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要　旨
プロジェクターにとって任意の位置への配置、任意のスクリーン形状への投写はお客様の使用自由度を高める
とともに、新しい映像表現の自由を与えることができます。NECディスプレイソリューションズはこの観点に
則り、ビジネスプロジェクター黎明期よりこれに応える幾何学歪み補正機能を高級モデルに提供してきました。
今回、低価格モデルにこの機能を実装させるため、パソコンの演算能力を利用してシステムで幾何学歪み補正
機能を実現する取り組みを行い、製品に適用したので紹介します。
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1. まえがき

ビジネスプロジェクターは、情報を大画面かつ複数人で共
有するための重要なツールです。数人でのミーティングから
大ホールでの大画面投写まで、非常に幅広い用途で使用され
ています。使い方もミーティングなどでプロジェクターを
持ってきてセッティングするモバイル的な使い方や、天井に
固定設置する使い方もあります。更に、投写面も平板でスク
エアなスクリーンだけではなく、壁や柱、球体まであり、ま
た必ずしも正面から投写するわけではなく、斜めから投写す
る場合もあります。これらすべての条件で歪みのない映像を
投写するためには、プロジェクター側で幾何学歪み補正を行
い、投写歪みを補正する必要があります。
弊社では、これらの使用シーンに対応するため、ビジネス
プロジェクターの黎明期より 図図1 、 図2 に示すような
「SQUARE SHOT ® （4点による補正）」、「幾何学歪み補正
機能」をお客様に提供してきました。これらの機能により、
入力されるすべての映像信号に対して最適な映像投写を実現
するソリューションを提供してきました。今回、昨今のプロ
ジェクターへの低価格要望と簡単に補正を行いたいとの要望
を受け、パソコンの演算能力を活用した新しいソリューショ
ンを開発しました。幾何学歪み補正機能のないプロジェク
ターにおいても、パソコンの信号に関し幾何学歪み補正ソ
リューション（以下、PCリソースによる画像歪み補正）を実
現しました。製品への適用は「Image Express Utility Lite」
（パソコンの画面をUSBや有線/無線LANでプロジェクターへ

投写するソフトウェア）のVer.1.03からの提供となっています。
対応するモデルはUSBディスプレイの機能を有する2シリーズ、
スタンダードモデルNP-Mシリーズと幾何学補正機能のないイ
ンスタレーションモデルNP-Pシリーズとなっています。

図1   SQUARE SHOT®による画像補正

図2   幾何学歪み補正機能による画像補正
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2. 想定アプリケーションとソリューション

PCリソースによる画像歪み補正の主な想定アプリケーショ
ンは、モバイル用途での歪み補正と美術館などで主に静止画
を表示する場合です。現状、プロジェクターのモバイル的な
使い方は、使用者がパソコンとプロジェクターを教室や会議
室、打ち合わせコーナーなどに持ち込み、その場でプロジェ
クターの設置を行ってから使用する形を取っています。使用
者にとって設置作業が短時間で完了できることは、実際の使
用シーンで非常に重要なことです。このため、モバイル用途
で使用されるプロジェクターには、 図図3 に示すような加速度
センサによるプロジェクターの傾き情報を利用した自動垂直
台形補正機能が一般的に使用されています。しかし、垂直台
形補正機能は投写面（スクリーンなど）とプロジェクターが
正対している必要があり、かつ、投写面が垂直である必要が
あります。しかし、実際の使用シーンでは異なるケースも
多々あり、画面が歪んでいる状態で使用される場合もありま
す（ 図4 左）。前述の幾何学歪み補正機能を内蔵しているプ
ロジェクターではこの解決が行えますが、モバイル用途では
リモコンを使用するか、プロジェクターにマウスを接続し4点
をクリックしないと補正することができません。今回、モバ
イル用途にはパソコンとプロジェクターをUSBで接続するこ

図3   自動垂直台形補正機能の動作イメージ

図4   SQUARE SHOT®による画面歪み補正

とにより、パソコン側で4点クリックするだけという簡単な補
正手段を提供しました（図4右）。 写真 は実際の使用イメー
ジです。USBで接続することでデジタルインタフェースとな
り、アナログRGB接続（D-Sub接続）での各種接続問題（自動
画枠補正誤差、自動位相調整誤差、自動調整時間）も併せて
解決しています。
プロジェクターには、主に静止画のスライドショーを壁や
円柱などに投写する利用シーンもあります。美術館がその代
表的な使用場所です。映像表現として投写の自由度が高いこ
とが非常に重要な領域になります。幾何学歪み補正機能によ
り、円柱などにも歪みのない画像を表示できます（ 図5 ）。

写真   SQUARE SHOT®の実際の使用イメージ

図5   幾何学歪み補正機能で円柱に画像を投写した例
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また、従来このような設置では信号源のパソコンとプロ
ジェクターの距離が長く、アナログRGB信号の伝送では画質
劣化が発生していました。今回、有線LAN機能により歪み補
正した画像を伝送できるため、長いケーブルによる画質劣化
もなく、また安いLANケーブルが使用できるため設置コスト
の低減も可能としました。

3. 実現手段

ここでは、PCリソースによる画像歪み補正の実現手段を説
明します。 図図6 にパソコン側での処理イメージを記載し処理
順に説明を行います。
(1)画面キャプチャ
始めにパソコン画面のキャプチャを行います。このとき
キャプチャされる画面はプライマリーディスプレイの画面
です。
(2)ソフトウェア幾何学歪みの補正
（1）でキャプチャした画面は、ソフトウェアで幾何学歪み
補正のための変形を行います。補正は 図7 に示すようにホ
モグラフィーの行列変換で行っています。図7中の左側が
キャプチャした画面、右側がプロジェクター側から投写す
る画像です。SQUARE SHOT ® の場合は1つのホモグラ
フィーの計算で実現していますが、幾何学歪み補正は 図8
に示すグリッドで分割した分のホモグラフィーの計算を
行っています。グリッド数を増やすほど精度は上がります
が補正編集の負荷が上がります。このため使用用途に応じ
てグリッド数は可変可能なユーザーインタフェースとして
います。
(3)画像圧縮
USBや有線/無線LANで画像を伝送する場合、伝送負荷を低
減するために画像を非可逆圧縮することと、動いた部分だ

図6   パソコンでの画像歪み補正処理

図7   ホモグラフィーによる画像変換のイメージと変換行列

図8   グリッド分割による幾何学歪み補正

け画像を伝送することが有効です。今回CPUの負荷の軽い
JPEGで圧縮を行い、更に動いた部分のみ画像を伝送するこ
とで伝送路の負荷を低減しています。プロジェクター側に
は、高速で圧縮画像を解凍するためにハードウェアJPEGデ
コードエンジンを搭載しました。アナログRGBで出力する
D-Sub出力に関しては圧縮をする必要がないので、非圧縮で
出力を行っています。

4. ユーザーインタフェース

幾何学歪み補正を行う場合、直感的なユーザーインタ
フェースが重要になります。 図9 にSQUARE SHOT ® と幾何
学歪み補正のユーザーインタフェースを示します。実際の操
作イメージは図4、図8を参照してください。例として、USB
ケーブルでパソコンとプロジェクターを接続し画像を伝送す
るUSBディスプレイで説明を行います（ 図10 ）。パソコン

82

  普通論文  
パソコンとのシステム連携による プロジェクターの機能向上の実現



図9   SQUARE SHOT®と幾何学歪み補正のユーザーインタ
フェース

図10   USBディスプレイ（パソコンとのUSB接続）

とプロジェクターをUSBで接続すると、自動的に図9の（1）
のメニューが表示されます。続いて丸く囲んだアイコンをク
リックすると（2）のメニューが表示されます。このときにメ
ニュー右下のGCTのアイコンをクリックすると（3）のメ
ニューが表示され、メニュー下部の「4点補正開始」のボタン
をクリックすると図4のように4点補正可能な状態になります。
幾何学歪み補正を行う場合は、更に（3）の左の選択BOXか
らパラメータ補正を選択することで、（4）の幾何学歪み補正
のメニューから補正を行うことができます。幾何学歪み補正
では各種投写面の形状を考慮し、このメニュー上だけである
程度の補正が可能となっています。更に精度良く補正しよう
とする場合はメニュー右下の「全グリッド補正開始」をク
リックすることで、グリッド上でポイントごとの補正ができ
るようになります。

5. 性能

今回製品に適用したPCリソースによる画像歪み補正機能の

表   PCリソースによる画像歪み補正の性能

性能を 表表 に記載します。本機能はパソコンを使用しているた
めその性能に依存するところ、また画像圧縮を使用している
ため使用する画像の絵柄、ディスプレイの解像度、画像の動
き量に依存するところが大きいため、各種動画像で評価した
結果としての性能を記載します。結果としてシステムでの動
画性能としては10～20（fps）ですので、通常の動画を表示す
るには十分な性能ではありませんが、プレゼンテーションや
美術館などでの主に静止画を表示するアプリケーションでは
十分な性能となっています。

6. むすび

今回、パソコンとのシステム連携によるプロジェクターの
機能向上の実現として、プロジェクターのモバイル用途及び
異形投写面への投写を低価格で実現するパソコン連携による
プロジェクター画像歪み補正機能の開発を行い、パソコン用
ソフトウェアImage Express Utility Liteの1機能として商品化し
ました。今後、市場からのフィードバックにより更に使いや
すいものへと改善を行っていく所存です。
*Intel、Intel Coreは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会
社の商標または登録商標です。
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