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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
投影面に対して光を照射し画像を投影する投影部と、この投影部から投影面に対して照
射する投影方向を変更するように、該投影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置であ
って、
上記駆動部は、上記投影部を回転させるために複数の回転軸を備えており、
上記駆動部によって、上記投影部の回転運動の中心点であり、上記複数の回転軸の交点
となる回転中心が１点となるように該投影部が回転され、
上記投影部から投影した光の軌跡として示される、投影方向に平行でかつ水平面と垂直
となる面における該光の照射領域と非照射領域との境界をなす境界線、および投影方向に
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平行でかつ該水平面と平行となる面における該光の照射領域と非照射領域との境界をなす
境界線が交わる点を投影中心としたとき、
上記回転中心の位置情報である回転中心位置情報を取得する回転中心位置情報取得手段
と、
照射された光の軌跡を示す照射光情報を受付け、該照射光情報に基づき、上記投影中心
の位置情報である投影中心位置情報を特定する投影中心位置情報特定手段と、
上記取得された回転中心位置情報と、上記特定された投影中心位置情報とに基づき、投
影中心と回転中心とが一致するように、投影部と駆動部との配置関係を調整する調整手段
とを備えていることを特徴とする投影装置。
【請求項２】
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上記投影部は、上記投影面に対して、上記投影中心から所定の角度で光領域の範囲が広
がるように照射しており、
上記回転中心の位置情報を示す回転中心情報を記憶する記憶装置と、
上記投影中心と投影面との間において照射された光の軌跡を示す軌跡情報を取得する軌
跡取得部とをさらに備え、
上記回転中心位置情報取得手段は、上記記憶装置から回転中心位置情報を取得し、
上記投影中心位置情報特定手段は、上記照射光情報として、上記軌跡取得部より軌跡情
報を受付け、該軌跡情報に基づき投影中心位置情報を特定することを特徴とする請求項１
に記載の投影装置。
【請求項３】
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上記投影部と上記投影面との間の任意の固定点を通過する光の、該投影面における投影
位置情報を、異なる投影方向それぞれについて取得する投影位置情報取得部と、
上記投影位置情報取得部によって取得された上記投影位置情報を受付け、該投影位置情
報が上記投影面において１点となる投影中心位置情報を算出する位置調整算出手段と、
上記位置調整算出手段によって算出された結果に基づき、上記特定された投影中心位置
情報を変更し、この変更した投影中心位置情報に基づき、上記調整手段により調整された
投影部と駆動部との配置関係を微調整する微調整手段とをさらに備えていることを特徴と
する請求項２に記載の投影装置。
【請求項４】
投影すべき画像データを受付ける画像データ受付け手段と、
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上記画像データ受付け手段によって受付けた、点群を配置した画像データに基づき、初
期姿勢に設定された投影部により投影された点群を撮影するカメラと、
上記カメラによって撮影された結果に基づき、撮影された点群の投影面における位置情
報である投影位置情報を求め、上記点群の位置情報と、この点群の投影面における投影位
置情報との関係を算出する第１関係算出手段と、
上記点群を配置した画像データに基づき、初期姿勢から所定角度回転させた投影部によ
って投影された、投影面における投影点の投影位置情報から、投影部の投影方向と、該投
影方向ごとに応じた上記投影点の投影位置情報との関係を算出する第２関係算出手段と、
上記第１関係算出手段と第２関係算出手段との算出結果に応じて、画像データに基づき
投影面に投影する画像およびその投影位置を調整するための調整情報を取得する調整情報
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取得手段とを備えていること特徴とする請求項１に記載の投影装置。
【請求項５】
上記調整情報取得手段は、上記調整情報として、投影方向が異なる投影部それぞれにつ
いて画像データを共通して扱うことができる平面である正接平面上の位置情報と、投影面
上の位置情報との関係を示す第１変換情報と、
上記投影中心から上記投影面における投影点に対する方向を示す方向情報と、
投影面に対する投影可能な範囲を規定する、画像データ中の少なくとも４点以上に対す
る投影中心からの方向を示す方向情報とを取得することを特徴とする請求項４に記載の投
影装置。
【請求項６】
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異なる複数の投影面に対して画像を投影する場合において、
上記投影面を規定する４点以上の位置情報と、投影部から該投影面の４点以上に対する
方向を示す規定位置方向情報とを取得する投影面情報取得手段と、
上記投影面情報取得手段によって取得された、投影面を規定する４点以上の位置情報と
規定位置方向情報とに基づいて、各投影面上の位置情報を上記正接平面上の位置情報に変
換するための第２変換情報を算出する外部調整情報算出手段とを備えていることを特徴と
する請求項４または５に記載の投影装置。
【請求項７】
上記外部調整情報算出手段によって算出された第２変換情報には、上記投影面を規定す
る４点以上の位置情報および規定位置方向情報に基づき算出された、隣接する他の投影面
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との連結関係を示す連結関係情報と、
上記連結関係情報に基づき算出された、連結する投影面同士を２次元平面に展開した際
における両者の座標関係を特定する座標変換パラメータと、を含むことを特徴とする請求
項６に記載の投影装置。
【請求項８】
投影面に対して光を照射し画像を投影する投影部と、この投影部から投影面に対して照
射する投影方向を変更するように、該投影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置の制
御方法であって、
上記駆動部は、上記投影部を回転させるために複数の回転軸を備えており、
上記駆動部によって、上記投影部の回転運動の中心点であり、上記複数の回転軸の交点
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となる回転中心が１点となるように該投影部が回転され、
上記投影部から投影した光の軌跡として示される、投影方向に平行でかつ水平面と垂直
となる面における該光の照射領域と非照射領域との境界をなす境界線、および投影方向に
平行でかつ該水平面と平行となる面における該光の照射領域と非照射領域との境界をなす
境界線が交わる点を投影中心としたとき、
上記回転中心の位置情報である回転中心位置情報を取得するステップと、
照射された光の軌跡を示す照射光情報を受付け、該照射光情報に基づき、投影中心の位
置情報である投影中心位置情報を特定するステップと、
上記取得された回転中心位置情報と、上記特定された投影中心位置情報とに基づき、投
影中心と回転中心とが一致するように、投影部と駆動部との配置関係を調整するステップ
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とを含むことを特徴とする投影装置の制御方法。
【請求項９】
投影すべき画像データを受付けるステップと、
上記受付けた、点群を配置した画像データに基づき、初期姿勢に設定された投影部によ
り投影された点群を撮影するステップと、
撮影された結果に基づき、撮影された点群の投影面における位置情報である投影位置情
報を求め、上記点群の位置情報と、この点群の投影面における投影位置情報との関係を算
出するステップと、
上記点群を配置した画像データに基づき、初期姿勢から所定角度回転させた投影部によ
って投影された、投影面における投影点の投影位置情報から、投影部の投影方向と、該投
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影方向ごとに応じた上記投影点の投影位置情報との関係を算出するステップと、
上記した算出結果に応じて、画像データに基づき投影面に投影する画像およびその投影
位置を調整するための調整情報を取得するステップとを含むこと特徴とする請求項８に記
載の投影装置の制御方法。
【請求項１０】
異なる複数の投影面に対して画像を投影する場合において、
上記投影面を規定する４点以上の位置情報と、投影部から該投影面に対する方向を示す
情報とを取得するステップと、
上記取得された投影面を規定する４点以上の位置情報と、投影部から該投影面に対する
方向を示す情報とに基づいて、各投影面上の位置情報を上記正接平面上の位置情報に変換
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するための第２変換情報を算出するステップとを含むことを特徴とする請求項９に記載の
投影装置の制御方法。
【請求項１１】
請求項１〜７のいずれか１項に記載の投影装置を複数備えたことを特徴とする複合投影
システム。
【請求項１２】
請求項１〜７の何れか１項に記載の投影装置を動作させるための制御プログラムであっ
て、コンピュータを上記各手段として機能させるための制御プログラム。
【請求項１３】
請求項１２に記載の投影装置の制御プログラムが記録されたコンピュータの読取り可能
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な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、投影面に投影画像を投影する、投影方向が変更可能な投影装置、投影装置の
制御方法、複合投影システム、投影装置の制御プログラム、投影装置の制御プログラムが
記録された記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、現実世界と仮想世界とをリアルタイムに融合する技術として、複合現実感（ＡＲ
；ａｕｇｍｅｎｔｅｄ

ｒｅａｌｉｔｙ，ＭＲ；ｍｉｘｅｄ
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ｒｅａｌｉｔｙ）の研究が

盛んになりつつある。この複合現実感では、テキストあるいは画像などを、ユーザが存在
する空間領域、すなわち実環境に付加させることによって、現実世界と仮想世界とを融合
させることができる。
【０００３】
ところで、上記テキストあるいは画像などの情報を実環境に付加させるための手段とし
て、次の２つの方法が考えられる。すなわち、ＨＭＤ（ｈｅａｄ

ｍｏｕｎｔｅｄ

ｄｉ

ｓｐｌａｙ）などのユーザ着用型装置を用いる方法と、ユーザが存在する空間領域の壁面
などに、直接、映像などを投影するプロジェクタを用いる方法である。
【０００４】
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上記ＨＭＤを用いる方法では、このＨＭＤの表示画面において、実環境に仮想世界の映
像を重ねて表示させる。このように、実環境に仮想世界の映像を重ねて表示することによ
り、ＨＭＤを装着したユーザは、実環境に仮想世界が付加された環境を体感することがで
きる。
【０００５】
しかしながら、テキストあるいは画像などの情報を実環境に付加させるためにＨＭＤを
利用する場合、上記ユーザに対してＨＭＤの常時着用という負担を強いることとなる。ま
た、複合現実感では、ユーザの視点の動きに合わせた、実環境と仮想世界との空間的整合
性が求められる。このため、ＨＭＤを装着しているユーザの頭部の、実環境における３次
元的な配置、または姿勢などの情報を高速且つ高精度に得る必要があるといった問題があ
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る。
【０００６】
このような問題に対して、ＨＭＤに位置センサを取り付ける方法（非特許文献１；小田
島、神原、横矢著「拡張現実感技術を用いた屋外型ウェアラブル注釈提示システム」画像
電子学会誌Ｖｏｌ．３２

Ｎｏ．６

ｐｐ．８３２−８４０

Ｎｏｖ．２００３．参照）

、あるいは、実環境側にマーカを取り付ける方法（非特許文献２；Ｍ．Ｍａｅｄａ，Ｔ．
Ｏｇａｗａ，Ｔ．Ｍａｃｈｉｄａ，Ｋ．Ｋｉｙｏｋａｗａ

ａｎｄ

ａ，

Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ

ｉｎｇ

Ｉｎｄｏｏｒ
ＩＲ

ｊｕｎｃｔ
ｎｃｅ

ｏｎ

Ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ

Ｍａｒｋｅｒｓ
Ｐｒｏｃ．ｏｆ

ｆｏｒ
１０ｔｈ

ａｎｄ

Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ

Ｈ．Ｔａｋｅｍｕｒ

Ｒｅａｌｉｔｙ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｈｕｍａｎ−Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

ｕｓ
，Ａｄ

Ｃｏｎｆｅｒｅ
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Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ，ｐｐ．２８３

−２８４，Ｊｕｎ．２００３．参照）などが提案されている。しかしながら、これらの方
法では、ＨＭＤの装置構成あるいは、複合現実感を体感するために準備すべき環境におけ
る設備構成が煩雑となる。さらには、これら提案された方法では、リアルタイムで、実環
境と仮想世界との空間的整合性を実現するための十分な精度あるいは処理速度を得ること
ができないといった問題がある。
【０００７】
一方、上記プロジェクタを用いる方法では、プロジェクタによりユーザが存在する空間
領域の壁面などに、直接、映像などによって表現される情報などを描画する（非特許文献
３；日浦、東城、稗田、森谷、井口、「プロジェクタを用いた３次元遠隔指示インタフェ
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ースの構築」、画像の認識・理解シンポジウム（ＭＩＲＵ２００２）論文集Ｉ、ｐｐ．２
９−３８，Ｊｕｌ．２００２．、非特許文献４；向川、西山、尺長、「スクリーン物体へ
の光学パターン投影による仮想光学環境の実現」、信学論Ｄ−ＩＩ、Ｖｏｌ．Ｊ８４，Ｎ
ｏ．７，ｐｐ．１４４８−１４５５，Ｊｕｌ．２００１．参照）。
【０００８】
このように、プロジェクタによって実環境に直接、情報などを描画する場合、ユーザは
上記ＨＭＤなどのような装置を装着する必要がない。また、ユーザが実際眺めている実環
境に対して、プロジェクタにより上記情報が付加されているため、ユーザの観察における
負担を低減させることができる。また、複数ユーザによって、実環境に付加された情報を
同時に共有することも可能となるという利点を有する。
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【０００９】
さらにはまた、実環境中に据え付けられるプロジェクタでは、事前に投影領域に対する
位置合わせを一度行っておけば、実環境と仮想世界との空間的整合性を実現することがで
きるという利点も有する。
【００１０】
なお、上記位置あわせの可能なプロジェクタとして例えば、特許文献１；特開２００３
−２０４４９５号公報（２００３年７月１８日公開）、特許文献２；特開平１０−２００
８３６号公報（１９９８年７月３１日公開）、特許文献３；特開２００４−１７７３８５
号公報（２００４年６月２４日公開）、特許文献４；特開２００４−７７５４５号公報（
２００４年３月１１日公開）、特許文献５；特開２００１−８３９４９号公報（２００１
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年３月３０日公開）が提案されている。
【００１１】
すなわち、特許文献１では、投影光学系を通してスクリーンまでの距離を測定する。そ
して、スクリーンの傾きを算出し投影画像の歪みを補正する画像投影装置が開示されてい
る。
【００１２】
また、特許文献２では、画像を投影し、投影された画像を撮像光学系によって撮像する
。そして、撮像した結果（ゆがんだ画像）と、もとの画像とを比較し歪み量を計算し、こ
の算出された歪み量に応じてもとの画像を補正する画像投影装置が開示されている。
【００１３】
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また、特許文献３では、第１および第２ライン型パッシブン型パッシブ測距装置を備え
、スクリーン上の水平および垂直方向に沿った複数の位置までの距離を測定することによ
り、スクリーンの傾斜角度を測定する角度検出装置が開示されている。この角度検出装置
は、プロジェクタ正面における平面に対するスクリーン平面の傾斜角度を水平面内および
垂直面内において正確に測定することができる。このため、投影画像の歪みを補正するこ
とができる。
【００１４】
また、特許文献４では、映像投射機構部の垂直方向または水平方向に関する基準位置か
らの変位角度から、投射面を判断し、その投射面に対応した補正設定値にもとづいて台形
補正が行われるプロジェクタが開示されている。
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【００１５】
また、特許文献５では、次の映像投影装置が開示されている。すなわち、投影された映
像を、視点位置に配置されたカメラで撮影する。そして、投影している映像の画像データ
とカメラによって撮影された画像データとを比較し、投影されている映像の歪み量を算出
する。そして、算出した歪み量に基づき、投影する画像データを補正する映像投影装置が
開示されている。
【００１６】
しかしながら、プロジェクタを利用する場合、このプロジェクタによって描画可能なエ
リアが限定されるという問題がある。そこで、この問題に対して、上記プロジェクタに、
投影面の方向を変更可能とさせる回転機構を備え、ユーザの視聴領域の移動に対して対応
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可能とし、上記描画エリアの制限を克服する方法がある。
【００１７】
また、この回転機構としては、例えば上記プロジェクタの投影方向を、パン軸９０によ
って水平方向に、また、チルト軸９１によって垂直方向に回転させる機構（パン・チルト
回転機構）がある。なお、水平方向とは、プロジェクタが配置されている面と平行する方
向であり、垂直方向とは、この面に垂直となる方向である。
【００１８】
ところで、このような回転機構を有するプロジェクタを用いて実環境に映像を投影する
場合、実環境と投影された映像との空間的整合性を満たすためには、実環境投影面の座標
と、プロジェクタの姿勢およびプロジェクタ投影画像の座標との対応関係を求める必要が
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ある。なお、このプロジェクタ投影画像とは、プロジェクタにおいて保持されている情報
であり、入力画像において、投影可能な領域中のどの座標位置にどの映像を配置するかを
決めるための情報である。上記座標位置は、入力画像における各画素値と対応するアドレ
スによって管理される。
【００１９】
例えば非特許文献５（Ｓ．Ｂｏｒｋｏｗｓｋｉ，Ｏ．Ｒｉｆｆ，Ｊ．Ｌ．Ｃｒｏｗｌｅ
ｙ，

Ｐｒｏｊｅｃｔｉｎｇ

ｍｅｎｔｅｄ
Ｅ

Ｒｅｃｔｉｆｉｅｄ

Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

Ｓｏｃｉｅｔｙ

Ｉｍａｇｅｓ

，ＰｒｏＣａｍｓ

ｉｎ

ａｎ

Ａｕｇ

Ｗｏｒｋｓｈｏｐ．ＩＥＥ

Ｐｒｅｓｓ，Ｏｃｔ．２００３．）には、パン

・チルト回転機構によるプロジェクタの姿勢変化に応じて生じる、投影画像の形状の歪み
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補正を行うことが可能なパンチルトプロジェクタが提案されている。
【００２０】
また、非特許文献６（中村、平池、「アクティブプロジェクタ：凹凸面上を移動する映
像の歪み補正」，ＦＩＴ（情報科学技術フォーラム）２００２講演論文集、ｐｐ．４２３
−４２４，Ｓｅｐ．２００２．）では、プロジェクタの前に設けられたミラーによる反射
光が３６０度回転するように構成され、上述したパンチルトプロジェクタと同様により広
い投影領域を実現している。また、このプロジェクタでは、投影する画像形状などの制御
を行うことができるようになっている。
【００２１】
しかしながら、上記従来の技術では、自身が備える回転機構による、プロジェクタの姿

30

勢変化（投影方向の変化）に伴い、投影中心位置が変化する。すなわち、プロジェクタの
投影光がある一点から発せられていると仮定した場合におけるその一点の位置が、プロジ
ェクタの姿勢変更ごとに異なる位置となる。このため、上記従来の技術では、設定された
プロジェクタの姿勢位置ごとに実環境における投影面とプロジェクタ投影画像との対応関
係を求める必要がある。
【００２２】
したがって、回転機構によりプロジェクタの姿勢（投影方向）を変化させる度に、実環
境における投影面（実環境投影面Ｒ）とプロジェクタ投影画像との対応関係を求め、画像
の補正処理を行う必要があり、投影作業が非常に煩雑になるという問題が生じる。また、
上記従来の技術では、プロジェクタの姿勢を変化させ連続して画像を投影させることがで
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きないといった問題も生じる。
【発明の開示】
【００２３】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、投影面に対して、
歪みがなく、位置ずれのない画像を描画できるようにするために行う調整作業を容易とす
る、投影装置、投影装置の制御方法、複合投影システム、投影装置の制御プログラム、投
影装置の制御プログラムが記録された記録媒体を実現することにある。
【００２４】
本発明に係る投影装置は、上記した課題を解決するために、投影面に対して光を照射し
画像を投影する投影部と、この投影部から投影面に対して照射する投影方向を変更するよ
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うに、該投影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置であって、上記投影部が照射する
光の光源点を投影中心としたとき、上記投影中心と、上記駆動部による投影部の回転運動
の中心点である回転中心とが一致するように上記投影部と駆動部とが配置されていること
を特徴とする。
【００２５】
上記構成によると、上記回転中心の位置と上記投影中心の位置とが一致するように投影
部と駆動部とが配置されている。つまり、駆動部によって回転されるときの投影部の回転
運動の中心点と、該投影部の光の光源点とが一致するように投影部と駆動部とが配置され
ている。このため、本発明に係る投影装置では、駆動部によって上記投影方向が変更させ
られても、投影中心位置と投影面との物理的な配置関係に変動が生じない。
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【００２６】
したがって、投影方向が異なる投影部同士において投影面に対して投影する画像の位置
関係を、一方投影部の投影方向と他方投影部の投影方向との間の回転角から算出すること
ができる。
【００２７】
よって、任意の投影方向となる、異なる姿勢の投影部それぞれについて、投影面におい
て投影する画像の位置を規定するための平面座標を、特定の平面座標に変換することがで
きる。そして、ある特定の平面座標により、投影方向が異なる、すなわち投影姿勢が異な
るすべての投影部それぞれの平面座標を統合して扱うことができる。
【００２８】
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このように、特定の平面により、全ての投影部の投影姿勢における上記平面座標点それ
ぞれを統合して扱うことができるため、投影面に対して、歪みがなく、位置ずれのない画
像を描画できるようにするために行う調整作業を容易とすることができるという効果を奏
する。
【００２９】
また、本発明に係る投影装置は、上記した課題を解決するために、投影面に対して光を
照射し画像を投影する投影部と、この投影部から投影面に対して照射する投影方向を変更
するように、該投影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置であって、上記駆動部によ
って上記投影部の回転運動の中心点である回転中心が１点となるように、該投影部が回転
され、上記投影部が照射する光の光源点を投影中心としたとき、上記回転中心の位置情報
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である回転中心位置情報を取得する回転中心位置情報取得手段と、照射された光の軌跡を
示す照射光情報を受付け、該照射光情報に基づき、投影中心の位置情報である投影中心位
置情報を特定する投影中心位置情報特定手段と、上記取得された回転中心位置情報と、上
記特定された投影中心位置情報とに基づき、投影中心と回転中心とが一致するように、投
影部と駆動部との置関係を調整する調整手段とを備えていることを特徴とする。
【００３０】
上記構成によると、調整手段を備えているため、投影中心位置情報特定手段によって特
定された投影中心位置と、回転中心位置受付手段によって受付けた回転中心位置とが一致
するように、投影部と駆動部との配置関係を調整することができる。
【００３１】
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したがって、本発明に係る投影装置では、上記投影中心位置と回転中心位置とを一致さ
せることがでるため、駆動部によって投影部から投影面に対する投影方向が変更させられ
ても、投影中心位置と投影面との物理的な配置関係に変動が生じない。
【００３２】
このため、投影方向が異なる投影部同士において、投影面に対して投影する画像の位置
関係を、一方の投影部の投影方向と他方の投影部の投影方向との間の回転角から算出する
ことができる。
【００３３】
よって、上記投影方向が異なる、すなわち投影姿勢の異なる投影部それぞれについて、
投影面において投影する画像の位置を規定するための平面座標を、特定の平面座標に変換
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することができる。そして、ある特定の平面座標により、投影方向が異なるすべての投影
部それぞれの平面座標を、統合して扱うことができる。
【００３４】
また、本発明に係る投影装置の制御方法は、上記した課題を解決するために、投影面に
対して光を照射し画像を投影する投影部と、この投影部から投影面に対して照射する投影
方向を変更するように、該投影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置の制御方法であ
って、上記駆動部によって上記投影部の回転運動の中心点である回転中心が１点となるよ
うに、該投影部が回転され、上記投影部が照射する光の光源点を投影中心としたとき、上
記回転中心の位置情報である回転中心位置情報を取得するステップと、照射された光の軌
跡を示す照射光情報を受付け、該照射光情報に基づき、投影中心の位置情報である投影中
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心位置情報を特定するステップと、上記取得された回転中心位置情報と、上記特定された
投影中心位置情報とに基づき、投影中心と回転中心とが一致するように、投影部と駆動部
との配置関係を調整するステップとを含むことを特徴とする。
【００３５】
すなわち、本発明に係る投影装置の制御方法では、回転中心位置情報を取得するステッ
プによって取得された回転中心位置情報と、投影中心位置情報を特定するステップによっ
て特定された投影中心位置情報とに基づき、投影中心と回転中心とが一致するように、投
影部と駆動部との配置関係を調整するステップによって投影部と駆動部との配置関係を調
整することができる。
【００３６】
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したがって、本発明に係る投影装置の制御方法では、上記投影中心位置と回転中心位置
とを一致させることがでるため、駆動部によって投影部から投影面に対する投影方向が変
更させられても、投影中心位置と投影面との物理的な配置関係に変動が生じない。
【００３７】
このため、投影方向が異なる投影部同士において、投影面に対して投影する画像の位置
関係を、一方の投影部の投影方向と他方の投影部の投影方向との間の回転角から算出する
ことができる。
【００３８】
よって、上記投影方向が異なる、すなわち投影姿勢の異なる投影部それぞれについて、
投影面において投影する画像の位置を規定するための平面座標を、特定の平面座標に変換
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することができる。そして、ある特定の平面座標により、投影方向が異なるすべての投影
部それぞれの平面座標を、統合して扱うことができる。
【００３９】
このように、本発明に係る投影装置および投影装置の制御方法は、特定の平面により、
全ての投影部の姿勢における上記平面座標点それぞれを統合して扱うことができる。この
ため、投影領域に対して、歪みがなく、位置ずれのない画像を描画できるようにするため
に行う調整作業を容易とすることができるという効果を奏する。
【００４０】
本発明にかかる複合投影システムは、上記した課題を解決するために、上記した投影装
置を複数備えたことを特徴とする。
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【００４１】
上記した投影装置は、投影中心と回転中心とが一致するように構成されている。このた
め、正接平面という共通する座標系によって様々な投影部の姿勢における投影の調整を行
うことができる。したがって、各投影部の異なる姿勢での投影調整を迅速に行うことがで
きる。
【００４２】
また、異なる投影面それぞれに対する調整も容易に行うことができるため、３次元空間
内に適切に複数台を設置し、容易に、迅速に調整を行うことができる。すなわち、上記複
合投影システムは、迅速にかつ容易にシステムを構築することができるという効果を奏す
る。
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【００４３】
さらにまた、本発明に係る複合投影システムは、ある投影部からの投影方向先に、例え
ば人やテーブルなどの遮蔽物が存在する場合、他の投影部によって代わりに画像などを投
影することができる。また、投影部が複数台設置されているため、より広い空間領域の壁
などに画像などを投影することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、パンチルトプロジェクタ装置の概略構成を
示す図である。
【図２】本発明の実施形態を示すものであり、パンチルトプロジェクタ装置の駆動装置に
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よって実現される、プロジェクタを回転させる回転機構の概略を示す図である。
【図３】本発明の実施形態を示すものであり、パンチルトプロジェクタ装置が備えるプロ
ジェクタの幾何学的モデルを示す図である。
【図４】本発明の実施形態を示すものであり、プロジェクタの配置位置を変更させるため
にスライドさせる方向を示す図である。
【図５】本実施の形態に係る投影中心の初期位置を算出する方法を示すものであり、同図
（ａ）は、水平方向における、プロジェクタから照射された光領域の軌跡を示す斜視図で
あり、同図（ｂ）は、鉛直方向における、プロジェクタから照射された光領域の軌跡を示
す図である。
【図６】本実施の形態に係る投影中心と回転中心との精密な位置合わせの方法を示す図で
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ある。
【図７】本発明の実施形態を示すものであり、キャリブレーション処理を示すフローチャ
ートである。
【図８】本発明の実施形態を示すものであり、内部キャリブレーション処理を示すフロー
チャートである。
【図９】本実施の形態に係るプロジェクタの初期姿勢における画像平面と実環境投影面と
の関係を示す図である。
【図１０】本実施の形態に係るプロジェクタの姿勢変更に伴う正接平面と実環境投影面と
の関係を示す図である。
【図１１】本実施の形態に係るプロジェクタの初期姿勢における入力された画像平面上の
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座標に対応する４隅の正接平面上の座標と、この各座標点に対応する実環境投影面Ｒ上の
座標とを示す図である。
【図１２】本実施の形態に係るプロジェクタの特定の姿勢における、正接平面と実環境投
影面との関係および、正接平面と画像平面との関係を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態を示すものであり、複数の実環境投影面を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態を示すものであり、外部キャリブレーションの処理フローを
示すフローチャートである。
【図１５】本実施の形態に係る外部キャリブレーションの処理を説明する斜視図であり、
同図（ａ）、同図（ｂ）、同図（ｃ）はそれぞれ異なる位置に配置された投影面の４隅の
座標位置を取得する状態を説明する図である。
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【図１６】本発明の実施形態を示すものであり、パンチルトプロジェクタ装置の概略構成
を示すブロック図である。
【図１７】本発明の実施形態を示すものであり、投影中心と回転中心とが一致するように
プロジェクタと駆動装置との間で行われる位置合わせに関するパンチルトプロジェクタ装
置の概略構成を示すブロック図である。
【図１８】本発明の実施形態を示すものであり、内部キャリブレーションに関するパンチ
ルトプロジェクタ装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１９】本発明の実施形態を示すものであり、外部キャリブレーションに関するパンチ
ルトプロジェクタ装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２０】本発明の実施形態を示すものであり、複合投影システムの一例を示す図である
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。
【図２１】本発明の実施形態を示すものであり、複数の実環境投影面の配置の一例を示す
図である。
【図２２】本発明の実施形態を示すものであり、各実環境投影面における座標と該座標に
対応する正接平面上の座標との関係の一例を示す図である。
【図２３】本発明の実施形態を示すものであり、連結する実環境投影面を１平面に展開し
た場合の一例を示す図である。
【図２４】本発明の実施形態を示すものであり、連結した実環境投影面の組み合わせにつ
いて得られた変換パラメータと、実環境投影面の連結位置を特定する識別子（ＩＤ）との
対応関係を示すリストの一例である。
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【図２５】本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置による複数の実環境投影面へ
の投影処理を示すフローチャートである。
【図２６】本発明の実施形態を示すものであり、主平面上の図形形状と正接平面上の図形
形状との対応関係を示す図である。
【図２７】本発明の実施形態を示すものであり、連結平面上の図形形状と正接平面上の図
形形状との対応関係を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
本発明の一実施形態について図１ないし図２０に基づいて説明すると以下の通りである
。すなわち本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置（投影装置）１は、所望され
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る実環境投影面Ｒに映像を投影するためのものであり、図２に示すようにパン軸９０およ
びチルト軸９１での回転機構によってプロジェクタ（投影部）２の投影方向を、水平方向
および垂直方向に移動させることができるようになっている。
【００４６】
このように、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、プロジェクタ２
に回転機能を付加しているため、このプロジェクタ２によって投影可能な領域を拡大する
ことができる。なお、この回転機能は、後述する駆動装置（駆動部）３によって実現でき
る。
【００４７】
（プロジェクタの幾何学モデル）
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ところで、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１が備えるプロジェクタ２
の幾何学モデルは、図３に示すようになる。なお、この幾何学モデルは、いわゆるピンホ
ールカメラモデルと呼ばれる幾何学モデルに基づいて数学的に体系づけられたものである
。
【００４８】
すなわち、実環境に対して情報を入力するか、あるいは出力するかという観点において
、カメラとプロジェクタとは相反するものである。しかしながらその一方で、両者の光学
的構造は非常に類似している。そこで、上記カメラと上記プロジェクタとの類似性を考慮
し、このプロジェクタについてもモデル化を行うことができる。そして、上記した考えの
下、本実施の形態に係るプロジェクタ２をモデル化したものが図３に示す幾何モデルであ
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る。
【００４９】
図３に示すように、プロジェクタ２は投影中心Ｆを有しているものと仮定することがで
きる。すなわち、この投影中心Ｆとは、プロジェクタ２からの投影光がある一点から発せ
られていると仮定した場合における点である。そして、この幾何モデルでは、この投影中
心Ｆから投影方向Ｊ側において、プロジェクタへの入力画像を描画するためのプロジェク
タ画像平面Ｐが存在するものとすることができる。そして、この投影中心Ｆからの投影光
は、このプロジェクタ画像平面Ｐを通過して実環境における投影領域に投影されているも
のとすることができる。
【００５０】
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なお、上記プロジェクタ画像平面Ｐは、ピンホールカメラモデルにおける画像平面に相
当するものであり、これ以降では画像平面Ｐと称する。また、この画像平面Ｐ上における
中央の点を画像中心Ｅと称し、この画像平面Ｐは、画像中心Ｅを原点として画像の横方向
、縦方向をそれぞれＸ軸、Ｙ軸とする画像座標系を定義することができる。
【００５１】
なお、上記した画像中心Ｅは、画像の解像度が例えばＸＧＡ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ
ａｐｈｉｃｓ

Ｇｒ

Ａｒｒａｙ）の場合では、その左上端から右に１０２４／２ピクセル、下

に７６８／２ピクセルの点となる。ただし、本実施の形態において用いる画像中心という
用語は、ピンホールカメラモデルにおいて投影中心Ｆから画像平面Ｐに下ろした垂線の足
と定義される画像中心とは異なることに注意すべきである。
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【００５２】
また、上記した幾何モデルにおいて、投影中心Ｆと画像平面Ｐとの距離を焦点距離Ｌと
定義し、投影中心Ｆを通り画像平面Ｐに対して垂直な直線を垂直軸Ｋとする。なお、投影
中心Ｆから画像中心Ｅを通り投影領域Ｓにおける投影画像の中心点に向かう方向（画像中
心方向）と、上記垂直軸Ｋとは大きく異なる。これはつまり、プロジェクタ２は、その設
置の都合上、投影領域Ｓに向かって照射する光の向きが、当該プロジェクタ２が設置され
ている高さよりもやや上向きとなるように設計されているからである。
【００５３】
また、プロジェクタから投影される実環境中の平面を実環境投影面Ｒと称する。
【００５４】
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（パンチルトプロジェクタ装置の構成）
次に、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１の概略構成について図１およ
び図１６を参照して説明する。
【００５５】
上記パンチルトプロジェクト装置は、図１６に示すようにプロジェクタ２、駆動装置３
、プロジェクタ制御部４、入力装置（軌跡取得部、投影位置情報取得部、調整手段、微調
整手段）６、カメラ（軌跡取得部、投影位置情報取得部）５、および情報格納部（記憶装
置）７を備えている。
【００５６】
上記プロジェクタ２は、実環境投影面Ｒに対して所望される画像を投影するためのもの
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である。このプロジェクタ２は、プロジェクタ制御部４からの指示に応じて、入力された
画像データに基づく画像を実環境投影面Ｒに投影する。また、上記プロジェクタ２は、駆
動装置３上に配置されており、駆動装置３の動きによって投影方向Ｊを変更することがで
きるようになっている。
【００５７】
上記駆動装置３は、上記プロジェクタ２によって照射される光の投影方向Ｊが、水平方
向および垂直方向に移動するように、該プロジェクタ２を移動させるものである。上記駆
動装置３は、プロジェクタ制御部４からの指示に応じて、プロジェクタ２の投影方向Ｊを
移動させる。
【００５８】
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また、上記駆動装置３は、駆動装置３自体とプロジェクタ２との配置関係を調節する手
段も備えている。すなわち、図４に示すように駆動装置３は、自装置上において上記プロ
ジェクタ２をα、β、γの３軸方向にスライドさせプロジェクタ２の配置位置を変更する
ことができるようになっている。そして、上記駆動装置３は、プロジェクタ制御部４から
の指示に応じてプロジェクタ２の配置位置を変更させる。
【００５９】
入力装置６は、例えば、後述する投影中心Ｆの初期位置を示す情報などをプロジェクタ
制御部４に入力するためのものであり、例えば、キーボード、マウス、テンキーなどによ
って実現できる。
【００６０】
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カメラ５は、投影領域Ｓにおいて投影されている画像などの状態を記録するものであり
、記録した情報はプロジェクタ制御部４に入力する。
【００６１】
情報格納部７は、読み書き可能な記憶媒体であり、例えば、ハードディスクやフラッシ
ュＥＥＰＲＯＭなどによって実現することができる。
【００６２】
この情報格納部７は、投影中心ずれ量テーブル７２、回転中心座標情報７３、内部調整
情報７１、および外部調整情報７４を有している。
【００６３】
上記投影中心ずれ量テーブル７２は、後述する投影中心固定法において生成されるテー
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ブルであって、投影中心Ｆ位置と回転中心Ｇ位置とが確度よく一致するようにより精密な
プロジェクタ２と駆動装置３との位置合わせを行う際に用いられる情報である。
【００６４】
この投影中心ずれ量テーブル７２は、プロジェクタ２の位置座標と、プロジェクタ２の
位置ごとの異なる種類のプロジェクタ２の姿勢による、プロジェクタ２と実環境投影面Ｒ
との間における固定点を通過する光の投影点の軌跡を示す情報が記録されている。
【００６５】
回転中心座標情報７３は、駆動装置３によって投影方向Ｊが移動させられるプロジェク
タ２の回転運動の中心位置を示す情報である。この情報は予め、駆動装置３の設計段階で
求められており、情報格納部７に回転中心位置座標情報として記憶されている。
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【００６６】
内部調整情報７１は、後述する内部キャリブレーション時に記憶される情報であり、具
体的には、投影中心Ｆを原点とする画像中心Ｅの方向ベクトル、投影領域Ｓの４隅に対応
する正接座標Ｑ上の座標、正接平面Ｑと実環境投影面Ｒとの関係を示す情報とが記憶され
る。なお、この正接平面Ｑについての説明は後述する。
【００６７】
外部調整情報７４は、後述する外部キャリブレーション時に記憶される情報であり、具
体的には、各実環境投影面Ｒｎ 上の位置情報（ｘｎ ，ｙｎ ）と、これらの正接平面Ｑ上の
位置情報との関係を示す変換行列ＨＱ

Ｒ

である。なお、この外部調整情報７４は、第２変

換情報と一致する。
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【００６８】
プロジェクタ制御部４は、プロジェクタ２および駆動装置３の各種制御を行うものであ
り、説明の便宜上、プロジェクタ制御部４が備える各部を、プロジェクタ２と駆動装置３
との位置合わせを行い、後述する投影中心Ｆを一致させる処理と、後述する内部キャリブ
レーションと外部キャリブレーションとに分けて説明する。
【００６９】
すなわち、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、上記した投影中心
Ｆを、パン・チルト回転機構の回転軸の交点（回軸中心）と一致するように、プロジェク
タ２と駆動装置３とが配置されている。なお、非特許文献７（和田、浮田、松山、「視点
固定型パンチルトズームカメラとその応用」電子情報通信学会論文誌、Ｖｏｌ．Ｊ８１−

40

ＤＩＩ，Ｎｏ．６，ｐｐ．１１８２−１１９３，１９９８．）にはパン・チルト回転機構
を有するカメラの構成が開示されている。
【００７０】
このように、上記投影中心Ｆと回転中心Ｇとを一致させることにより、プロジェクタ２
の姿勢を変化させた場合であっても、プロジェクタ２の投影中心Ｆ位置を不変とすること
ができる。なお、上記プロジェクタ２の姿勢を変化させるとは、上記パン・チルト回転機
構により、プロジェクタ２の投影方向Ｊが変化するように該プロジェクタ２を移動させる
ことである。
【００７１】
すなわち、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、姿勢変化に応じて
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プロジェクタ２の投影中心Ｆ位置が変化しない。このため、例えば、２つの異なる姿勢の
プロジェクタ２における画像平面Ｐ１ の任意の点と、画像平面Ｐ２ の任意の点との間にお
ける関係を、一方の姿勢から他方の姿勢に変化させた回転角（θｐ ，θｔ ）から算出する
ことができる。
【００７２】
よって、任意のプロジェクタ２の姿勢における画像平面Ｐ座標を、特定の平面座標に変
換することが可能となる。このため、このような特定の平面によってすべての姿勢におけ
る画像平面Ｐの座標点を統合して扱うことができる。
【００７３】
そして、このように特定の平面によって全ての姿勢における画像平面Ｐの座標点を統合
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して扱うことができるため、実環境投影面Ｒに対して、歪みがなく、位置ずれのない画像
を描画できるようにするために行うキャリブレーションを容易に行うことができる。
【００７４】
なお、上記キャリブレーションは、後述するが、本実施の形態に係るパンチルトプロジ
ェクタ装置１において、内部キャリブレーションと外部キャリブレーションとの２段階に
分けることができる。また、上記した特定の平面を本明細書において正接平面Ｑと称する
。
【００７５】
なお、この正接平面Ｑは、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、以
下のように定義する。すなわち、この正接平面Ｑは、プロジェクタ２の初期姿勢における
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パン軸９０とチルト軸９１とによって定まる平面に平行となる平面であり、投影中心Ｆと
実環境投影面Ｒとの間に配置され、かつ投影中心Ｆ（すなわち、回転中心Ｇ）からの距離
が１となる仮想平面である。
【００７６】
以上のようにパンチルトプロジェクタ装置１において投影中心Ｆと回転中心Ｇとが一致
するようにプロジェクタ２と駆動装置３とが配置されている場合、上記したような利点が
得られるため非常に有効である。
【００７７】
しかしながら、例えば市販のプロジェクタと、該プロジェクタを３６０度回転可能とさ
せる雲台とを組み合わせてパンチルトプロジェクタを実現する場合、投影中心Ｆと回転中
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心Ｇとが一致するように上記プロジェクタと雲台（駆動装置３）との配置関係を調整可能
とする構成および方法を備えていることが好ましい。
【００７８】
ここで以下において、本実施の形態に係るプロジェクタ２の投影中心Ｆと回転中心Ｇと
を一致させるようにプロジェクタ２と駆動装置３とを配置するプロジェクタ制御部４が備
える各部の構成および方法（投影中心固定法）について説明する。
【００７９】
（投影中心固定法に関するプロジェクタ制御部４の構成）
本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、上記した投影中心Ｆと回転中
心Ｇとが一致するように、プロジェクタ２と駆動装置３との配置関係を調整可能とするた
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めに、図１７に示す各部を備えている。
【００８０】
すなわち、プロジェクタ制御部４は、位置調整部（調整手段）４１、微調整部（微調整
手段）４２、姿勢調整部４３、回転中心位置受信部（回転中心位置情報取得手段）４４、
投影中心位置特定部（投影中心位置情報特定手段）４５、および調整位置算出部（位置調
整算出手段）４６を備えている。また、情報格納部７には、投影中心ずれ量テーブル７２
および回転中心座標情報７３が記憶されている。
【００８１】
位置調整部４１は、駆動装置３とプロジェクタ２との配置関係を調整するように上記駆
動装置３に指示するものである。この位置調整部４１は、回転中心位置受信部４４および
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投影中心位置特定部４５から受信した回転中心Ｇ位置および投影中心Ｆ位置を示す座標情
報に基づき、駆動装置３にプロジェクタ２をスライドさせ移動させるように指示する。
【００８２】
回転中心位置受信部４４は、位置調整部４１からの指示に応じて、情報格納部７から回
転中心座標情報７３を取得するものである。回転中心位置受信部４４は、取得した回転中
心座標情報７３を位置調整部４１に送信する。
【００８３】
投影中心位置特定部４５は、カメラ５から取得した照射された光の軌跡を示す情報から
投影中心Ｆ位置を算出するものである。投影中心Ｆ位置は算出した投影中心Ｆ位置の情報
を位置調整部４１に送信する。なお、この投影中心位置特定部４５によって算出され特定
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された投影中心Ｆ位置は、本明細書では投影中心Ｆの初期位置と定義する。
【００８４】
微調整部４２は、調整位置算出部４６からの指示に応じて、駆動装置３にプロジェクタ
２と駆動装置３との配置関係を投影中心Ｆの初期位置から修正するように指示するもので
ある。
【００８５】
調整位置算出部４６は、カメラ５から受信した、プロジェクタ２と実環境投影面Ｒとの
間に設けられた固定点を通過する、異なる姿勢によって照射された光の投影点の軌跡を受
信するものである。調整位置算出部４６は、受信した光の軌跡を示す情報をプロジェクタ
２の位置と対応付けて投影中心ずれ量テーブル７２として情報格納部７に記憶させている
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。
【００８６】
そして、この投影中心ずれ量テーブル７２に基づき、該光の軌跡が一点に収束する場合
におけるプロジェクタ２の位置を算出するものである。調整位置算出部４６は算出した結
果を微調整部４２に送信する。
【００８７】
姿勢調整部４３は、プロジェクタ２の投影方向Ｊを変更させるように駆動装置３に指示
するものである。例えば、調整位置算出部４６が、プロジェクタ２と実環境投影面Ｒとの
間に設けられた固定点を通過する、異なる姿勢によって照射された光の投影点の軌跡を取
得する場合は、この調整位置算出部４６からの指示に応じて駆動装置３にプロジェクタ２
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の投影方向Ｊを変更させるように指示している。
【００８８】
また、この姿勢調整部４３は、後述する内部キャリブレーションでは、入力装置６から
の指示に応じて姿勢を変更させることもできる。
【００８９】
（投影中心固定法）
本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、プロジェクタ２を図２に示す
ようなパン・チルト２軸の回転機構（ジンバル機構）を有する駆動装置３によって、プロ
ジェクタ２の投影方向Ｊを水平方向および垂直方向に移動させることができるようになっ
ている。
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【００９０】
なお、本実施の形態に係るプロジェクタ２の回転範囲は、水平方向（パン）に−６０度
から６０度までの範囲、垂直方向（チルト）に−３０度から３０度まで移動することがで
きる。ただし、この回転範囲はこれに限定されるものではなく、プロジェクタ２によって
投影する領域の範囲に応じて適切に設定される。なお、上記パンは右向きの回転角を正、
上記チルトは下向きの回転角を負として表すものとする。
【００９１】
また、本実施の形態に係るプロジェクタ２は、上述したように上記駆動装置３に対して
、α、β、γの３軸方向にスライド可能な機構となっている。なお、上記駆動装置３は、
プロジェクタ２が備える照射レンズ部２１の下端点を基準として、この点からα軸方向に
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ａｍｍ、β軸方向にｂｍｍ、γ軸方向にｃｍｍというように移動させるように構成されて
いる。なお、この移動の基準点はこれに限定されるものではなく、例えばプロジェクタ２
を形成する筐体の重心を基準としてもよい。
【００９２】
本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１における「投影中心固定法」では、
まず、投影中心Ｆのおよその位置である投影中心Ｆの初期位置を求め、この投影中心Ｆの
初期位置と回転中心Ｇとを一致させる。なお、回転中心Ｇの空間的位置（３次元の座標点
）は、回転機構の構成から予め求めることができる。本実施の形態に係るパンチルトプロ
ジェクタ装置１では、この回転中心Ｇの座標点の情報を予め情報格納部７が記録している
。

10

【００９３】
そして次に、投影中心Ｆの初期位置が回転中心Ｇと一致するように、駆動装置３上に設
置したプロジェクタ２を移動させ、精密な位置合わせを行う。
【００９４】
（投影中心初期位置の求め方）
そこでまず、投影中心Ｆの初期位置の求め方について説明する。
【００９５】
まず、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１を、プロジェクタ２が水平面
上と平行になるように設置する。そして、図５（ａ）に示すように、プロジェクタ２の照
射レンズ部２１の正面に平面板を上記水平面に対して鉛直に設置する。すなわち、上記平
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面板の平面を上記垂直軸Ｋに平行であり、かつ水平面に対して垂直に立設する。
【００９６】
このような状態においてプロジェクタ２から投影を行うと、上記平面板の平面上に投影
された垂直方向における光の軌跡を観察することができる。そこで、上記平面上における
この光の軌跡において、照射領域と非照射領域との上下の境界線を記録する。
【００９７】
また、続いて図５（ｂ）に示すように、プロジェクタ２の照射レンズ部２１の正面に平
面板を上記水平面と平行に設置する。すなわち、上記平面板の平面を上記垂直軸Ｋに平行
であり、かつ水平面に対して平行となるように設置する。
【００９８】
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そして、このように平面板を設置しプロジェクタ２から投影を行うと、図５（ｂ）に示
すように、プロジェクタ２の水平方向に光の軌跡を観察することができる。そして、上記
平面上におけるこの光の軌跡において、照射領域と非照射領域との上下の境界線を記録す
る。
【００９９】
上記記録した水平方向と垂直方向とにおける光の境界線をそれぞれ延長して得られる交
点Ａ，Ｂが一致する位置を投影中心の初期位置とする。そして、この求められた初期位置
と回転中心Ｇとが一致するようにプロジェクタ２をα軸、β軸、γ軸それぞれにスライド
させて駆動装置３上を移動させる。
【０１００】
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すなわち、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、上記した２方向に
おける照射領域と非照射領域とをカメラ５によって記録する。そして、この記録された情
報は、プロジェクタ制御装置に送信される。プロジェクタ制御装置では、カメラ５から送
信された上記記録された情報を投影中心位置特定部４５が受信し、上記初期位置の３次元
座標の情報を算出する。
【０１０１】
なお、上記投影中心位置特定部４５は、カメラ５によって記録された情報に基づき初期
位置を算出する構成であるが、上記した照射領域と非照射領域との記録をユーザが実際に
測定し、この測定した結果を、入力装置６を操作してプロジェクタ制御部４に入力する。
そして、この入力された測定結果に基づいて上記初期位置の３次元座標の情報を算出する
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構成であってもよい。このように構成されている場合は、本実施の形態に係るパンチルト
プロジェクタ装置１は、上記カメラ５を備えていなくてもよい。なお、この場合、上記入
力装置６によって投影位置情報取得部を実現する。
【０１０２】
上記投影中心位置特定部４５は、上記初期位置の情報を算出すると、この算出結果（初
期位置情報）を位置調整部４１に送信する。
【０１０３】
位置調整部４１は、投影中心位置特定部４５から初期位置情報を受信すると、回転中心
位置受信部４４に指示して情報格納部７から回転中心座標情報７３を取得する。すなわち
、回転中心位置受信部４４は、投影中心位置特定部４５からの指示に応じて、情報格納部

10

７から回転中心座標情報７３を取得すると取得した回転中心座標情報７３を駆動装置３に
送信する。
【０１０４】
位置調整部４１は、投影中心位置特定部４５から初期位置の情報を、一方、回転中心位
置受信部４４から回転中心座標情報７３を受信すると。これらの情報に基づき、プロジェ
クタ２の配置位置を駆動装置３に指示する。
【０１０５】
そして、駆動装置３は、位置調整部４１からの指示に応じてプロジェクタ２をα軸、β
軸、γ軸それぞれにスライドさせて移動させる。
【０１０６】
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ただし、上記において記録した水平方向および垂直方向における境界線を誤差なく記録
することは困難である。したがって、上記して得られた投影中心Ｆの初期位置は誤差を含
むものとなっている。そこで、この誤差を修正するための精密な位置あわせ行う。以下に
おいて、投影中心Ｆと回転中心Ｇとの精密な位置合わせの方法について説明する。
【０１０７】
（投影中心の精密な位置合わせ）
図６に示すように、プロジェクタ２の投影方向Ｊの前方かつ、実環境投影面Ｒと該プロ
ジェクタ２との間に衝立を設置する。この衝立は、矩形形状の平板によって構成されてお
り、この衝立の平面がプロジェクタ２の投影方向Ｊに対して垂直となるように設置されて
いる。なお、この衝立には一箇所穴が開けられており、この穴を通過した光のみが実環境
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投影面Ｒに届くようになっている。そして、この投影される光は全面単色である。
【０１０８】
一方、実環境投影面Ｒ側にはカメラ５が設置されており、実環境投影面Ｒ上に投影され
た光を観察することができるようになっている。
【０１０９】
このような状態において、プロジェクタ２の投影方向Ｊを所定範囲の角度で水平方向あ
るいは垂直方向に移動させ、プロジェクタ２の姿勢を変化させる。
【０１１０】
ここで、投影中心Ｆと回転中心Ｇとが完全に一致するようにプロジェクタ２と駆動装置
３とが配置されている場合、このプロジェクタ２の姿勢が変化したとしても、上記衝立に
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設けられた穴を通過して投影された光は、実環境投影面Ｒ上の一点に静止したままとなる
。ところが、上記投影中心Ｆと回転中心Ｇとがずれている場合、そのずれの大きさに応じ
て投影された光の点（投影点）は、実環境投影面Ｒ上を移動することとなる。
【０１１１】
そこで、まず、上記で算出した初期値の座標が回転中心Ｇの座標と一致するようにプロ
ジェクタ２と駆動装置３との位置合わせをする。この状態から上記プロジェクタ２を駆動
装置３上でα、β、γ軸の３軸方向それぞれに微小にスライドさせて移動させつつ、移動
させたそれぞれの位置ごとにプロジェクタ２の姿勢を変化させる。そして、カメラ５が、
上記投影点の実環境投影面Ｒ上における軌跡を撮影し、この撮影結果から上記軌跡を計測
する。このようにして、この軌跡領域が最小になるような、（すなわち、最終的には実環
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境投影面Ｒ上の一点状態となるような）α、β、γ３軸における位置（座標点）を探索す
る。
【０１１２】
つまり、上記初期位置と回転中心Ｇ位置とが一致している状態において、プロジェクタ
２の投影方向Ｊを、所定範囲の角度で水平方向あるいは垂直方向に移動させる。すなわち
、ユーザが上記初期位置と回転中心Ｇ位置とが一致している状態において、入力装置６を
操作して、プロジェクタ２の投影方向Ｊを変更するように姿勢調整部４３に指示する。こ
の指示を受けて姿勢調整部４３はプロジェクタ２の投影方向Ｊを変更するように指示する
。
【０１１３】

10

そして、このように姿勢変更したプロジェクタ２からの照射光が、上記衝立の穴を通過
することによって形成される、実環境投影面Ｒ上における投影点の軌跡をカメラ５で記録
しプロジェクタ制御装置に入力する。
【０１１４】
プロジェクタ制御装置では、調整位置算出部４６が、入力された投影点の軌跡の座標情
報から投影点の軌跡によって形成される領域の面積を計算し情報格納部７に記録する。な
お、調整位置算出部４６は、上記投影点の軌跡によって形成される領域の面積を、現在の
投影中心位置（初期位置）の座標を示す情報とともに記録する。
【０１１５】
続いて、上記初期位置と回転中心Ｇ位置とを一致させている状態から、α、β、γ軸そ
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れぞれにプロジェクタ２を移動させ投影中心Ｆ位置を微小に移動させる。すなわち、ユー
ザが入力装置６を操作して投影中心Ｆを移動させる位置についての情報を位置調整部４１
に送信する。このユーザから入力された情報に基づき位置調整部４１は駆動装置３に指示
して投影中心Ｆの位置を微小に変更させる。また、位置調整部４１はこの変更した投影中
心Ｆの位置についての情報を調整位置算出部４６に通知する。
【０１１６】
このように、投影中心Ｆの位置が初期位置から微小に移動させられた位置において、入
力装置６を介してユーザからの指示に応じて、姿勢調整部４３はプロジェクタ２に姿勢を
変更するように指示する。そして、このプロジェクタ２と駆動装置３との配置関係におい
て記録した投影点によって形成される領域の面積をカメラ５が記録し、調整位置算出部４
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６に送信する。この作業を複数のα、β、γ座標位置について行い、それぞれの位置ごと
に情報格納部７に投影中心Ｆ位置と投影点の軌跡によって形成される領域の面積とを対応
付けて記録する。
【０１１７】
そして、調整位置算出部４６は、情報格納部７に記録された複数の投影中心Ｆの位置と
軌跡領域の面積との対応関係を示す投影中心ずれ量テーブル７２に基づき、軌跡領域が最
小となるα、β、γ軸における座標情報を算出する。そして、調整位置算出部４６は、こ
の算出した座標情報を微調整部４２に送信する。
【０１１８】
微調整部４２は、この受信した座標情報を駆動装置３に送信し、算出された座標位置に
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プロジェクタ２が配置されるように指示する。この微調整部４２からの指示に応じて、駆
動装置３は、プロジェクタ２をα、β、γ軸方向それぞれにスライドさせて移動さる。
【０１１９】
以上のようにして、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、投影中心
Ｆと回転中心Ｇとが一致するようにプロジェクタ２と駆動装置３との配置関係を調整する
ことができる。
【０１２０】
なお、上記調整位置算出部４６は、カメラ５によって記録された情報に基づき、上記軌
跡領域が最小となる座標情報を算出する構成であるが、以下のように構成されていてもよ
い。
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【０１２１】
すなわち、上記衝立の穴を通過することによって形成される、実環境投影面Ｒ上におけ
る投影点の軌跡をユーザが実際に測定する。そして、この測定した結果を、入力装置６を
操作してプロジェクタ制御部４に入力する。そして、この入力された測定結果に基づいて
上記軌跡領域が最小となる座標情報を算出する構成であってもよい。このように構成され
ている場合は、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、上記カメラ５を備
えていなくてもよい。なお、この場合、入力装置６によって軌跡取得部を実現する。
【０１２２】
ところで、実環境投影面Ｒ座標表現による描画を実現する、すなわち、実環境投影面Ｒ
において所望される画像の投影領域Ｓを座標表現により規定するためには、投影面座標系
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（実環境投影面Ｒの座標）で表現される座標値から上記プロジェクタ２の姿勢と、投影す
べき入力画像の情報（プロジェクタ投影画像の座標値、すなわち入力画像中における画素
アドレスを示す情報）との対応関係を求める必要がある。
【０１２３】
なお、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、実環境投影面Ｒで表現
される座標値を、実環境投影面Ｒ上の座標（ｘ、ｙ；Ｐａｒａｍ．１）とし、プロジェク
タ投影画像の座標値を画像平面Ｐ上の座標（Ｘ、Ｙ；Ｐａｒａｍ．２）とする。また、プ
ロジェクタ２の姿勢は、プロジェクタ２の投影方向Ｊを規定するパン角、チルト角それぞ
れを（θｐ ，θｔ ；Ｐａｒａｍ．３）として示すこととする。
【０１２４】
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すなわち、Ｐａｒａｍ．１〜Ｐａｒａｍ．３それぞれでの関係が求められれば、投影面
座標系（実環境投影面Ｒの座標）で表現される座標値（ｘ、ｙ）から上記プロジェクタ２
の姿勢（θｐ ，θｔ ）と、投影する入力画像の情報（画像平面Ｐ上の座標値）（Ｘ、Ｙ）
との対応関係を求めることが可能となる。
【０１２５】
そこで、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、上記したＰａｒａｍ
．１〜Ｐａｒａｍ．３それぞれの関係を求める作業をキャリブレーションと称し、特にこ
のキャリブレーションは、内部キャリブレーションと外部キャリブレーションの２段階に
よって行うように設定されている。
【０１２６】
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すなわち、図７に示すように、投影中心Ｆと回転中心Ｇとを一致させた後（ステップＳ
１１、これ以降Ｓ１１のように称する）、内部キャリブレーション（Ｓ１２）、そして、
外部キャリブレーション（Ｓ１３）を行うようになっている。
【０１２７】
上記内部キャリブレーション（Ｓ１２）とは、パンチルトプロジェクタ装置１の設置環
境に依存しないプロジェクタ２固有のパラメータを求めることである。なお、このプロジ
ェクタ２固有のパラメータとは、上記プロジェクタ幾何モデルにおいて定義した、焦点距
離Ｌ、垂直軸Ｋに対する投影光の方向（傾き）、画像平面Ｐの大きさなどの値である。
【０１２８】
本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、内部キャリブレーションにお
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いて、入力画像の画素アドレス、すなわち画像平面Ｐ上の入力画像の座標と、実環境投影
面Ｒ上の座標との関係と、プロジェクタ２の姿勢と実環境投影面Ｒとの関係を求める。そ
して、これら求めた関係から後述する正接平面Ｑ上の座標と実環境投影面Ｒ上の座標との
変換行列、投影中心Ｆから投影面に向かう画像中心Ｅの方向ベクトル、および画像平面Ｐ
の範囲を規定する４隅の投影中心Ｆ点からの方向ベクトルを求める。なお、この内部キャ
リブレーションは、所定の実環境投影面Ｒに対して１台のプロジェクタ２につき１度だけ
行えばよい。
【０１２９】
一方、上記外部キャリブレーション（Ｓ１３）とは、実環境中におけるプロジェクタ２
の位置または姿勢を特定するパラメータを求めることである。この外部キャリブレーショ
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ンは、プロジェクタ２を設置した場所ごとに応じて行う必要がある作業である。このため
、１台のプロジェクタ２に対して複数回行う必要があると予想される外部キャリブレーシ
ョンはできる限り容易に行うことができることが好ましい。
【０１３０】
（内部キャリブレーション）
以下において図８〜図１２、および図１８を参照して内部キャリブレーションの処理に
関するプロジェクタ制御部４の各部の構成および、内部キャリブレーションの手法につい
ての詳細を説明する。
【０１３１】
（内部キャリブレーション処理に関する構成）
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まず、図１８を参照して、内部キャリブレーション処理に関するプロジェクタ制御部４
の各部の構成について説明する。
【０１３２】
図１８に示すように、本実施の形態に係るプロジェクタ制御部４は、生成画像データ受
信部（画像データ受付け手段）５２、画像データ補正部５３、調整情報取得部（調整情報
取得手段）５４、第１関係算出部（第１関係算出手段）５５、および第２関係算出部（第
２関係算出手段）５６を備えている。
【０１３３】
上記生成画像データ受信部５２は、入力装置６または画像データ補正部５３から受信し
た画像データに基づき、プロジェクタ２に対して画像の投影を指示するものである。
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【０１３４】
画像データ補正部５３は、カメラ５または入力装置６から入力された実環境投影面Ｒに
おける位置情報（座標）に基づき、内部調整情報７１を参照してプロジェクタ２によって
画像データの投影調整値を算出するものである。画像データ補正部５３は、算出した画像
データの投影調整値を生成画像データ受信部５２に送信する。
【０１３５】
すなわち、上記画像データ補正部５３は、受付けた投影領域の４点以上の位置情報を取
得し、この位置情報に対応する、投影する画像の画像データにおける画像平面上の点と、
プロジェクタの投影方向を算出する。そして、この算出した結果を生成画像データ受信部
５２および姿勢調整部４３に入力する。
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【０１３６】
調整情報取得部５４は、第１関係算出部５５および第２関係算出部５６によって算出さ
れた結果に基づき、内部調整情報７１として、投影中心Ｆを原点とする画像中心Ｅの方向
ベクトル、投影領域Ｓの４隅に対応する正接座標Ｑ上の座標、および正接平面Ｑと実環境
投影面Ｒとの関係を示す情報を取得する。そして、調整情報取得部５４は、取得したこれ
らの情報を情報格納部に記憶させる。
【０１３７】
第１関係算出部５５は、投影された複数の点群の、平面画像Ｐ上の座標（Ｘ，Ｙ）と、
実環境投影面Ｒ上での座標（ｘ，ｙ）とに基づき、これら座標の変換を可能とする変換行
列ＨＰ

Ｒ

を算出するものである。第１関係算出部５５は、算出したこの変換行列ＨＰ

Ｒ

の
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情報を調整情報取得部５４に送信する。
【０１３８】
第２関係算出部５６は、所定方向に投影方向Ｊを変更した回転角（姿勢変更後のプロジ
ェクタの姿勢を示す情報）と、この姿勢変更後における所定方向（画像中心方向）におけ
る投影点座標から、実環境投影面Ｒ上の投影点（ｘ，ｙ）と、正接平面Ｑ上の座標（ｕ，
ｖ）との関係を示す変換行列ＨＱ

Ｒ

を算出するものである。

【０１３９】
第２関係算出部５６は、算出した結果を調整情報取得部５４に送信する。
【０１４０】
（内部キャリブレーションの方法）
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次に内部キャリブレーションの方法について具体的に説明する。
【０１４１】
先ず、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、図８に示すように、実
環境投影面Ｒに向けて投影できるように、プロジェクタ２を配置する（Ｓ２１）。そして
次に、上記したＰａｒａｍ．１〜３のうち、Ｐａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．２との関係を
求める（Ｓ２２）。なお、このＰａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．２との関係を求める際、プ
ロジェクタ２は所定の姿勢に固定させ、この姿勢をプロジェクタ２の初期姿勢とする。そ
して、この初期姿勢をＰａｒａｍ．３；（θｐ ，θｔ ）＝（０，０）とする。
【０１４２】
なお、この所定の姿勢とは、本実施例では、プロジェクタ２から実環境投影面Ｒに向か
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う垂直軸Ｋが、パン軸９０、チルト軸９０それぞれと垂直となる姿勢である。
【０１４３】
この初期姿勢においてプロジェクタ２が投影を行った場合、画像平面Ｐ上の１点（Ｘ，
Ｙ）と、この点に対応する実環境投影面Ｒ上の点（ｘ、ｙ）とにおいて、同次座標系では
以下数式（１）に示す関係が成り立つことが知られている（非特許文献９；Ｒ．Ｈａｒｔ
ｌｅｙ

ａｎｄ

ｔｒｙ

ｉｎ

ＩＤＧＥ

Ａ．Ｚｉｓｓｅｒｍａｎ，
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ

Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

Ｖｉｓｉｏｎ

Ｖｉｅｗ

，Ｃｈａｐｔｅｒ．１２，ＣＡＭＢＲ

ＰＲＥＳＳ，２０００．、非特許文献１０；Ｒ．Ｓｕ

ｋｔｈａｎｋａｒ，Ｔ．−Ｊ．Ｃｈａｍ，Ｇ．Ｓｕｋｔｈａｎｋａｒ，
Ｓｈａｄｏｗ
Ｄｉｓｐｌａｙｓ
ａｎｄ

Ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ

ｆｏｒ

，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ

Ｐａｔｔｅｒｎ

Ｇｅｏｍｅ

ｏｆ

Ｄｙｎａｍｉｃ

Ｍｕｌｔｉ−Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ（ＣＶＰＲ
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Ｖｉｓｉｏｎ

０１），Ｖｏｌ．２，

ｐｐ．１５１−１５７，２００１．参照）。
【０１４４】
【数１】
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【０１４５】
なお、上記数式（１）において、ＨＰ

Ｒ

は、ホモグラフィ行列と呼ばれる３×３行列で

あるが、同次座標系においてはこのすべての要素を定数倍しても同一の行列となるため、
その自由度は８である。３次元ベクトルも、その定数倍のベクトルは同次座標系で同値な
ため、自由度は２である。したがって、ＨＰ

Ｒ

は、（Ｘ、Ｙ）と（ｘ、ｙ）との対応関係

が４点以上得られれば算出することが可能である。
【０１４６】
そこで、図９に示すように、入力装置６からの入力された情報に基づき、生成画像デー
タ受信部５２が４点以上の適当な個数の点群を画像平面Ｐに格子状に配置させ、テスト画
像データとする。
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【０１４７】
そして、生成画像データ受信部５２は、このテスト画像データに基づき画像を投影する
ようにプロジェクタ２に指示する。この生成画像データ受信部５２からの指示に応じて、
プロジェクタ２はこれらの点群を実環境投影面Ｒに投影する。なお、生成画像データ受信
部５２は、生成した画像データの画像平面Ｐ上における点群それぞれの座標（Ｘｉ ，Ｙｉ
；ｉ＝１，２，３，４，…）を第１関係算出部５５に通知する。
【０１４８】
また、実環境投影面Ｒでのこれら点群の位置は、カメラ５によって撮影され、撮影され
た結果は、プロジェクタ制御部４に入力される。プロジェクタ制御部４では、第１関係算
出部５５が、撮影された結果に基づき、これら点群の実環境投影面Ｒにおける座標をそれ
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ぞれ割り出す。
【０１４９】
なお、上記カメラ５によって撮影された画像は、例えばＴｓａｉのカメラキャリブレー
ション（非特許文献８；Ｒ．Ｙ．Ｔｓａｉ，
ｕｒａｔｅ
Ｄ

ｃａｍｅｒａ

ｍａｃｈｉｎｅ

Ａ

ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ

ｖｉｓｉｏｎ

ａｎｄ

ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ

ａｃｃ

ｆｏｒ

３

，ＣＶＰＲ，ｐｐ．３６４−３７４，１９８６．参

照）などのレンズ歪み補正手法によって歪み補正されている。そして、上記カメラは、実
環境投影面Ｒ上の座標が既知となっている参照点と、上記点群とを同一画像中に含むよう
に撮影する。そして、この参照点とこれら点群との位置関係から、上記第１関係算出部５
５は該点群の実環境投影面Ｒにおける座標を算出する。
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【０１５０】
このようにして、第１関係算出部５５が、点群の実環境投影面Ｒ上における座標をそれ
ぞれ割り出すと、画像平面Ｐ上の各点群の座標（Ｘ，Ｙ）と、この点群に対応する実環境
投影面Ｒ上の各点群の座標（ｘ，ｙ）との値を取得する。そして、第１関係算出部５５は
、取得した値から上記数式（１）において、ＨＰ

Ｒ

の値を求めることができる。

【０１５１】
以上のようにして第１関係算出部５５は、数式（１）により、（ｘ、ｙ）と（Ｘ、Ｙ）
との関係、すなわちＰａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．２との関係を求めることができる。
【０１５２】
続いて、Ｐａｒａｍ．１〜Ｐａｒａｍ．３におけるＰａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．３と
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の関係を求める（Ｓ２３）。ここで、これらＰａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．３との関係の
算出を容易とするために図１０に示すような仮想平面として正接平面Ｑを設ける。
【０１５３】
すなわち、この正接平面Ｑは、プロジェクタ初期姿勢におけるパン軸９０とチルト軸９
１とによって定まる平面に平行となる平面である。そして、この正接平面Ｑは、投影中心
Ｆと実環境投影面Ｒとの間に配置され、かつ投影中心Ｆ（すなわち、回転中心Ｇ）からの
距離が１となるような仮想平面である。
【０１５４】
なお、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１が有するパン・チルト回転機
構は、上記したようにパン軸９０とチルト軸９１とが直角に交差するジンバル機構である
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。そして、垂直方向に対するプロジェクタ２の姿勢変更に対して、上記パン軸９０の位置
は不変であり、チルト軸９１は、姿勢変更に応じて移動することとなる。しかしながら、
上記したように正接平面Ｑは、パン軸９０とチルト軸９１とによって規定される平面に平
行である。このため、正接平面Ｑは、プロジェクタ２の水平方向に対する姿勢変更に対し
て、投影中心Ｆとの位置関係が変化するものではない。
【０１５５】
ここで、Ｐａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．３との関係を求めるために、Ｐａｒａｍ．２の
値を固定して算出する。すなわち、画像平面Ｐ上の座標（Ｘ、Ｙ）を１固定点として定め
、その点について複数種類のプロジェクタ２の姿勢で投影面に投影し観察する。
【０１５６】
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本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、画像中心Ｅをこの固定点とす
るが、これに限定されるものではなく、この固定点は画像平面Ｐ上にある点であり、かつ
垂直軸Ｋからの角度が取得可能な点であればよい。
【０１５７】
ここで、垂直軸Ｋと投影中心Ｆから画像中心Ｅに向かう方向軸との間の角度を（Φｐ 、
Φｔ ）とし、プロジェクタ２の初期姿勢において、画像平面Ｐと正接平面Ｑとが一致する
ものと仮定した場合、プロジェクタ２の初期姿勢における、投影中心Ｆから画像中心Ｅへ
の３次元の方向ベクトルは、（ｔａｎΦｐ ，ｔａｎΦｔ ，１）で与えられる。なお、この
３次元方向ベクトルでは、投影中心Ｆを原点としている。
【０１５８】
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そして、この初期姿勢からプロジェクタ２の投影方向Ｊを、水平方向（パン）にθｐ 度
、さらにそこから垂直方向（チルト）に−θｔ 度移動させた後の方向ベクトル（ｕ´，ｖ
´，ｗ´）は、下記の数式（２）によって表すことができる。なお、上述するように、パ
ンは右向きの回転角を正、チルトは下向きの回転角を正とする。
【０１５９】
【数２】

10
【０１６０】
またここで、Ｒｏｔ（

ａ ， α ）

という行列表記は、ａ軸の回りにα回転させる回転行列

を表すこととする。したがって、上記数式（２）においてＲｏｔ（

ｙ ， θ ｐ ）

空間におけるｘ軸の回りにθｐ 度回転させた回転行列を表し、Ｒｏｔ（

は、実環境

ｘ ， − θ ｔ ）

は、

実環境空間におけるｙ軸の回りに−θｔ 度回転させた回転行列を表す。
【０１６１】
なお、上記ｚ軸は、プロジェクタ２の初期姿勢における垂直軸Ｋに平行な軸であり、ｘ
軸は、プロジェクタ２が設置されている水平面と平行でありかつ、上記ｚ軸と垂直に交わ
る軸である。また、上記ｙ軸は、上記水平面と垂直でありかつ、上記ｚ軸と垂直に交わる
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軸である。
【０１６２】
このように、初期姿勢から姿勢変更後におけるパン角とチルト角との関係（Ｐａｒａｍ
．３）は上記数式（２）によって表すことができる。
【０１６３】
ここで、初期姿勢から姿勢変更後におけるプロジェクタ２の投影中心Ｆから画像中心Ｅ
への３次元方向ベクトル（ｕ´，ｖ´，ｗ´）をｚ座標が１となるように実数倍すると、
下記数式（３）に示すような関係が成り立つ。
【０１６４】
【数３】
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【０１６５】
なお、上記（ｕ，ｖ）は、姿勢変更後の画像中心Ｅ方向への３次元ベクトルの、正接平
面Ｑ上における投影点座標となる（図１０参照）。すなわち、上記数式（３）により、姿
勢変更後における初期姿勢から水平方向および／または垂直方向に投影方向Ｊを変更させ
た際の正接平面Ｑ上の画像中心Ｅ点を算出する。したがって、本実施の形態では、上述し
た（ｕ´，ｖ´，ｗ´）と（ｕ，ｖ，１）とにおけるベクトルの実数倍関係を同値とし、
数式（３）のように表すことができる。
【０１６６】
また、正接平面Ｑにおける、姿勢変更後の画像中心Ｅへのベクトルの投影点（ｕ，ｖ）
と、この画像中心Ｅを通って実環境投影面Ｒに投影された点（ｘ，ｙ）との間においても
数式（１）に示す関係と同じ関係が成立する。すなわち、これら（ｕ，ｖ）と（ｘ，ｙ）
とは下記に示す数式（４）に示す関係が成り立つ。
【０１６７】
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【数４】

【０１６８】
したがって、プロジェクタ２の姿勢を変更し、４つ以上のプロジェクタ２の姿勢位置に
ついて、（ｕ，ｖ）を算出し、算出された（ｕ，ｖ）それぞれに対応する（ｘ、ｙ）の位
置座標それぞれを計測することによってＨＱ

Ｒ

10

を決定することができる。

【０１６９】
すなわち、上記数式（２）と数式（３）とに示すようにＰａｒａｍ．３；（パン角，チ
ルト角）＝（θｐ ，θｔ ）は正接平面Ｑ上の座標（ｕ，ｖ）と表すことができ、またこの
（ｕ，ｖ）とＰａｒａｍ．１；実環境投影面Ｒ上の座標（ｘ、ｙ）との関係は、数式（４
）に示すようにＨＱ

Ｒ

と表すことができる。また、このＨＱ

Ｒ

は、上記したように４つ以

上のプロジェクタ２の姿勢位置について、（ｕ，ｖ）を算出し、算出された（ｕ，ｖ）そ
れぞれに対応する（ｘ、ｙ）の位置座標それぞれを計測することによって求めることがで
きる。
【０１７０】
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なお、この（ｘ、ｙ）の観察は、Ｐａｒａｍ．１とＰａｒａｍ．２との関係を求める場
合と同様に、カメラ５によって行われる。
【０１７１】
すなわち、まず、初期姿勢におけるプロジェクタ２において、入力装置６から画像中心
Ｅとなる画像を投影するようにプロジェクタ制御部４に指示する。プロジェクタ制御部４
では、生成画像データ受信部５２が、この入力装置６からに指示を受信し、投影中心Ｆ位
置と一致する画像平面Ｐ上の座標に点を描画するようにプロジェクタ２に指示する。この
指示に応じてプロジェクタ２は、初期姿勢において画像中心Ｅと一致する点を投影領域Ｓ
に投影する。
【０１７２】
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このように、画像中心Ｅに沿った位置に画像点を投影している状態において、入力装置
６からユーザによって所定のプロジェクタ２の姿勢に変更するように姿勢調整部４３に指
示が入力される。
【０１７３】
この入力装置６からの入力指示に応じて、姿勢調整部４３は、駆動装置３に上記所定の
プロジェクタ２の姿勢に変更するように指示を与える。姿勢調整部４３からの指示に応じ
て、駆動装置３は、プロジェクタ２の投影方向Ｊを初期姿勢から水平方向（パン）にθｐ
度、さらにそこから垂直方向（チルト）に−θｔ 度移動させるものとする。なお、入力装
置６からの上記した指示（水平方向および垂直方向の移動量を示すθｐ ，−θｔ の情報）
は、第２関係算出部５６にも通知されている。

40

【０１７４】
第２関係算出部５６は、入力装置６からの通知に応じて、姿勢変更後における画像中心
Ｅに沿った正接平面Ｑにおける座標位置を算出する。すなわち、上記した数式（２）およ
び数式（３）について演算を行う。
【０１７５】
また、このプロジェクタ２の姿勢変更後に実環境投影面Ｒにおける投影点（ｘ、ｙ）を
カメラ５が撮影し、撮影結果を第２関係算出部５６に入力する。この第２関係算出部５６
は、カメラ５によって入力されたデータに基づき姿勢変更後における画像中心Ｅの、実環
境投影面Ｒにおける座標を算出する。
【０１７６】
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また次に、プロジェクタ２をさらに別の姿勢に変更し、この変更後の正接平面Ｑへの画
像中心Ｅの投影点（ｕ，ｖ）と実環境投影面Ｒへの投影点（ｘ、ｙ）とを同様に４つ以上
の姿勢変更について算出していく。
【０１７７】
なお、第２関係算出部５６は、算出した結果をプロジェクタ２の姿勢位置ごとに情報格
納部７に記録する。そして、情報格納部７に記録された４つ以上の姿勢位置に対応する投
影点（ｘ，ｙ）と（ｕ，ｖ）とからＨＱ

Ｒ

を算出する。

【０１７８】
以上のようにして、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１はＰａｒａｍ．
１とＰａｒａｍ．３との関係を求めることができる。

10

【０１７９】
次に、初期姿勢における画像平面Ｐ上の座標（Ｘ，Ｙ）を正接平面Ｑ上の座標（ｕ、ｖ
）に変換可能とするために、数式（１）と数式（４）とにより以下に示す数式（５）を求
める。すなわち、初期姿勢における画像平面Ｐ上の座標（Ｘ，Ｙ）と、正接平面Ｑ上の座
標（ｕ、ｖ）との関係を示すＨＰ
− １
Ｑ Ｒ

は、ＨＱ

Ｒ

Ｑ

を導出する（Ｓ２４）。なお、数式（５）においてＨ

の逆行列を示す。

【０１８０】
【数５】
20

【０１８１】
このように、上記数式（５）によって、初期姿勢における画像平面Ｐ上の座標（Ｘ，Ｙ
）を正接平面Ｑ上の座標（ｕ、ｖ）に変換できる。このため、図１１に示すように、この
初期姿勢における画像平面Ｐ上の座標（Ｘ、Ｙ）に、画像平面Ｐ上に形成されている４隅
の座標（Ｘｉ ，Ｙｉ ）（ｉ＝１，…，４）をそれぞれ代入して、各座標点に対応する（ｕ
（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）
ｉ

，ｖｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

）（ｉ＝１，…，４）を取得する（Ｓ２５）。例えば

30

、画像の解像度がＸＧＡの場合では、座標（Ｘｉ ，Ｙｉ ）として、（±１０２４／２，±
７６８／２）を代入して、対応する（ｕｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

，ｖｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

）を得る。

【０１８２】
また、垂直軸Ｋに対する画像中心Ｅの方向と画像の４隅の方向との間の相対位置は不変
である。このため、プロジェクタ２の投影方向Ｊの回転時には、画像中心Ｅおよび画像の
４隅それぞれに対して同じ回転行列を与えることにより、この回転後のそれぞれの方向ベ
クトルを得ることができる。
【０１８３】
そして、これらの方向ベクトルは全てｚ軸方向の値を正規化することにより正接平面上
の座標（ｕ，ｖ）として表現することができる。

40

【０１８４】
したがって、上記パンチルトプロジェクタ装置１が、画像中心Ｅの方向ベクトル（ｔａ
ｎΦｐ ，ｔａｎΦｔ ，１）と、画像の４隅の方向ベクトル（ｕｉ
ｎ ｉ ｔ ）

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

，ｖｉ

（ ｉ

，１）と、正接平面Ｑにおける投影点座標と実環境投影面Ｒにおける投影点座標

との関係ＨＱ

Ｒ

（第１変換情報）を保持していれば、与えられる実環境投影面Ｒの座標軸

への投影のためのプロジェクタ２の姿勢およびプロジェクタ２への入力画像を算出するこ
とができる。
【０１８５】
すなわち、第１関係算出部５５の算出結果と第２関係算出部５６の算出結果とに基づき
、調整情報取得部５４は、数式（５）の演算を行い、初期姿勢における画像平面Ｐ上の座
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標（Ｘ，Ｙ）と正接平面Ｑ上の座標（ｕ、ｖ）との関係を算出する。そして、画像平面Ｐ
上に形成されている４隅の座標（Ｘｉ ，Ｙｉ ）（ｉ＝１，…，４）から、各座標点に対応
する（ｕｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

，ｖｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

）（ｉ＝１，…，４）を算出する。

【０１８６】
このようにして、調整情報取得部５４は、画像中心Ｅの方向ベクトル（ｔａｎΦｐ ，ｔ
ａｎΦｔ ，１）と、画像の４隅の方向ベクトル（ｕｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

，ｖｉ

（ ｉ ｎ ｉ ｔ ）

，

１）と、正接平面Ｑにおける投影点座標と実環境投影面Ｒにおける投影点座標との関係Ｈ
Ｑ Ｒ

を取得し、情報格納部７に内部調整情報７１として記憶させておく。

【０１８７】
以上が図７に示すステップＳ１２の内部キャリブレーションの方法である。そして、こ

10

のように内部キャリブレーションが完了すると、プロジェクタ２の任意の姿勢位置におけ
る画像平面Ｐ上の座標と実環境投影面Ｒ上の座標との関係を算出することができる。した
がって、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、プロジェクタ２の投影方
向Ｊを連続的に変更させながら画像を描画する必要がある移動物の描画が可能となる。
【０１８８】
（投影制御処理）
ここで、この内部キャリブレーションを完了させることによって、具体的に本実施の形
態に係るプロジェクタ２による画像の投影制御処理をどのようにして行うかについて説明
する。
【０１８９】

20

まず、上記パンチルトプロジェクタ装置１は、実環境投影面Ｒにおける座標系において
表される４点（ｘｉ ，ｙｉ ）（ｉ＝１，…，４）を頂点とする矩形画像を実環境投影面Ｒ
上に描画するものとする。つまり、上記パンチルトプロジェクタ装置１が実環境投影面Ｒ
の領域に投影する投影領域Ｓが上記矩形形状となる場合について説明する。
【０１９０】
上記した矩形画像を描画するためには、例えば図１２に示す、プロジェクタ２の姿勢（
（パン角，チルト角）＝（θｐ

（ ａ ｎ ｓ ）

，θｔ

（ ａ ｎ ｓ ）

）と、プロジェクタ２による

投影画像、すなわち上記矩形画像を描画するために画像平面Ｐ上に形成する４端点（Ｘｉ
（ ａ ｎ ｓ ）

，Ｙｉ

（ ａ ｎ ｓ ）

）を求めることができればよい。

【０１９１】

30

そこでまず、上記プロジェクタ２の姿勢を決定する。上記矩形画像を描画するためのア
プリケーションなどに応じて、上記プロジェクタ２の姿勢制御の方針を適切に決めてやる
ことができる。本実施形態では、上記姿勢制御の方針として描画する矩形画像の重心に画
像中心Ｅ方向を合わせるように制御する。
【０１９２】
すなわち、実環境投影面Ｒにおける投影領域Ｓの４端点（ｘｉ ，ｙｉ ；ｉ＝１〜４まで
の整数）の重心（ｘｇ ，ｙｇ ）を算出する。
【０１９３】
つまり、パンチルトプロジェクタ装置１では、画像データ補正部５３が、実環境投影面
Ｒにおける投影領域Ｓおよび上記矩形画像を描画すべき位置の座標情報を、入力装置６を

40

介してユーザから取得する。あるいは、カメラ５が実環境投影面Ｒを撮影するように配置
されており、そして、このカメラ５が取得した実環境投影面Ｒの画像データから、画像デ
ータ補正部５３が投影面領域の４端点の座標を求めるように構成されていてもよい。
【０１９４】
このようにして、得られた実環境投影面Ｒの４端点（ｘｉ ，ｙｉ ；ｉ＝１〜４までの整
数）の座標情報から、画像データ補正部５３が重心（ｘｇ ，ｙｇ ）を算出する。そして、
画像データ補正部５３は、算出した重心（ｘｇ ，ｙｇ ）を正接平面Ｑに下記数式（６）に
示す演算により逆投影する。なお、この図４は上記した数式（４）を変形することで得ら
れるものである。
【０１９５】
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【数６】

【０１９６】
また、上記した内部キャリブレーションにおいて既に、ＨＱ

Ｒ

の関係については求めら

れている。このため、画像データ補正部５３は、内部調整情報７１を参照して、算出した
重心（ｘｇ ，ｙｇ ）に基づき容易に正接平面Ｑにおける方向ベクトル（ｕｇ
ｖｇ

（ ｉ ｍ ｇ

（ ｉ ｍ ｇ ）

，

10

），１）を算出することができる。そして、上記画像データ補正部５３は、

重心と画像中心Ｅとを一致させるように制御する。そして、この画像中心Ｅの方向ベクト
ルを（ｕｇ

（ ｉ ｍ ｇ ）

，ｖｇ

（ ｉ ｍ ｇ

），１）に一致させた場合における垂直軸Ｋの方向

ベクトルは、下記数式（７）に示すようになる。なお、この数式（７）は、上記した数式
（２）および数式（３）と同様の考えによって導出できるものである。
【０１９７】
【数７】

20

【０１９８】
一方、プロジェクタ２を初期姿勢からパン方向（右向き）にθｐ 、そこからチルト方向
（上向き）にθｔ 回転させたときの垂直軸Ｋの方向ベクトルは、画像データ補正部５３が
下記数式（８）を演算することによって取得することができる。なお、上記「右向き」と
は、プロジェクタ２の投影方向Ｊに向かって、水平方向に右向きであるという意味であり
、上記「上向き」とは、この水平方向と垂直となる垂直方向において、本実施の形態に係
るパンチルトプロジェクタ装置１が設置されている水平面とは逆向きとなる方向を意味す
る。

30

【０１９９】
【数８】

【０２００】
すなわち、上記画像データ補正部５３が、上記数式（８）において、（θｐ ，θｔ ）に
ついて解くことにより、垂直軸Ｋの方向、すなわち姿勢変更後におけるプロジェクタ２の
姿勢（θｐ

（ ａ ｎ ｓ ）

，θｔ

（ ａ ｎ ｓ ）

）を得ることができる。なお、上記数式（８）に

おいて、θｐ ，θｔ についてそれぞれ解くと下記数式（９）および数式（１０）に示すよ
うになる。
【０２０１】
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【数９】

【０２０２】
このようにして、θｐ ，θｔ についてそれぞれ値が得られれば、この姿勢におけるプロ
ジェクタ２の画像平面Ｐにおける４隅の方向ベクトルを容易に求めることができる（下記
数式（１１）参照）。

10

【０２０３】
【数１０】

【０２０４】
また、上記数式（１１）における（ｕｉ

（ ｉ ｍ ｇ ）

，ｖｉ

（ ｉ ｍ ｇ ）

）は、画像平面Ｐ

20

における４隙の端点を正接平面Ｑ上に投影した点となる。
【０２０５】
ここで、上記した矩形形状の投影領域Ｓ内において矩形画像を描画するものとする。こ
の場合、実環境投影面Ｒ上に描画されるこの矩形画像の４端点（ｘｉ ，ｙｉ ；ｉ＝１〜４
までの整数）についても数式（６）と同様にして正接平面Ｑ上に投影することができる。
そしてこのとき、正接平面Ｑ上に投影された４端点（ｕｉ

（ ｏ ｂ ｊ ）

，ｖｉ

（ ｏ ｂ ｊ ）

；

ｉ＝１〜４までの整数）は、以下数式（１２）として得られる。
【０２０６】
【数１１】
30

【０２０７】
以上、数式（１１）および数式（１２）により正接平面Ｑ上における投影領域Ｓを形成
する４端点の方向ベクトルと、該投影領域Ｓ内に描画される矩形画像の４端点の方向ベク
トルを得ることができる。すなわち、上記数式（１１）および数式（１２）によって、正
接平面Ｑ上での投影領域Ｓ形状および投影オブジェクト形状を得ることができる。
【０２０８】

40
，θｔ

（ ａ ｎ ｓ ）

）における画像平面Ｐ

´を考える。数式（１１）によって得られた４点（ｕｉ

（ ｉ ｍ ｇ ）

，ｖｉ

次に、プロジェクタ２の姿勢（θｐ

（ ａ ｎ ｓ ）

（ ｉ ｍ ｇ ）

；ｉ

＝１〜４までの整数）が、画像平面Ｐ´の４隅（例えば、ＸＧＡの場合では±１０２４／
２，±７６８／２）に対応する。このことから正接平面Ｑから画像平面Ｐ´への変換行列
ＨＱ
ｖｉ

Ｐ ´ が求められる。このＨＱ Ｐ ´
（ ｏ ｂ ｊ ）

を上記数式（１２）で得られた（ｕｉ

，

；ｉ＝１〜４までの整数）に対しても下記数式（１３）のように適用する

ことによって、画像平面Ｐ´上に生成すべき矩形画像の４端点（Ｘｉ
ａ ｎ ｓ ）

（ ｏ ｂ ｊ ）

；ｉ＝１〜４までの整数）が決定する。

【０２０９】

（ ａ ｎ ｓ ）

，Ｙｉ

（
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【数１２】

【０２１０】
そして、上記数式（１３）によって算出した４端点による矩形画像を、プロジェクタ２
の姿勢（θｐ

（ ａ ｎ ｓ ）

，θｔ

（ ａ ｎ ｓ ）

）で実環境投影面Ｒに投影すると、ユーザによ

って要求された矩形画像を投影させることができる。

10

【０２１１】
以上では、実環境投影面Ｒが一面である場合について説明してきたが、例えば、図１３
に示すように複数の実環境投影面Ｒ…が異なる方向に面している場合もある。この場合、
一定の場所に設置されたパンチルトプロジェクタ装置１は、様々な方向に面している実環
境投影面Ｒ…それぞれに応じて適切に描画を行えるように調整する、すなわち外部キャリ
ブレーションを行う必要がある。
【０２１２】
以下において、図１４、図１５（ａ）〜図１５（ｃ）、および図１９を参照してこの外
部キャリブレーションについて説明する。
【０２１３】

20

（外部キャリブレーション）
（外部キャリブレーションに関する構成）
まず、外部キャリブレーションに関するプロジェクタ制御部４が備える各部の説明をす
る。
【０２１４】
すなわち、プロジェクタ制御部４は、上記外部キャリブレーションを実行するために、
図１９に示すように、外部調整情報取得部（外部調整情報算出手段）６１および投影面情
報取得部（投影面情報取得部）６２を備えている。
【０２１５】
外部調整情報取得部６１は、投影面情報取得部６２から取得した実環境投影面Ｒｎ の４

30

隅の２次元座標と、プロジェクタから該実環境投影面Ｒｎ への方向を示す情報を取得し、
実環境投影面Ｒｎ

上

の位置情報（ｘ，ｙ）と、正接平面Ｑ上の位置情報の関係を示す情報

を算出するものである。
【０２１６】
なお、上記実環境投影面Ｒｎ の４隅の２次元座標とは、例えば、実環境投影面Ｒが図１
３のように異なる方向となる複数の面からなる場合、これら複数面を展開し共通の２次元
座標上に表現した場合における各面の頂点に対応する各座標である。
【０２１７】
すなわち、上記実環境投影面Ｒの４隅の２次元座標は、該実環境投影面Ｒ上に任意に定
めることができる。例えば、実環境投影面Ｒが矩形である場合、実環境投影面Ｒの上辺を

40

ｘ軸、左辺をｙ軸とすると、実環境投影面Ｒを形成する４隅の座標を容易に得ることがで
きる。
【０２１８】
また、上記図１３のように、複数の実環境投影面Ｒから実環境投影面Ｒｎ が構成されて
いる場合、この実環境投影面Ｒｎ を、もともと１つの平面であったものを折り曲げて構成
したものと捉えれば、この実環境投影面Ｒｎ を２次元座標で表すことができる。
【０２１９】
外部調整情報取得部６１は、上記算出した情報を外部調整情報７４として情報格納部７
に記憶させる。
【０２２０】
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また、上記投影面情報受信部６２は、画像の投影が所望される実環境投影面Ｒｎ それぞ
れについて、実環境投影面Ｒｎ の４隅の２次元座標と、プロジェクタから該実環境投影面
Ｒｎ への方向を示す情報とをカメラ５を介して取得するものである。
【０２２１】
投影面情報受信部６２は入力装置からの指示に応じて、上記した情報を取得する。
【０２２２】
（外部キャリブレーションの方法）
この外部キャリブレーションは、画像を描画したい実環境投影面Ｒの４隅の２次元座標
と、パンチルトプロジェクタ装置１から該実環境投影面Ｒに対する方向を示す情報を取得
することによって実現できる。
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【０２２３】
具体的には図１５（ａ）に示すように実環境投影面Ｒ…それぞれが設置されている方向
にパンチルトプロジェクタ装置１を設置する（Ｓ３１）。そして、次に、プロジェクタ制
御部４における投影面情報受信部６２が、実環境投影面Ｒ…それぞれの寸法、形状および
配置関係などを示す投影面情報を取得する（Ｓ３２）。
【０２２４】
この投影面情報は、例えば、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ２が配置され
る空間領域（部屋など）の設計図面、あるいは直接メジャーなどを使って測定することに
より得ることができる。そして、この得られた情報は、入力装置６を介してユーザによっ
てプロジェクタ制御部４に入力される。

20

【０２２５】
また、投影面情報受信部６２は、パンチルトプロジェクタ装置１から各実環境投影面Ｒ
に対するそれぞれの４隅の方向を取得する（Ｓ３３）。
【０２２６】
このパンチルトプロジェクタ装置１から各実環境投影面Ｒに対する方向の取得は、プロ
ジェクタ２によって１点を投影し、その点が４隅を向くようにプロジェクタ２の姿勢を操
作することで取得することができる。
【０２２７】
すなわち、入力装置６によって画像平面Ｐ上の任意の一点に対応する画像を実環境投影
面Ｒに対して投影する。そして、この投影点が実環境投影面の４隅と一致するように、プ

30

ロジェクタ２の姿勢を変更させるように、姿勢調整部４３が駆動装置３に対して指示する
。なお、この姿勢調整部４３の駆動装置３への指示は、入力装置６を介してユーザからの
指示に応じて行われる。
【０２２８】
なお、上記取得される方向は、具体的には、プロジェクタ２の姿勢を示すパン角、チル
ト角の情報であり、初期姿勢からどれだけ水平および垂直方向にプロジェクタ２の投影方
向Ｊを移動させたかについて示すものである。
【０２２９】
そして、ステップＳ３２およびステップＳ３３によって取得された投影面情報と４隅の
方向を示す情報とに基づき、外部調整情報取得部６１が、各実環境投影面Ｒｉ（本実施例
ではｉは１〜３の整数）に対する変換行列ＨＱ

Ｒ ｉ

40

（第２変換情報）を算出する（Ｓ３４

）。
【０２３０】
すなわち、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、複数の実環境投影
面Ｒｎ に対して、それぞれの変換行列ＨＱ

Ｒ

を算出することで外部キャリブレーションを

行う。そして、外部調整部情報取得部６１は、この算出した変換行列ＨＱ

Ｒ

を、各実環境

投影面Ｒごとに外部調整情報７４として情報格納部７に記憶させている。
【０２３１】
また、投影時には、各実環境投影面Ｒごとの上記変換行列ＨＱ

Ｒ

を利用して、画像デー

タ補正部５３が、投影する実環境投影面Ｒに応じた調整を行い、調整した結果の画像デー
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タを生成画像データ受信部５２に送信する。
【０２３２】
上記生成画像データ受信部５２は、画像データ補正部５３から受信した調整された画像
データをプロジェクタ２に送信する。また、この生成画像データ受信部５２は、姿勢調整
部４３に実環境投影面Ｒに応じた姿勢にプロジェクタ２を移動させるように指示する。
【０２３３】
なお、この変換行列ＨＱ

Ｒ

は、上記したように、上記投影面情報および実環境投影面Ｒ

の４隅に対する方向を示す情報のみを取得するだけで容易に算出することができる。
【０２３４】
よって、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、上記外部キャリブレー
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ションを、複数の実環境投影面Ｒ…に対して容易に行うことができる。
【０２３５】
また、上記パンチルトプロジェクタ装置１は、上記外部キャリブレーションを各実環境
投影面Ｒに対して行うことができるため、該実環境投影面Ｒ…の任意の位置に任意の形状
の画像を歪みなく描画することができる。
【０２３６】
また以上のように、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、各実環境
投影面Ｒの４隅の方向を示す情報と、上記実環境投影面Ｒｎ の４隅の２次元座標とに基づ
き上記外部キャリブレーションを実現することができる。
【０２３７】

20

すなわち、従来のように、各実環境投影面Ｒとプロジェクタ２の相対的な位置および姿
勢関係、あるいは、複数の実環境投影面Ｒｎ 間の角度関係といった３次元的な情報の計測
を必要としない。つまり、従来のような上記３次元的な情報の計測は、煩雑かつ精度向上
が困難であり、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１のように、これらの計
測が不要であるという点は大きな利点となる。
【０２３８】
さらにまた、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、上記したように実
環境投影面Ｒｎ を２次元座標として扱うことができるため、例えば連結した２つの実環境
投影面Ｒｎ をまたぐ描画の場合であっても正確に行うことができるという利点を有する。
【０２３９】
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上記にて異なる方向に面している、複数の実環境投影面Ｒに対して適切に描画するため
の調整方法（外部キャリブレーション）について説明した。そこで、下記においてこの調
整方法をさらに詳しく説明する。
【０２４０】
まず、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１が図２１に示すように、互い
に連結した平面を含む４平面（Ｒ１ 〜Ｒ４ ）に対して描画を行うものとする。この場合、
これら４平面（Ｒ１ 〜Ｒ４ ）それぞれは、独立した任意の２次元座標系を有している。例
えば、平面Ｒ１ 上の座標系（ｘ１ 、ｙ１ ）は、他の平面Ｒ２ 〜Ｒ４ 上の座標系（ｘｒ 、ｙ
ｒ

）（ｒ＝２、３、４）それぞれと互いに独立した関係となる。

【０２４１】

40

そこで、上記したように投影面情報受信部６２が、規定位置方向情報として、各実環境
投影面Ｒ１ 〜Ｒ４ に対するそれぞれの４隅の方向を取得する。具体的には、本実施の形態
に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、画像中心Ｅが平面Ｒ１ 〜Ｒ４ それぞれの各頂
点に向くように調整し、このときのプロジェクタ２の姿勢情報（θｐ ，θｔ ）を投影面情
報受信部６２が受信する。そして、投影面情報受信部６２は、得られた（θｐ ，θｔ ）の
値を外部調整情報取得部６１に送信する。
【０２４２】
外部調整情報取得部６１は、上記した数式（２）および数式（４）によって、受信した
（θｐ ，θｔ ）の値を正接平面Ｑ上に投影した点（ｕ，ｖ）に変換する。そして、外部調
整情報取得部６１は、例えば図２２に示すような、実環境投影面Ｒｎ 上の位置情報（ｘ，
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ｙ）と、正接平面Ｑ上の位置情報（ｕ，ｖ）とを対応付けて、平面登録テーブルとして情
報格納部７に記憶する。
【０２４３】
なお、この平面登録テーブルにおいて、ある実環境投影面Ｒｎ に属する正接平面Ｑ上の
位置情報（ｕｎ

ａ 〜 ｄ

，ｖｎ

ａ 〜 ｄ

）は、正接平面Ｑ上に在る領域を形成しており、この

領域は、各実環境投影面Ｒ全体を正接平面Ｑに逆投影したものとなる。そして、正接平面
Ｑ同士の境界線は、実環境投影面Ｒの境界線と対応する。なお本実施の形態では、このよ
うに実環境投影面Ｒと対応する領域を、該実環境投影面Ｒに対する平面対応領域と称する
。
【０２４４】
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ところで、図２１において、例えば実環境投影面Ｒ１ 上の点（ｘ１
環境投影面Ｒ２ 上の点（ｘ２

ａ

，ｙ２

ａ

ｄ

，ｙ１

ｄ

ンチルトプロジェクタ装置１からこれらの点に向かう方向は同一となり、（ｕ１
ｄ

）と（ｕ２

ｂ

，ｖ２

ｂ

ａ

，ｖ２

ａ

）と、実

）は実環境中では同一点となる。したがって、パ

）は同一の値となる。また、同様に（ｕ１

ｃ

，ｖ１

ｃ

ｄ

，ｖ１

）と（ｕ２

）ともまた同一の値となる。

【０２４５】
したがって、これら２組の対応関係から、実環境投影面Ｒ１ と実環境投影面Ｒ２ とにお
いて各組の２頂点が実環境中で一致しており、実環境投影面Ｒ１ と実環境投影面Ｒ２ とが
連結していることを把握することができる。
【０２４６】

20

そこで、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクト装置１では、外部調整情報取得部
６１が上記平面登録テーブルの中から、同一の（ｕ，ｖ）値となる組み合わせを探索する
。そして、外部調整情報取得部６１この探索の結果、２平面間において同一の（ｕ，ｖ）
値となる組が２組存在する場合、該２平面が連結していると判定する。なお、この連結し
ていると判定された２平面のうち、一方の平面に対して連結している他方の平面を連結平
面と称する。
【０２４７】
この判定をすべての２平面間において行い、その結果として下記の数式（１４）に示す
行列を生成する。そして、外部調整情報取得部６１は、この生成した行列を情報格納部７
に記憶する。なお、本実施形態では、数式（１４）に示す行列を連結判定行列（連結関係
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情報）と称する。
【０２４８】
【数１３】

40
【０２４９】
なお、上記数式（１４）に示す連結判定行列おいて、「−」は、負値を示す。また、こ
の行列の要素ｍｉ

ｊ

。そして、このｍｉ

の値は、実環境投影面Ｒｉ と実環境投影面Ｒｊ との連結の有無を示す
ｊ

が０の場合、実環境投影面Ｒｉ と実環境投影面Ｒｊ とは同一平面で

あることを示す。
【０２５０】
また、このｍｉ

ｊ

が負値の場合、実環境投影面Ｒｉ と実環境投影面Ｒｊ とは連結してい

ない平面であることを示す。このｍｉ
ｊ

ｊ

が正値の場合、環境投影面Ｒｉ と実環境投影面Ｒ

とは互いに連結する平面であることを示す。

【０２５１】
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なお、この連結判定行列では、各連結した２平面に対して、正値として１、２、３、…
と順に番号を割り当てており、この値は、連結する実環境投影面Ｒｉ と実環境投影面Ｒｊ
との組を特定するための識別子（ＩＤ；ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）としても利用す
る。
【０２５２】
以上のようにして、連結する実環境投影面Ｒ同士の組み合わせを特定すると、外部調整
情報取得部６１は連結する実環境投影面Ｒの組ごとに、その座標系間の変換式を算出する
。より具体的には、外部調整情報取得部６１はこの座標系間の変換式を下記のようにして
算出する。
【０２５３】
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まず、図２３に示すように、連結する実環境投影面Ｒの組を、１つの２次元平面として
展開する。そして、この２次元平面上において一方の座標系と、他方の座標系との関係式
を求める。
【０２５４】
例えば、実環境投影面Ｒ１ と実環境投影面Ｒ２ とに注目した場合、実環境投影面Ｒ２ に
おける座標（ｘ２
ｎ

，ｙ１

ｎ

ｎ

，ｙ２

ｎ

）（ｎ；ａ〜ｄ）は、実環境投影面Ｒ１ における座標（ｘ１

）を用いて下記の数式（１５）のように表すことができる。

【０２５５】
【数１４】
20

【０２５６】
また、実環境投影面Ｒ１ と実環境投影面Ｒ２ とでは、２組の同一点、すなわち、（ｘ１
ｄ

，ｙ１

ｄ

）・（ｘ２

ａ

，ｙ２

ａ

）と、（ｘ１

ｃ

，ｙ１

ｃ

）・（ｘ２

ｂ

，ｙ２

ｂ

）とを有

する。このため、両者の座標系の間における変換パラメータ（α，ｔｘ ，ｔｙ ）は、以下
の数式（１６）に示すように線形に計算することができる。
【０２５７】
【数１５】
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【０２５８】
外部調整情報取得部６１は、すべての連結した実環境投影面Ｒの組み合わせについて上
記数式（１６）を演算し、得られた変換パラメータを、上記したＩＤとともに、情報格納
部７に記憶させる。

40

【０２５９】
なお、上記変換パラメータは、具体的には、図２４に示すように、各連結位置に割り当
てられた識別子と、この識別子により特定される連結位置の実環境投影面Ｒの組から求め
た変換パラメータとが対応付けられた、リストとして記憶されている。
【０２６０】
すなわち、上記パンチルトプロジェクタ装置１は、外部調整情報７４として情報格納部
７に、変換行列ＨＱ

Ｒ ｉ

の他、上記した変換パラメータ、平面登録テーブル、および連結

判定行列もさらに記憶する。
【０２６１】
以上のようにして、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１では、複数の実
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環境投影面Ｒへの投影処理を実行するための前準備を行う。
【０２６２】
次に、以下において、図２５を参照して、上記パンチルトプロジェクタ装置１による複
数の実環境投影面Ｒへの投影処理についての詳細を説明する。
【０２６３】
まず、パンチルトプロジェクタ装置１は、上記したように現在のプロジェクタ２の姿勢
情報（θ´ｐ ，θ´ｔ ）を画像データ補正部５３が受信する。そして、画像データ補正部
５３は、受信した（θ´ｐ ，θ´ｔ ）に基づき、現在のプロジェクタ２の姿勢における、
画像中心Ｅと正接平面Ｑとの交点（ｕｃ ，ｖｃ ）を算出する。そして、画像データ補正部
５３は、情報格納部７に記憶している平面登録テーブルを参照して、この算出した（ｕｃ

10

，ｖｃ ）がどの実環境投影面Ｒの平面対応領域に属するか調べ、この（ｕｃ ，ｖｃ ）が含
まれる領域に対応する実環境投影面Ｒｍ を現在の「主平面」と位置づける。なお、本実施
形態では、プロジェクタ２の画像中心Ｅが投影されている実環境投影面Ｒが、現時点にお
ける主平面であると定義する。
【０２６４】
ところで、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１において、プロジェクタ
２が連続的に姿勢を変化させる場合、このような姿勢変化に応じて主平面Ｒｍ が途中で変
化する可能性がある。
【０２６５】
また、実環境投影面Ｒにおける図形形状Ｄは、現時点における主平面Ｒｍ の座標系に基
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づき算出されている。このため、描画中に主平面Ｒｍ が変化すると、この変化した主平面
Ｒｍ の座標系に基づき図形形状Ｄの算出が行われてしまう。また、この２平面における座
標系の向きの違いに応じて図形の向きも変化してしまうという問題が生じる。
【０２６６】
そこで、このような問題を防ぐために、本実施形態に係るパンチルトプロジェクタ装置
１は、直前の主平面Ｒｍ を常に記録するようになっている。
【０２６７】
すなわち、上記パンチルトプロジェクタ装置１では、画像データ補正部５３がまず、算
出した（ｕｃ ，ｖｃ ）がどの実環境投影面Ｒの平面対応領域に属するか上記した平面登録
テーブルを参照して調べ、この（ｕｃ ，ｖｃ ）が含まれる領域に対応する主平面Ｒｍ の存
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在を確認する（Ｓ４１）。
【０２６８】
ここで、現在の主平面Ｒｍ が存在する場合、記憶している直前の主平面Ｒｍ と、この現
在の主平面Ｒｍ とを比較する（Ｓ４２）。ここで現在のＲｍ と直前のＲｍ とが同じである
場合（Ｓ４２において「現在のＲｍ ＝直前のＲｍ 」）、画像データ補正部５３は、現在の
主平面Ｒｍ を識別する情報を情報格納部７に記憶させておく（Ｓ４３）。
【０２６９】
一方、上記ステップＳ３４２において、現在のＲｍ と直前のＲｍ とが異なる場合、画像
データ補正部５３は、図２４に示すリストを参照して、現在の実環境投影面Ｒｍ に関する
変換パラメータを取得する（Ｓ４８）。そして、画像データ補正部５３は、取得した現在

40

の実環境投影面Ｒｍ に関する変換パラメータを情報格納部７に記憶させ更新する（Ｓ４９
）。このように現在の実環境投影面Ｒｍ に関する変換パラメータに更新すると、この更新
された変換パラメータを参照して描画する図形を回転させる（Ｓ５０）。
【０２７０】
例えば、画像中心Ｅを投影する実環境投影面Ｒ（主平面Ｒ）が主平面Ｒ１ から主平面Ｒ
２

に変化したとする。このように主平面Ｒ１ から主平面Ｒ２ に変化する場合、主平面Ｒ１

と主平面Ｒ２ との座標系の違いを考慮せず描画をおこなうと、この両者における座標系の
向きの違いにより、主平面Ｒ１ と主平面Ｒ２ との境界において、描画される図形の向きが
変更してしまうことになる。
【０２７１】
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そこで、画像中心Ｅを投影する主平面Ｒが例えば主平面Ｒ１ から主平面Ｒ２ に移動する
場合、パンチルトプロジェクタ装置１は、主平面Ｒ１ から主平面Ｒ２ への変換パラメータ
を取得する。ただし、主平面Ｒ１ と主平面Ｒ２ との境界を横切った直後の主平面Ｒ２にお
ける画像中心Ｅ位置は得られている。このため、パンチルトプロジェクタ装置１は、情報
格納部７から取得した変換パラメータのうち、向きに関するパラメータ、すなわち回転成
分αを、描画する図形に適用する。そして、パンチルトプロジェクタ装置１は、図形を回
転して描画する。
【０２７２】
次に、画像データ補正部５３は、図２６に示すように主平面上Ｒｍ の図形形状Ｄｍ ；（
ｘｉ

ｍ

，ｙｉ

ｍ

）を求める。なお、外部調整情報取得部６１は、上述した１つの実環境投

10

影面Ｒにおける正接平面Ｑ上での投影領域Ｓ形状および投影オブジェクトを得る処理と同
様に数式（１２）によって主平面上Ｒｍ の図形形状Ｄｍ を求めることができる。このよう
にして、外部調整情報取得部６１は、主平面上Ｒｍ 上の部分図形を描画する（Ｓ４４）。
【０２７３】
しかしながら、ここでは、上記した１つの実環境投影面Ｒに対する処理の場合とは異な
り、Ｄｍ をそのまま正接平面Ｑに投影してはならない。これは、本実施形態のように複数
の実環境投影面Ｒへの投影処理を行う場合、各実環境投影面Ｒが有限の領域を持つことを
考慮しなければならないためである。
【０２７４】
したがって、ここでは、正接平面Ｑ上の図形形状Ｄｍ と、主平面となる実環境投影面Ｒ
ｍ

20

との積領域Ｔｍ を算出し、このＴｍ のみを正接平面Ｑに投影する（図２６に示すＳｍ ）

。
【０２７５】
次に、上記画像データ補正部５３が、図２７に示す連結平面についての処理を行う。す
なわち、画像データ補正部５３は、上記した連結判定行列を参照して、主平面Ｒｍ に連結
している連結平面Ｒｃ を探索する（Ｓ４５）。上記したように、本実施の形態に係るパン
チルトプロジェクタ装置１では、連結判定行列において、連結した実環境投影面Ｒ同士の
組を特定するためのＩＤを割り当てている。
【０２７６】
そこで、画像データ補正部５３は、このＩＤに基づき、実環境投影面Ｒにおける連結関

30

係を把握し、情報格納部７に記憶している変換パラメータを参照することにより、Ｒｍ か
らＲｃ への座標変換式を得る（Ｓ４６）。そして、画像データ補正部５３は、このように
して得た座標変換式を使って、主平面Ｒｍ 上の座標を、各連結平面Ｒｃ 上の座標に変換す
ることができる。
【０２７７】
したがって、画像データ補正部５３は、実環境投影面Ｒｍ 上に記述されている図形形状
Ｄｍ ；（ｘｉ

ｍ

，ｙｉ

ｍ

）を各連結平面Ｒｃ 上の座標Ｄｃ ；（ｘｉ

ｃ

，ｙｉ

ｃ

）に変換す

ることができる。そして、正接平面Ｑへの投影について上記した図形形状Ｄｍ と主平面Ｒ
ｍ

との関係と同様に、上記図形形状Ｄｃ の座標と主平面Ｒｃ の座標との積領域Ｔｃ を算出

する。そして算出した積領域Ｔｃ を正接平面Ｑに投影する（図２７に示すＳｃ ）。

40

【０２７８】
以上の処理によって、正接平面Ｑ上には、これらの領域、すなわち、図２６に示すＳｍ
と図２７に示すＳｃ が組み合わされた形で図形領域Ｓａ

ｌ ｌ

´ｐ ，θ´ｔ ）はすでに求めているので、このＳａ

を画像平面Ｐ´に投影することも

ｌ ｌ

が生成される。この姿勢（θ

可能である。
【０２７９】
以上の処理によって、各実環境投影面Ｒの連結関係を考慮して、各連結平面上の部分図
形をそれぞれ描画し所望の描画結果を得ることができる（Ｓ４７）。
【０２８０】
また、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、上記したように、直前の
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主平面Ｒｍ を常に記録している。このため、例えば描画中に主平面Ｒｍ が変化した場合、
それによる座標系の変化を図形形状に反映させることができる。
【０２８１】
したがって、上記パンチルトプロジェクタ装置１は、プロジェクタ２を自由に回転させ
たり、複数の実環境投影面Ｒにまたがって連続的に移動させたりした場合であっても、ま
るで紙のポスターが滑らかに複数の実環境投影面Ｒの表面に沿って移動しているかのよう
な表示を行うことができる。
【０２８２】
（複合投影システム）
なお、図２０において示すように、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１

10

を同一空間領域内に複数備え、複合投影システム１００を構成してもよい。
【０２８３】
本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、上記したように、投影中心Ｆと
回転中心Ｇとが一致するように構成されている。このため、正接平面Ｑ上という共通する
座標系によって様々なプロジェクタ２の姿勢における投影の調整を行うことができるため
、各プロジェクタ２の姿勢での投影調整を迅速に行うことができる。
【０２８４】
また、異なる壁面それぞれに対する調整も容易に行うことができるため、３次元空間内
に適切に複数台を設置し、容易に、迅速に調整を行うことができる。すなわち、上記複合
投影システム１００を迅速にかつ容易に構築することができる。

20

【０２８５】
また、図２０に示すように、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１を複数
台同一空間内に設置することによって、下記に示す利点を得ることができる。
【０２８６】
すなわち、あるプロジェクタ２からの投影方向Ｊ先に、例えば人やテーブルなどの遮蔽
物が存在する場合、他のプロジェクタ２によって代わりに画像などを投影することができ
る。また、パンチルトプロジェクタ装置１が複数台設置されているため、より広い空間領
域の壁などに画像などを投影することができる。
【０２８７】
また、複数台のパンチルトプロジェクタ装置１によって異なる画像または色などを重ね
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合わせより複雑な画像表現を実現することができる。
【０２８８】
また、上記した複合投影システム１００は、下記の技術に応用することができる。
【０２８９】
例えば、施設などの館内の廊下などに、上記複合投影システム１００を設置し、該複合
投影システム１００全体による投影領域Ｓが、この廊下の壁面などをカバーできるように
設定する。そして、来訪者があった場合、カメラシステムなどによりこの来訪者の位置を
把握する。そして、この来訪者に対して、この来訪者が進むべき方向を示す矢印、その他
の視覚情報を壁面などに表示する。このように、複合投影システム１００は、来訪者に対
する館内案内の補助を実現することができる。

40

【０２９０】
あるいは、例えば講義室に本実施の形態に係る複合投影システム１００を設置し、通常
の講義時には、複数台のパンチルトプロジェクタ装置１によって大きな投影領域Ｓを形成
するようにしておく。このように設置された複合投影システム１００において、講義内容
に応じて投影領域Ｓを２分割する、もしくは講義室内の壁面もしくは天井などに移動でき
るようにする。
【０２９１】
特に本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、投影の調整が容易であるた
め、既存の講義室への設置が容易であり、また設置にかかるコストを、従来のプロジェク
タ装置を使ってそれぞれ投影の調整を行う場合と比べて低減させることができる。
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【０２９２】
また、百貨店などのエレベータ乗り場または出入り口付近などにおいて、宣伝広告など
の情報を掲示している。この掲示を上記複合投影システム１００を用いて行うことができ
る。このように複合投影システム１００によって上記した宣伝広告を行う場合、任意の場
所に投影位置を移動させることができるため、人の多く居るエリアに宣伝広告を表示させ
たりすることができ宣伝効果を向上させることができる。また、ポスターなどのようにと
りはずしたりする必要がないため、人的コストを抑制することができる。
【０２９３】
また、建設現場では，建物を立てる場所にまずコンクリートによる水平面を作り，その
上に柱の位置や建物の形状を描画するために墨のついた糸を使って多くの直線を描いてお

10

く（「墨出し」）が行われる。この墨出しでは，直線以外の図形を描くことは困難なため
、建物の形状に関する非常に抽象的な情報しか描くことができない。そこで、上記した複
合投影システム１００を建設現場に設置すれば、水平面上に数値や外観画像などといった
直線以外の情報を正確な位置に歪み無く描くことができる。しかも、これらは投影光によ
る仮想情報なので、建築現場における水平面を汚すことが無い。
【０２９４】
なお、投影対象を平面（実環境投影面Ｒ）に限定しなくても、本実施の形態に係るパン
チルトプロジェクタ装置１の利用用途は多く存在する。
【０２９５】
特に、コンピュータビジョン・ユーザインタフェースなどの研究分野では、プロジェク

20

タを利用した研究が多くなされている。この研究では，プロジェクタ２の画像平面Ｐと投
影領域である３次元空間との対応関係を求めることを基本として成り立っている。これは
本実施の形態に係るプロジェクタ２を用いて正接平面Ｑ上の座標と３次元空間との対応関
係を求めることに対応している。
【０２９６】
つまり、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１を用いることによって、既
存のプロジェクタに関する研究成果を容易に回転機構付きプロジェクタ２へと拡張するこ
とができる。
【０２９７】
なお、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１は、プロジェクタ２と駆動装

30

置３とプロジェクタ制御部４と、カメラ５と、入力装置６と情報格納部７とがそれぞれ別
々に構成されているが、これらの各装置および部材が１つの筐体として構成されていても
よい。
【０２９８】
また、上記カメラ５は、投影中心と回転中心との位置合わせ、精密な位置合わせ、内部
キャリブレーションにおいて使用されていたが、このカメラは同一のものであってもよい
し、測定対象に応じて異なるカメラ５が設けられていてもよい。
【０２９９】
また、上記情報格納部に記憶されている、内部調整情報（調整情報）７１、投影中心ず
れ量テーブル７２、回転中心座標情報（回転中心位置情報）７３、および外部調整情報７
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４は、１つの情報格納部７に記憶される構成であった。しかしながら、これらの情報ごと
にメモリなどが設けられ、それぞれ別々に記憶されていてもよいし、いくつかに分散して
記憶されていてもよい。
【０３００】
また、本実施の形態に係るパンチルトプロジェクタ装置１において、プロジェクタ２を
回転させる駆動装置３は、パン軸（回転軸）９０とチルト軸（回転軸）９１との２軸から
構成される回転機構であった。しかし、回転機構はこれに限定されるものではなく、回転
軸が存在しない回転機構であっても、回転中心が存在するものであればかまわない。すな
わち、上記回転機構は、回転中心が１点となるようにプロジェクタを回転させるものであ
ればよい。
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【０３０１】
また、プロジェクタ制御部４では、上記した投影中心固定法に関して、回転中心Ｇおよ
び投影中心Ｆそれぞれの座標情報に基づき、位置調整部４１が回転中心Ｇと投影中心Ｆと
が一致するようにプロジェクタ２の配置を移動させるように構成されていた。
【０３０２】
しかしながら、この回転中心Ｇと投影中心Ｆとをユーザが手動で調整する構成であって
もよい。
【０３０３】
この場合、例えば表示装置または印刷装置等の出力手段（不図示）によって、回転中心
Ｇおよび投影中心Ｆそれぞれの座標情報をユーザに示す。そして、ユーザがこの示された

10

情報に基づき、入力装置６を操作して駆動装置３にプロジェクタ２を移動させるように指
示する。
【０３０４】
このように構成されている場合、入力装置６によって調整手段を実現する。
【０３０５】
また、プロジェクタ制御部４では、調整位置算出部４２が算出した結果に基づき、微調
整部４２がプロジェクタ２の配置を微調整する構成であった。しかしながら、調整位置算
出部４２が算出した結果に基づき、ユーザが手動で調整する構成であってもよい。
【０３０６】
この場合、例えば、調整位置算出部４２の算出結果を不図示の上記出力手段によってユ

20

ーザに示す。そして、ユーザがこの示された情報に基づき、プロジェクタ２の配置を、入
力装置６を操作して駆動装置３に指示して調整する。
【０３０７】
このように構成されている場合、入力装置６によって調整手段を実現する。
【０３０８】
また、本実施の形態において説明した内部キャリブレーションにおいて、上記画像デー
タ補正部５３は、受付けた投影領域の４点以上の位置情報を取得し、この位置情報に対応
する、投影する画像の画像データにおける画像平面上の点と、プロジェクタの投影方向と
を算出するように構成されていた。
【０３０９】

30

また、外部キャリブレーションにおいて、投影面情報取得部６２は、プロジェクタ２と
各実環境投影面Ｒｎ との関係として実環境投影面Ｒｎ の４隅の２次元座標を取得する構成
であった。しかしながら、上記取得する点の数はこれに限定されるものではなく、少なく
とも４点以上であればよい。
【０３１０】
なお、上記実施形態のパンチルトプロジェクタ装置１が備える、上記プロジェクタ制御
部４の各部や各処理ステップは、不図示のＣＰＵなどの演算手段が、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
Ｏｎｌｙ

Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭなどの記憶手段に記憶されたプログラムを実行し、キ

ーボードなどの入力手段、ディスプレイなどの出力手段、あるいは、インタフェース回路
などの通信手段を制御することにより実現することができる。したがって、これらの手段

40

を有するコンピュータが、上記プログラムを記録した記録媒体を読取り、当該プログラム
を実行するだけで、本実施形態のパンチルトプロジェクタ装置１の各種機能および各種処
理を実現することができる。また、上記プログラムをリムーバブルな記録媒体に記録する
ことにより、任意のコンピュータ上で上記の各種機能および各種処理を実現することがで
きる。
【０３１１】
この記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理を行うために図示しないメモリ、
例えばＲＯＭのようなものがプログラムメディアであっても良いし、また、図示していな
いが外部記憶装置としてプログラム読取り装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入するこ
とにより読取り可能なプログラムメディアであっても良い。
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【０３１２】
また、何れの場合でも、格納されているプログラムは、マイクロプロセッサがアクセス
して実行される構成であることが好ましい。さらに、プログラムを読み出し、読み出され
たプログラムは、マイクロコンピュータのプログラム記憶エリアにダウンロードされて、
そのプログラムが実行される方式であることが好ましい。なお、このダウンロード用のプ
ログラムは予め本体装置に格納されているものとする。
【０３１３】
また、上記プログラムメディアとしては、本体と分離可能に構成される記録媒体であり
、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等
の磁気ディスクやＣＤ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等のディスクのディスク系、ＩＣカード（メ

10

モリカードを含む）等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ
Ｏｎｌｙ

Ｒｅａｄ

Ｏｎｌｙ

Ｅｒａｓａｂｌｅ

Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

Ｒｅａｄ

Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプ

ログラムを担持する記録媒体等がある。
【０３１４】
また、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能な装置構成であれば、通信ネ
ットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する記録
媒体であることが好ましい。
【０３１５】
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さらに、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そ
のダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体
からインストールされるものであることが好ましい。
【０３１６】
また、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種
々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０３１７】
本発明に係る投影装置は、以上のように、投影面に対して光を照射し画像を投影する投
影部と、この投影部から投影面に対して照射する投影方向を変更するように、該投影部を
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回転させる駆動部とを備えた投影装置であって、上記投影部が照射する光の光源点を投影
中心としたとき、上記投影中心と、上記駆動部による投影部の回転運動の中心点である回
転中心とが一致するように上記投影部と駆動部とが配置されていることを特徴とする。
【０３１８】
よって、任意の投影方向となる、異なる姿勢の投影部それぞれについて、投影面におい
て投影する画像の位置を規定するための平面座標を、特定の平面座標に変換することがで
きる。そして、ある特定の平面座標により、投影方向が異なる、すなわち投影姿勢が異な
るすべての投影部それぞれの平面座標を統合して扱うことができる。
【０３１９】
このように、特定の平面により、全ての投影部の投影姿勢における上記平面座標点それ
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ぞれを統合して扱うことができるため、投影面に対して、歪みがなく、位置ずれのない画
像を描画できるようにするために行う調整作業を容易とすることができるという効果を奏
する。
【０３２０】
また、本発明に係る投影装置は、以上のように、投影面に対して光を照射し画像を投影
する投影部と、この投影部から投影面に対して照射する投影方向を変更するように、該投
影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置であって、上記駆動部によって上記投影部の
回転運動の中心点である回転中心が１点となるように、該投影部が回転され、上記投影部
が照射する光の光源点を投影中心としたとき、上記回転中心の位置情報である回転中心位
置情報を取得する回転中心位置情報取得手段と、照射された光の軌跡を示す照射光情報を
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受付け、該照射光情報に基づき、投影中心の位置情報である投影中心位置情報を特定する
投影中心位置情報特定手段と、上記取得された回転中心位置情報と、上記特定された投影
中心位置情報とに基づき、投影中心と回転中心とが一致するように、投影部と駆動部との
配置関係を調整する調整手段とを備えていることを特徴とする。
【０３２１】
また、本発明に係る投影装置の制御方法は、以上のように、投影面に対して光を照射し
画像を投影する投影部と、この投影部から投影面に対して照射する投影方向を変更するよ
うに、該投影部を回転させる駆動部とを備えた投影装置の制御方法であって、上記駆動部
によって上記投影部の回転運動の中心点である回転中心が１点となるように、該投影部が
回転され、上記投影部が照射する光の光源点を投影中心としたとき、上記回転中心の位置

10

情報である回転中心位置情報を取得するステップと、照射された光の軌跡を示す照射光情
報を受付け、該照射光情報に基づき、投影中心の位置情報である投影中心位置情報を特定
するステップと、上記取得された回転中心位置情報と、上記特定された投影中心位置情報
とに基づき、投影中心と回転中心とが一致するように、投影部と駆動部との配置関係を調
整するステップとを含むことを特徴とする。
【０３２２】
このように、本発明に係る投影装置および投影装置の制御方法は、特定の平面により、
全ての投影部の姿勢における上記平面座標点それぞれを統合して扱うことができる。この
ため、投影領域に対して、歪みがなく、位置ずれのない画像を描画できるようにするため
に行う調整作業を容易とすることができるという効果を奏する。
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【０３２３】
本発明にかかる複合投影システムは、以上のように、上記した投影装置を複数備えたこ
とを特徴とする。
【０３２４】
上記した投影装置は、投影中心と回転中心とが一致するように構成されている。このた
め、正接平面という共通する座標系によって様々な投影部の姿勢における投影の調整を行
うことができる。したがって、各投影部の異なる姿勢での投影調整を迅速に行うことがで
きる。また、異なる投影面それぞれに対する調整も容易に行うことができるため、３次元
空間内に適切に複数台を設置し、容易に、迅速に調整を行うことができる。すなわち、上
記複合投影システムは、迅速にかつ容易にシステムを構築することができるという効果を
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奏する。
【０３２５】
さらにまた、本発明に係る複合投影システムは、ある投影部からの投影方向先に、例え
ば人やテーブルなどの遮蔽物が存在する場合、他の投影部によって代わりに画像などを投
影することができる。また、投影部が複数台設置されているため、より広い空間領域の壁
などに画像などを投影することができるという効果を奏する。
【０３２６】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、上記投影部は、上記投影面に
対して、上記投影中心から所定の角度で光領域の範囲が広がるように照射しており、上記
回転中心の位置情報を示す回転中心情報を記憶する記憶装置と、上記投影中心と投影面と

40

の間において照射された光の軌跡を示す軌跡情報を取得する軌跡取得部とをさらに備え、
上記回転中心位置情報取得手段は、上記記憶装置から回転中心位置情報を取得し、上記投
影中心位置情報特定手段は、上記照射光情報として、上記軌跡取得部より軌跡情報を受付
け、該軌跡情報に基づき投影中心位置情報を特定するように構成されていてもよい。
【０３２７】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、上記投影部と上記投影面との
間の任意の固定点を通過する光の、該投影面における投影位置情報を、異なる投影方向そ
れぞれについて取得する投影位置情報取得部と、上記投影位置情報取得部によって取得さ
れた上記投影位置情報を受付け、該投影位置情報が上記投影面において１点となる投影中
心位置情報を算出する位置調整算出手段と、上記位置調整算出手段によって算出された結
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果に基づき、上記特定された投影中心位置情報を変更し、この変更した投影中心位置情報
に基づき、上記調整手段により調整された投影部と駆動部との配置関係を微調整する微調
整手段とをさらに備えるように構成されていることが好ましい。
【０３２８】
ところで、上記投影中心と回転中心とが一致していない場合、投影部から投影面に対し
て照射される投影方向が異なるたびに、投影部と投影面との間にある固定点を通過する光
が投影面に投影される位置がずれる。すなわち、上記投影方向が変更されても上記固定点
を通過する光の投影面における投影位置が一点に収束する場合、上記回転中心と投影中心
とが一致しているといえる。
【０３２９】
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上記した構成によると、投影位置情報取得部を備えているため、異なる投影方向におい
て、投影部から投影面に対して照射された光の投影位置を確認することができる。また、
位置調整手段を備えているため、投影部と駆動部との位置を上記投影面における投影点が
１点に収束するように調整することができる。
【０３３０】
したがって、本発明に係る投影装置は、確度よく精密に投影中心と回転中心とを一致さ
せて、投影部と駆動部とを配置させることができる。
【０３３１】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、上記駆動部は、上記投影部を
回転させるために複数の回転軸を備え、上記回転中心は、上記複数の回転軸の交点となる
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ように構成されている。
【０３３２】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、投影すべき画像データを受付
ける画像データ受付け手段と、上記画像データ受付け手段によって受付けた、複数の所定
位置を示す画像データに基づき、初期姿勢に設定された投影部により投影された、投影面
における投影点の投影位置情報から、画像データにおける上記所定位置の位置情報と、該
投影位置情報との関係を算出する第１関係算出手段と、上記画像データ受付け手段によっ
て受付けた所定位置を示す画像データに基づき、初期姿勢から所定角度回転させた投影部
によって投影された、投影面における投影点の投影位置情報から、投影部の投影方向と、
該投影方向ごとに応じた投影点との関係を算出する第２関係算出手段と、上記第１関係算
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出手段と第２関係算出手段との算出結果に応じて、画像データに基づき投影面に投影する
画像の調整情報を取得する調整情報取得手段とを備えていることが好ましい。
【０３３３】
なお、上記複数の所定位置を示す画像データは、投影面と入力画像データ生成する面と
の位置関係を得るためには、４点以上あることが好ましい。また、上記画像データの所定
位置は、投影すべき画像の画像データの位置を規定する平面座標系における座標によって
表現でき、例えば画像データに対応する画素値などによって表現することができる。
【０３３４】
一方、投影位置情報とは、投影面を表現する平面座標系における座標として表現できる
ものである。
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【０３３５】
上記構成によると、第１関係算出手段を備えているため、画像データにおける所定位置
と、投影位置情報との関係を算出することができる。
【０３３６】
また、第２算出手段を備えているため、投影部の投影方向と、所定の投影方向において
規定される投影点との関係を算出することができる。
【０３３７】
したがって、上記第１関係算出手段と、第２関係算出手段の算出結果から、上記調整情
報取得手段は、投影面における所定の投影位置から、適切な所定位置を示す画像データと
、投影部の投影方向とを知ることができる。
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【０３３８】
また、本発明に係る投影装置の制御方法は、上記した方法において、投影すべき画像デ
ータを受付けるステップと、上記受付けた、複数の所定位置を示す画像データに基づき、
初期姿勢に設定された投影部により投影された、投影面における投影点の投影位置情報か
ら、画像データにおける上記所定位置の位置情報と、該投影位置情報との関係を算出する
ステップと、上記受付けた所定位置を示す画像データに基づき、初期姿勢から所定角度回
転させた投影部によって投影された、投影面における投影点の投影位置情報から、投影部
の投影方向と、該投影方向ごとに応じた投影点との関係を算出するステップと、上記した
算出結果に応じて、画像データに基づき投影面に投影する画像の調整情報を取得するステ
ップとを含んでいてもよい。
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【０３３９】
本発明に係る投影装置の制御方法によると、画像データにおける上記所定位置の位置情
報と、該投影位置情報との関係を算出するステップを含むため、画像データにおける所定
位置と、投影位置情報との関係を算出することができる。
【０３４０】
また、投影部の投影方向と、該投影方向ごとに応じた投影点との関係を算出するステッ
プを含むため、投影部の投影方向と、所定の投影方向において規定される投影点との関係
を算出することができる。
【０３４１】
したがって、これらのステップによる算出結果に応じて、上記調整情報を取得するステ
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ップにより、投影面における所定の投影位置から、適切な所定位置を示す画像データと、
投影部の投影方向とを知ることができる調整情報を取得することができる。
【０３４２】
よって、本発明に係る投影装置および投影装置の制御方法は、投影面において描画が所
望される投影点に対応した画像データの所定位置および、投影方向を知ることができるた
め、予め、投影面と該投影面に対して投影する画像データとの調整を行っておくことがで
きる。
【０３４３】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、上記調整情報取得手段は、上
記調整情報として、投影方向が異なる投影部それぞれにおける画像データを共通して扱う
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ことができる平面である正接平面上の位置情報と、投影面上の位置情報との関係を示す第
１変換情報と、上記投影中心から上記投影面において投影された所定位置の投影点に対す
る方向を示す方向情報と、投影面に対する投影可能な範囲を規定する、画像データ中の少
なくとも４点以上に対する投影中心からの方向を示す方向情報とを取得するように構成さ
れることが好ましい。
【０３４４】
なお、上記正接平面とは、任意の投影方向となる、異なる姿勢の投影部それぞれについ
て、投影面において投影する画像データの位置を規定するための平面座標を変換した特定
の平面座標である、すなわち、投影方向が異なる、言いかえれば投影姿勢が異なる、すべ
ての投影部それぞれの平面座標を統合して扱うことができるものである。
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【０３４５】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、異なる複数の投影面に対して
画像を投影する場合において、上記投影面を規定する４点以上の位置情報と、投影部から
該投影面の４点以上に対する方向を示す規定位置方向情報とを取得する投影面情報取得手
段と、上記投影面情報取得手段によって取得された位置情報と規定位置方向情報とに基づ
いて、各投影面上の位置情報を上記正接平面上の位置情報に変換するための第２変換情報
を算出する外部調整情報算出手段とを備えるように構成されていてもよい。
【０３４６】
上記構成によると、上記投影面情報取得手段を備えているため、投影対象となる投影面
ごとに応じた、該投影面と投影部との関係を規定することができる。また、外部調整情報
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取得部手段を備えているため、投影面ごとに規定した上記関係を、正接平面上の位置情報
として変換することができる第２変換情報を算出することができる。
【０３４７】
このように、本発明に係る投影装置は、各投影面に対する関係を上記正接平面上の位置
情報（座標）に変換することができる第２変換情報を取得している。このため、投影面ご
との位置情報（座標）を統合して上記正接平面上の位置情報（座標）として扱うことがで
きる。
【０３４８】
また、本発明に係る投影装置は、上記した構成において、上記外部調整情報算出手段に
よって算出された第２変換情報には、上記投影面を規定する４点以上の位置情報および規
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定位置方向情報に基づき算出された、隣接する他の投影面との連結関係を示す連結関係情
報と、上記連結関係情報に基づき算出された、連結する投影面同士を２次元平面に展開し
た際における両者の座標関係を特定する座標変換パラメータと、を含んでいることが好ま
しい。
【０３４９】
なお、上記連結関係情報とは、連結する投影面の組み合わせを示す情報である。
【０３５０】
上記構成によると、第２変換情報には、連結関係情報を含んでいるため、該連結関係情
報を参照することにより、複数の投影面における連結関係を特定することができる。また
、上記座標変換パラメータを含んでいるため、連結する投影面同士を２次元平面に表わす

20

ことができる。
【０３５１】
このため、連結する投影面ごとの位置情報（座標）を統合して上記正接平面上の位置情
報（座標）として扱うことができる。
【０３５２】
また、本発明に係る投影装置の制御方法は、上記した方法において、異なる複数の投影
面に対して画像を投影する場合において、上記投影面を規定する４点以上の位置情報と、
投影部から該投影面に対する方向を示す情報とを取得するステップと、上記取得された投
影面を規定する４点以上の位置情報と、投影部から該投影面に対する方向を示す情報とに
基づいて、各投影面上の位置情報を上記正接平面上の位置情報に変換するための第２変換
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情報を算出するステップとを含んでいてもよい。
【０３５３】
上記方法によると、上記投影面を規定する４点以上の位置情報と、投影部から該投影面
に対する方向を示す情報とを取得するステップを含んでいるため、投影対象となる投影面
ごとに応じた、該投影面と投影部との関係を規定することができる。また、上記第２変換
情報を算出するステップにより、各投影面上の位置情報を上記正接平面上の位置情報に変
換するための第２変換情報を算出することができる。
【０３５４】
このように、本発明に係る投影装置の制御方法では、各投影面に対する関係を上記正接
平面上の位置情報（座標）に変換することができる第２変換情報を取得している。このた
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め、投影面ごとの実環境投影面Ｒにおける位置情報（座標）を統合して上記正接平面上の
位置情報（座標）として扱うことができる。
【０３５５】
したがって、本発明に係る投影装置および投影装置の制御方法は、異なる投影面に対し
て画像を投影するための調整を容易に行うことができる。
【０３５６】
なお、上記投影装置の各手段は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には
、コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記投影装置をコンピュータに
て実現させる投影装置の制御プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体も
、本発明の範疇に入る。
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【産業上の利用可能性】
【０３５７】
本発明に係る投影装置は、回転機構を備えたプロジェクタの投影面に対する調整を容易
に行うことができる。このことによって、プロジェクタによって情報を表示する幅広い技
術に適用できる。
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