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概要: 筆者らは、映像のすべての画素に高速点滅で不可視の情報を埋め込む空間分割型可視光通信 (PVLC)
技術と、その実装としての可視光通信プロジェクタの研究を進めてきた。従来の PVLC において、その
実現には研究開発用途の DLP プロジェクタが必要であったが、これは大型で重く、可搬性に乏しいもの
であった。そこで、小型かつ軽量な DLP プロジェクタをハンドヘルドプロジェクタとして用いた空間分
割型可視光通信を提案する。本稿では、小型 DLP プロジェクタの性能面での制約を考慮した PVLC に
ついて検討と設計、実装を行い、その動作確認の結果を報告する。
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1. はじめに
ユビキタスコンピューティングの進展に伴い、日常環境
における情報デバイスの数は増加し続けている。そのため、
これらのデバイスを効率的に操作、制御するインタフェー
スを実現することは重要な課題となっている。そのひとつ
に、ハンドヘルドプロジェクタの投影映像に情報を埋め込
み、この映像で様々なデバイスを照らすことで制御するイ
ンタフェース技術が存在する [1]。この手法では、制御する
対象を直感的かつ明示的に指定することができるため、豊
かなインタラクティビティを実現することが可能である。し
図 1: PVLC の基本原理 (文献 [2] より)

かし、実装には通常のプロジェクタを使用しているため、通
信速度は遅く、また、映像のちらつきも発生していた。

そこで、この小型かつ軽量な DLP プロジェクタを、持ち

一方、筆者らは、映像のすべての画素に高速点滅で不可視
の情報を埋め込む空間分割型可視光通信（PVLC: Pixel-level
Visible Light Communication）とその DLP プロジェクタに

おける実装としての可視光通信プロジェクタの研究を進めて
きた [2]。PVLC を用いると、人への映像提示と受信デバイ
スの位置に応じた情報の伝送を同時に行うことが可能であ
るため、この利点を活かしたシステムが提案されている [3]。
PVLC の実現には投影映像の高度な制御が可能な研究開

発用途の DLP プロジェクタが必要であったが、これは大型
で重く、可搬性に乏しいものであった。そのため、従来のシ
ステムはすべてプロジェクタが固定されたものであり、実
現されてきたインタラクティビティも制約されたものであっ
た。また、PVLC の実現に使用されている DLP プロジェク
タには、小型かつ軽量な DLP LightCrafter シリーズも用意
されており、このプロジェクタを用いて構造化光による情
報投影を行う研究が提案されている [4, 5]。しかし、これら
の研究では、人への映像提示は行われておらず、また位置
情報の投影のみしか実現されていなかった。

型可視光通信を提案する。本研究で使用するプロジェクタで
ある、DLP LightCrafter 4500 は従来の研究で PVLC を実
現していたプロジェクタと比較して、大きさや重量、価格、
バッテリー駆動の可否などの点において優位である。しか
し、映像のフレームレートや内蔵メモリバッファの容量、制
御の自由度といった点においては性能が劣っている。本稿で
は、この性能面での制約を考慮した上で、DLP LightCrafter
4500 において最適な PVLC の実装について検討と実装を行

い、その動作確認の結果を報告する。本研究により、ユーザ
がハンドヘルドプロジェクタを手に持って、様々な情報を
高速に送信可能なユーザインタフェースを設計することが
可能となる。

2. 空間分割型可視光通信 (PVLC)
2.1

原理

本稿で扱う PVLC の基本原理を図 1 に示す。図 1 に示し
たように、画像が交互に投影されている時、その切り替え
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運び可能なハンドヘルドプロジェクタとして用いた空間分割

速度が遅ければ、人間の目には 2 枚の画像が交互に知覚さ
れる。切り替え速度が充分速くなると、人間の目には 2 枚
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使用することとした。DLP LightCrafter 4500 と従来使用し
ていたプロジェクタである、ViALUX 社製 DLP プロジェク
タ STAR-07 の様子を図 3 に示す。DLP LightCrafter 4500
の大きさは、縦 100 mm、横 120 mm、高さ 45 mm、重量
は 465 g と、STAR-07 (縦 120 mm、横 175 mm、高さ 184
mm、重量は 3.1 kg) と比較して非常に小型な上に軽量であ

る。また、電源定格は 12V 5A であるので、バッテリー駆動

図 2: PVLC の各ピクセルにおけるデータ構造

を前提としたハンドヘルドプロジェクタとしての運用に耐
の画像の切り替わりが知覚できず、輝度が時間平均化され

えうるものである。

た画像が知覚される。一方、フォトダイオードなどの時間

DLP LightCrafter 4500 の映像解像度は 912 × 1140 px

分解能の高い素子でこの映像を受光すると、人間には知覚

と、STAR-07 の 1024 × 768 px (XGA) と同程度の性能であ

できない高速な明滅を取得することができる。PVLC では、
この高速な明滅を用いて可視光通信を行うことで、人間に
は映像 (輝度情報) を提示しつつ、機械 (受光素子) には画面

る。しかし、最大バイナリフレームレートは 4225 Hz と、
STAR-07 の 22 kHz と比べて劣っている。また、内蔵メモリ

バッファに転送可能なバイナリフレームの最大枚数も 48 枚
と、STAR-07 の 87380 枚と比較して限られたものである。

内の位置に応じた情報の伝送を行っている。

そして、STAR-07 においては、バイナリフレームのデータ

2.2 データ構造と符号化・変調
PVLC のデータ構造 (図 2 に示す) は、同期フレーム部、

データフレーム部、輝度調整フレーム部の 3 つからなる。同
期フレーム部では、データの開始を示し、データ受信におけ
る誤りを発生させないため、全画面で同一の情報を埋め込
んでいる。この時、画面全体の輝度を 50% に保つため、フ
レーム部の ON / OFF パターンは同じ数だけ含まれるよう
構成する。その後、各ピクセルごとに異なる情報で構成さ
れたデータと、画面全体の輝度を 50% に保つために付与さ
れた無効なデータで構成されたデータフレーム部が事前に

は直接プロジェクタのメモリに転送することが可能であり、
各バイナリフレームにおける LED の点灯色・時間などの設
定は、プロジェクタから提供される API を通じて制御が可
能であった。しかし、DLP LightCrafter 4500 では、24 bit
ビットマップファイルのみしかフラッシュメモリに転送でき
ず、また各種設定の制御が可能な API も提供されていない。
これらの性能面での制約の中で PVLC を実現するため、少
ないメモリ領域にのみバイナリフレームを展開するのみで
実現可能な PVLC について設計と実装を行った。
今回実現する PVLC の要件として、投影映像については、

規定されたビット数に対応する枚数存在する。その後、人間
の知覚する映像を構成するための輝度調整フレーム部が存
在する。これらでひとつの単位フレーム群が構成され、本

R, G, B 各色について 256 段階の色階調を実現することと

した。これは DLP LightCrafter 4500 を用いた通常の映像
投影で実現されているものと同等のものである。また、情

稿ではこれをフレームユニットと呼ぶことにする。

報の埋め込みについては、各ピクセルにそのピクセルの位

3. ハンドヘルドプロジェクタを用いた空間分割型可
視光通信
ハンドヘルドプロジェクタとして使用可能な程度に小型・
軽量であると同時に、バイナリフレームに対しての制御も

置情報を埋め込むと設定した時に必要な 21 bit (x 方向: 10
bit, y 方向: 11 bit) の埋め込みが可能な性能を実現すること

とした。
3.1

設計

可能なプロジェクタである必要がある。この条件を満たすプ

前項で述べたように、DLP LightCrafter 4500 では 24bit

ロジェクタとして、本稿では Texas Insturments (TI) 社製

ビットマップファイルをフラッシュメモリに転送する仕様と

の DLP 評価モジュールである、DLP LightCrafter 4500 を

なっており、バイナリフレーム単位で転送することはできな
い。そこで、各バイナリフレームを 24bit ビットマップの各
bit に割り当てることで、24 枚のバイナリフレームを 24bit

ビットマップファイルとして統合、再構成する設計とした。
プロジェクタにはこのビットマップファイルを転送し、読み
出し時に R, G, B 各色、各 bit を指定することで、バイナリ
フレームへのアクセスと投影を実現する。
また、DLP LightCrafter 4500 では内蔵メモリバッファに
転送可能なフレームは最大で 48 枚であり、この枚数を超え
たアクセスが発生した場合は、フラッシュメモリからメモ
リバッファへの転送待ち時間 (約 200 ms) が発生する。これ
は図 4 に示すような、DLP LightCrafter 4500 のハードウェ
図 3: 2 種類の DLP プロジェクタ、DLP LightCrafter 4500
(左) と、STAR-07 (右) の様子。
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ア構成に起因する制約である。図 4 中の内蔵メモリバッファ
b0 と b1 はそれぞれバイナリフレームを 24 枚格納でき、こ
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図 6: DLP LightCrafter 4500 における PVLC の実装の
概要
図 4: DLP LightCrafter 4500 のハードウェア構成

ととした。模式図を図 5 に示す。各バイナリフレームを表
示している際の光源の明滅時間を最適に制御することで、
従来の方式で N 枚のバイナリフレームが必要であったのに
対して、提案方式では log2 (N) 枚と、メモリを節約するこ
とが可能である。これにより、例えば、R, G, B の色深度
が 256 の画像を投影する場合でも、輝度調整フレーム部は
log2 (256) × 3 = 24 枚のみで構成することが可能となる。
3.2

実装

DLP LightCrafter 4500 における PVLC の実装の概要を

図 6 に示す。投影する画像と埋め込むデータから、次の手

図 5: Binary Code Modulation 方式の模式図

順に従ってプロジェクタで PVLC を実現する。

れらは高速に切り替えることができる。一方、フラッシュメ

1-a. 設計において記述した設定に従って、PVLC 用のバイ

ナリフレーム群を生成する

モリからの転送はパラレルフラッシュインタフェースを経
由する必要があり、処理に時間を要する。この場合、映像の

2-a. 生成したバイナリフレーム群を統合して、24bit のビッ

トマップファイルを作成する

投影にも遅延が発生するため、連続した投影を行っていた
場合は映像がちらついてしまう。そのため、人間に見える

1-b. 同じく設定に従って、LED の点灯パターン、点灯時

画像を構成する単位であるバイナリフレームユニットは 48
枚以下で構成する必要がある。

間の情報を出力する
2-b. 出力された情報から、プロジェクタの点灯情報を制御

同期フレーム部については、画面全体が ON(1) / OFF(0)

する ini ファイルを作成する

となっているようなバイナリフレームのみで構成されてい

3. ビットマップファイルと ini ファイルを含んだカスタ

る。よって、画面全体が ON / OFF となっているバイナリフ

ムファームウェアを生成し、プロジェクタに書き込む

レームを 1 枚だけ転送し、これを複数回使用して投影する
こととした。そして、画面全体が OFF となっているフレー

1-a と 1-b、2-a の手順については、専用のソフトウェアを

ムについては、ON のフレームを反転したフレームであると

開発し、これを使用して実行することとした。また、2-b と

みなし、反転したフレームを投影するという制御を行った。

3 の手順については、DLP LightCrafter 4500 EVM GUI ソ

これにより、同期フレーム部については、バイナリフレー

フトウェア (Version 3.0.1) を使用し、ベースとなるファー

ム 1 枚のみで表現することができる。

ムウェアには、DLPR350PROM_V3.0 を使用した。
PVLC の実装におけるパラメータの設定について述べる。

データフレーム部については、あるデータが埋め込まれ
たバイナリフレームの ON / OFF を反転させると、画面全

輝度調整フレーム部における画像の色階調は、設計の要件に

体の輝度を 50% に保つための無効なデータを表すバイナリ

従って、R, G, B の各色それぞれ 256 階調とした。この時、

フレームが得られるため、同期フレーム部と同様に、反転し

輝度調整フレーム部はバイナリフレーム 24 枚で実現するこ

たフレームを投影するという制御を行うことで、データフ

とができる。同期信号は “101010” の 6 bit のデータを使用

レーム部に含まれるバイナリフレームの半分のフレーム数

することとし、この時同期フレーム部はバイナリフレーム 1

のみで表現することができる。この枚数は、埋め込むデー

枚で実現することができる。バイナリフレームユニットで使

タのビット長と一致している。

用可能なバイナリフレームは合計で 48 枚であるため、デー

輝度調整フレーム部については従来の PVLC で行われてい

タフレーム部は 23 枚以下のバイナリフレームで構成する必

た、明滅時間を一定とする PWM (Pulse Width Modulation)

要がある。これは埋め込みデータを最大で 23 bit の長さに

方式ではなく、Binary Code Modulation 方式を使用するこ

することが可能であることを意味している。今回、データ
には x 方向 (画面横方向) の位置情報を 10 bit 、 y 方向の位
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5. まとめ
本稿では、小型かつ軽量な DLP プロジェクタである、DLP
LightCrafter 4500 をハンドヘルドプロジェクタとして用いた

空間分割型可視光通信を提案した。DLP LightCrafter 4500
は従来使用されていたプロジェクタと比較して、映像のフ
レームレートや内蔵メモリバッファの容量、制御の自由度
の点で性能が劣っている。そのため、バイナリフレームの
転送方法や使用するフレーム数の削減など、提案システム
において最適な PVLC の実現に関して検討と実装を行った。
そして、提案システムを用いた PVLC が設計通りに動作し
ているかについて実験を行い、23 bit のデータが送受信可能
であることを確認した。

図 7: 実験の様子

今後の課題として、投影映像におけるフリッカの抑制が
置情報を 11 bit の長さで構成し、加えて 2 bit 分を 0 で埋め

挙げられる。256 階調の色階調を実現した上で、データを埋

た合計 23 bit で構成することとした。

め込み可能な上限の長さである 23 bit まで埋め込むと投影
映像にフリッカが発生した。そのため、埋め込むデータの

4. 実験

データ長や色階調の条件とフリッカ知覚の関係性について

DLP LightCrafter 4500 を用いた PVLC の実装が正常に

明らかにしていきたいと考えている。また、本システムを

動作しているかを確認するために実験を行った。

用いたデバイス制御のためのユーザインタフェースについ

4.1 概要

ても実装を検討していきたいと考えている。

提案したプロジェクタシステムで PVLC を用いた映像の投
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フィルタ・コンパレータ回路で構成された受光器回路で受信
した。回路の電源には直流安定化電源 (DK-806、サンハヤト)
を使用し、電源電圧は 3.3 V に設定した。受光器回路はプロ
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