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FPGA を用いた持ち運び可能なタイルドディスプレイ
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概要：一人で設置できる高精細で大画面のタイルドディスプレイシステムを開発した．インタラクティブ
なコンピュータシミュレーション等において大画面で高精細であることは重要だが、一枚のディスプレイ
では大きすぎて一人で運べないため複数のディスプレイで大画面を構成する．FPGA を用いた専用ハード
ウェアであるため，HDMI 入力をサポートし画面間の同期ずれがない．新たに YCbCr4:2:0 方式をサポー
トすることで 4K 解像度まで対応する．大画面シミュレーションの応用例として，Kinect センサーと組み
合わせることで手の動きで流体シミュレーションと相互作用するデモを行う．

1. はじめに
近年，ディスプレイをタイル状に並べて大画面を構成す
ることができるタイルドディスプレイは駅前のデジタル
サイネージをはじめとして普及が進んでいる．タイルド
ディスプレイを実現する技術にはいくつか存在する．例
えば複数画面出力に対応した GPU（Graphics Processing

Unit）を利用して構築す方法 [1] や，業務用の専用ディス
プレイや映像装置を使う方法，SAGE2 [2] のようなネッ

図 1 4 画面タイルドディスプレイシステムのブロック図

トワークを介してソフトウェア上で制御する方法などがあ
る．しかし，GPU や専用機材は高価で持ち運びに適さな
いこと，ネットワークを介する場合はディスプレイ間の同
期のズレが生じるなどの問題がある．本研究では FPGA
（Field Programmable Gate Array）を用いた専用ハード

トワークを使わずローカルな GPU システムでシミュレー

ウェアを開発することでディスプレイ間で完全な同期を実

ションを実行し，Kinect センサーにより手足を使ってイン

現している．FPGA は様々な映像処理を行うデバイスと

タラクティブに操作するシステムを開発した．

して利用されており [3]，その中で高解像度な映像の処理

当研究室ではこれまで FPGA を用いて様々なタイルド

も行われている [4]．FPGA を用いれば安価でかつ HDMI

ディスプレイを開発してきた．特に 6 画面タイルドディ

（High-Diﬁnition Multimedia Interface）入力をサポート

スプレイシステム [6] は 2976x1128 ピクセルの高解像度に

し，様々な機器と接続出来る汎用性がある．

なっている．この解像度は FPGA の汎用 I/O の伝送速度

一方 GPU の進歩によりコンピュータシミュレーション

の限界によって決まっており，本研究では YCbCr4:2:0 方

が手軽に扱えるようになり，インタラクティブなシミュ

式の色圧縮をサポートすることで 4K 解像度 (3840x2160

レーションも可能になっている．シミュレーション結果を

ピクセル) をサポートする．

細かいところまで観察するには高精細なディスプレイが

2. タイルドディスプレイシステム

必要となる．柴田らは遠隔地のスーパーコンピュータのシ
ミュレーションをタブレットを使ったタイルドディスプ

本研究では，図 1 のような FPGA システムを開発した．

レイで操作するシステムを開発した [5]．本研究ではネッ

1 本の HDMI 映像入力ポートがあり，4 本の HDMI 映像
出力ポートを備えている．入力からは 4K 映像を入力し，
4 つの出力ポートには Full-HD のディスプレイと接続する
ことで全体として 4K 映像を視聴できる．以下ではいくつ
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2.1 システム概要
本研究では Digilent 社の NexysVideo ボード [7] を使用
しており，Xilinx 社の Artix-7 FPGA[8] が搭載されてい
る．この FPGA ボードは一般的なボードに対して多くの
汎用 I/O が搭載されており，HDMI 出力を複数必要とす
る本システムに適している．一方，外部メモリが低速であ
るという面がある．ボード自体には HDMI 入力が 1 ポー
トと出力が 1 ポートしかないため，過去に研究室で製作し
た FMC コネクタ経由の拡張ボードを使用して出力ポート

図 2 ラインバッファの構成

を確保している．

FPGA の内部（図 1 参照）は，
「YCbCr4:2:0 方式の映像
に対応した HDMI のデコード・エンコード回路」
，
「フレー
ムデータ保持のためのメモリとして用いる DDR3 SDRAM
（Double-Data-Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory）インターフェース回路」，「YCbCr4:2:0 方
式の映像データから RGB 方式に変換を行う回路」，「出力
用の映像同期信号を生成する回路」
，
「ディスプレイ情報を

YCbCr 方式の中に YCbCr4:2:0 という表現方法がある．
YCbCr4:2:0 はすべてのピクセルに対して輝度データを持
つのに対して，色差データは水平 2 ピクセル，垂直 2 ピク
セルで 1 つのデータを共有する．色深度を 8-bit とした場
合，RGB 空間では 4 ピクセルに 8 × 3 × 4 = 96 ビットの
情報が必要だが，YCbCr4:2:0 では 8 × 4 + 8 × 2 = 48 ビッ
トの情報でよいため，データ量が半減する．

保持する EDID（Extended Display Identiﬁcation Data）
の読み取りを行う回路」で構成される．

2.4 YCbCr から RGB への変換回路
一般のコンピュータ用ディスプレイは YCbCr4:2:0 方式

2.2 HDMI 入力ポートのデータ量削減
Full-HD（1920x1080）@60Hz での映像データレートが
4.46Gbps であるのに対して，4K（3840x2160）@60Hz で
は総ピクセル数が 4 倍となりデータレートも 17.82Gbps
が必要となる．今回使用している FPGA の汎用 I/O ポー
トのデータ転送レートは 1 ペアあたり 1Gbps 強であり，4
ペア使う HDMI では Full-HD が限界である．今回 4K 映
像入力をサポートするために，以下の 2 つのデータ削減を

には対応していないことが多いため，RGB 方式に変換し

行った．

ファリングしており，次の時間では読み書きのラインを入

( 1 ) YCbCr4:2:0 の色圧縮を行う
( 2 ) 垂直同期周波数を 60Hz ではなく 30Hz とする

れ替える．

それぞれでデータレートは半減するため，トータルで 1/4
のデータレートになり，4K 入力をサポートしつつ Full-HD
と同じデータレートに抑えることができる．

て出力する必要がある．このために使用するラインバッ
ファは図 2 のようになっている．色差情報は 2 ラインに 1
回しか送られて来ないため，2 ラインを読み込み 2 ライン
を出力する，という作業を繰り返す．図の左側は入力映像
が n+2 行目と n+3 行目である時の様子を表している．こ
の時ラインバッファは n 行目と n+1 行目を出力する．読
み込み中に書き換えられることを避けるためにダブルバッ

3. デモについて
大画面を用いたリアルタイムシミュレーションのデモシ
ステムは，図 3 のようになっている．Kinect を用いて手

（1）は次節で詳細に説明する．
（2）は一秒間に描画され

の動きを認識し，流体のシミュレーションに作用する．シ

る枚数を半減させるため動きの激しい動画では影響がある

ミュレーション結果は開発したタイルドディスプレイシ

が，後で述べるデモシステムで使う Kinect のデータレー

ステムを用いて表示を行う．使用するシミュレーションに

トが 30Hz であるため妥当であると判断した．

は NVIDIA 社のサンプルプログラム ﬂuidsGL[9] を使用し
た．マウスの動きに応じて流体に力が加わり様々な渦が発

2.3 RGB 空間と YCbCr 空間
RGB 空間は一般的な映像に多く用いられている色空間
であり，赤・青・緑の色の三原色を用いてすべての色を表
現する方式である．各色が同等の価値を持つため一部だけ
色を間引くことは出来ずデータの削減には向かない．

YCbCr 空間は輝度（Y），色差（CbCr）を用いてすべ

生する．マウスの動きの代わりに Kinect を用いて手の動
きを使用し，インタラクティブなシミュレーションを行う
（図 4）．

4. おわりに
4.1 まとめ

ての色を表現する方式である．ヒトの目は輝度に敏感で

本研究では YCbCr4:2:0 フォーマットの映像データの伝

あり，色差に鈍感という特徴を持つため，色差の情報を間

送に対応したことで，データ量を削減し, 高解像度なタイ

引いても見た目への影響は少ない．その性質を利用した

ルドディスプレイシステムを構築した．また，その大画面
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図 4 デモの操作風景

システムの応用例として，Kinect を用いて手の動きを検出
することでインタラクティブな流体のシミュレーションシ
ステムを開発した．

4.2 今後の課題
YCbCr4:2:0 フォーマットの映像に対応したことで 4K
解像度の映像を扱うことが可能になったが，現状利用して
いる FPGA では汎用 I/O の伝送速度が限界を迎えている．
これに対して Xilinx 社の UltraScale シリーズ [10] という
より高性能な FPGA がある．この FPGA は HDMI2.0 に
対応したポートを搭載していることから 8K 解像度映像の入
力が可能である．8K 入力の際にも多数の高性能な HDMI
出力ポートを用意することは難しいため，YCbCr4:2:0
フォーマットでの 4K 出力を行うことで 8K 解像度タイル
ドディスプレイの実現も期待できる．
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