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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示するための方法であって、
　ａ．複数の光学、機械、熱、及び電子（以降、ＯＭＴＥと称する）表示パラメータを有
するディスプレイ装置を用いて複数のピクセルを表示するステップと、
　ｂ．前記複数のピクセルの少なくとも幾つかを選択するステップと、
　ｃ．前記選択されたピクセルと１つ又は複数のセンサとの間の第１のマッピングを求め
るステップと、
　ｄ．前記複数のＯＭＴＥ表示パラメータのうち第１のＯＭＴＥ表示パラメータを変更す
るステップと、
　ｅ．前記変更された第１のＯＭＴＥ表示パラメータを有する前記ディスプレイ装置でも
って、前記選択されたピクセルを表示するステップと、
　ｆ．前記変更された第１のＯＭＴＥ表示パラメータを有する前記ディスプレイ装置でも
って表示された、前記選択されたピクセルを、前記１つ又は複数のセンサを用いて検出す
るステップと、
　ｇ．最高表示画質が達成されるまで、前記ステップｄ項、前記ステップｅ項、及び前記
ステップｆ項を反復的に繰り返すステップと、
　ｈ．前記最高表示画質という結果になる前記変更された第１のＯＭＴＥ表示パラメータ
に基づいて表示画質補正機能を導出するステップと、
　ｉ．前記第１のマッピングに基づいてピクセル補正機能を導出するステップと、
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　ｊ．前記ステップｈ項で導出された表示画質補正機能に基づいて、前記ＯＭＴＥ表示パ
ラメータのうちの少なくとも１つを設定するステップと、
　ｋ．前記ステップｉ項で導出されたピクセル補正機能を使用して、入力画像ピクセルデ
ータを変更するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記ｆ項の検出するステップが、前記ディスプレイ装置の周りの周囲環境を検出するこ
とを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ｈ項と前記ｉ項の導出するステップは、前記導出された表示画質補正機能および前
記導出されたピクセル補正機能の少なくとも一方が、異なる周囲環境条件に基づいて異な
るように、前記検出された周囲環境に基づいて行われる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記周囲環境が、前記ディスプレイ装置の領域における周囲照明、温度、及び湿度のう
ちの少なくとも一つを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記検出するステップによる、前記ディスプレイ装置が所定の表示画質目標未満に低下
したという判断に応答して、前記ディスプレイ装置が受け持つ領域の少なくとも一部分に
重なる冗長ディスプレイを起動することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ディスプレイ装置が、プロジェクター、単一の内蔵型ディスプレイ、及び連動型デ
ィスプレイを提供するように構成された複数の内蔵型ディスプレイの少なくとも１つを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ピクセル補正機能を導出するステップが、表示画質全体を向上させるように、異な
るリサンプリングをされるべき領域を選択することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記検出するステップからの少なくとも幾つかのデータが、表示画質目標に関連する情
報を含み、その情報が、（ａ）プロジェクターの電球性能、（ｂ）表示輝度レベル、（ｃ
）表示色空間サイズ、及び（ｄ）較正を行なう必要があることのうちの少なくとも一つを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記検出するステップからの少なくとも幾つかのデータが、表示画質目標が所定の閾値
未満に低下するタイミングに関する予測情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記予測情報は、ディスプレイの光源が交換を必要とする予測時間に関する情報を含む
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検出するステップが、検出されるデータを時間と共に取得し、前記複数のＯＭＴＥ
表示パラメータ及び前記変更された入力画像ピクセルデータのうちの少なくとも一つを、
測定された、又は予測された周囲条件に従って変更することを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記周囲条件が、前記ディスプレイ装置の領域における周囲照明、温度、及び湿度のう
ちの少なくとも一つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記検出するステップから収集された経時的データを用いて、表示画質を維持するため
に修復措置が必要とされる時点を求める、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記修復措置が、前記ディスプレイ装置の電球を取り換えることを含む、請求項１３に
記載の方法。
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【請求項１５】
　前記ステップｈ項およびステップｉ項が同時に行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　ｄ１．前記複数のＯＭＴＥ表示パラメータのうち第２のＯＭＴＥ表示パラメータを変更
するステップと、
　ｅ１．前記変更された第２のＯＭＴＥ表示パラメータを有する前記ディスプレイ装置で
もって、前記選択されたピクセルを表示するステップと、
　ｆ１．前記変更された第２のＯＭＴＥ表示パラメータを有する前記ディスプレイ装置で
もって表示された、前記選択されたピクセルを、前記１つ又は複数のセンサを用いて検出
するステップとを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記最高表示画質が達成されるまで、前記ステップｄ１項、前記ステップｅ１項、及び
前記ステップｆ１項を反復的に繰り返すステップを更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ステップｈ項は、前記最高表示品質という結果になる前記変更された第２のＯＭＴ
Ｅ表示パラメータに基づいて表示画質補正機能を導出することを含む、請求項１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記ピクセル補正機能を導出するステップが、
　ディスプレイの表面と前記１つ又は複数のセンサとの間の第２のマッピングを求め、
　前記第１のマッピングと前記第２のマッピングを用いて、前記選択されたピクセルと前
記ディスプレイの表面との間の第３のマッピングを求め、
　観察者が望む表示画質を提供するために複数の目的の機能を設定し、
　前記複数の目的の機能に基づいて前記ピクセル補正機能を導出することを更に含む、請
求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はグラフィカルディスプレイに関し、具体的には一つ又は複数のディスプレイに
おける画質の向上に関する。
【０００２】
　発明の背景
　人々は、彼らの周りの全てを動画として見ることを好む。これらのディスプレイは、よ
り大きく、より明るく、解像度がより高く、そしてより安価なほど良い。今日、これは、
迫真の視覚体験を提供するデジタル映画、及び没入型仮想現実システムに変わっている。
これらのシステムを現実のものとするために必要な計算能力を今日では広く利用すること
ができるが、必要とされる非常に高画質のディスプレイは利用することができない。
【０００３】
　ディスプレイは一般に、一つ又は複数の光源からなり、光を空間変調する方法を採用す
る。例えば、多くのディスプレイは、一つ又は複数の光源（ＬＥＤ、レーザ、高圧水銀ラ
ンプ、キセノンランプなどのような）、及びＬＣＤチップ、ＬＣＯＳチップ、マイクロメ
カニカルミラーチップ（テキサスインスツルメント社のＤＬＰのような）、幾つかの数の
レンズ及び／又はミラーなどのような一つ又は複数の空間光学変調器（単数または複数）
を有する。他のディスプレイは、放射型ディスプレイであり、プラズマパネル又はＬＣＤ
パネルのように各ピクセルに一つの光源を効果的に有する。
【０００４】
　幾つかのプロジェクションディスプレイ（「プロジェクター」）は、一つの又は複数の
可動ミラー、又は等価な態様を使用して光を操向する。ミラーは時間とともに移動して、
光を空間的に操向する。この場合、光源を同時に変調して、各目標位置が異なる量の光を
受け取るようにする。このタイプのプロジェクターは多くの場合、レーザで構築される。
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光の移動が十分に迅速である場合、眼は、光線がラスタライズされていることを実感する
ことはない。
【０００５】
　他のタイプのディスプレイはＣＲＴディスプレイプロジェクターを含み、このプロジェ
クターは電子ビームを変調することにより、電子ビームが変調光に変換される。別の場合
では、スクリーン、又はスクリーンに非常に近接した領域がパターン化される。パターン
の変化は、パターン化された液晶に見られるように、光を選択的に阻止する、又は透過さ
せる。
【０００６】
　一般に、現在利用可能なディスプレイタイプには、液晶ディスプレイ、プラズマディス
プレイ、ＤＬＰディスプレイ、レーザディスプレイ、ＬＣＯＳディスプレイ、及び他のデ
ィスプレイが含まれる。全てのこれらのディスプレイは、工場内で発生する欠陥および工
場出荷後に発生する欠陥の異なる種類の欠陥を呈する。従って、所与のディスプレイの能
力が与えられた場合に、ユーザが望むと思われる最高画質のディスプレイを提供する必要
がある。必要とされる補正のタイプは、ディスプレイの周囲の周囲照明のような、又は複
数のディスプレイの中での当該ディスプレイの位置のような、ディスプレイの環境に依存
することが多い。これについては、Rajeev J. Suratiらによる「SUPER-RESOLUTION DISPL
AY」と題する米国特許第６，４５６，３３９号を参照されたい。この特許文献の教示は、
特に参照により本明細書に組み込まれる。以下に更に説明されるように、この特許は、複
数のプロジェクターから生成される投影画像をシームレスに互いにステッチングする新規
の手法が説明されており、各プロジェクターは一つのソース（供給源）（例えば、ＰＣ）
から供給される画像全体の一部を処理する。全体画像をモニタリング（監視）するカメラ
は、情報をＰＣ、及び当該カメラのオンボード画像処理アプリケーションに返し、当該カ
メラを使用して、隣接するプロジェクターからの個々の部分的に重なる画像を適切に配置
し、位置合わせし、且つ平滑化する。これにより、正しく位置合わせされ、かつ色及び照
度がほぼ均一な全体画像が生成される。しかしながら、このような構成において、画質を
更に向上させることが特に望ましい。
【０００７】
　最先端のマルチプロジェクターディスプレイは、A. K. Peters社によって出版されたMa
junder及びBrownによる「Practical Multi-Projector Display Design」と題する刊行物
（コピーライト２００７）に明確に要約されている。当該刊行物では、Majunder及びBrow
nは、プロジェクターに入ってくる複数のソース画像がスクリーン上で完璧に見えるよう
に、これらの画像を修正するための方法を提供するための種々の方法を説明している。こ
れらの修正には、結果が均一に見える（又は、ほぼ均一に見える）ように、画像の一部の
色及び照度を異なる色／照度にワープさせてマッピングすることが含まれる。Majunder及
びBrownは、ワーピング関数又は品質関数を計算して最大にすることにより、マルチプロ
ジェクターシステムが眼に均一に見えるようにする多くの方法に焦点を当てている。しか
しながら、彼ら、又は彼らが参照する多くの論文のいずれも、実際には、コントラスト、
輝度、及びレンズシフトのようなプロジェクター内の操作可能な粗パラメータを変更する
ことを企図していない。
【０００８】
　最先端のマルチプロジェクターディスプレイでは、プロジェクターへの入力信号を修正
する場合が多いが、個々のディスプレイを工場で較正することにより一般に、入力信号を
修正することなく、ディスプレイにおける総体的な設定のみを変更している。更に、多く
のディスプレイを連動させる場合、これらディスプレイのそれぞれの総体的な設定は一般
に、互いに首尾一貫するように変更されない。
【０００９】
　現在のシステムは、多くの欠点、及び動作に関する課題を呈する。互いに連動されるデ
ィスプレイの総体的な設定は個々に設定され、一般に、互いに整合するように設定されな
い。互いに連動されるディスプレイが互いに対して首尾一貫した見え方を提供することが
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望ましい。また、ディスプレイの特性は時間が経つにつれてドリフトするので、これらの
設定を更新して表示画質を維持することが望ましい。幾つかのディスプレイシステムは、
当該システムが設置された当日に直ぐに達成されないが、達成する必要がある画質目標を
有する。これらのディスプレイのオペレータは、画質目標が達成されている時点、及び／
又はメンテナンスが必要になる時点を示す定期的なフィードバックから大きな恩恵を受け
る。そして更に、オペレータは、メンテナンスが必要となる時点が事前に通知されること
により恩恵を受ける。入力信号を修正することにより、リサンプリングアーチファクトの
ような望ましくないアーチファクト、又はシステムのダイナミックレンジの減少が生じる
。これらの影響を最小限に抑えることが望ましい。周囲条件の変化は、ディスプレイの動
作に影響を与える場合があり、これらの変化に自動的に適応することが望ましい。更に、
ディスプレイに当たる光のような周囲の変化は、より明るいディスプレイシステムが、色
精度の低下を伴ないながらも一層望ましくするであろう。システムが自動的に当該システ
ム自体を調整できることが望ましい。概して、ディスプレイシステムに関する種々の懸案
事項を解決することが望ましい。
【００１０】
　本発明の概要
　本発明は、従来技術の欠点を、改善されたディスプレイシステム及び方法を提供するこ
とにより克服し、そのディスプレイシステム及び方法は、一つ又は複数のディスプレイの
特性を調整してディスプレイの挙動にわたる粗制御を達成することにより、及びセンサを
使用して表示パラメータを最適化することにより行われる。ディスプレイは、ディスプレ
イを選択的に駆動して、生成される光画像を検出することにより表示マップを作成するこ
とによって更に改善される。更に、センサを使用して、結果としての最適化されたディス
プレイが、場合によっては周囲条件を考慮に入れながら目標画質尺度を経時的に満たすこ
とを確実にする。更に、システムは、当該システムの状態についてレポートし、システム
がもはや画質目標を満たさなくなる時点を予測することができる。
【００１１】
　総じて、例示的なシステム及び方法は、ディスプレイシステムを最適化し、当該システ
ムが最適化された状態を経時的に維持することができる。ディスプレイシステムを有する
個々のディスプレイは、互いに整合された動作ポイントを有することができる。改善され
たディスプレイシステムの性能を伝えるための入力画像信号に対する補正は、最小限に抑
えることができ、従って、これらの変更による望ましくないアーチファクトを最小限に抑
えることができる。更に、時間が経つにつれてディスプレイがドリフトする場合、これら
の動作ポイントを更新することができる。周囲条件が変化して、新たな動作ポイントが望
まれる場合、新たな動作ポイントが自動的に選択され得る。ディスプレイシステムに対し
て最低レベルの画質（例えば、最低照度レベル）しか必要としないディスプレイのオペレ
ータは、ディスプレイがこれらの要件を満たすことを確実にすることができる。また、オ
ペレータには、システムのメンテナンスが必要となる可能性がある時点、画質が達成目標
を下回る時点について予め警告することができる。
【００１２】
　例示的な実施形態では、システム及び方法は、ディスプレイシステムへの入力信号の修
正（ピクセル補正機能を使用する）、及びディスプレイの動作ポイントの修正（表示画質
補正機能を使用してディスプレイの可変ＯＭＴＥパラメータを変更する）の両方を自動的
に行なうことを可能にする。総合すれば、ディスプレイシステムは、ディスプレイへの入
力信号を修正することにより生じる可能性があるアーチファクト（ダイナミックレンジの
減少、及びリサンプリングアーチファクトのような）を最小限に抑えながら、画質尺度を
最適化することができる。
【００１３】
　例示的な実施形態では、システム及び方法は、センサからのデータの供給、及び当該デ
ータから導出される量のサードパーティへの供給を可能にする。当該データは、サードパ
ーティに、当該ディスプレイシステムが実際に、所望の画質目標を満たすという情報を提
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供する。更に、例示的なシステム及び方法は、センサからのデータ、及び当該データから
導出される量を供給するだけでなく、当該データを使用して、画質目標がもはや満たされ
なくなる時点を予測する。従って、ディスプレイシステムのオペレータに、光源を取り換
える必要がある時点、又は他のシステムメンテナンスが必要になる時点について、予め警
告することができる。
【００１４】
　また、例示的なシステム及び方法は冗長性も提供する。センサは、複数のディスプレイ
の中の一つのディスプレイが十分に機能しておらず、別のディスプレイをオンにして、そ
の十分に機能していないディスプレイを置き換える、大部分置き換える、又は強化する時
点を検出することができる。システム及び方法は更に、連動される複数のディスプレイに
おける各ディスプレイの動作ポイント（ＯＭＴＥパラメータ／表示補正機能）を整合させ
るためにセンサの使用を可能にする。従って、工場で行なうことができるように各ディス
プレイを較正して標準に合わせるのではなく、これらのディスプレイを互いに対して較正
して、ディスプレイシステムが、別個に較正されるディスプレイよりも高い画質を有する
ようにする。
【００１５】
　システム及び方法は更に、ピクセル補正機能及び表示画質補正機能（ＯＭＴＥパラメー
タ）の格納を可能にする。これらの機能を格納することにより、システムが多数の動作ポ
イントを望む際に、多数の動作ポイントを与える。
【００１６】
　システム及び方法は更に、周囲条件の検出を可能にする。従って、ディスプレイの動作
ポイントは、周囲条件に基づくことができる。これを望ましとすることができる理由の一
例としては、一つの動作ポイントは、降り注ぐ太陽光がディスプレイ表面に当たる時点で
システムを最適化することができ、別の動作ポイントはシステムを夜間に最適化すること
ができる。また、場合によっては、周囲条件はディスプレイの性能に影響を与え、これは
、ディスプレイの異なる動作ポイントが異なる周囲条件で望ましいことを意味する。更に
、動作ポイントは格納され得るので、システム及び方法は更に、異なる周囲条件において
異なる動作ポイントを呼び戻すことを可能にする。
【００１７】
　システム及び方法は更に、個別のディスプレイ及び複数のディスプレイからなるシステ
ムに同じ機能を提供する。一般に、複数のディスプレイを使用して全体的なディスプレイ
を生み出す（例えば、多数のディスプレイにわたる大きな画像、又は同時に表示される多
数の独立した画像）。
【００１８】
　システム及び方法は更に、ディスプレイシステムへの入力信号を修正することにより被
ったアーチファクトを低減する能力を提供する。システム及び方法は、表示画質補正機能
を使用することによりそのようにする。更に、システム及び方法によって、アーチファク
トの低減は、ピクセル補正機能を空間的に変化させることを可能にすることにより可能に
なる。これが望ましい理由の一例として、システムの一つの領域がテキストを表示してい
る場合の、連動される複数のプロジェクターを検討する。ピクセル補正機能におけるテキ
ストのリサンプリングの影響は許容できないので、特定の領域におけるリサンプリングを
回避することが望ましい可能性がある。代案として、その領域における鮮鋭化フィルタは
、テキストの画質を向上させることができる。
【００１９】
　システム及び方法の代替の実施形態では、ＯＭＴＥパラメータを自動的に設定すること
ができない無能力が存在する可能性がある。この場合、システム及び方法によって更に、
サードパーティのオペレータ（人間のような）がＯＭＴＥパラメータを手動で修正するこ
とを可能にする。
【００２０】
　更に、システム及び方法は、システムに関する重要なデータをサードパーティに供給す
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る能力を提供する。そのデータは、ディスプレイがどの程度明るいか、又は誰かがＯＭＴ
Ｅパラメータを不適切に変更した場合のような画質の測定基準を含むことができる。シス
テム及び方法は、e-mailにおいて、恐らくはグラフの形式においてのような、システムの
画質の送出方法を提供する。或いは、システム及び方法によって、画質目標が満たされな
くなる時点の予測が可能になる。予測は、プロジェクターの電球（光源）を取り換えるよ
うなメンテナンスを行なうべき時点を知る必要があるディスプレイシステムのオペレータ
にとって有用である。
【００２１】
　以下の本発明の説明は、添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一般化された実施形態による例示的なディスプレイシステムのブロック
図である。
【図２ａ】ピクセル補正機能手順の前の表示画質補正機能手順の実行順序を表わす簡易フ
ロー図である。
【図２ｂ】表示画質補正機能手順の前のピクセル補正機能手順の実行順序を表わす簡易フ
ロー図である。
【図２ｃ】進行中のピクセル補正機能手順および表示画質補正機能手順の実行を表わす簡
易フロー図である。
【図３】本発明の一実施形態による表示画質補正機能を導出するための手順のフロー図で
ある。
【図４】本発明の代替の実施形態による表示画質補正機能を繰り返し導出する、図３の手
順における代替のステップを表わすフロー図である。
【図５】本発明による補正アプリケーションソフトウェア及び／又はハードウェアを有す
るＰＣの制御下で、複数の別個の画像から部分的に重なった画像をディスプレイ表面に形
成する、連動される投影装置のアレイの略図である。
【図６】データをサードパーティに供給すること、及びサードパーティが実行する動作を
示すブロック図である。
【図７】本発明による補正アプリケーションソフトウェア及び／又はハードウェアを有す
るＰＣの制御下で、全体的な画像を形成している連動される内蔵型ディスプレイのアレイ
の略図である。
【００２３】
　詳細な説明
　Ａ．センサ
　更なる背景として、画像の品質に関する情報を取得するために、本発明のシステムは、
一つ又は複数の光センサを利用する。センサは種々の態様で定義されることができ、カメ
ラ、光センサの線形アレイ、及びフォトダイオードのような、固有の空間情報を有さない
光センサを含む多くの異なるタイプのうちの一つとすることができる。場合によっては、
システムは、多くのセンサを必要とし、場合によっては、システムはセンサを一つしか必
要としない。センサ（単数または複数）は、狭波長帯域又は広波長帯域のいずれかの帯域
の赤外線、紫外線、又は可視光を検出することができる。センサ（単数または複数）は、
撮像カメラのように、位置に対して敏感とすることがきるか、又は単一の光量検出フォト
ダイオードのように、位置に対して鈍感とするができる。カメラ（単数または複数）のよ
うな幾つかのセンサは、システムの３次元形状の検出を行なうことができる。
【００２４】
　非常に簡単な光センサでも、ディスプレイ／プロジェクターと連係して使用され、且つ
一つ又は複数のプロジェクターに投影される画像を制御する機能と組み合わせる場合には
、色情報、照度情報、及び空間情報を含むかなりの量の情報を提供することに留意された
い。特に、システムは、ディスプレイ／プロジェクター及び光センサを同時に制御して検
出することができる。単一のフォトダイオードを使用して、ディスプレイ内の隣接するピ
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クセルを漸進的にオン及びオフし、どのピクセルが当該ダイオードを照らしているかを判
断することにより、空間情報を取得することができる。部分的なヒットは、全ヒットより
も低い照度として現われる。この技術を使用して、システムは空間情報を取得する。プロ
ジェクターの照度は、単一のダイオードを使用して、当該ダイオードを２つのプロジェク
ターの光路に位置決めし、各プロジェクターを順次にオンにすることにより比較すること
ができる。例示的なシステムは、ダイオードを各プロジェクターからの有色光で照明して
、検出される光強度を比較することにより、２つのプロジェクターの色性能を整合（一致
）させることができる。同様に、２つの光センサの性能は、同じディスプレイからの光を
複数のセンサで捕捉することにより一致させることができる。
【００２５】
　Ｂ．ディスプレイ
　システムは一般に、光センサ（単数または複数）及びディスプレイ／プロジェクター（
単数または複数）フィードバックシステム（これらに必ずしも限定しない）に適合される
。これらのシステムは、一般に一つ又は複数のディスプレイ、及び一つ又は複数の光セン
サからなるシステムである。これらの光センサは、フィードバックを行なってディスプレ
イへの入力を制御し、所望の結果を達成する。「ディスプレイ」とは、ユーザが閲覧する
ことができる視覚画像を供給する任意のシステムを意味することに留意されたい。「連動
型ディスプレイ」とは、互いに対して近接して配置され、関連画像または同じ画像の構成
要素を一般に表示する複数のディスプレイを意味する。同様に、「内蔵型」ディスプレイ
という用語は、所定のスクリーン表面を含むディスプレイ（プラズマディスプレイ、ＬＣ
Ｄフラットパネル、及びリアプロジェクションテレビのような）を指す。これらのタイプ
のディスプレイは、これらのスクリーン表面が接する状態で、又はこれらのスクリーン表
面の間に隙間がある状態で傾斜させることができる。また、「分離した」スクリーン表面
を有するディスプレイも指す。スクリーンは専用構造とする必要はなく、投影画像を閲覧
することができる任意の表面である。分離したスクリーンを有するこれらのディスプレイ
は一般に、プロジェクターであり、これらのディスプレイの重なり部分を含むことができ
る。
【００２６】
　Ｃ．システム
　本発明の教示に従って採用され得る係るシステム１００の例示的な実施形態が、図１に
示され、大部分において、上記で組み込まれた米国特許第６，４５６，３３９号に記載さ
れているシステムに対応する。概して、ディスプレイ装置１０２（プロジェクターアレイ
など）は、光路１０３を介して画像をディスプレイ表面１０４に伝える。表示画像は、カ
メラ又は他の形態の内部又は外部撮像センサ１０６により検査される。検出された画像デ
ータは計算装置１０８に伝えられ、計算装置１０８は、画像の様々な部分を分析して、全
体画像の様々な領域における相対的なピクセル特性を求める。このデータを光線画像ソー
ス１１０からのデータと比較し、画像の様々な部分に対する適切な補正が達成される。補
正された画像部分は、所定のプロジェクターの別個の画像の全てに、又は部分的に重なる
部分に対応することができる。図示されたように、画像ソース、計算装置、及び／又はピ
クセル補正装置１１２は、単一のプロセッサ／回路（ボックス１１４）の一部とすること
ができるか、又は個々の相互接続された部品へと分離され得る。結果としての補正された
ピクセル入力１１５は図示されたように、ディスプレイ装置１０２に供給される。ディス
プレイ装置１０２の補正も、本発明に従って、ディスプレイ装置１１６の動作を支配する
内因性及び／又は外因性の光学パラメータ、電子パラメータ、機械パラメータ、又は熱パ
ラメータ（Optical,  Mechanical, Thermal or Electronic ：ＯＭＴＥパラメータ）によ
って容易に行なうことができる。この新規の補正機能について以下に更に説明する。
【００２７】
　ディスプレイに対する光センサの位置、及び向きは、大きく変えることができるが、そ
れでも適切に機能することができることは留意されたい。 リアプロジェクションテレビ
の場合、光センサは、ユーザが位置することになるディスプレイの前方にあることができ
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る。また、当該センサは、ディスプレイの内部に配置されることもでき、これにより、ユ
ーザが見る物を背後から検査するか（これは、ユーザが見る物の非常に歪んだバージョン
となり得る、例えば、フレネルスクリーンを使用する）、又はユーザが見ることができな
いピクセルを検査することができる。センサは、ディスプレイ表面に対して非常に鋭角で
配置され得る。
【００２８】
　幾つかの実施形態において、ディスプレイ表面とディスプレイ装置との間の光路長は、
放射型ディスプレイの場合には、ほぼゼロとすることができ、ＬＣＤディスプレイの場合
には、比較的短くすることができ、フロント又はリアプロジェクションディスプレイの場
合には、数メートルとすることができることに留意されたい。
【００２９】
　更に、幾つかの実施形態では、光路内に、又はディスプレイ装置自体の中に、故意に物
体を挿入して、信号を光学的に減衰させることができることに留意されたい。このために
、これら物体の位置及び特性は、システムによって制御可能な光学パラメータ（例えば、
位置）であると考えられるべきである。場合によっては、エッジブレンドプレート（edge
 blend plates）として知られ、ディスプレイ装置の一部であると見なされ得るこれらの
物体は、プロジェクターのほとんどの黒が実際には真の黒色ではないという問題を解決し
ようとする。即ち、それは、光を減衰させるために使用されている透過型ＬＣＤパネル、
又はエッジに挿入される濃度フィラー、或いは光をエッジで減衰させる機械的技術または
光学的技術とすることができる。別の例は、ディスプレイ全体の照度を調整する絞りであ
る。この場合、修正されるべき機械特性は、開口の直径である。他のパラメータと同様に
、機械パラメータは、フィードバック制御による自動調整、及びディスプレイからのサー
ドパーティビューアのフィードバックを使用した、又はディスプレイシステムにより供給
される一組のデータを使用した手動調整の両方を受けることができる。
【００３０】
　幾つかの具現化形態では、障害物が、ディスプレイの或る部分又は一部分を光センサか
ら遮っている。場合によっては、これは、建物の柱がプロジェクターの一部分を遮る場合
におけるように、意図的ではない。この種類の障害は、遮られていないプロジェクターに
よって補償され得る。場合によっては、障害は意図的である。例えば、プロジェクターの
考えられる最も暗い出力は、それでも見ることができる場合が多い。２つのプロジェクタ
ーが同様の暗いレベルでもって部分的に重なる場合、部分的に重なるエリアの暗い領域は
、重なっていないエリアの２倍の明るさであり、境界をよく見えるようにする。カスタマ
イズされたバッフル、勾配濃度フィルタ、レーク（rakes）などを導入して、黒レベルが
観察者に更に均一に見えるようにする。
【００３１】
　幾つかの具現化形態では、ピクセル補正装置１０８はディスプレイ装置１０２の一部と
して組み合わされる。ピクセル補正装置は、チップ、例えば画像をワープするための専用
チップで実現され得るので、当該チップはディスプレイ装置に容易に含められ得る。代案
として、ピクセル補正装置は、汎用コンピューティングプラットフォームで実行されるソ
フトウェアとして実現されることができ、当該ソフトウェア及びプラットフォームは、デ
ィスプレイ装置に容易に含められ得る。例えば、SanyoＴＭ　Corporationは、Silicon Op
tixＴＭ（カリフォルニア州サンノゼ市）から入手することができるワーピングチップ（w
arping chip）を含むオプションカード付きのＬＣＤプロジェクターを提供している。こ
れとは別に、Silicon Optix社は、プロジェクターの外側に置かれているボックス内にほ
ぼ同じチップを有するImage AnyplaceＴＭ boxを製造している。
【００３２】
　幾つかの具現化形態では、計算装置はディスプレイ装置の一部である。例えば、電子看
板業界では、装置の一部である汎用コンピュータを有するディスプレイ装置を出荷するこ
とが標準である。当該コンピュータは、計算装置として使用され得る。
【００３３】
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　幾つかの具現化形態では、画像ソースはディスプレイ装置の一部である。例えば、記憶
装置をディスプレイ装置の一部として含む場合、画像ソースはディスプレイ装置に包含さ
れ得る。やはり、電子看板業界では、記憶装置をディスプレイ装置の一部として有するこ
とが一般的である。
【００３４】
　幾つかの具現化形態では、画像ソースは光学特性、機械特性、熱特性および／または電
子特性（ＯＭＴＥ特性）を有することができ、これらの特性は、ディスプレイ装置のＯＭ
ＴＥ特性に効果的に含まれ得る。アンテナを介して捕捉される放送テレビジョン信号の例
では、当該アンテナはディスプレイ装置の一部とすることができるか（ＩＥＥＥ　８０２
．１１対応信号により伝送されるテレビジョン信号又はビデオ信号の場合におけるように
）、又は単にディスプレイ装置に接続（恐らく、間接的に）され得る。アンテナは、制御
可能なＯＭＴＥ特性を有することができ、これらの特性によって、より大きい又はより小
さいノイズを有する（例えば、アンテナが指す方向）、ディスプレイへの画像ソースが生
成される。撮像センサは、信号がディスプレイ表面に如何にして現われるかを検出するこ
とができ、アンテナのＯＭＴＥ特性を調整することができる。別の例は、ディスプレイ装
置に入力するアナログビデオ信号である。ディスプレイ装置のＯＭＴＥ特性は、信号検出
器の位相及びクロック（並びに、他のパラメータ）を含み、位相及びクロックは、最適な
画像がディスプレイ表面に現われるように調整され得る。しかし、入力信号自体の位相又
はクロック（又は、他のパラメータ）は、ディスプレイ表面の画像を最適化するように提
供されることもできる。更に別の例は、プロジェクターに入力する前に色が修正され得る
入力ビデオ信号である。
【００３５】
　幾つかの具現化形態では、ピクセル補正装置は画像ソースに併合され得る。例えば、コ
ンピュータグラフィックスを使用して生成される画像ソースは、多数のメッシュ状オブジ
ェクトをその中に有することができる。プロジェクターに送信される結果としてのコンピ
ュータ生成画像が必要に応じてディスプレイ表面に現われるように、メッシュ内の頂点の
位置及び色を事前に補正することが可能である。
【００３６】
　幾つかの代替の具現化形態では、恐らくは、一つのセンサではディスプレイの全てを検
査することができないなどの理由により、複数の光センサを用いて表示画質を完全に再構
成する必要がある。更に、計算装置（１０８）は、画像プロジェクションシステムを駆動
するために用いられるパーソナルコンピュータとすることができる。代案として、計算装
置は、複数のＰＣとして実現されることができ、場合によっては、計算装置はＦＰＧＡ又
はカスタムＡＳＩＣである。同様に、ピクセル補正機能（１１２）は、以下に限定されな
いが、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ＦＰＧＡ、カスタムＡＳＩＣ、又は別のデータ
処理チップ又はデバイスで実現され得る。当該ピクセル補正機能は、グラフィックス処理
ユニット（ＧＰＵ）のテクスチャマッピング部分、又はＧＰＵの内部に実現されるソフト
ウェア、ファームウェア、又はハードウェアベースのアルゴリズムとして実現され得る。
当該ピクセル補正機能は、記憶空間（１１８）のような適切な場所に格納され得る。その
ような場合、ピクセル補正機能は、テーブル内のように、明示的に格納され得る。
【００３７】
　更に、当該システムの一具現化形態におけるディスプレイ表面１０４は平坦でなくても
よい。実際には、ディスプレイ表面は、人物のような３次元の物体、又は波打つ旗のよう
に見える波動スクリーンとすることができる。場合によっては、ディスプレイ表面は、船
の帆のように動いている。場合によっては、ディスプレイ表面は、動いている振り子にプ
ロジェクターが投影するように、既知のパターンで動いており、この場合、ディスプレイ
表面が正しい位置になるようにセンサデータのタイミングをディスプレイ表面に合わせる
必要がある。代案として、ディスプレイスクリーンは霧、煙、又は単なる空気とすること
ができる。ほとんどの場合、ディスプレイ表面は固定される。ディスプレイ表面は多くの
場合、特定の形状になるように設計されるが、或る許容範囲内でのみ、その目標を達成す
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る。即ち、ディスプレイ表面はほぼ円筒形、ドーナツ形、楕円形、又は球形とすることが
できる。場合によっては、ディスプレイ表面は、リアプロジェクションテレビの内部のフ
レネルスクリーンのように、光を特定方向に導くように設計される。
【００３８】
　ＯＭＴＥパラメータ（１１６）は多くの形態で到来する。これらのパラメータの幾つか
の具現化形態には、多くのディスプレイにおいて、各色の照度に影響を与える「輝度」及
び「コントラスト」が含まれる。幾つかのディスプレイは、レンズをプロジェクター内で
機械的に移動させるためにレンズシフトを有し、幾つかのディスプレイは、プロジェクタ
ー自体を移動させるためにパラメータが調整され得る機械式ポジショナーを含む。幾つか
のディスプレイは、光源の電圧、又はディスプレイに達する電力を制御する別のパラメー
タを制御することを可能にする。幾つかのディスプレイは、カラールックアップテーブル
を設定して、微妙な色相を補正することを可能にする。場合によっては、これらのルック
アップテーブルは空間的に変化する。幾つかのディスプレイは、より正確な入力／出力曲
線を得るために、ピクセル値から比べて出力照度を制御するテーブルを有する。或いは、
幾つかのディスプレイは、選択するために種々の係るテーブルを有する。幾つかのディス
プレイは、動作温度が設定可能な温度制御ユニットを有する。幾つかのディスプレイは、
焦点を合わせる、又は焦点をぼかす、或いはズームインすることができるレンズを有する
。幾つかのディスプレイは、余分のピクセルを有し、入力信号全体を右又は左にわずかに
シフトさせるかどうかを設定することができる。多くのディスプレイは、アナログ信号に
正しく同期するという問題を蒙り、これらのディスプレイは、入力信号をディスプレイに
正しく同期させるように設定され得る位相及びタイミングを有する。適切な制御装置また
はインターフェースを介して設定され得る、本明細書で言及されていないパラメータが更
に多く存在する。この説明のために、ディスプレイ装置のパラメータは概して、２つのカ
テゴリーに分類される。即ち、自動的に制御され得るパラメータ（例えば、シリアルポー
トコマンドを介して、図１の１２１）、及び手動設定を必要とするパラメータ（図１の１
２３）である。大部分について、例示的な実施形態は、自動制御可能なパラメータ（１２
１）に関する。
【００３９】
　Ｉ．ピクセル補正
　ピクセル補正機能、及びＯＭＴＥパラメータを設定する表示補正機能の導出について次
に、更に詳細に説明する。ピクセル補正機能の導出を更に参照すると、上記で組み込まれ
た米国特許第６，４５６，３３９号には、如何にしてピクセルの有無を検出し、マッピン
グを形成し、ピクセル補正機能を導出して適用するかに関する方法が詳細に説明されてい
る。他の特許文献、及び学術論文には、マッピングを形成する他の技術または他の態様が
説明されている。これらの多くは、Aditi Majumder及びMichael S. Brown著、「Practica
l Multi-Projector Display Design」に説明されて参照される。背景として、ピクセル補
正機能を導出するプロセスについて簡単に復習すると、次のようになる。また、上記で組
み込まれた米国特許第６，４５６，３３９号の図４ｂ、図５、及び図６、並びに添付の記
述も参照する。一般に、ピクセル補正機能を導出するプロセスは、スクリーンに表示され
る一つのテストパターンから始まり、当該テストパターンは光センサによって検出される
。ドットパターン、六角形パターン、ガウス分布パターン、正弦波パターン、及びストラ
イプパターンを含むピクセルを検出するために、多くのパターンが学術論文および特許文
献において使用されていることに留意されたい。場合によっては、重要なのは、ピクセル
が投影されない箇所を検出することであり、特にピクセルの欠けを検出することである。
場合によっては、パターンを他のコンテンツに埋め込むことができる。これらのパターン
は、人間が見るのは困難であり、電子透かしと呼ばれることが多い。或いは、これらのパ
ターンは、カメラで観測することはできるが、観察者は見ることができないスクリーンの
部分に投影することができる。場合によっては、ユーザが表示しているコンテンツは、テ
ストパターンとして直接的に使用され得る。
【００４０】
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　検出されるテストパターンからの情報を用いて、検出されたピクセルからセンサへのマ
ッピングを求めることができる。場合によっては、そのマッピングは十分である。しかし
、多くの場合、測定される表示画質は、ディスプレイ表面に対して表され、例えば、結果
として表示される画像がディスプレイ表面のどの箇所に現われるべきかに関する仕様であ
る。この場合、次のステップは、ディスプレイ表面と光センサとのマッピングを、色、照
度、及び位置に関して設定することである。このマッピングを支配する変換は知られてい
る。或いは、このマッピングは、基準マーク、及び／又は既知のスクリーン形状、及び／
又はカメラを使用する標準的なコンピュータビジョンのステレオアルゴリズムを通じて設
定され得る。コンピュータビジョンのステレオアルゴリズムは情報を必要としないが、多
くの場合、ディスプレイ表面の適切な位置及び向きが既知であることを指摘しておく価値
がある。当該ディスプレイ表面は単に平坦な壁として指定されることができるか、又はそ
の大まかな幾何学的構造を知っている任意の３次元物体の平坦な壁として指定され得る。
恐らくは、ディスプレイ表面は、半径及び高さを有する円筒のような基本形状であるか、
又は（例えば）三角形の面により表わされるディスプレイ表面の３次元形状のような更に
複雑な或る形状である。
【００４１】
　ピクセル補正機能を提供するための幾つかの方法は、スクリーン表面を明示的に生成し
て、ピクセルマッピング及び／又はセンサ対検出ピクセルマッピングを表示することに留
意されたい。他の方法は、これらのマッピングを明示的に生成しないが、最先端分野にお
いて専門知識を持つ誰かが、このようなマッピングへ容易に変換できるような量を使用す
る（例えば、以下に限定しないが、周波数空間から位置空間へのフーリェ変換を使用する
）。導出された量を使用するこれらのマッピングは、暗黙的マッピングと呼ばれ得る。
【００４２】
　一般に、センサからディスプレイ表面への既知のマッピング、又は導出されたマッピン
グ、及び検出されたピクセルからセンサへのマッピングを使用して、検出されたピクセル
とディスプレイ表面との間の結果としてのマッピングを求めることができる。このステッ
プについては、上記で組み込まれた米国特許第６，４５６，３３９号に詳細に説明されて
いる。
【００４３】
　次に、当該マッピングの補正、及びディスプレイ表面に現われるべき所望の色の補正を
行なうことができ（上記で組み込まれた米国特許第６，４５６，３３９号においてのよう
に）、これらの補正がピクセル補正機能をほぼ形成する。以下に限定しないが、ピクセル
補正機能を提供する方法についての説明を続ける。
【００４４】
　一旦、適切なマッピングが達成されると、目的の機能を設定して、観察者が望む表示画
質を提供することができる。多くの場合、目的の機能は、考慮されるべき色の均一性、位
置、及びラインの真直度などを考慮に入れる。多くの場合、当該機能は空間的に変化する
許容範囲、又は人がディスプレイ表面に沿って移動する際に量がゆっくり変化することを
可能にする許容範囲を有する。例えば、光入力の逐語的な解釈では、眼の平滑性の寛容さ
をモデル化することができ、不均一な照度出力を人間の眼の視点から均一に見えるように
することが可能である。
【００４５】
　このように、ピクセル補正機能は、入力信号の所望の変換として定義されることができ
、この変換には、以下に限定しないが、入力の色および照度の変換、入力信号のワーピン
グ、入力信号のリサンプリングが含まれる。例えば、各ピクセルの赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、
及び青（Ｂ）のピクセル照度、及び照度の乗数アルファ（Ｒ、Ｇ、Ｂ、Alpha）を計算し
て、ディスプレイ表面で見られる画質を最大にすることができる。更に複雑なピクセル補
正機能は、マトリクス又はルックアップテーブル、或いは他の技術を使用して入力信号色
（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を異なる入力信号色（Ｒ、Ｇ、Ｂ）に変換する。入力信号をワープさせて
、当該信号がディスプレイ表面の正しい部分に位置するようにすることができる。ワープ
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させる場合、空間的に変化することができるリサンプリング方法を選択し、この方法は以
下で更に説明される。
【００４６】
　II．表示画質補正
　図３は、表示画質補正機能を導出して適用するための例示的な手順３００を表わす。少
なくとも一つのＯＭＴＥパラメータ（１１６）を変更し、ディスプレイ上の結果をセンサ
１０６により検出する。表示画質補正機能は、センサ測定を異なるＯＭＴＥ設定で繰り返
し行なうことにより導出される。表示画質補正機能は多くの異なる方法で導出され得る。
一つの例は、図３に示された所定回数の測定を行なうことである。代替の手法は、少なく
とも一つのＯＭＴＥ設定を、画質の測定基準が最大になるまで繰り返し変更することであ
り、それは図４に示される。
【００４７】
　図３に示されるように、手順３００はまず、導出プロセスにおいて使用されるべきピク
セルを選択する（ステップ３１０）。ピクセル補正機能の導出と同様に、選択されたピク
セル（選択ピクセルと称す）からセンサへのマッピングを求める。選択ピクセルをステッ
プ３１２で使用して、表示画質補正機能を以下のように導出する。まず、少なくとも一つ
のＯＭＴＥ設定が、その現在の値からサブステップ３１４において変更される。次いで、
ディスプレイ（１０２）の変更されたＯＭＴＥ設定に基づいて、選択ピクセルを、サブス
テップ３１６で検出する。ステップ３１４及び３１６は、異なるセットのＯＭＴＥパラメ
ータ（即ち、異なる設定レベル、又は異なる動作ポイント）を使用して、所定回数だけ繰
り返される。表示画質補正機能は、表示画質の測定基準（即ち、ディスプレイが、その最
高品質を達成する場合の動作ポイント）を最大にすることにより選択される。次いで、手
順ステップ３１８では、この導出された表示画質補正機能は、ディスプレイのＯＭＴＥパ
ラメータをステップ３１２で定義されたものに基づいて設定することにより適用される。
ＯＭＴＥパラメータは必要に応じて、ステップ３２０において格納され、以下で説明され
るように、格納されたパラメータを、種々の方法で使用することにより、ディスプレイ性
能を更に最適化することができる。一組のＯＭＴＥ設定がディスプレイの一つの動作ポイ
ントを形成する。反復の方法では、ステップ３１２を図４のステップ４００に置き換える
。このステップでは、ディスプレイのピクセルを検出し（ステップ４１２）、検出された
出力は、最高表示画質が達成されているかどうかについての判定を受ける（判定ステップ
４１４）。画質が最高になっていなかった場合、ステップ４１６に分岐し、このステップ
４１６では、表示画質補正機能が、現在のＯＭＴＥパラメータを変更することにより適用
される。ＯＭＴＥパラメータのこの変更は、階調勾配（gradient ascent）のような標準
の非線形最大化技術に基づくことができる。変更ＯＭＴＥパラメータが与えられる場合、
ピクセルは再び、ステップ４１２で検出され、判定ステップ４１４は再び、画質が最高に
なっているかどうかを判断する。最高画質が達成されている場合、ステップ４００が完了
し、そして上述のステップ３１８及び３２０(任意)を実行することができる。
【００４８】
　III．表示画質補正およびピクセル補正
　表示画質補正機能およびピクセル補正機能は、任意の順序で、又は並行して導出され得
る。多くの場合、表示画質補正機能を最初に提供することが最適である。即ち、ＯＭＴＥ
設定をまず最適化し（従って、最良の表示を生成することが可能になる）、次いでピクセ
ル補正機能で更に最適化することにより、結果として得られる補正された表示の画質を最
高にすることができる。しかしながら、場合によっては、これらの補正機能を逆の順番で
導出することが好ましい場合もある。実際、両方の機能を同時に導出するように、ＯＭＴ
Ｅパラメータ及びピクセルテストパターンを同時に変更することができる。
【００４９】
　本発明の教示を更に示すために、図２ａ、図２ｂ、及び図２ｃはそれぞれ、本発明の補
正手順に関する実施形態の基本フローチャートを提供する。ピクセル補正機能の一実施形
態（「シェーダ補正機能」とも呼ばれ得る）を示す上記で組み込まれた米国特許第６，４
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５６，３３９号の図４Ａを特に更に参照する。この機能手順又は同様の機能手順が、図２
ａ、図２ｂ　及び図２ｃのそれぞれにおいて、ピクセル補正機能２１０を設定するステッ
プとして示される。これらの図のそれぞれに示されるように、本発明は、所定のＯＭＴＥ
パラメータに対する表示画質補正機能を設定する上述のステップをステップ２２０として
考察する。独自に、本発明は、両方のステップを組み合わせて、所定のディスプレイシス
テム（一つ又は複数の別個のディスプレイ装置からなる）の限界内で優れた画質を達成す
る。図２ａでは、矢印２３０は、システムが最初に、ＯＭＴＥステップ（単数または複数
）を各パラメータに対して実行し（ステップ２２０）、次いでピクセル補正機能を設定す
る（ステップ２１０）ことを示す。これは１度だけ行なうことができる。同様に、図２ｂ
では、最初にピクセル補正機能を設定し（ステップ２１０）、次いで（矢印２３２に従っ
て）、表示画質補正機能（ステップ２２０）を実行する。
【００５０】
　図２ｃでは、一旦、手順が始まると、２つの方向の矢印２３４及び２３６で示されるよ
うに、ステップ２１０及び２２０を継続的に実行し続ける。このように、ピクセル補正機
能および表示画質補正機能は、現時点で検出される画像データに基づいて、常に更新され
る。
【００５１】
　図１を再度参照すると、画像ソース（１１０、入力信号とも呼ばれる）は、表示される
ことが望ましいコンテンツである。当該画像ソースがピクセル補正装置（１１２）（これ
は、ピクセル補正機能を適用する）を通過させられる。その装置の結果は、ディスプレイ
装置（１０２）への入力として送信され、このディスプレイ装置のＯＭＴＥパラメータは
設定されている（図１の１１９、及び図３のステップ３１８）。当該ディスプレイを補正
されたピクセルデータで駆動することは、入力１１５として定義され、ピクセル補正装置
（１１２）の結果をディスプレイ（１０２）の入力に送信している。
【００５２】
　IV．補正機能及び動作ポイントの格納
　ピクセル補正機能および／または表示画質補正機能は、ルックアップテーブルのような
種々の構造で格納され得る（図１の例示的な記憶位置１１８に、及び図３の任意のステッ
プ３２０に従って）。ルックアップテーブルは、種々の形式で構成される。幾つかの実行
可能なものは、三角形のメッシュ上でワーピング又はカラーバリエーションを表わす数字
のテーブルを含む（OpenＧＬテクスチャマッピングの意味において）。ルックアップテー
ブルは、多項式に使用されてピクセルをワープするための、又は入力ピクセルのカラーを
修正するための係数を含むことができる。この場合、数字は、一つのテーブルの中に存在
することができる。別の代替案において、これらの数字は、小グループに分割され、これ
らのグループはそれぞれ、ピクセル補正機能全体の小部分を表わす（例えば、ワーピング
チップは、少ない一組の数字を局所的に使用して、局所的なワープを表わすことができる
）。場合によっては、ルックアップテーブルは、乗数またはカラーのオフセットのような
一つの値を有する。場合によっては、ルックアップテーブルは、一つ又は複数の値を入力
として有し、一つ又は複数の値を出力として有する。例えば、カラー変換用のルックアッ
プテーブルは、３つのカラーのピクセル値を入力として有し、３つのカラーのピクセル値
を出力として有する。
【００５３】
　ディスプレイを取り囲む、又はディスプレイの内部の周囲条件は、ディスプレイの動作
および／または所望の特性に重要である可能性がある。例えば、ディスプレイに直接的に
降り注ぐ周囲照明（太陽光のような）は、色を正確に表示するディスプレイではなく、明
るいディスプレイを有することが望ましい状態を生み出すことができる。また、ディスプ
レイは一般に、機械部品および／または電子部品から構成されるので、周囲温度および／
または湿度（装置の内部又は外部のいずれかにおける）は、ディスプレイの性能に影響を
与える可能性がある。同じセンサ、又は追加のセンサを使用して、周囲条件を検出するこ
とができる。更に、複数セットのＯＭＴＥパラメータ、及びピクセル補正機能は、これら
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の異なる周囲条件に使用するために格納されることができ、これにより種々の別個の動作
ポイントを導出することができる。データを収集するいずれのセンサも、ディスプレイシ
ステムが使用中の間にデータを収集することができる。或いは、ディスプレイシステムは
、センサにより検出されるべき特殊なピクセルを受け取って表示することができる。例示
的な実施形態によれば、周囲条件は、ディスプレイシステムが使用中の間に適応され得る
。
【００５４】
　Ｖ．ピクセル補正機能の副次的な悪影響を最小限に抑える
　幾つかのアプリケーションでは、ピクセル補正機能を使用して入力信号を修正すると、
望ましくない副次的な悪影響を受ける可能性がある。一つの考えられる例として、入力信
号をワープさせてリサンプリングすることは、高い空間周波数を犠牲にする可能性がある
。別の例は、入力信号を減衰させることによりプロジェクターの照度を低くすることが、
ダイナミックレンジを犠牲にすることである。ＯＭＴＥパラメータを変更することにより
、プロジェクターへの入力信号に加える必要がある変更を最小限に抑える、又は潜在的に
無くすことができ、従って、望ましくない副次的な悪影響を低減することができる。
【００５５】
　幾つかのアプリケーションでは、入力信号の修正による望ましくない副次的な悪影響は
、画像の幾つかの領域では許容できない。一例では、画像がテキストを含み、テキストは
、リサンプリングに良好に応答することができないかもしれない（例えば、テキストは、
ピクセルの完全に直線的なグリッドに対して設計され、直線的なグリッドは、入力信号が
修正される際にゆがめられる場合が多い）。従って、修正をこの領域に適用することは望
ましくない可能性がある。例示的な実施形態では、ピクセル補正装置（１１２）は、入力
信号のうち、テキストを含む領域を含む部分を無視するように命令され得る。或いは、シ
ステムは、異なるリサンプリングフィルタをこれらの領域に適用することができる。一例
では、鮮鋭化フィルタを使用して、リサンプリングされる可能性のあるテキストの画質を
向上させることができる。一般に、総合的な画質の測定基準は、空間的に変化するフィル
タをディスプレイへの入力信号に使用することにより改善され得る。
【００５６】
　VI．手動制御可能なパラメータ
　場合によっては、ＯＭＴＥパラメータは自動制御可能でなくてもよく、これらのパラメ
ータは手動制御可能である（図１の１２３を参照）。これらの状況では、これらのパラメ
ータを手動で修正するために、フィードバックループに外部オペレータを有することが望
ましい。以下に限定しないが、外部オペレータは人間、又は１本のソフトウェア、或いは
機械装置とすることができる。例えば、投影される信号がスクリーン全体に及ぶように、
オペレータに命じて、プロジェクターを一つの方向に移動させることができる。
【００５７】
　VII．冗長なディスプレイ（単数または複数）
　図５を参照すると、本発明の一実施形態による連動型プロジェクターアレイ５００の例
が、更に詳細に示される。この例について、以下で更に詳細に説明する。複数のオンライ
ンプロジェクター（５２０、５２２、５２４など）に加えて、アレイ５００は、一つ又は
複数の冗長なディスプレイ５５０を含む。即ち、これらオンラインプロジェクターのうち
の一つが極めて薄暗くなる、又は動作不能になった場合に使用されるように、余分のディ
スプレイが利用可能である。センサデータを処理することにより、特定のディスプレイが
極めて薄暗いことが見出される場合、又は結果としてのシステム表示画質が閾値を下回る
場合、冗長なディスプレイ５５０を自動的にオンにして、元のディスプレイを置き換える
ことができる（問題のディスプレイは、センサ対ディスプレイマッピングと連係して測定
されるセンサによって識別される）。内蔵型ディスプレイの場合、元のディスプレイを正
確に置き換えることができない恐れがあり、その理由は、元の内蔵型ディスプレイが依然
として残ることになるからである。プロジェクターの場合、新たにオンになったプロジェ
クターからの光が、古いプロジェクターからの光に取って代わることができる。場合によ
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っては、一つのオンラインプロジェクター当たり一つの冗長なプロジェクターが存在する
。別の実施形態では、冗長なプロジェクターの光は、既存の一群のプロジェクターの光に
加えられて、性能の低下したプロジェクターがシステムから取り外されることはない。こ
の場合、冗長なプロジェクターは、少なくとも或る量の光が問題のあるディスプレイから
置き換えられ得る少なくとも或る量の光となることができるように、多数のプロジェクタ
ーの出力光に重なるように予め配置される。
【００５８】
　Ｄ．表示画質の維持
　多くの場合において、ディスプレイは、或る画質レベルを時間と共に維持することが期
待される。較正中に、ディスプレイシステムの動作中に、及びディスプレイシステムが、
センサによって検出されるように設計された特殊なピクセルを表示している間に取得され
るセンサデータは、ディスプレイが画質目標を達成することを検証するために、サードパ
ーティにとって極めて有用である。サードパーティは、以下に限定しないが、人間又はモ
ニタリングシステムとして定義され得る。図６を参照すると、線図６００は、サードパー
ティに利用可能にする種々の形態のデータを説明する。場合によっては、センサデータを
直接的に供給することが有用となる場合がある（ブロック６２０）。更に一般的には、デ
ータをセンサから抽出してサードパーティに供給することが有用である（ブロック６２２
）。供給される情報（分岐６２４）は、以下に限定しないが、生のセンサデータ（ブロッ
ク６２０）、グラフ、ヒストグラム、及びプロットのようなセンサデータの派生物（ブロ
ック６２２）、環境データ（ブロック６２６）、ＯＭＴＥパラメータ（ブロック６２８）
自体、又はピクセル補正機能（ブロック６３０）を含むことができる。このデータの全て
は、一つの時点から、又はデータを時間と共に集めることにより導出できる。
【００５９】
　以下は、ディスプレイを維持するために有用となり得るデータの例示的な例である。こ
れは、設定されていないと推測される場合に手動で設定されている表示設定のような、又
はユーザがディスプレイを移動させている（恐らく、偶発的に）というような情報、或い
は光源が交換を必要とする情報を供給することを含む。また、選択されたディスプレイ測
定基準でディスプレイにわたる画質を示すためにプロット又はグラフを供給することも、
非常に有用となることができる。また、画像を供給することも有用となることができる。
【００６０】
　一般に、サードパーティに供給されるデータは、電子メッセージ（６３２）の形態で送
信される（分岐６２４）。それは、以下に限定されないが、ページ、電子メール、テキス
トメッセージ、自動電話コール、コンピュータモニタ上のポップアップウィンドウ、又は
モニタリングシステムにおける情報メッセージを含むことができる。
【００６１】
　場合によっては、経時的なセンサデータから、ディスプレイがもはや、その画質目標を
達成することができない時点を予測することができる。時間と共に変化するデータを供給
することは、極めて重要な特徴となることができる。システムは、光源が十分に明るくな
い時点、カラーレンジが極めて狭くなる時点、他の重要な尺度の様々な画質尺度が閾値に
達することになる時点を直接的に予測することができる。サードパーティは一般に、この
メッセージを使用して（ブロック６３２）、システムのメンテナンスを必要に応じて実行
する。また、サードパーティは、システムが許容可能な画質レベルを満たさないという理
由でシステムを停止させることもできる（ブロック６３４）。
【００６２】
　Ｅ．例
　以下は、本明細書において本発明の概念の教示を用いることができる具現化形態の特定
の例である。
【００６３】
　背景および更なる説明のために、代表的なディスプレイシステムが物理的に取り付けら
れて構成される（例えば、一つの表面を指すプロジェクターのアレイ、又は内蔵型ディス
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プレイのアレイ）。これらのディスプレイは、最初に工場において或る動作ポイントに較
正される（即ち、ＯＭＴＥパラメータの所定の設定）。また、センサも適切な位置に取り
付けられる。例えば、複数のカメラは、その集合がディスプレイの全体を観測することが
できるように配置される。較正が実行され、その較正は、ピクセル補正機能および表示画
質補正機能が、上述した態様で導出されることを意味する。これらのセンサは、周囲照明
およびディスプレイの画質（通常、全体輝度、照度の均一性、及び色均一性）を記録する
ことができる。次いで、ディスプレイを動作状態にする。次いで、センサがディスプレイ
に関するデータを連続的に記録し、ディスプレイがメンテナンス又は再較正を必要とする
かもしれない場合に、サードパーティに警告することができる。再較正は必要に応じて定
期的に、又はユーザの命令で行なうことができる。幾つかの例示的なシステムでは、種々
の補正は、上述したように、通常動作中に、センサデータ及び周囲条件の測定値に従って
行なう。
【００６４】
　一例では、ディスプレイはＬＣＤディスプレイとすることができ、調整され得る電子パ
ラメータ（ＯＭＴＥパラメータの一部）はシェーダ補正単位を含むことができ、シェーダ
補正単位は、ＤＣオフセットを２０×２０のグリッドの各セクションに対して設定して均
一性を提供し、撮像センサは、工場内較正システムの一部である。この粗調整に続いて、
局所的な色歪みは、導出されたピクセル補正機能で補正される。当該システムの目標は、
均一な色及び照度のディスプレイを提供することである。
【００６５】
　別の例では、複数の内蔵型ディスプレイ（７１０、７１２、７１４、７１６、７１８、
７２０、．．．、７２２、７２４、７２６）が、図７に示されるようにＭ×Ｎのビデオ壁
（この例では、Ｍ＝３）として構成される。パーソナルコンピュータ７４０又は他の処理
装置（適切なビデオインターフェース７４２を有する）は、計算およびピクセル補正装置
（図１の１０８、１１２を参照）を形成する。この場合も先と同様に、カメラ７３０又は
複数のカメラのような撮像センサは、各ディスプレイの全体的な色および輝度を補正して
隣接するディスプレイとほぼ同様にすることができる。この新規のステップは、別々に、
即ち一度に一つずつではなくて、複数のディスプレイを互いに対して較正する。ＯＭＴＥ
パラメータは、各ディスプレイの色チャネルごとの輝度およびコントラストである。更に
、可能な場合には、シェーダ補正を使用して最適化し、構成された内蔵型ディスプレイに
わたる均一性を提供することができる。必要に応じて、ピクセルレベルの補正を行なうこ
とにより、残りの色欠陥を修正することができる。このシステムの目標は、色及び照度が
これらの内蔵型ディスプレイの全てにわたって均一になるディスプレイを提供することで
ある。
【００６６】
　同じ例では、シミュレーション業界において望ましいように、複数のＬＣＤパネルの配
列が、円筒のような曲線の形状を画定することができる。この場合、入力信号は、視野錐
台（frustum　view）と呼ばれる所望の視点の透視画を補正する必要がある。カメラ（単
数または複数）７３０は、各内蔵型ディスプレイの正確な位置を求めることができ、ピク
セル補正機能は、所望の視点から適切に見えるようにするための入力信号のワープを含む
。その入力信号はＰＣ７４０に格納されるか、又は実行時間中に生成される。
【００６７】
　別の例では、撮像センサは、大きいダイナミックレンジの撮像に最適化されているＬＣ
Ｄパネルを検査することができ、この場合、１０００個の個別ＬＥＤから構成されるバッ
クライトを設けることができ、これらのＬＥＤの光出力は、個別的に、コンテンツに基づ
いて変調されて、ＬＣＤの不透過率により提供されるコントラストを超える、及びそれよ
りも高い輝度解像度を提供することができる。工場内のシステムは、変化する照度レベル
（ＯＭＴＥパラメータ）の均一性を較正することができ、より微細な粒子の色補正を、全
ての残りの光学的不均一性に対して行なうこともできる（ピクセル補正機能）。
【００６８】
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　別の実施形態では、ディスプレイはプロジェクターであり、ディスプレイ表面は、前方
投影又は後方投影される平坦なスクリーンであり、ＯＭＴＥ表示パラメータは、色温度、
コントラスト、及び輝度である。ピクセル補正機能は、画像をスクリーンの輪郭に位置合
わせし、更に、色補正を行なって、スクリーン内の全ての色欠陥または幾何学的欠陥を除
去する。このシステムの目標は、直線をグリッドパターンで供給して、当該パターンをデ
ィスプレイ表面の境界に位置合わせし、均一な色及び照度をディスプレイ表面にわたって
提供することである。
【００６９】
　更に別の例では、ディスプレイは、エッジブレンドされる（例えば、投影される複数の
信号の境界が部分的に重なる）複数のプロジェクターであり、ディスプレイ表面は任意で
ある。ここで、図５の例を更に詳細に参照すると、補正された画像データをＰＣ５２６か
ら受信するプロジェクター（１－Ｎ）５２０、５２２、５２４は、ほぼ完全に重なり（積
み重なり）、ディスプレイ表面５２８に対して軸外に配置され得る。各プロジェクター５
２０、５２２、５２４のそれぞれの視野５３０、５３２、及び５３４が、それらの間に小
さい重なり領域５３６及び５３８を表示する。この領域は、これらの投影画像のブレンデ
ィング（混合）を示す。同様に、これらの投影画像のそれぞれは、他の画像に対して回転
させることができ、色、コントラスト、及び輝度に関して変化させることができ、サイズ
／形状に関して、スクリーン５２８に対して画像を投射する相対角度に起因して異ならせ
ることができる。軸外カメラ５４０は、画像領域全体を見て（破線５４２）、スクリーン
全体から現時点で見られる画像データをＰＣ５２６に返送して処理する。その処理の結果
、ＯＭＴＥ表示パラメータを変更して、最高の解像度、並びに色およびピクセル補正機能
の色調整を各プロジェクター５２０、５２２、及び５２４に提供して、最高画質のディス
プレイを提供する。
【００７０】
　特に、ＯＭＴＥパラメータは、色温度及び輝度、並びにコントラストを含むことにより
、光源間の差異、これらのプロジェクターの位置及び向き、及び光バッフルの配置を補償
して、重なる領域における黒レベルを更に弱めることによりコントラスト比を高める。ピ
クセル補正機能は、更に洗練された輝度および色の均一性を達成する。黒レベルに関して
、これは、ペデスタルイコライゼーション（pedestal equalization）と呼ばれるが、任
意の照度において、人は均一な照度を確保することを望むであろう。
【００７１】
　同じ例では、ピクセル補正機能および／または表示補正機能の測定は、バッフルを所定
位置に配置することなく行なわれる場合があり、係るバッフルは後で追加される。この手
順は、これらの補正機能の測定を、検出信号の信号対ノイズ比を大きくすることにより更
に確実にする。この場合、機能の選択は、バッフルの予想される効果に基づいて行われ得
る。或いは、バッフルを所定の位置に配置した後、更に多くのセンサデータを収集して、
バッフルの影響を明らかにすることができる。
【００７２】
　同じ例では、較正プロセスを支援するために、物体（オブジェクト）が較正中に一時的
に追加され得る。例えば、カメラがプロジェクターと同じスクリーン側に位置する状態で
後方投影されるシステム、及び最少量の光をカメラの方へ逆方向に反射するように設計さ
れたディスプレイ表面について考察する。この場合、カメラは、光をほとんど検出するこ
とができず、従って、確実に較正するのが困難となるであろう。補正機能の測定を改善す
るために、物体を一時的にディスプレイの前面側に追加することができ、この物体が、光
をカメラの方へ戻すように導く。一実施形態では、スクリーンを有効に覆う紙は、カメラ
が観測するための十分な光を提供する。
【００７３】
　図５の別の実施形態では、ディスプレイ表面は平坦であり、かつ左右に周期動作して動
いている。ディスプレイ表面の動きが分かっている場合、センサデータが、その動作の適
切な時点で収集され、プロジェクター対ディスプレイ表面のマッピング、又はプロジェク
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ター対センサのマッピングが導出される。
【００７４】
　図５のシステムに関連する更に別の実施形態では、関心のあるＯＭＴＥパラメータは、
レンズシフトである。カメラを使用して、これらプロジェクターの全てを、互いに対して
正しい相対位置にレンズシフトさせる。結果として形成された画像は、各プロジェクター
の構成要素画像により画定される。一つの可能な目標は、これら投影画像の全てを互いの
上に位置合わせすることである。別の可能な目標は、これらの投影画像を、或る量のピク
セルの組だけ部分的に重ねることである。必要に応じて、プロジェクターへの入力ピクセ
ルを更にワープさせて、更に改善された位置合わせを達成する。
【００７５】
　別の例は、ディスプレイの寿命を増大させる能力を提供する。ＯＭＴＥパラメータは、
これらの光源（電球／ＬＥＤ／レーザ／など）のそれぞれに供給される電圧レベルを含む
。場合によっては、電圧レベルを０ボルトに設定して、光源をオフ状態に設定する。この
場合、ＯＭＴＥパラメータによって、システムは、光源の強度を減らして、より長い寿命
をもたらすことが可能である。光源の強度を減らす決定は、光センサを通じて測定される
周囲光条件に基づく。
【００７６】
　プロジェクターを用いる更に別の例では、重要な関心事は焦点である。幾つかのプロジ
ェクションディスプレイは液体レンズを使用し、液体レンズは、ＯＭＴＥパラメータを用
いて調整することができる焦点を有する。焦点は、画像の中心に対して、又は画像の外側
に対して最適化され得る。ＯＭＴＥパラメータは、所望の画質尺度（これは一般に、中心
における最高の焦点である）に自動的に調整され得る。必要に応じて、入力信号を更にワ
ープさせて調整することにより、レンズの樽型歪、又は糸巻型歪、或いは他の歪みのいず
れも補正することができる。
【００７７】
　同じシステムの更なる例では、各プロジェクターは、それに埋め込まれるワーピングチ
ップ及び／又はカラーローテーションチップ（color rotation chip）を有するので、ピ
クセル補正装置が各プロジェクターの一部である。
【００７８】
　システムの具現化形態の更なる例では、Ｍ×Ｎグリッドの後方投影プロジェクターは、
スクリーンに、及び互いにほぼ完全に重なるように光を当てる。この場合、目標は立体表
示を生成することであり、一つの特定方向から観測することにより、一つの画像が主とし
て一つのプロジェクターから生じる。スクリーンを含むこの全体システムは筐体内に配置
されることができ、そのためイメージセンサ、計算装置、ピクセル補正装置、（全体シス
テム）の全てが一体型の単一ユニットからなる。
【００７９】
　光出力がスクリーンに適用されるプロジェクターグループの別の例では、スクリーンは
、既知の高さ及び半径、及び３００度の範囲を有する円筒形スクリーンである。この場合
、各カメラは一つのプロジェクターと一緒になってステレオペアを形成する。センサと選
択された複数のピクセルとの間のマッピングを求める間、プロジェクターとカメラとの間
の対応関係を求める。この情報から、スクリーンの位置は、標準的なステレオコンピュー
タビジョンのアルゴリズムを用いて求められ得る。円筒形スクリーンの場合、高さ及び角
度の曖昧さが存在し、これら曖昧さは、検出されるスポットをスクリーン上のスポットに
限定することを含む幾つかの方法によって解決され得る。スクリーン上の基準マーク、又
はユーザ選択ポイントを追加して、マシンビジョンのアルゴリズムを支援することができ
る。スクリーンが所望の許容範囲に位置するまで、又は新たなスポットに関する追加情報
が、所望の許容範囲内のスクリーンの求めた位置を変更しなくなるまで、ますます多くの
スポットを投影して検出することができる。
【００８０】
　同じシステムは複数のカメラと共に使用され得る。この場合、一つのプロジェクターか
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らの同じピクセルを観測することができる各カメラペアが一つのステレオペアを形成する
。次いで、幾何学的補正が、上記で示唆したように行われ得る。また、複数のプロジェク
ター／複数のカメラが一つのステレオペアを形成する。カメラ及び他の光センサは、装置
内の温度および他の電子ドリフトに起因して、時間的にわずかにドリフトする可能性があ
ることに留意されたい。従って、複数のカメラペアに一つのプロジェクターからの同じピ
クセルを検出させることは有用である。システムは、両方のカメラにより検出される情報
を使用して、一つのカメラの色空間から隣のカメラの色空間に変換することができる。全
ての情報が一つの共通の色空間に変換され得るように、カメラが配置されている場合、プ
ロジェクターは、その共通の色空間から較正され得る（背景として、このタイプの手順に
関する変形例は、Ilie及びWelch著、「Ensuring Color Consistency across Multiple Ca
meras」、ノースカロライナ大学のTechnical Report TR05-011に記載されている）。シス
テムの目標は、色均一性及びディスプレイ表面への幾何学的位置合わせを得ることである
。
【００８１】
　光出力がスクリーンに適用されるプロジェクターグループの別の例では、スクリーンの
幾何学的形状は「ほぼ」円筒（円柱）である。即ち、考えられる欠陥または収差を有する
円筒である。この場合、ステレオコンピュータビジョンのアルゴリズムを、上の段落で説
明したように使用して、スクリーンを正確にマッピングする。この場合、カメラを用いて
スクリーン内の全ての欠陥を正確にマッピングするように十分な量のデータを収集するた
めに、プロジェクターが多くのスポットパターンを投影することが有利であるかもしれな
い。この場合、予測子／修正子タイプのアルゴリズムを使用することができ、カメラ内の
スポットの測定位置を使用して、将来のスポットが発見される場所を予測する。将来のス
ポットが予測位置の許容範囲内で発見される場合、カメラとプロジェクターとの間の十分
な対応関係を求めることにより、システムがスクリーン内の全ての欠陥を補正することが
可能になる。これは、ピクセル補正機能を求めるための反復方法である。同じ目標を達成
するための異なる態様は、ストライピング方法を使用することである。この方法では、黒
ピクセル及び白ピクセルからなり、交互に徐々に細くなるストライプを水平方向（次いで
、垂直方向）に投影して検出し、最終結果として、各プロジェクター及び各カメラにおけ
るピクセルごとのマッピングが明らかになるようにする。この場合、スクリーンに正確に
マッピングし、並びにプロジェクターに必要である、全ての対応関係の情報が収集されて
いる。
【００８２】
　図５に関する別の例では、プロジェクターのアレイ、及び一つ又は複数のカメラを用い
ることにより、所望の結果としてのディスプレイは、「視野錐台（view frustum）」と呼
ばれることが多い、特定の透視の視点に補正される画像を提供する。スクリーンの幾何学
的形状が既知ではない場合、コンピュータステレオビジョンに基づく方法を使用して、ス
クリーンの幾何学的形状を測定することができる。この場合、入力信号はシミュレートさ
れたシーンであることが多く、このシーンは、例えばOpenGLを使用してレンダリングされ
る。ピクセル補正は、特定の位置から眺める観察者が、当該シーンの透視図を見るように
行なわれる。この目標は、三角法を使用し、及び適切な視野錐台を実現するように各シミ
ュレートされるピクセルが何処にあるべきかを計算して達成され得る。
【００８３】
　上記の例では、カメラ及びプロジェクターのレンズは歪みを示す可能性がある。即ち、
これらのレンズは、簡単なピンホールモデルによって正確にモデル化されない。これらの
歪みを処理するための標準的なマシンビジョンのステレオアルゴリズムは、十分に堅牢で
ないかもしれない。歪み（半径方向歪みのような）を、非線形最小化（レーベンバーグ・
マルカート（Levenberg－Marquart）アルゴリズムのような）でパラメータ化することに
より、システムは、カメラ及びプロジェクターの位置及び向き、カメラ及びプロジェクタ
ーのレンズ歪み特性、及びスクリーンの形状を求めることができる。非線形最小化は、係
るモデルの予測値とカメラの対応関係および基準マークの測定値との二乗差を最小にする
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ことにより行なう。多くの場合、最小化を導入するための初期ステップは、歪みを無視す
る、又はカメラ及びプロジェクターの初期位置及び向きを発見的に求める。一旦、導入さ
れると、アルゴリズムは反復して、歪みパラメータ、及びカメラとプロジェクターの位置
及び向きに関する解に収束する。
【００８４】
　表示画質に影響を及ぼす重要な問題は、ビデオ信号タイミングとの誤った同期であるこ
とに留意されたい。センサはジッタ、欠けピクセル、モアレパターン、色ずれ、及び誤っ
たタイミングにより生じる他の問題を観測することができる。上記で定義されたように、
ビデオタイミングはＯＭＴＥパラメータであり、本明細書で説明される表示補正機能を使
用して補正され得る。
【００８５】
　上述されたように、基準マークを使用することにより、センサからディスプレイ表面ま
でのマッピング、又はカメラからディスプレイ表面までのマッピングの形成が、より確実
に、且つより正確に行なわれる。基準マークは、ディスプレイ表面に埋め込まれるＬＥＤ
、又はディスプレイ表面に投影される赤外線マーク又はＵＶマークを含む多くの形態を採
る。また、例示的な基準マークは、３次元表面上に既知の位置を有するレーザ照射スポッ
トの形態を採ることもできる。また、場合によっては、特定の色、又は反射率を有する可
視基準マークを使用することもできる。例えば、ディスプレイスクリーンの周りの反射性
パッチはカメラで容易に検出され得る（プロジェクターの光が衝突する場合、これらのパ
ッチは有用な基準マークを提供する効果的な技術である）。これらの基準マークはパター
ンを形成され得るか、又は彩色され得るか（例えば、周囲のスクリーンに対して異なる反
射率／透過率スペクトルを有する）、或いは形状により識別可能である。フロント及びリ
アプロジェクションディスプレイ装置の両方に関して、ドーム形の物体が特に有効な基準
マークを提供するが、その理由は、ほとんどの方向から受光される光が、多くの方向に反
射され、それ故に容易に観測することができるからである。また、基準マークはディスプ
レイ上に所定位置に一時的に配置し（テンプレートのように）、較正後に取り外すことも
できる。
【００８６】
　例示的な実施形態による例示的なピクセル補正手順について説明してきたが、以下では
、フィードバックを含む、色および照度補正について更に詳細に説明する。
【００８７】
　背景として、或るディスプレイ技術（例えば、ＬＣＤパネル）の特徴は、表示領域にわ
たる光出力の照度にかなりの不均一性が存在することである。更に、場合によっては、多
くの光源が設けられ、各光源は、時間又は温度とともにその性能を別々に変化させる。更
に、ほとんどのプロジェクションディスプレイは、光学系における照度の減少を示し、そ
れにより投影画像の光学中心から離れて行くにつれて、輝度が徐々に低下するという結果
になる。理論的には、光強度は一般に、軸の角度の余弦の４乗に従って低下する。この低
下によって生じる照度変化は、口径食（vignetting：けられ）として知られている。また
、センサは、その光学系内で口径食を蒙る可能性がある。従って、本発明は、照度補正シ
ステムを提供して、これらの難題に対処する。当該システムは、口径食を補正する２つの
方法、即ち「開ループ」法および「閉ループ」法を意図する。閉ループ法は、ピクセル補
正機能および表示画質補正機能を更新し、その更新の影響を測定し、次いで、両方の補正
機能を再度修正するという点で反復的である。開ループ法では、センサ測定によって、補
正機能が直接的に測定される。
【００８８】
　１．開ループ法（フィードバック無し）
　一般に、本方法は、２つのプロジェクターの重なり領域における口径食を補償するため
に、適切な重み付け関数を適用することを意図する。重み付け関数については、上記で組
み込まれた米国特許第６，４５６，３３９号に詳細に記載されている。
【００８９】
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　シームレスマルチプロジェクターシステムでは、照度がブレンド領域にわたって均一に
見えるべきである場合には、ディスプレイ出力の非線形性だけでなく、プロジェクターに
おける口径食の影響を補償する必要がある。ディスプレイの非線形性は一般に、出力照度
＝（入力照度）γの形式のべき法則を用いてモデル化され、この場合、γの代表値は２．
５である。口径食を無視する場合には、部分的に重なる２つのプロジェクターの入力は、
ｗ１（ｘ）＝ｘ１／γ及びｗ２（ｘ）＝（１－ｘ）１／γの形式の補正済み重み付け関数
を用いてブレンドされることができ、この場合、ｘはブレンド領域にわたって０から１ま
で変化する。
【００９０】
　口径食が生じる場合、ブレンド領域のエッジが顕著に暗くなることが多いが、その理由
は、照度がプロジェクターのエッジで低下するからである。開ループ法は、エッジ近傍の
プロジェクターの光の寄与率を、ｗ１（ｘ）＝Ｆ（ｘ）１／γ及びｗ２（ｘ）＝（１－Ｆ
（ｘ））１／γの形式の重み付け関数を使用することによって強調しない、この場合、Ｆ
（ｘ）は以下の最小特性を有する：
　Ｆ（０）＝０，Ｆ（１）＝１
　Ｆ’（０）＝０，Ｆ’（１）＝１。
【００９１】
　ゼロの１次導関数は、エッジ近傍の重みが小さいことを保証する。これらの基準を満た
す２つの関数は（ａ）エルミート多項式：Ｆ（ｘ）＝ｘ２（３－２ｘ）、及び（ｂ）正弦
関数：Ｆ（ｘ）＝（１－ｃｏｓ（πｘ））／２である。また、全体的な基準を満たす他の
関数を使用することもできる。
【００９２】
　２．閉ループ法（フィードバック付き）
　閉ループ法では、システムは、マルチプロジェクターディスプレイの照度をカメラフィ
ードバックに基づいて繰り返し補正することにより、非常に広い範囲の様々な空間照度変
化を補償する。閉ループ法をエッジブレンドディスプレイシステムに適用する場合、シス
テムは、
（ａ）ひとたび照度補正手順が適用されれば、合成されたプロジェクター出力がカメラに
どのように見えるべきかを判断する。これは、個々のプロジェクター出力のカメラ画像に
基づいてカメラの視点からの目標画像を形成することを含む。目標画像形成プロセスは、
カメラにおける口径食の影響を考慮する必要があり、プロジェクター出力が部分重みを使
用して合成される際に、目標画像が実際に達成され得ることを保証する必要がある。
（ｂ）これらのプロジェクターのそれぞれに適用される重み付け関数を、これらのプロジ
ェクターからの合成出力（カメラにより観測される）がステップ（ａ）で形成される目標
画像に一致するまで繰り返す。繰り返しのたびに、重み付け関数は一つ又は複数の以下の
制約条件を満たす必要がある。即ち、
ｉ．重み付け関数は０（最低照度）から１（最高照度）まで、急激に変化することなく単
調に増加する必要がある。
ii．これらプロジェクターの全てに対する重み付け関数の和が１になる必要がある。
iii．開ループ法の場合と同じように、平坦性条件（ゼロの導関数）を重み付け関数に課
すことができる。
【００９３】
　閉ループ法の特定の例は、γの正確な数値が先験的にわかっていない場合にエッジブレ
ンドを行うことである。この場合、手順は、照度を低く見積もるために知られているブレ
ンド関数、例えばｗ（０）（ｘ）＝Ｆ（ｘ）（ここで、γ＝１を設定する）から始まる。
ここで、システムは、γが常に１よりも大きいという事実に依存し、そのためＦ（ｘ）が
Ｆ（ｘ）１／γを超えない。ｋ回の繰り返しでは、重み付け関数ｗ（ｋ）（ｘ）は、ｗ（

ｋ）（ｘ）＝[ｗ（ｋ－１）（ｘ）］１／Δの形式のべき法則を用いて、前の繰り返しか
ら得られ、この場合、Δは１と代表的なγ値、Γとの間の数値である。実際、ΔはΓのＮ
次平方根となるように選択される場合、Ｎ回の繰り返しの後の重み付け関数は、ｗ（Ｎ）
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（ｘ）＝Ｆ（ｘ）１／Γとなり、この関数は、Γの先験的な情報を与えられる場合に、所
望の重みとなる。実際、対数サーチにより、所望の重み付け関数が数回の繰り返しのみで
生じる。
【００９４】
　照度補正用の閉ループフィードバックシステムは、１次元ブレンド関数に限定されない
。また、本方法は、２Ｄでも適用することができ、ブレンド領域に限定される必要はない
。当該方法のこのような拡張により、システムのフィードバック照度補正方法が、ＬＣＤ
パネルに見られるような、空間的非均一性を補正するためにも使用されることを可能にす
る。
【００９５】
　閉ループシステムの例示的な実施形態が、均一な照度及び色の白色ベタ画像を表示しよ
うとしているＭ×Ｎグリッドのプロジェクターにより例証された。システムは、開ループ
法を使用して、各ディスプレイの巨視的なＯＭＴＥ表示特性（表示画質補正機能）をどの
ようにして設定するかについての初期推定を行ない、次いで、スクリーン上の表示信号が
、実際に均一で非常に濃い色になるまで、入力信号ｕに対する変更を繰り返し行う（ピク
セル補正機能）。
【００９６】
　フィードバックシステムの別の実施形態は、プロジェクターの黒レベルのデジタル補正
に使用される。黒レベルは、プロジェクターが生成することができる最も低い光強度を意
味するので、この方法における重要な違いは、任意の減衰する重み付け関数を適用するこ
とができる前に、黒レベルを僅かに上げるべきであるということである。
【００９７】
　この方法に対する更なる改良は、プロジェクターの間の特定の色バランスを目標にする
ことであり、それにより構成要素の色強度の差異に対処する。例えば、全ての赤ピクセル
の照度を全てのプロジェクターにわたって均衡させる。
【００９８】
　更に、パラメータを上記のように変更することに関連して、米国特許第５，３８１，３
４９号（その教示は参照により本明細書に明確に組み込まれる）に説明されているような
カラーバランスに関する同様な手法に従うことができ、上記で組み込まれた米国特許第６
，４５６，３３９号におけるのと同様に、この米国特許第５，３８１，３４９号では、シ
ステムが複数のパッチを目立たせて測定する。ここで、例示的な実施形態のシステムは、
赤のコントラスト、赤の輝度、緑のコントラスト、緑の輝度、青のコントラスト、青の輝
度のような色に関連する表示ＯＭＴＥパラメータを変更する。更なる改良は、米国特許第
７，０３８，７２７号（この教示は、参照により本明細書に明確に組み込まれる）に説明
されているように、光度の目的関数と連係して、このＲＧＢ輝度およびコントラストの変
化量を使用することであり、これらプロジェクターの動作ポイントを出来る限り近付けて
設定して、ピクセル補正機能の更なる微調整を行なう。
【００９９】
　係る具現化形態では、光センサを標準的な較正ソースに対して較正することが望ましい
。一実施形態では、システムは、遠く離れて位置する非集束ハロゲンランプ点光源により
照明されるカメラ撮像装置を使用し、この点光源は、均一光源の様相を有する。
【０１００】
　上記は、本発明の例示的な実施形態に関する詳細な説明であった。種々の修正および追
加は、本発明の思想及び範囲から逸脱せずに行なうことができる。上述した種々の実施形
態のそれぞれは、他の説明された実施形態と組み合わされて、多くの特徴を提供すること
ができる。更に、上記では、本発明の装置及び方法に関する多数の別個の実施形態が説明
されてきたが、本明細書で説明してきた内容は、本発明の原理の応用形態を単に例示して
いるに過ぎない。例えば、更なる補正ステップが、本明細書に記載されたステップ以外に
使用され得る。これらステップは特に、採用されるディスプレイ装置およびディスプレイ
表面のタイプに基づくであろう。更に、本明細書において記載される手順および機能のい



(24) JP 6046668 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

ずれもが、ハードウェア、プログラム命令からなるコンピュータ可読媒体を含むソフトウ
ェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせで具現化され得ることは明確に意
図されている。従って、本記述は、単なる例としてのみ解釈されることを意図しており、
本発明の範囲を制限することを意図していない。
【０１０１】
　以下においては、本発明の種々の構成要件の組み合わせからなる例示的な実施形態を示
す。
１．画像を表示するための方法であって、
　ａ．光学、機械、熱、及び電子（ＯＭＴＥ）表示パラメータを含むディスプレイにピク
セルを選択的に表示する表示ステップであって、これらのＯＭＴＥ表示パラメータのうち
の少なくとも一つが可変である、表示ステップと、
　ｂ．表示されたピクセルのうちの少なくとも一つ、及び表示されたピクセルの欠けを検
出するステップと、
　ｃ．検出されたピクセルとディスプレイとの間のマッピング、又は検出されたピクセル
とセンサとの間のマッピングを明示的に、又は暗黙的に導出するステップと、
　ｄ．前記マッピングに基づいてピクセル補正機能を導出するステップと、
　ｅ．前記検出されたピクセルに基づいて表示画質補正機能を導出するステップと、
　ｆ．前記ＯＭＴＥ表示パラメータのうちの少なくとも一つを設定することにより、前記
表示画質補正機能を適用するステップと、
　ｇ．補正されたピクセルデータを生成するために、入力画像ピクセルデータを変更する
ことにより、前記ピクセル補正機能を適用するステップと、
　ｈ．前記ディスプレイを前記補正されたピクセルデータで駆動するステップとを含む、
方法。
２．前記表示されたピクセルを検出するステップが、前記ディスプレイの周りの周囲環境
を検出することを含む、上記１に記載の方法。
３．前記選択的に表示する表示ステップが、少なくとも一つのプロジェクターで、別個の
投影表面にピクセルを表示することを含む、上記１に記載の方法。
４．前記選択的に表示する表示ステップが、ピクセルを内蔵型ディスプレイに表示するこ
とを含む、上記１に記載の方法。
５．前記選択的に表示する表示ステップが、連動型ディスプレイを提供するように構成さ
れた複数の内蔵型ディスプレイにピクセルを表示することを含む、上記４に記載の方法。
６．前記ピクセル補正機能を格納するステップを更に含む、上記１に記載の方法。
７．前記ピクセル補正機能を格納するステップが、前記ピクセル補正機能をルックアップ
テーブルとして格納することを含む、上記６に記載の方法。
８．前記表示画質補正機能を導出するステップが、前記表示画質補正機能をルックアップ
テーブルとして格納することを更に含む、上記１に記載の方法。
９．前記選択的に表示する表示ステップが、連動型ディスプレイを提供するように、複数
のプロジェクターで、別個の投影表面にピクセルを表示することを含む、上記１に記載の
方法。
１０．前記ピクセル補正機能を導出するステップが、表示画質全体を向上させるように、
異なるようにリサンプリングされるべき領域を選択的に選択することを更に含む、上記１
に記載の方法。
１１．前記検出するステップからのデータを外部オペレータに供給することを更に含み、
前記表示画質補正機能を導出するステップ、及び前記表示画質補正機能を適用するステッ
プのうちの少なくとも一つが、前記ディスプレイに関する前記ＯＭＴＥ表示パラメータの
うちの少なくとも一つを前記外部オペレータにより設定することを含む、上記１に記載の
方法。
１２．前記外部オペレータが、人間のオペレータ及び外部データ処理アプリケーションの
うちの一方からなる、上記１１に記載の方法。
１３．後で使用するために、前記検出するステップからの少なくとも幾つかのデータを供
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給するステップを更に含む、上記１に記載の方法。
１４．前記少なくとも幾つかのデータを供給するステップが、前記データを使用して、（
ａ）システム較正又は較正検証機能を遠隔的に実行すること、（ｂ）システムの画質尺度
をレポートすること、（ｃ）ディスプレイが画質目標の許容範囲内にあることを検証する
こと、（ｄ）ディスプレイ照度に基づいてディスプレイ光源の性能をレポートすること、
（ｅ）前記ディスプレイの輝度、位置、幾何学的形状、及び照度の品質を判断すること、
（ｆ）前記ＯＭＴＥパラメータの変更をレポートすること、（ｇ）周囲条件を測定してレ
ポートすること、（ｈ）前記ディスプレイの達成可能な色空間を求めること、（ｉ）ディ
スプレイ入力信号に対して色変換を行なった後にディスプレイ入力信号のダイナミックレ
ンジを導出すること、（ｊ）前記ディスプレイの設定の変更を検出してレポートすること
、及び（ｋ）前記ディスプレイが所定の位置範囲の外に移動したことを判断することのう
ちの少なくとも一つを含む、上記１３に記載の方法。
１５．前記少なくとも幾つかのデータを供給するステップが、電子メッセージ及びメッセ
ージのうちの少なくとも一つを専用ディスプレイに表示することを含む、上記１３に記載
の方法。
１６．前記少なくとも幾つかのデータが、表示画質目標に関連する情報を含み、その情報
が、（ａ）プロジェクターの電球性能、（ｂ）表示輝度レベル、（ｃ）表示色空間サイズ
、及び（ｄ）較正を行なう必要があることのうちの少なくとも一つを含む、上記１５に記
載の方法。
１７．前記少なくとも幾つかのデータが、英数字テキスト、ウェブページの画像、グラフ
、及びプロットのうちの少なくとも一つに基づいて提示される、上記１５に記載の方法。
１８．前記少なくとも幾つかのデータを供給するステップは、表示画質目標が所定の閾値
未満に低下するタイミングに関する予測情報を含む、上記１３に記載の方法。
１９．前記予測情報は、ディスプレイの光源が交換を必要とする予測時間に関する情報を
含む、上記１８に記載の方法。
２０．前記検出するステップが、検出されるデータを時間と共に取得し、前記ＯＭＴＥパ
ラメータ及び前記補正されたピクセルデータのうちの少なくとも一つを、測定された、又
は予測された周囲条件に従って変更することを含む、上記１に記載の方法。
２１．前記周囲条件が、前記ディスプレイの領域における周囲照明、温度、及び湿度のう
ちの少なくとも一つを含む、上記２０に記載の方法。
２２．前記測定された、又は予測された周囲条件が、前記ＯＭＴＥパラメータ及び前記ピ
クセル補正機能のうちの少なくとも一つに基づいた複数の格納された動作ポイントに対応
する、上記２１に記載の方法。
２３．前記表示画質補正機能を導出するステップ、及び前記ピクセル補正機能を導出する
ステップのうちの少なくとも一つがそれぞれ、繰り返し行なわれる、上記１に記載の方法
。
２４．前記表示画質補正機能を適用するステップ及び前記ピクセル補正機能を適用するス
テップのうちの少なくとも一つの後に、人間のオペレータによって、かつ補正機能付き前
記ディスプレイを見る前記人間のオペレータに基づいて、前記ディスプレイの前記ＯＭＴ
Ｅパラメータのうちの少なくとも一つに対して更なる調整を行なう、上記１に記載の方法
。
２５．前記検出するステップによる、前記ディスプレイが所定の表示画質目標未満に低下
したという判断に応答して、前記ディスプレイが受け持つ領域の少なくとも一部分に重な
る冗長ディスプレイを起動することを更に含む、上記１に記載の方法。
２６．画像を表示するための方法であって、
ａ．連動構成の複数のディスプレイにピクセルを選択的に表示する表示ステップであって
、前記複数のディスプレイのそれぞれが、個々の光学、機械、熱、及び電子（ＯＭＴＥ）
表示パラメータを含み、これらのＯＭＴＥ表示パラメータのうちの少なくとも一つが可変
である、表示ステップと、
ｂ．表示されたピクセルのうちの少なくとも一つ、及び表示されたピクセルの欠けを前記
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ｃ．前記検出されたピクセルに基づいて表示画質補正機能を導出するステップと、
ｄ．前記ＯＭＴＥ表示パラメータのうちの少なくとも一つを前記複数のディスプレイのう
ちの少なくとも一つに設定することにより、前記表示画質補正機能を適用するステップと
を含む、方法。
２７．ディスプレイを調整するための方法であって、
　前記ディスプレイの選択されたピクセルをセンサで検出するステップと、
　前記検出されたピクセルを前記ディスプレイに、又は前記センサにマッピングするステ
ップと、
　前記検出するステップに基づいて前記ディスプレイの性能に関するデータを時間と共に
取得し、性能に関する前記データを使用して、前記ディスプレイの動作パラメータを変更
すること、及び前記ディスプレイの性能に関係する情報をサードパーティに供給すること
のうちの少なくとも一つを行なうステップとを含む、方法。
２８．周囲条件に関するデータを時間と共に取得し、周囲条件に関する前記データを使用
して、前記ディスプレイの動作パラメータを変更すること、及び周囲条件に関係する情報
をサードパーティに供給することのうちの少なくとも一つを行なうステップを更に含む、
上記２７に記載の方法。
２９．前記ディスプレイが、連動構成の複数のディスプレイからなる、上記２７に記載の
方法。
３０．画像を表示するためのシステムであって、
　ピクセルを選択的に表示するディスプレイであって、前記ディスプレイのＯＭＴＥ表示
パラメータのうちの少なくとも一つが可変である、ディスプレイと、
　表示されたピクセル、又は検出されたピクセルの欠けを検出するセンサと、
　前記検出されたピクセルと前記ディスプレイとの間、又は前記検出されたピクセルと前
記センサとの間をマッピングするマッピングプロセスと、
　前記検出されたピクセルに基づいて、前記ＯＭＴＥ表示パラメータのうちの少なくとも
一つを設定する表示画質補正機能と、
　前記マッピングプロセスに基づいて入力画像ピクセルデータを修正して、補正されたピ
クセルデータを生成することにより、前記ディスプレイを前記補正されたピクセルデータ
に基づいて駆動するピクセル補正機能とを含む、システム。
３１．前記ディスプレイの周りの周囲環境を検出して、周囲環境データを供給するセンサ
を更に含む、上記３０に記載のシステム。
３２．前記ディスプレイが、少なくとも一つのプロジェクター、及び別個の投影表面から
なる、上記３０に記載のシステム。
３３．前記ディスプレイが内蔵型ディスプレイからなる、上記３０に記載のシステム。
３４．前記ディスプレイが、互いに対して連動構成に構成された複数のディスプレイから
なる、上記３０に記載のシステム。
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／００　－　５／４２　　
              Ｇ０３Ｂ　　２１／１４　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７４
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