの制

システムではリアルタイムな投影情報更新と光源の

約が無い映像と情報の転送が可能となるので，こちら

点滅制御を包括したフレームワークを導入し，従来の

の観点からも検討を進めていきたいと考えている．
一方，光源制御が可能になったことから，Lee ら [20] が

PVLC システムの問題の解決に取り組んだ．
実験においてはカラー映像転送のリアルタイム性と
光源制御によるデータ効率的な転送について確認と

提案しているように，プロジェクタの光源に可視光源

評価を行った．結果として，色階調数を制限する必要

れば，外乱光の影響を受けにくいデータ送受信と，よ

があるものの，必要に応じて条件を変更することで，

り豊かな色表現が可能なシステムを構築することがで

実用的な解像度・フレームレートでリアルタイムな映

きる．

像転送ができることが示された．また，LED 光源を

48KHz で明滅させることによる信号送信と，DMD を
3 KHz で ON / OFF させることによる信号送信の双
方を組み合わせることで，効率的な信号送信が可能で
あるということも示された．
提案システムを用いることで，従来の PVLC システ
ムでは不可能であった，フルカラーの動画像更新と効

に加えて赤外光源を用いることが考えられる．実現す
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A 付録
A.1 RPVLC コアの詳細なブロック図と各種回路
基板データ
FPGA 上に実装された RPVLC コアの詳細なブロッ
ク図と HDMI インタフェース回路と LED 光源制御回
路の回路図，基板データ，実際の様子については，Web
ページ (http://nae-lab.org/project/rpvlc/) において，
クリエイティブ・コモンズ表示 - 非営利 - 継承 4.0 国
際ライセンスの下で公開されている．
(2015 年 11 月 11 日受付)
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