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あらまし  映像のピクセルの高速明滅によって情報を埋め込む可視光通信プロジェクタには，埋め込むデータ量

が増加するほど映像の色表現力が低下してしまうという問題がある．本稿では，R,G,B 各光源に割り当てるデータ

量を映像に応じて変える色空間選択手法を提案することで，データ量を維持しつつ元の映像に近い色表現を実現す

る． 
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Abstract PVLC (Pixel-level Visible Light Communication) projector, which can superimpose invisible information on 

visible image, has a problem that its color representation decreases when the amount of superimposed data bits increases. This 

paper proposes a method to show an image whose color is near to the input image by changing RGB data bit valance and using 

an appropriate color space according to the input image. 
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1. はじめに  

著者らはこれまで，ピクセルの高速明滅によって可

視映像に不可視情報を重畳する空間分割型可視光通信

（Pixel-level Visible Light Communication : PVLC）技術

の研究・開発を進めてきた  [1]．可視光通信プロジェ

クタの映像には，重畳される不可視情報の量と人間の

眼に見える可視映像の色表現能力の間にトレードオフ

の関係があるため，不可視情報の量を増やすほど色表

現能力が下がってしまうという問題があった．特に近

年実現されたカラー可視光通信映像  [2] [3]において

は，その色表現能力の低さが白黒映像の時よりも目立

っていた．  

本稿では，RGB3 光源独立にデータ埋め込みを考え，

埋め込むデータの R,G,B 各光源への割合を映像に合わ

せて調整することにより，データ量を維持しつつ，よ

り元の映像に近い色を表示可能になることを目指す．  

 

2. 関連研究  

2.1. PVLC（空間分割型可視光通信）  

PVLC の原理を図  1 に示す．図  1 (a) に示す 2 枚の

2 値画像（バイナリフレーム）が交互に高速表示され

ている時，人間の眼には 2 枚の画像の時間平均を取っ

た輝度の 1 枚の画像に見えるようになる．一方，フォ

トセンサを用いてこの光を受光すれば，人間には知覚

できない各バイナリフレームの輝度値を取得すること

ができる． 図  1 (b) の 4 領域はいずれも輝度の時間平

均は等しく，人間の眼には同じ色として知覚されるが，

フォトセンサを通して高速に得られる信号は全て異な

るデータ列となっている．著者らは DMD を用いた

DLP®プロジェクタを使用して PVLC を実現した  [1]．  

 

 

図  1：PVLC の基本原理（文献  [1]より）  

 



 

  

 

 

PVLC におけるデータ埋め込み  

白色光源のみの単色 PVLC において， N 枚のバイナ

リフレームによる PWM によりある輝度  B を表現する

とき，バイナリフレームの並び方は  CB N 通り存在する．

従って理論上は最大  log2( CB N ) bit のデータを埋め込む

ことができるが，この方針ではデータが埋め込める量

が輝度に依存しており，データ転送速度が画面全体で

一定にならないという問題がある．そこで，今までの

PVLC においては，映像表現に用いるバイナリフレー

ム（輝度調整フレーム）とデータ転送に用いるバイナ

リフレーム（データフレーム）を分離する方式で通信

が実装されてきた．本稿ではこの方式を「データ輝度

分離式」と呼ぶ．データ輝度分離式の概念図を図  2 に

示す．データフレームは任意のバイナリ列を表現し，

輝度調整フレームはデータフレームの表示による色の

変化を補正して，元の映像の階調を表現する．データ

輝度分離式では，データフレームの位置が輝度に依存

せず固定となるため，隣接するピクセルの ON / OFF

を受光したとしても，それもデータの同じ位置のビッ

トとなる．座標のように連続したデータを埋め込む際

には，データをグレイコードにすることで，隣接した

ピクセルの光が一緒に受光されてもデータの誤差を抑

えられる  [4]．  

 

図  2：データ輝度分離式  

 

あるピクセルのデータフレーム内にNdata
ON  個の ON と

Ndata
OFF  個の OFF が含まれる時，輝度調整フレーム内に

Ndata
OFF  個の ON とNdata

ON  個の OFF が含まれれば，データ

フレームで異なるバイナリデータが表示されても同じ

知覚輝度を表現できる．データフレームと輝度調整フ

レームの中には合計  Ndata ≡ Ndata
ON + Ndata

OFF  ビットの ON

と OFF がそれぞれ含まれるため， [0, 255] の範囲の輝

度を持つあるピクセルをデータ輝度分離式で表示する

時のバイナリフレーム内の ON の枚数は図  3 のように

なる．ただし，ここではデータ量と輝度の関係だけに

注目するため，同期フレームの輝度への影響は無視し

て考える．  

 

図  3：データ輝度分離式の知覚輝度表現能力  

 

ここで，あるピクセルについて，1 シーケンス内の

ON の数を「知覚輝度」と定義する．元画像のあるピ

クセルの輝度値が c (0 ≤ c ≤ 255) であるとき，知覚輝度

B は c の関数として以下の式で表せる（図  3）．  

  B(c) =  Ndata + (Nall − 2Ndata)
c

255
 (1)  

この時，階調数 G とコントラスト比 C はNdata の関

数となり，それぞれ以下の式で表せる．  

 G(Ndata) =  Nall − 2Ndata (2)  

 C(Ndata) =  
Nall − Ndata

Ndata
 (3)  

従って，Ndata が大きくなるほどコントラスト比 C

は下がって 1 に，階調数 G は減って 0 に近づく．  

2.2. PVLC のカラー化  

近年著者らは，PVLC のカラー化の研究・開発を進

めている．著者らが開発した RPVLC プロジェクタ  [5] 

の光源を RGB3 つのカラー光源に置換し，映像のカラ

ー化を実現した  [2] ．また，Phygital Field [3]は，RGB3

色の光源が使用可能な DLP®プロジェクタ（ViALUX

社 STAR-07）を用い，カラー映像上で群ロボットを制

御可能な複合現実感システムを提案した． Phygital 

Field におけるバイナリフレーム設計はデータ輝度分

離式を採用し，データは R,G,B 各光源に均等に割り振

っており，各色ついて図  3 の輝度表現能力の関係が成

立する．  

2.3. 本研究の位置づけ  

本研究では，Phygital Field のバイナリフレーム設計

における映像の色表現向上を目指す．各色が持つデー

タフレームと輝度調整フレームの枚数の合計は等しく

None とし  ，R,G,B それぞれに割り当てられるデータの

ビット数をDr, Dg, Db とすると，Dr = Dg = Db とした 2.2

の手法で表現できる知覚輝度の色空間は図  4(a)のよ

うになる．   



 

  

 

 

 

図  4： (a)：従来手法の色空間  

(b)：B の階調を減らし R,G の階調を高めた色空間  

 

従来手法では，RGB 各軸について均等に色空間が中

央に寄るため，映像が必ず灰色がかって表示されてい

た． 本稿では，今後のカラーPVLC コンテンツ制作に

向け，映像をより元の映像の色に近い色で表示可能に

するため，映像に応じて適切な色空間を選択可能にす

る手法を検討する．元の映像に近い色を表示するため

に達成すべき目標として本稿では以下の 3 つを考える． 

目標1 画像全体の色を元画像に近づける  

目標2 色が元画像と極端に離れてしまっているピ       

クセルを少なくする  

目標3 異なるピクセル間の明度の差異を維持する  

目標 1 を実現するための選択方法「L*a*b*距離平

均法」を 3.3.1 で，目標 2 を実現するための選択方法

「L*a*b*距離分位法」を 3.3.2 で，目標 3 を実現する

ための方法「周波数相関法」を 3.3.3 で，それぞれ説

明する．  

 

3. 提案手法  

3.1. 色空間とデータ配分  

従来手法では 1:1:1 で固定だった RGB 各光源へのデ

ータ割り当ての比率Dr: Dg: Db を変え ,複数の色空間に

よる変換を行う．元画像のあるピクセルについて，輝

度値が (r, g, b) であるとき，各色の知覚輝度は式 (1)より， 

 Bc(c) =  Dc + (None − 2Dc)
c

255
 (c = r,g,b)  (4)  

と表わされる．また，RGB3 光源合計でNdata bit のデ

ータを表現できるための条件は以下の式で表される．  

 Dr + Dg + Db =  Ndata (5)  

また，各色に乗るデータDc が最大となるのはその色の

ON / OFF の数が等しい時なので，以下の式が成り立つ．  

 Dc ≤
None

2
 (c = r,g,b)  (6)  

また，以下の式が成り立つことは自明である．  

 0 ≤  Dc ≤ Ndata (c = r,g,b) (7)  

 (Dr, Dg, Db) の値は，式 (4)-(7)を満たす範囲で自由に動

かすことができる．例えば，B にデータを多く乗せる

ことで R と G の諧調数を多く確保した図  4(b) のよう

な色空間を用いると，より鮮やかな赤や緑を表現する

ことができる．以降，ある  (Dr, Dg, Db) の組で表現可能

な色空間のことを「パレット」と定義する．取りうる

パレットの数 P は，式 (5)-(7)を満たす  (Dr, Dg, Db) の組

の数と等しい．簡単のため，R から順に取りうる値の

範囲を考えていく．まず，Dr の取りうる値の範囲を考

える．Dr の最大値は，式 (6)(7)より，Min (Ndata,
None

2
) で

ある．Dr が最小となる，すなわち R に割り当てられる

データが最小となるのは，G と B に最大限
None

2
  bit のデ

ータを割り当てた時であるから，式 (5)(7)より，Dr の

最小値はMax (0, Ndata − 2 ⋅
None

2
 ) となる．以上より，式 (8)

が成立する．  

 Max (0, Ndata − 2 ⋅
None

2
) ≤ Dr ≤ Min(Ndata,

None

2
) (8)  

このときDg の取りうる値の範囲は同様に考えて  

 Max (0, Ndata − Dr −
None

2
) ≤ Dg ≤ Min(Ndata − Dr,

None

2
) (9)  

となり，Dbは以下の式で定まるため，  

 Db = Ndata − (Dr + Dg) (10)  

P はDr, Dg が取りうる値の数の積となる．  

3.2. 色変換  

あるピクセルの元画像の輝度のレンジ  [0, 255]  を表

示される映像の知覚輝度のレンジ  [Dc, None − Dc] に変

換する計算として，本稿では図  5 に示す 2 つの方法「線

形色変換」と「閾値色変換」を用いる．  

  

図  5： (a)線形色変換  

(b)閾値色変換  

 

図  5(a) の線形色変換は Phygital Field [3]の色変換

であり，色飛びは無いものの，全ての色が変わって表

示される．図  5(b) の閾値色変換は，データ表現に必

要な ON/OFF の数が足りないピクセルのみ知覚輝度を

変える方法である．明るすぎる，暗すぎるピクセルは

色飛びするが，その他のピクセルは元の色が維持でき

る．  



 

  

 

 

3.3. パレット選択計算  

3.3.1. L*a*b*距離平均法  

目標 1「画像全体の色を元画像に近づける」を実現

するための計算方法を考える．まず変換画像と元画像

を均等色空間である L*a*b*色空間の画像に変換し，全

てのピクセルについて L*a*b*座標の差の 2 乗を計算し

てピクセル数個の値の系列を得て，その系列の平均値

を最小化するパレットを選択する．  

3.3.2. L*a*b*距離分位法  

目標 2「色が元画像と極端に離れてしまっているピ       

クセルを少なくする」を実現するため，3.3.1 の系列の

値が大きい方から n 分位数を最小化するパレットを選

択する．  

3.3.3. 周波数相関法  

目標 3「異なるピクセル間の明度の差異を維持する」

を実現するため，周波数成分の類似度を評価値として

パレットを選択する方法を考える．まず，元画像と変

換画像をグレースケール変換して明度情報 (XYZ 色空

間の Y 成分 )のみとした後，2 次元離散フーリエ変換を

施す．グレースケール画像のピクセル (x, y)の値を

Y(x, y) とし，画像横幅をMピクセル，縦幅をN ピクセル

とすると，離散フーリエ変換後のピクセル (u, v) の値

 F(u, v) は，以下の式で表せる．  

 F(u, v) =  ∑ Y(x, y) ⋅ e
−2πi(

ux
M

+
vy
N ) 

x,y

 (11)  

F(u, v) の振幅は，u, v が 0 に近づくにつれて指数関数的

に値が大きくなっていくため，そのまま評価値として

パレット選択を行うと低周波成分が支配的な結果が得

られてしまう．明度の細かな差異を維持するためには

高周波成分を残す必要があるため，F(u, v) の振幅の対

数を取る．ただし，F(u, v) = 0 の時に値が不定とならな

いよう，振幅に 1 を加える．これによって計算できる

対数周波数振幅画像のピクセルP(u, v) は以下の式で表

せる．また，値を正規化した対数周波数振幅画像を図  6 

(b) に示す．  

 P(u, v) = log(1 + |F(u, v)|) (12)  

 

  

図  6： (a)グレースケール画像  

(b)その対数周波数振幅画像  

 

最後に，元画像と変換画像の対数周波数振幅画像の

相関p0 を計算する．元画像と変換画像の対数周波数振

幅画像  の (u, v) 成分をそれぞれ  PR(u, v), PI(u, v)  とし，

 PR(u, v), PI(u, v)  の平均値をそれぞれ PR, PI とすると，p0 

は以下の式で表される．  

 p0 =
∑ ((PR(u, v) − PR) ⋅  (PI(u, v) − PI)) u,v

√∑  (PR(u, v) − PR) 2 ⋅u,v ∑  (PI(u, v) − PI) 2u,v

 (13)  

そして，p0 を最大化するパレット，すなわち元画像と

対数周波数振幅の相関が最も高いパレットを選択する． 

3.3.4. L*a*b*距離分位法と周波数相関法の組み合わ

せ法  

3.3.2 で考慮したピクセルごとの色と，3.3.3 で考慮

したピクセル間の色の差異の両方を考慮するため，

3.3.2 の第 1 十分位数と 3.3.3 の  (1 − p0) の積を最小化す

るパレットを選択する．  

 

4. 実験  

4.1. 実験の概要  

まず，3.1 で述べた P 通りのパレットを用いて色変

換を行い，P 通りの画像を生成する．ただし，今回の

実験ではデータ量と色の関係を明らかにするため，同

期フレームによる色変化は無視する．次に P 枚の中か

ら元の画像の色に近い画像を 3.3 で説明した 4 つの計

算法によって選択する．ただし，3.3.2ではn = 10 とし，

第 1 十分位数を評価値とする．以上の手順を 3.2 で述

べた 2 通りの色変換について行う．画像処理のライブ

ラリには OpenCV 2.4.9 を用い，画像のビット深度は入

力・出力共に 8bit 整数値とした．入力データには The 

USC-SIPI Image Database [6]に含まれる 6枚の画像を用

いた．ビット数の設計は Phygital Field と同じ値を用い，

None = 46,  Ndata = 32 とした．この時の考えられるパレ

ットの総数 P は式 (8),(9)より，426 通りとなる．   

4.2. 結果  

3.3.1 の L*a*b*距離平均法で選んだ結果を表  1，表  2

の (a)に．3.3.2 の L*a*b*距離分位法で選んだ結果を表  

1，表  2 の (b)に．3.3.3 の周波数相関法で選んだ結果を

表  1，表  2 の (c)に，3.3.4 の組み合わせ法で選んだ結

果を表  1，表  2 の (d)に示す．また，選択されたパレッ

トのデータ配分の結果  (Dr, Dg, Db) を各画像の下に示し

た．ただし，閾値色変換については，各選択方法につ

いて 見た 目に 大 きな 差が 見ら れな か っ たた め ，

(Dr, Dg, Db) の値の結果のみ示している．また，表  1-画

像 3-(d)の結果（ (Dr, Dg, Db) = (10,6,16) ）について，RGB

各チャンネルをグレースケール画像として表示した画

像を図  7 に示す．明度への寄与が高い G はデータ配分

が少なく，高い階調数を確保できていることがわかる． 

 



 

  

 

 

表  1：線形色変換による変換結果  

元画像  従来手法  (a) L*a*b*距離

平均法  

(b) L*a*b*距離

分位法  

(c) 周波数相関

法  

(d) (b)×(c) 

 

画像 1 

 

(11,11,10) 

 

(3,7,22) 

 

(8,6,18) 

 

(10,0,22) 

 

(9,5,18) 

 

画像 2 

 

(11,11,10) 

 

(13,3,16) 

 

(16,4,12) 

 

(10,0,22) 

 

(16,3,13) 

 

画像 3 

 

(11,11,10) 

 

(15,5,12) 

 

(14,5,13) 

 

(5,5,22) 

 

(10,6,16) 

 

画像 4 

 

(11,11,10) 

 

(12,8,12) 

 

(9,10,13) 

 

(10,6,16) 

 

(10,8,14) 

 

画像 5 

 

(11,11,10) 

 

(22,3,7) 

 

(18,4,10) 

 

(7,2,23) 

 

(15,5,12) 

 

表  2：閾値色変換による選択結果 (  (𝐃𝐫,𝐃𝐠, 𝐃𝐛) のみ )  

 (a)  (b)  (c)  (d)  

画像 1 (8,8,16) (8,8,16) (9,2,21) (9,7,16) 

画像 2 (12,9,11) (12,9,11) (14,3,15) (12,9,11) 

画像 3 (14,7,11) (13,8,11) (7,3,22) (13,7,12) 

画像 4 (9,12,11) (9,12,11) (7,5,20) (11,9,12) 

画像 5 (16,7,9) (16,7,9) (11,1,20) (17,5,10) 

 

   

図  7：表  1-画像 3-(d)の結果の各チャンネル  

（左から R,G,B）  



 

  

 

 

5. 考察  

5.1. 線形色変換による変換結果  

(a)の結果は，画像 1，2 のように大域的な色がある

画像は入力に近い色を再現できている． (b)の結果は，

画像 4 の赤色の狭い領域を (a)よりも再現できている．

(c)の結果は，全ての画像でコントラストの再現度が従

来手法及び (a)，(b)よりも向上している一方，B にデー

タが多めに割り当てられて青みがかった．これは，B

は R,G に比べると明度が低いので，グレースケール変

換時の周波数成分への寄与が少ないため，B の階調数

を減らして R，G の階調数を多く確保できるパレット

がより元画像の周波数を再現できるものとして選ばれ

ているからであると考えられる．   

5.2. 閾値色変換による変換結果  

閾値色変換による変換結果は，線形色変換による変

換結果に比べ，従来手法と各提案手法の差が目立たな

かった．画像 5 の  (a),(b) の結果では，白い雲や木の

影の細かな濃淡は失われている一方，(d)の結果ではそ

れらの細かな濃淡が維持されており，周波数成分を考

慮した効果が現れていると考えられる．  

  

図  8：閾値色変換の画像 5 の  

(a)(b)および (d)の結果の画像の一部  

 

5.3. 組み合わせ法について 

画像 3 に閾値色変換を施す場合おいて，426 通りの

全パレットについて 2 つの値をプロットした散布図を

図  9 に示す．積の最小化によって選ばれたパレット

(13,7,12) は，L*a*b*距離の値は小さい方から 10 番目

だが，1 − p0 の値は小さい方から 121 番目であり，両

値の寄与が等しく考慮された結果になっていない．本

稿では，ピクセル毎の色とピクセル間の明度の違いの

両方を考慮に入れる方法として，L*a*b*距離の 2 乗と

1-相互相関の積で評価するという方法を選択したが，

それ以外の計算方法で 2 つの評価軸を両方考慮するた

めの計算手法は，今後の課題とする．  

 

 

図  9：L*a*b*距離の 2 乗の系列の第 1 十分位点と

𝟏 − 𝐩𝟎 の関係  

 

6. まとめと今後の展望  

本稿では，可視光通信プロジェクタで 3 光源に異な

るデータ量を割り当てる手法を提案した上で，画像ご

とに適切な色空間を計算する手法を検討し，線形色変

換と閾値色変換の 2 つの変換実験を行った．今後の展

望として，計算で選ばれた画像を人間が見た際に元画

像にどれくらい近いと感じるかを調べるユーザスタデ

ィを行い，ピクセル毎の色とピクセル間の明度の両方

を考慮して色空間を選択する手法を検討していきたい． 
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