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(57)【要約】
【課題】投影画像の画像補正を手動で行う場合に直感的
な操作が可能な投影システム、リモコン、プロジェクタ
、投影システムの操作方法およびプログラムを提供する
。
【解決手段】スクリーンＳＣ上に投影画像Ｇを投影する
プロジェクタ１０と、プロジェクタ１０を遠隔操作する
リモコン４０と、から成る投影システムＳＹであって、
リモコン４０は、リモコン装置本体４０ａの動きに伴う
変位量を検出し、当該変位量に基づいて、キーストーン
歪補正を行うための補正値を算出する。プロジェクタ１
０は、リモコン４０から補正値を受信して、投影画像Ｇ
に対しキーストーン歪補正を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリーン上に投影画像を投影するプロジェクタと、
　前記プロジェクタを遠隔操作するリモコンと、から成る投影システムであって、
　前記リモコン本体の動きに伴う変位量を検出する変位量検出手段と、
　前記変位量検出手段により検出された変位量に基づいて、所定の画像補正を行うための
補正値を算出する補正値算出手段と、
　前記補正値算出手段により算出された補正値に基づいて、前記投影画像に対し前記所定
の画像補正を行う画像補正手段と、を備えたことを特徴とする投影システム。
【請求項２】
　前記変位量検出手段は、前記リモコン本体の傾きに伴う角度変位量を検出することを特
徴とする請求項１に記載の投影システム。
【請求項３】
　前記所定の画像補正は、キーストーン歪補正であり、
　前記補正値算出手段は、前記スクリーンの幅方向に相当するＸ軸方向の角度変位量に基
づいて、縦キーストーン歪補正値を算出し、前記スクリーンの高さ方向に相当するＺ軸方
向の角度変位量に基づいて、横キーストーン歪補正値を算出することを特徴とする請求項
２に記載の投影システム。
【請求項４】
　前記所定の画像補正は、前記投影画像の一部または全体を拡大／縮小する画像補正であ
り、
　前記補正値算出手段は、前記スクリーンへの奥行き方向に相当するＹ軸方向の位置変位
量に基づいて、拡大／縮小率を示す補正値を算出することを特徴とする請求項１に記載の
投影システム。
【請求項５】
　前記所定の画像補正は、前記スクリーン上における前記投影画像の位置を移動する画像
補正であり、
　前記補正値算出手段は、前記スクリーンの幅方向に相当するＸ軸方向、および前記スク
リーンの高さ方向に相当するＺ軸方向の位置変位量に基づいて、移動方向および移動量を
示す補正値を算出することを特徴とする請求項１に記載の投影システム。
【請求項６】
　前記リモコンは、前記所定の画像補正を手動操作するための専用キーを備えており、
　前記変位量検出手段は、前記専用キーが押下されている間、前記変位量を検出すること
を特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の投影システム。
【請求項７】
　前記補正値算出手段は、前記変位量検出手段により所定値を超える変位量が検出された
場合に、前記補正値を算出することを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載
の投影システム。
【請求項８】
　前記変位量検出手段により検出を行う時間間隔および前記所定値の少なくとも一方を、
手動設定するための手動設定手段をさらに備えたことを特徴とする請求項７に記載の投影
システム。
【請求項９】
　前記変位量検出手段による検出結果から、手ぶれ状態を学習する学習手段をさらに備え
、
　前記変位量検出手段により検出を行う時間間隔および前記所定値の少なくとも一方は、
前記学習手段による学習結果に基づいて自動設定されることを特徴とする請求項８に記載
の投影システム。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の投影システムに用いられ、少なくとも前記変
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位量検出手段を備えたことを特徴とするリモコン。
【請求項１１】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の投影システムに用いられ、少なくとも前記画
像補正手段を備えたことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項１２】
　スクリーン上に投影画像を投影するプロジェクタと、
　前記プロジェクタを遠隔操作するリモコンと、から成る投影システムの操作方法であっ
て、
　前記リモコンが、自身の動きに伴う変位量を検出し、当該変位量に基づいて、所定の画
像補正を行うための補正値を算出するステップと、
　前記プロジェクタが、前記リモコンから前記補正値を取得し、当該補正値に基づいて、
前記投影画像に対し前記所定の画像補正を行うステップと、を実行することを特徴とする
投影システムの操作方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の投影システムにおける各手
段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　スクリーン上に投影画像を投影するプロジェクタと、当該プロジェクタを遠隔操作する
リモコンと、から成る投影システム、リモコン、プロジェクタ、投影システムの操作方法
およびプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、加速度センサ等を用いて、スクリーンに対するプロジェクタの仰角変化（俯角変
化）を検出し、その検出結果に基づいてキーストーン歪補正（台形歪補正）を自動実行す
るプロジェクタが知られている（例えば、特許文献１）。一方、当該キーストーン歪補正
を手動で行う方法としては、専用のＯＳＤ（On Screen Display）をスクリーン上に表示
させ、装置本体に搭載された操作パネルやリモコンの上下左右キーを操作して歪補正する
箇所や補正量を指定する方法が知られている。キーストーン歪補正の自動実行機能を搭載
したプロジェクタでも、台形画像を完全な正長方形の画像に補正することは困難であるた
め、画像形状を微調整するための手動設定機能は不可欠である。
【特許文献１】特開２００１－３３９６７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、手動でキーストーン歪補正を行う場合は、上記のように上下左右キーの操作
によって台形形状を長方形に補正するため、どのキーを押せばどのように補正されるのか
の関連性が発想しづらい。また、この種のプロジェクタは、各キーを押下した時間の長さ
に応じて補正量が変化するようになっているが、この関係も初心者にとっては分かりづら
い。このように、キーストーン歪補正を手動で行う場合の従来の操作方法は、直感的な操
作ができず、ユーザがストレスを感じることがあった。
【０００４】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、手動で投影画像の画像補正を行う場合に直感的な操作
が可能な投影システム、リモコン、プロジェクタ、投影システムの操作方法およびプログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の投影システムは、スクリーン上に投影画像を投影するプロジェクタと、プロジ
ェクタを遠隔操作するリモコンと、から成る投影システムであって、リモコン本体の動き
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に伴う変位量を検出する変位量検出手段と、変位量検出手段により検出された変位量に基
づいて、所定の画像補正を行うための補正値を算出する補正値算出手段と、補正値算出手
段により算出された補正値に基づいて、投影画像に対し所定の画像補正を行う画像補正手
段と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　本発明の投影システムの操作方法は、スクリーン上に投影画像を投影するプロジェクタ
と、プロジェクタを遠隔操作するリモコンと、から成る投影システムの操作方法であって
、リモコンが、自身の動きに伴う変位量を検出し、当該変位量に基づいて、所定の画像補
正を行うための補正値を算出するステップと、プロジェクタが、リモコンから補正値を取
得し、当該補正値に基づいて、投影画像に対し所定の画像補正を行うステップと、を実行
することを特徴とする。
【０００７】
　これらの構成によれば、リモコン本体の動きに伴う変位量に基づいて所定の画像補正を
行うため、上下左右キー等で操作を行う場合と比較して、直感的な操作が可能となる。
　なお、「リモコン本体の動き（自身の動き）」とは、リモコン本体の移動（位置変化）
および回転（傾き）を指すものである。また、上記の投射システムにおいて、「補正値算
出手段」は、プロジェクタおよびリモコンのいずれが実現しても良い。
【０００８】
　上記に記載の投影システムにおいて、変位量検出手段は、リモコン本体の傾きに伴う角
度変位量を検出することが好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、リモコン本体の回転（傾き）に伴う角度変位量に基づいて、画像補
正を行うことができる。
【００１０】
　上記に記載の投影システムにおいて、所定の画像補正は、キーストーン歪補正であり、
補正値算出手段は、スクリーンの幅方向に相当するＸ軸方向の角度変位量に基づいて、縦
キーストーン歪補正値を算出し、スクリーンの高さ方向に相当するＺ軸方向の角度変位量
に基づいて、横キーストーン歪補正値を算出することが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、２方向の軸（Ｘ軸およびＺ軸）を中心とした角度変位量に基づき、
容易な操作で、縦方向および横方向のキーストーン歪補正値を行うことができる。
　なお、「Ｘ軸方向の角度変位量」とは、Ｘ軸を中心とした回転軸を基準軸とした場合の
回転座標の変化量を指すものである。「Ｚ軸方向の角度変位量」についても、同様である
。
【００１２】
　なお、上記に記載の投影システムにおいて、補正値算出手段は、リモコンの把持部に対
して先端部がスクリーンの上方向に傾けられたことに伴うＸ軸方向の角度変位量に基づい
て、プラスの縦キーストーン歪補正値を算出すると共に、リモコンの把持部に対して先端
部がスクリーンの下方向に傾けられたことに伴うＸ軸方向の角度変位量に基づいて、マイ
ナスの縦キーストーン歪補正値を算出し、画像補正手段は、プラスの縦キーストーン歪補
正値に基づいて投影画像の上辺が下辺よりも大きくなるように縦キーストーン歪補正を行
い、マイナスの縦キーストーン歪補正値に基づいて投影画像の下辺が上辺よりも大きくな
るように縦キーストーン歪補正を行うようにしても良い。
【００１３】
　この構成によれば、リモコンの先端部を上方向に傾けることで、投影画像の上辺が下辺
よりも大きくなるような縦キーストーン歪補正を実現でき、リモコンの先端部を下方向に
傾けることで、逆の縦キーストーン歪補正を実現できる。このように、直感的な操作が可
能であるため、取り扱い説明書等を参照しなくとも、また初心者であっても、容易に縦キ
ーストーン歪補正を行うことができる。
【００１４】
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　また、上記に記載の投影システムにおいて、補正値算出手段は、リモコンの把持部に対
して先端部がスクリーンに向かって右方向に回転されたことに伴うＺ軸方向の角度変位量
に基づいて、プラスの横キーストーン歪補正値を算出すると共に、リモコンの把持部に対
して先端部がスクリーンに向かって左方向に回転されたことに伴うＺ軸方向の角度変位量
に基づいて、マイナスの横キーストーン歪補正値を算出し、画像補正手段は、プラスの横
キーストーン歪補正値に基づいて投影画像の右辺が左辺よりも大きくなるように横キース
トーン歪補正を行い、マイナスの横キーストーン歪補正値に基づいて投影画像の左辺が右
辺よりも大きくなるように横キーストーン歪補正を行うようにしても良い。
【００１５】
　この構成によれば、リモコンの先端部を右方向に回転させることで、投影画像の右辺が
左辺よりも大きくなるような横キーストーン歪補正を実現でき、リモコンの先端部を左方
向に回転させることで、逆の横キーストーン歪補正を実現できる。このように、直感的な
操作が可能であるため、取り扱い説明書等を参照しなくとも、また初心者であっても、容
易に横キーストーン歪補正を行うことができる。
【００１６】
　上記に記載の投影システムにおいて、所定の画像補正は、投影画像の一部または全体を
拡大／縮小する画像補正であり、補正値算出手段は、スクリーンへの奥行き方向に相当す
るＹ軸方向の位置変位量に基づいて、拡大／縮小率を示す補正値を算出することが好まし
い。
【００１７】
　この構成によれば、リモコン本体をスクリーンへの奥行き方向に移動させることで、投
影画像の一部または全体を拡大／縮小する画像補正を行うことができる。
　なお、より直感的な操作を実現できるように、リモコン本体をスクリーンに近づけるこ
とで、投影画像の一部または全体が拡大し、逆に遠ざけることで縮小することが好ましい
。
【００１８】
　上記に記載の投影システムにおいて、所定の画像補正は、スクリーン上における投影画
像の位置を移動する画像補正であり、補正値算出手段は、スクリーンの幅方向に相当する
Ｘ軸方向、およびスクリーンの高さ方向に相当するＺ軸方向の位置変位量に基づいて、移
動方向および移動量を示す補正値を算出することが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、リモコン本体をスクリーン面に沿った２方向（幅方向および高さ方
向）に移動させることで、スクリーン上における投影画像の位置を変更することができる
。
　なお、より直感的な操作を実現できるように、リモコン本体の移動方向と、ユーザから
見た投影画像の移動方向とを一致させることが好ましい。
【００２０】
　上記に記載の投影システムにおいて、リモコンは、所定の画像補正を手動操作するため
の専用キーを備えており、変位量検出手段は、専用キーが押下されている間、変位量を検
出することが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、専用キーが押下されている間、画像補正を行うため、ユーザが無意
識にリモコン本体を動かしてしまったことにより、意図せず画像補正が行われてしまうと
いった操作ミスを無くすことができる。また、画像補正を一時的に中断したい場合は専用
キーの押下を止めればよいため、微妙な画像補正を実現できる。
【００２２】
　上記に記載の投影システムにおいて、補正値算出手段は、変位量検出手段により所定値
を超える変位量が検出された場合に、補正値を算出することが好ましい。
【００２３】
　リモコン本体の動きで操作を行う場合、手ぶれ等により、ユーザの意思に反してリモコ
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ン本体を動かしてしまうことが考えられるが、この構成によれば、所定値の設定によって
手ぶれの影響を排除することができ、ひいては操作ミスを軽減できる。
【００２４】
　上記に記載の投影システムにおいて、変位量検出手段により検出を行う時間間隔および
所定値の少なくとも一方を、手動設定するための手動設定手段をさらに備えたことが好ま
しい。
【００２５】
　この構成によれば、ユーザの好みや使用環境に応じて、検出を行う時間間隔や変位量の
検出を無効とする所定値を設定することができる。
【００２６】
　上記に記載の投影システムにおいて、変位量検出手段による検出結果から、手ぶれ状態
を学習する学習手段をさらに備え、変位量検出手段により検出を行う時間間隔および所定
値の少なくとも一方は、学習手段による学習結果に基づいて自動設定されることが好まし
い。
【００２７】
　この構成によれば、手ぶれ状態を学習するため、例えば手ぶれの多いユーザの場合は、
検出を行う時間間隔を長くしたり所定値を高くしたりなど、操作するユーザや使用環境に
よって適切な設定を行うことができる。
【００２８】
　本発明のリモコンは、上記に記載の投影システムに用いられ、少なくとも変位量検出手
段を備えたことを特徴とする。
【００２９】
　本発明のプロジェクタは、上記に記載の投影システムに用いられ、少なくとも画像補正
手段を備えたことを特徴とする。
【００３０】
　本発明のプログラムは、コンピュータを、上記に記載の投影システムにおける各手段と
して機能させるためのものであることを特徴とする。
【００３１】
　これらを用いることにより、手動で投影画像の画像補正を行う場合に直感的な操作が可
能な投影システムを構築することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の一実施形態に係る投影システム、リモコン、
プロジェクタ、投影システムの操作方法およびプログラムについて説明する。図１は、投
影システムＳＹの簡易構成図である。同図に示すように、投影システムＳＹは、投射光を
照射することによってスクリーンＳＣ上に投影画像Ｇを投影するプロジェクタ１０と、当
該プロジェクタ１０を遠隔操作するリモコン４０と、から成る。
【００３３】
　プロジェクタ１０は、装置本体（筺体）１０ａの後部上面に操作パネル３４が搭載され
ていると共に、後部背面にリモコン４０とデータの送受信を行うための送受信部３５が設
けられている。操作パネル３４は、各種操作を行うための操作キー群２０と、プロジェク
タ１０の状態を示すインジケータ群３０と、を有している。
【００３４】
　操作キー群２０には、電源キー、表示する映像信号を切り替えるための映像切り替えキ
ー、自動でキーストーン歪補正を行うためのセットアップキー、手動で（上下左右の矢印
キーの操作で）キーストーン歪補正を行うための手動キーストーンキー、トラブル対象方
法をＯＳＤ表示させるためのヘルプキー、環境設定メニューをＯＳＤ表示させるためのメ
ニューキーなどが含まれる。また、インジケータ群３０は、複数のインジケータから成り
、各インジケータの点灯または点滅により、動作状態（スタンバイ状態、ウォームアップ
中など）やエラー内容（ランプ異常、内部温度異常など）を表示する。
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【００３５】
　一方、リモコン４０は、装置本体４０ａの先端部（前部）４０ｆに、プロジェクタ１０
とデータの送受信を行うための送受信部５４が設けられていると共に、装置本体４０ａの
上面には、各種操作を行うための操作キー群２０が搭載されている。また、リモコン４０
は、装置本体４０ａの動きを６軸センサ４４（図２参照）によってセンシングし、その動
きに伴う角度変位量または位置変位量に基づいて、投影画像Ｇの画像補正を手動操作でき
るようになっている。
【００３６】
　操作キー群２０には、上記のプロジェクタ１０側に搭載されるキー以外に、手動で画像
補正を行うための専用キー４５が含まれる。また、その他、映像と音声を一時的に消去／
解除するためのＡ／Ｖミュートキー、投影中の映像をポインタで指し示すためのポインタ
キー、音量を調節するための音量キーなどが含まれる。
【００３７】
　専用キー４５は、その押下によって角度変位量または位置変位量の検出を指示するため
のものである。詳細については後述するが、リモコン４０は、この専用キー４５が押下さ
れ続けている間、変位量の検出および当該変位量に基づく画像補正値の算出を行う。算出
した画像補正値は、送受信部５４，３５を介してプロジェクタ１０に送信され、プロジェ
クタ１０において画像補正が行われる。
【００３８】
　なお、本実施形態の投影システムＳＹは、画像補正として、投影画像Ｇの拡大／縮小や
位置移動などを行い得るが、以下の説明では主にキーストーン歪補正を行う場合について
言及する。また、当該キーストーン歪補正は、リモコン装置本体４０ａの、把持部（後部
）４０ｂに対する先端部４０ｆの回転（傾き）に伴って検出される角度変位量に基づいて
、補正値が算出されるものとする。
【００３９】
　次に、図２および図３を参照し、リモコン４０およびプロジェクタ１０の制御構成につ
いて説明する。図２は、リモコン４０の制御ブロック図である。リモコン４０は、主な制
御構成として、操作キー群５０と、キー検出部４２と、記憶部４３と、６軸センサ４４と
、制御部５１と、変位量演算部５２と、補正値算出部５３と、送受信部５４と、を有して
いる。なお、請求項における「変位量検出手段」は、６軸センサ４４、制御部５１および
変位量演算部５２により実現される。また、請求項における「補正値算出手段」は、制御
部５１および補正値算出部５３により実現される。
【００４０】
　操作キー群５０は、上記のとおり、ユーザが各種操作を行うためのものであり、キース
トーン歪補正を手動で行う際に押下される専用キー４５を有している。キー検出部４２は
、操作キー群５０に含まれる任意のキーの押下の有無および押下時間を検出し、その検出
信号を制御部５１に出力する。
【００４１】
　記憶部４３は、設定値記憶部４６および６軸情報記憶部４７を有し、書き換え可能なメ
モリにより実現される。設定値記憶部４６は、プロジェクタ１０に設定されている設定値
（キーストーン歪補正値）を記憶するためのものである。設定値は、プロジェクタ１０ま
たはリモコン４０の電源投入時に、送受信部５４，３５を介して取得される。また、６軸
情報記憶部４７は、６軸センサ４４の出力値である６軸情報を記憶するためのものである
。６軸情報記憶部４７は、専用キー４５が押下され続けている間、規定時間毎に得られる
６軸情報を随時上書きしながら記憶する。
【００４２】
　６軸センサ４４は、加速度センサ４８と、ジャイロセンサ４９と、から成るワンチップ
センサであり、３次元軸（Ｘ，Ｙ，Ｚ軸）と、各軸を中心とした回転軸の座標を検出可能
となっている。
【００４３】
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　制御部５１は、リモコン４０内の各構成要素を統括制御するものであり、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）等により構成される。変位量演算部５２は、６軸情報記憶部４７
に記憶される６軸情報の変化（差分）に基づいて、リモコン装置本体４０ａの角度変位量
や位置変位量を算出（検出）する。
【００４４】
　補正値算出部５３は、変位量演算部５２により算出された角度変位量に基づいて、キー
ストーン歪補正値を算出する。具体的には、プロジェクタ１０またはリモコン４０の電源
投入後、初回の補正値算出時において、設定値記憶部４６に記憶されている設定値（キー
ストーン歪補正値）と、変位量演算部５２により算出された角度変位量と、に基づいて最
初のキーストーン歪補正値を算出する。その後は、前回算出したキーストーン歪補正値と
、変位量演算部５２により算出された角度変位量の変化（差分）と、に基づいて新たなキ
ーストーン歪補正値を算出する。なお、補正値算出部５３は、変位量演算部５２により算
出された角度変位量が所定値（予め設定された無効変位量）を超えた場合のみ補正値を算
出し、所定量以下の場合は補正値を算出しない。この所定量の設定により、リモコン４０
の操作に伴う手ぶれの影響を排除することができる。
【００４５】
　送受信部５４は、プロジェクタ１０から設定値（キーストーン歪補正値）を受信すると
共に、プロジェクタ１０に対し補正値算出部５３により算出されたキーストーン歪補正値
を送信する。なお、送受信部５４は、プロジェクタ１０の送受信部３５と、無線通信を介
してデータ送受信を行うことが好ましい。また、無線通信技術としては、ブルートゥース
を用いることが好ましい。ブルートゥースを用いることで、赤外線を利用した場合と比較
して、障害物の影響を軽減できると共に省電力且つコストダウンを図ることができる。
【００４６】
　次に、図３の制御ブロック図を参照し、プロジェクタ１０の制御構成について説明する
。同図に示すように、プロジェクタ１０は、スクリーンＳＣに対して投射光を照射する光
学系（照射手段）として、照明光学系２７と、液晶ライトバルブ２８と、投射光学系２９
と、を有している。また、プロジェクタ１０は、これらの光学系に関わる構成要素として
、光源ランプ駆動部２１と、液晶ライトバルブ駆動部２２と、投射光学系調整部２３と、
投射光学系検出部２４と、を有している。
【００４７】
　さらに、プロジェクタ１０は、その他の構成要素として、加速度センサ２５と、記憶部
２６と、制御部３１と、画像処理部３２と、信号入力部３３と、操作パネル３４と、送受
信部３５と、を有している。なお、請求項における「画像補正手段」は、投射光学系調整
部２３、制御部３１および画像処理部３２により実現される。
【００４８】
　光源ランプ駆動部２１は、照明光学系２７に含まれる光源ランプを駆動する。光源ラン
プとしては、放電発光型のものであっても自己発光素子（発光ダイオードなど）であって
も良い。液晶ライトバルブ駆動部２２は、画像処理部３２により処理された画像データに
基づいて、画像形成素子である液晶ライトバルブ２８を駆動する。
【００４９】
　投射光学系調整部２３は、モータを有しており、投射光学系２９に含まれる投射レンズ
の位置を調整する。当該投射レンズは、筒状の鏡筒内に、ズームレンズやフォーカスレン
ズなど複数のレンズが収容された組レンズとして構成される。
【００５０】
　具体的に、投射光学系調整部２３は、投射レンズを、光源光軸ＬＡ（照明光学系２７か
ら射出される光の中心軸）に直交する方向に移動させることによって、投射光学系２９の
シフト位置を調整する。また、投射光学系調整部２３は、投射レンズに含まれるズームレ
ンズを、これを支持するズームリングの回転によって、光源光軸ＬＡに平行な方向に移動
させることにより、投射光学系２９のズーム位置を調整する。さらに、投射光学系調整部
２３は、投射レンズに含まれるフォーカスレンズを、これを支持するフォーカスリングの
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回転によって、光源光軸ＬＡに直交する方向に移動させる（複数のレンズの相対位置を変
更させる）ことにより、投射光学系２９のフォーカス位置を調整する。なお、投射光学系
調整部２３による調整は、制御部３１による自動制御の他、操作パネル３４やリモコン４
０を用いた手動操作によっても実現可能となっている。
【００５１】
　投射光学系検出部２４は、投射光学系２９のシフト位置、ズーム位置およびフォーカス
位置を検出する。これらの検出結果は、投射光学系調整部２３による調整のために用いら
れる。また、投射光学系検出部２４としては、ロータリーエンコーダや可変抵抗器など、
周知の位置検出手段を適用可能である。
【００５２】
　加速度センサ２５は、プロジェクタ装置本体１０ａの位置変化量を検出する。具体的に
は、装置本体１０ａの複数箇所に搭載され、各加速度センサ２５から出力される計測値に
基づいて、装置本体１０ａの前後方向、上下方向および左右方向における移動量、水平方
向における回転量、並びに仰角の変化量を検出する。当該加速度センサ２５の検出結果は
、後述する画像処理部３２において、自動でキーストーン歪補正を行う場合に用いられる
。なお、加速度センサ２５としては、圧電体型、半導体ひずみゲージ型、サーボ型のいず
れを用いても良い。
【００５３】
　記憶部２６は、リモコン４０から送信されたキーストーン歪補正値、および投射光学系
検出部２４の検出結果を記憶する。また、記憶部２６は、電源切断前のキーストーン歪補
正値を保持しておくことで、制御部３１により電源投入後に読み出し可能となっている。
すなわち、記憶部２６は、書き換え可能であって且つ不揮発性であることが前提である。
【００５４】
　制御部３１は、プロジェクタ１０内の各構成要素を統括制御するものであり、ＣＰＵ等
により構成される。画像処理部３２は、画像処理プログラムに基づいて所定の画像補正を
行うものであり、キーストーン歪補正部３７を有している。キーストーン歪補正部３７は
、リモコン４０から送信されたキーストーン歪補正値（手動の場合）または加速度センサ
２５の検出結果（自動の場合）に基づいて、プロジェクタ１０の水平方向における回転や
仰角変化に伴う画像の歪みを補正する。例えば、プロジェクタ１０があおり投射を行なう
場合、液晶ライトバルブ２８に歪のない画像が形成されると、スクリーンＳＣ上の投影画
像Ｇが略台形状に歪んでしまう。そこで、液晶ライトバルブ２８に略台形状に歪んだ画像
（スクリーンＳＣ上に投影される投影画像Ｇの逆画像）を形成すれば、スクリーンＳＣ上
に歪のない画像（正しいアスペクト比を有する長方形画像）を投影させることができる。
すなわち、キーストーン歪補正部３７は、この補正済みの画像データを生成する処理を行
う。
【００５５】
　信号入力部３３は、パーソナルコンピュータやビデオレコーダ等の外部機器６１から画
像データや制御信号を取得する。この場合、信号入力部３３は、パーソナルコンピュータ
から出力されたＲＧＢ信号やビデオレコーダから出力されたコンポジット信号を受信する
インターフェースにより構成される。また、信号入力部３３は、メモリカードなどの外部
記憶媒体（図示省略）から画像データ等を取得することも可能である。この場合、信号入
力部３３は、画像データを読み出すメモリカードスロットにより構成される。
【００５６】
　操作パネル３４は、上記のとおり、ユーザが各種操作を行うための操作キー群２０と、
プロジェクタ１０の状態を示すインジケータ群３０と、を有している（図１参照）。また
、送受信部５４は、リモコン４０からキーストーン歪補正値を受信すると共に、リモコン
４０に対して設定値（リモコン４０によるキーストーン歪補正操作前に、予め設定されて
いるキーストーン歪補正値）を送信するものであり、無線技術の一つであるブルートゥー
スを用いて送受信を行うことが好ましい。
【００５７】
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　次に、図４および図５を参照し、手動でキーストーン歪補正を行う場合の操作方法につ
いて説明する。図４に示すように、ここでは、スクリーンＳＣの幅方向（左右方向）をＸ
軸方向、スクリーンＳＣの高さ方向（上下方向）をＺ軸方向、リモコン４０からスクリー
ンＳＣに対しての奥行き方向（前後方向）をＹ軸方向とする。
【００５８】
　例えば、ユーザがリモコン後部の把持部４０ｂを把持し、さらに専用キー４５を押下し
た状態で、先端部４０ｆを上方向に傾けると、プロジェクタ１０は、投影画像Ｇの上辺が
下辺よりも大きくなる（長くなる）ように縦キーストーン歪補正を行う（図５の投影画像
Ｇ０→投影画像Ｇ１参照）。この場合、リモコン４０は、先端部４０ｆが上方向に傾けら
れたことに伴うＸ軸方向の角度変位量に基づいて、プラスの縦キーストーン歪補正値を算
出し、これをプロジェクタ１０に送信する。プロジェクタ１０は、当該プラスの縦キース
トーン歪補正値に基づいて、上記のような画像補正を行う。なお、「Ｘ軸方向の角度変位
量」とは、Ｘ軸を中心とした回転軸を基準軸とした場合の回転座標の変化量を指すもので
ある。
【００５９】
　同様に、ユーザがリモコン後部の把持部４０ｂを把持し、さらに専用キー４５を押下し
た状態で、先端部４０ｆを下方向に傾けると、プロジェクタ１０は、投影画像Ｇの下辺が
上辺よりも大きくなるように縦キーストーン歪補正を行う（図５の投影画像Ｇ０→投影画
像Ｇ２参照）。この場合、リモコン４０は、先端部４０ｆが下方向に傾けられたことに伴
うＸ軸方向の角度変位量に基づいて、マイナスの縦キーストーン歪補正値を算出し、これ
をプロジェクタ１０に送信する。なお、縦キーストーン歪補正値のプラス／マイナスは、
入れ替わっても良く、結果的にリモコン４０の傾き方向と投影画像Ｇの大きくなる辺とが
一致すれば良い。
【００６０】
　また、上辺または下辺が、他辺に対して大きくなる（または小さくなる）割合は、Ｘ軸
方向の角度変位量に比例する。したがって、リモコン４０を床面に対して水平方向から１
０度下方向に傾けた場合よりも、水平方向から２０度下方向に傾けた場合の方が、投影画
像Ｇの上辺に対する下辺の長さの割合が大きくなる。なお、操作開始角度は、補正値に影
響しない。つまり、リモコン４０を床面に対して水平方向から１０度下方向に傾けた場合
と、リモコン４０を床面に対して垂直方向から１０度下方向に傾けた場合とでは、同一の
補正値が算出されることとなる。なお、辺の長さが変化する割合は、角度変位量に比例す
るのではなく、所定の計算式に基づいて算出されるようにしても良い。
【００６１】
　一方、図４に示すように、ユーザがリモコン後部の把持部４０ｂを把持し、さらに専用
キー４５を押下した状態で、先端部４０ｆを右方向に回転させると、プロジェクタ１０は
、投影画像Ｇの右辺が左辺よりも大きくなる（長くなる）ように横キーストーン歪補正を
行う（図５の投影画像Ｇ０→投影画像Ｇ３参照）。この場合、リモコン４０は、先端部４
０ｆが右方向に回転されたことに伴うＺ軸方向の角度変位量に基づいて、プラスの横キー
ストーン歪補正値を算出し、これをプロジェクタ１０に送信する。プロジェクタ１０は、
当該プラスの横キーストーン歪補正値に基づいて、上記のような画像補正を行う。なお、
「Ｚ軸方向の角度変位量」とは、Ｚ軸を中心とした回転軸を基準軸とした場合の回転座標
の変化量を指すものである。
【００６２】
　同様に、ユーザがリモコン後部の把持部４０ｂを把持し、さらに専用キー４５を押下し
た状態で、先端部４０ｆを左方向に回転させると、プロジェクタ１０は、投影画像Ｇの左
辺が右辺よりも大きくなるように横キーストーン歪補正を行う（図５の投影画像Ｇ０→投
影画像Ｇ４参照）。この場合、リモコン４０は、先端部４０ｆが左方向に回転されたこと
に伴うＺ軸方向の角度変位量に基づいて、マイナスの横キーストーン歪補正値を算出し、
これをプロジェクタ１０に送信する。なお、横キーストーン歪補正の場合も、横キースト
ーン歪補正値のプラス／マイナスが入れ替わっても良く、結果的にリモコン４０の回転方
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向と投影画像Ｇの大きくなる辺とが一致すれば良い。
【００６３】
　また、縦キーストーン歪補正の場合と同様に、右辺または左辺が、他辺に対して大きく
なる（または小さくなる）割合は、Ｚ軸方向の角度変位量に基づく。また、操作開始位置
は、補正値に影響しない。つまり、リモコン４０の先端部４０ｆをスクリーンＳＣに対し
て正面に向けた位置から１０度左方向に回転させた場合と、リモコン４０の長手方向をス
クリーンＳＣに対して平行に向けた位置からスクリーンＳＣに向かって１０度左方向に回
転させた場合とでは、同一の補正値が算出されることとなる。
【００６４】
　次に、図６のフローチャートを参照し、手動でキーストーン歪補正を行う場合のリモコ
ン４０の処理（キーストーン補正値送信処理）について説明する。なお、フローチャート
の主体は、全ての工程においてリモコン４０（制御部５１）であり、重複説明を避けるた
め、適宜主語を省略する。
【００６５】
　リモコン４０は、専用キー４５が押下されると（Ｓ０１）、当該専用キー４５が押下さ
れたときの６軸情報を６軸情報記憶部４７（図２参照）内の領域Ａに保存する（Ｓ０２）
。ここで、専用キー４５が押下中であるか（押下し続けられているか）否かを判別し（Ｓ
０３）、押下中でない場合は（Ｓ０３：Ｎｏ）、処理を終了する。
【００６６】
　一方、押下中である場合は（Ｓ０３：Ｙｅｓ）、現在の６軸情報（現在の６軸センサ４
４の出力値）を６軸情報記憶部４７内の領域Ｂ（領域Ａ以外の領域）に保存する（Ｓ０４
）。そして、Ｓ０２において保存した領域Ａ内の６軸情報と、Ｓ０４において保存した領
域Ｂ内の６軸情報との差分に基づいて、Ｘ軸方向の角度変位量を検出する（Ｓ０５）。こ
こで、検出した角度変位量が予め設定された無効変位量を超えるか否かを判別し（Ｓ０６
）、無効変位量を超える場合は（Ｓ０６：Ｙｅｓ）、縦キーストーン補正値を算出する（
Ｓ０７）。また、無効変位量を超えない場合は（Ｓ０６：Ｎｏ）、縦キーストーン補正値
の算出を省略する（この場合、プロジェクタ１０における縦キーストーン補正は実行され
ない）。
【００６７】
　続いて、Ｓ０２において保存した領域Ａ内の６軸情報と、Ｓ０４において保存した領域
Ｂ内の６軸情報との差分に基づいて、Ｚ軸方向の角度変位量を検出する（Ｓ０８）。ここ
で、検出した角度変位量が予め設定された無効変位量（Ｓ０６における無効変異量と同一
の値であっても異なる値であっても良い）を超えるか否かを判別し（Ｓ０９）、無効変位
量を超える場合は（Ｓ０９：Ｙｅｓ）、横キーストーン補正値を算出する（Ｓ１０）。ま
た、無効変位量を超えない場合は（Ｓ０９：Ｎｏ）、横キーストーン補正値の算出を省略
する（この場合、プロジェクタ１０における横キーストーン補正は実行されない）。
【００６８】
　縦キーストーン補正値および横キーストーン補正値の少なくとも一方を算出した場合は
、縦・横キーストーン補正値をプロジェクタ１０に送信する（Ｓ１１）。なお、フローチ
ャート上には示していないが、縦キーストーン補正値および横キーストーン補正値の両方
を算出しなかった場合は、Ｓ１１を省略する。また、縦・横キーストーン補正値の算出の
有無に関わらず、６軸情報記憶部４７の領域Ｂの６軸情報を領域Ａに上書きする（Ｓ１２
）。その後、規定時間（角度変位量の検出時間間隔に相当）の経過を待って（Ｓ１３）、
Ｓ０３以降を繰り返す。
【００６９】
　以上説明したとおり、本実施形態の投影システムＳＹによれば、リモコン装置本体４０
ａの動きに伴う変位量に基づいて所定の画像補正を行うため、上下左右キー等で操作を行
う場合と比較して、直感的な操作が可能となる。特に、操作が分かりづらいキーストーン
歪補正については、リモコン４０の先端部を向けた方向と大きくなる辺（上下左右のいず
れかの辺）とが一致するため、取り扱い説明書等を参照しなくとも、また初心者であって
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も、容易に操作することができる。
【００７０】
　なお、上記の実施形態では、リモコン４０がプロジェクタ１０から設定値を取得するの
は、リモコン４０またはプロジェクタ１０の電源投入時であるものとしたが、ユーザによ
る設定値取得を指令する操作（操作キー群５０または操作パネル３４の操作）をトリガと
して設定値を取得しても良いし、定期的に取得しても良い。
【００７１】
　また、上記の実施形態では、リモコン４０側でキーストーン歪補正値を算出するものと
したが、プロジェクタ１０側で算出するようにしても良い。つまり、リモコン４０内に設
けられていた補正値算出部５３（図２参照）をプロジェクタ１０側に移動しても良い。こ
の場合、リモコン４０は、変位量演算部５２による演算値（角度変位量）をプロジェクタ
１０に送信する。一方、プロジェクタ１０は、当該演算値を取得し、補正値算出部で補正
値を算出してキーストーン歪補正を行う。なお、この構成においては、リモコン４０がプ
ロジェクタ１０から設定値を取得する必要はない。また、演算値が無効変位量を超えてい
るか否か（補正値を算出するか否か）の判別も、プロジェクタ１０側で行う。
【００７２】
　また、上記の実施形態では、リモコン４０内に６軸センサ４４を備えるものとしたが、
上記のとおり、リモコン装置本体４０ａの動きにより、画像補正としてキーストーン歪補
正のみを行う場合は、角速度を検出するジャイロセンサ４９のみ搭載すれば十分である。
すなわち、加速度センサ４８を省略した構成としても良い。
【００７３】
　また、上記の実施形態では、画像補正として、キーストーン歪補正を行う場合について
主に言及したが、その他の画像補正についても、リモコン装置本体４０ａの動きによって
操作可能である。例えば、投影画像Ｇの全体を拡大／縮小する画像補正（光学電動テレワ
イド）を、リモコン装置本体４０ａの動きによって操作できるようにしても良い。この場
合、Ｙ軸方向の位置変位量に基づいて、拡大／縮小率を示す補正値を算出することが好ま
しい。この構成によれば、リモコン装置本体４０ａをスクリーンＳＣへの奥行き方向に移
動させることで、投影画像Ｇの全体を拡大／縮小する画像補正を行うことができる。なお
、より直感的な操作を実現できるように、リモコン装置本体４０ａをスクリーンＳＣに近
づけることで、投影画像Ｇが拡大し、逆に遠ざけることで縮小することが好ましい。また
、当該操作方法は、投影画像Ｇの一部を拡大／縮小する画像補正（Ｅ－Ｚｏｏｍ）にも適
用可能である。
【００７４】
　また、スクリーンＳＣ上における投影画像Ｇの位置を移動する画像補正（光学電動レン
ズシフト）を、リモコン装置本体４０ａの動きによって操作できるようにしても良い。こ
の場合、スクリーンＳＣの幅方向に相当するＸ軸方向、およびスクリーンＳＣの高さ方向
に相当するＺ軸方向の位置変位量に基づいて、移動方向および移動量を示す補正値を算出
することが好ましい。この構成によれば、リモコン装置本体４０ａをスクリーンＳＣ面に
沿った２方向（幅方向および高さ方向）に移動させることで、スクリーンＳＣ上における
投影画像Ｇの位置を変更することができる。なお、より直感的な操作を実現できるように
、リモコン装置本体４０ａの移動方向と、ユーザから見た投影画像Ｇの移動方向とを一致
させることが好ましい。
【００７５】
　なお、これらの画像補正（投影画像Ｇの拡大／縮小および位置移動）が行われた場合、
プロジェクタ１０側では、主に投射光学系調整部２３（図３参照）による調整によって画
像補正が行われることとなる。
【００７６】
　また、これらの各画像補正機能について、基準軸と無効変位量とをユーザが手動で設定
できるようにしても良い（手動設定手段）。図７は、そのＯＳＤ設定画面の一例を示す図
である。同図に示すように、例えばユーザ設定画面において、画像補正機能（「縦キース
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トーン歪補正」、「横キーストーン歪補正」、「光学電動テレワイド」、「光学電動レン
ズシフト（上下）、「光学電動レンズシフト（左右）、「Ｅ－Ｚｏｏｍ」」毎に設けられ
たドロップダウンリスト８１，８２で、基準軸および無効変位量を設定可能としても良い
。基準軸については、各ドロップダウンリスト８１において、「Ｘ軸」、「Ｙ軸」、「Ｚ
軸」、「Ｘ軸を中心とした回転軸」、「Ｙ軸を中心とした回転軸」、「Ｚ軸を中心とした
回転軸」の６つの選択肢の中から選択可能である。また、無効変位量については、ドロッ
プダウンリスト８１において、直線軸（「Ｘ軸」、「Ｙ軸」、「Ｚ軸」のいずれか）が選
択された場合は、ミリ単位で、また回転軸（「Ｘ軸を中心とした回転軸」、「Ｙ軸を中心
とした回転軸」、「Ｚ軸を中心とした回転軸」のいずれか）が選択された場合は、回転角
度単位で設定可能である。
【００７７】
　なお、無効変位量については、画像補正機能毎ではなく、直線軸と回転軸とに分けてそ
れぞれ一律に設定可能としても良い。また、無効変位量だけではなく、変位量を検出する
時間間隔（図６のフローチャートにおけるＳ１３の規定時間に相当）を設定できるように
しても良い。この場合、秒単位で設定可能としても良いし、感度（「高い」、「普通」、
「低い」）で設定可能としても良い。
【００７８】
　また、プロジェクタ１０またはリモコン４０内に、変位量の検出結果から、手ぶれ状態
を学習する学習手段をさらに備え、「無効変位量」および「変位量を検出する時間間隔」
の少なくとも一方を自動設定するようにしても良い。この構成によれば、例えば手ぶれの
多いユーザの場合は、検出を行う時間間隔を長くしたり無効変位量を高くしたりするなど
、操作するユーザや使用環境によって適切な設定を行うことができる。なお、プロジェク
タ１０側で、上記のユーザ設定または自動設定が行われた場合であって、リモコン４０側
で補正値を算出する場合は、プロジェクタ１０またはリモコン４０の電源投入時等に、ユ
ーザ設定または自動設定の設定値を、画像補正の設定値と共にリモコン４０に送信するこ
とが好ましい。
【００７９】
　また、リモコン装置本体４０ａの動きによって操作可能な画像補正機能が複数存在する
場合、機能の指定は、画像補正機能毎に設けられた機能キーを用いることが好ましい。こ
の場合、キーストーン歪補正に対応した機能キーが押下された後、専用キー４５が押下さ
れた場合、キーストーン歪補正値を算出し、光学電動テレワイドに対応した機能キーが押
下された後、専用キー４５が押下された場合、テレワイド補正値を算出する、といった操
作となる。この構成によれば、専用キー４５を共通化できるため、最も操作し易い位置に
専用キー４５を配置することが可能となる。なお、機能キーと専用キー４５とを別途設け
るのではなく、画像補正機能毎に専用キー４５を設けても良い。この構成によれば、機能
キーと専用キー４５とを別途設けた場合よりも、キーの押下回数およびキーの配置数を削
減できる。
【００８０】
　また、各画像補正機能について、専用キー４５を押下しながら操作を行うものとしたが
、専用キー４５を押下し続けるのではなく、操作開始時と操作終了時のみ、専用キー４５
を押下するようにしても良い。この場合は、操作終了を指示するキー操作があるまで、変
位量の検出および補正値の算出を続けることとなる。なお、操作開始を指示するキーと操
作終了を指示するキーは、共通のキーを用いても良いし、異なる２個のキーを用いても良
い。
【００８１】
　また、上記の画像補正機能だけでなく、その他の画像補正機能（画像調整機能）に本発
明を適用しても良い。すなわち、画質、輝度（明るさ）、各色の濃度、色合い、コントラ
スト、シャープネス、絶対色温度、アスペクト比、トラッキング等の調整を、リモコン装
置本体４０ａの動きによって操作可能としても良い。
【００８２】
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　なお、上記の実施形態に示したプロジェクタ１０およびリモコン４０の各構成要素をプ
ログラムとして提供することが可能である。また、そのプログラムを各種記録媒体（ＣＤ
－ＲＯＭ、フラッシュメモリ等）に格納して提供することも可能である。すなわち、コン
ピュータを、プロジェクタ１０およびリモコン４０の各手段として機能させるためのプロ
グラム、およびそれを記録した記録媒体も、本発明の権利範囲に含まれる。
【００８３】
　また、上記の実施形態のプロジェクタ１０は、液晶表示方式を採用しているが、ＣＲＴ
表示方式やライトスイッチ表示方式（マイクロミラーデバイス方式）など、表示原理は問
わない。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、適宜変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の一実施形態に係る投影システムの簡易構成図である。
【図２】リモコンの制御ブロック図である。
【図３】プロジェクタの制御ブロック図である。
【図４】手動でキーストーン歪補正を行う場合の操作方法を示す図である。
【図５】リモコンの操作方向と投影画像の変化との関係を示す図である。
【図６】手動でキーストーン歪補正を行う場合のリモコンの処理を示すフローチャートで
ある。
【図７】各画像補正機能について、基準軸と無効変位量とをユーザが手動設定するための
設定画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１０…プロジェクタ　１０ａ…プロジェクタ装置本体　２０…操作キー群　２３…投射
光学系調整部　３０…インジケータ群　３２…画像処理部　３５…送受信部（プロジェク
タ側）　３７…キーストーン歪補正部　４０…リモコン　４０ａ…リモコン装置本体　４
０ｆ…先端部　４０ｂ…把持部　４４…６軸センサ　４５…専用キー　５０…操作キー群
　５２…変位量演算部　５３…補正値算出部　５４…送受信部（リモコン側）　Ｇ…投影
画像　ＳＣ…スクリーン　ＳＹ…投影システム
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