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(57)【要約】
　拡張ダイナミックレンジ（ＥＤＲ）ディスプレイ・シ
ステムにおいてＤＣＩ準拠の画像データをレンダリング
するシステムおよび方法について開示する。ＥＤＲプロ
ジェクタ・システムの一実施形態は、第１の変調器と第
２の変調器とを備える。ＥＤＲプロジェクタ・システム
においてＤＣＩ準拠の画像データをレンダリングするた
めの１つの方法は、複数の画像フォーマットを含む入力
画像データを受け取ること、入力画像データがＤＣＩ画
像データを含むかどうか判断すること、入力画像データ
がＤＣＩ画像データを含む場合には、ＤＣＩ画像データ
に対してダイナミックレンジ（ＤＲ）処理を実行するこ
と、ダイナミックレンジ処理されたＤＣＩ画像データを
ＥＤＲプロジェクタ・システムにおいてレンダリングす
ること、を含む。１つのＤＲ処理方法は、第１の変調器
を所望の輝度レベルに設定することであり、例えば、フ
ルにオンするか、またはＥＤＲ最大輝度に対するＤＣＩ
最大輝度の比に設定する。さらに、ＥＤＲプロジェクタ
に対して、所望の最小輝度レベルを設定することができ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　拡張ダイナミックレンジ（ＥＤＲ）プロジェクタ・システムにおいて、デジタル・シネ
マ・イニシアチブ（ＤＣＩ）準拠の画像データをレンダリングするための方法であって、
　複数の画像フォーマットを含む入力画像データを受け取ること、
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断すること、
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含む場合には、前記ＤＣＩ画像データに対し
てダイナミックレンジ処理を実行すること、
　ダイナミックレンジ処理されたＤＣＩ画像データを前記ＥＤＲプロジェクタ・システム
においてレンダリングすること、を備える方法。
【請求項２】
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断することは、
　前記入力画像データに関連付けられたメタデータを検出すること、
　前記入力画像データを分析して複数の画像データパラメータを検出すること、を含む群
からのいずれか１つをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＤＣＩ画像データに対してダイナミックレンジ処理を実行することは、
　前記ＥＤＲプロジェクタ・システムが、画像を形成するための少なくとも第１の変調器
と第２の変調器とを備える場合に、前記第１の変調器を所望の輝度レベルに設定すること
、
　前記入力画像データから所望の画像を形成するために、前記第２の変調器に信号を送信
して前記第１の変調器からの光を変調すること、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の変調器を所望の輝度レベルに設定することは、
　前記プロジェクタ・システムのフル輝度を伝送するように前記第１の変調器を設定する
ことをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の変調器を所望の輝度レベルに設定することは、
　前記ＥＤＲプロジェクタの最大輝度に対するＤＣＩ最大輝度の比で実質的に伝送するよ
うに前記第１の変調器を設定することをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記所望の画像を形成するために前記第２の変調器に信号を送信することは、
　前記ＥＤＲプロジェクタ・システムのフル輝度出力に対する所望の最小レベルで、前記
所望の画像がレンダリングされることを補償することをさらに含む、請求項３に記載の方
法。
【請求項７】
　前記所望の最小レベルは、前記ＥＤＲプロジェクタ・システムのピーク輝度の略１／１
８００である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＤＣＩ画像データを所望の色域に色域マッピングすることをさらに備える請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＤＣＩ画像データを所望の色域に色域マッピングすることは、
　前記ＥＤＲプロジェクタ・システムのフル色域に前記ＤＣＩ画像データを拡張すること
をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　マルチ変調プロジェクタ・ディスプレイ・システムは、
　光源と、
　コントローラと、
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　前記光源によって照射される第１の変調器であって、前記光源からの光を変調するため
の複数のアナログミラーを有する前記第１の変調器と、
　前記第１の変調器からの光によって照射されて、前記第１の変調器からの光を変調可能
な第２の変調器であって、複数のミラーを有する前記第２の変調器と、を備え、
　前記コントローラは、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに関連付けられたメモリと、を含み、
　前記メモリは、プロセッサ可読命令をさらに含み、前記プロセッサが前記プロセッサ可
読命令を読み出すことで、前記プロセッサに、
　少なくとも１つのハイライトな特徴を含む入力画像データを受け取ること、
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断すること、
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含む場合には、前記ＤＣＩ画像データに対し
てダイナミックレンジ処理を実行すること、
　ダイナミックレンジ処理されたＤＣＩ画像データをＥＤＲプロジェクタ・システムにお
いてレンダリングすること、を含む命令を実行させる、ディスプレイ・システム。
【請求項１１】
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断することは、
　前記入力画像データに関連付けられたメタデータを検出すること、
　前記入力画像データを分析して複数の画像データパラメータを検出すること、を含む群
からのいずれか１つをさらに含む、請求項１０に記載のディスプレイ・システム。
【請求項１２】
　前記ＤＣＩ画像データに対してダイナミックレンジ処理を実行することは、
　前記ＥＤＲプロジェクタ・システムが、画像を形成するための少なくとも第１の変調器
と第２の変調器とを備える場合に、前記第１の変調器を所望の輝度レベルに設定すること
、
　前記入力画像データから所望の画像を形成するために、前記第２の変調器に信号を送信
して前記第１の変調器からの光を変調すること、をさらに含む、請求項１０に記載のディ
スプレイ・システム。
【請求項１３】
　前記第１の変調器を所望の輝度レベルに設定することは、
　前記プロジェクタ・システムのフル輝度を伝送するように前記第１の変調器を設定する
ことをさらに含む、請求項１２に記載のディスプレイ・システム。
【請求項１４】
　前記第１の変調器を所望の輝度レベルに設定することは、
　前記ＥＤＲプロジェクタの最大輝度に対するＤＣＩ最大輝度の比で実質的に伝送するよ
うに前記第１の変調器を設定することをさらに含む、請求項１２に記載のディスプレイ・
システム。
【請求項１５】
　前記所望の画像を形成するために前記第２の変調器に信号を送信することは、
　前記ＥＤＲプロジェクタ・システムのフル輝度出力に対する所望の最小レベルで、前記
所望の画像がレンダリングされることを補償することをさらに含む、請求項１２に記載の
ディスプレイ・システム。
【請求項１６】
　前記所望の最小レベルは、前記ＥＤＲプロジェクタ・システムのピーク輝度の略１／１
８００である、請求項１５に記載のディスプレイ・システム。
【請求項１７】
　前記命令は、前記ＤＣＩ画像データを所望の色域に色域マッピングすることをさらに含
む、請求項１０に記載のディスプレイ・システム。
【請求項１８】
　前記ＤＣＩ画像データを所望の色域に色域マッピングすることは、
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　前記ＥＤＲプロジェクタ・システムのフル色域に前記ＤＣＩ画像データを拡張すること
をさらに含む、請求項１７に記載のディスプレイ・システム。
【請求項１９】
　ビデオデータストリームにおけるハイライトな特徴をレンダリングするためのプロセッ
サにより実行な方法であって、前記ビデオデータストリームは、マルチ変調プロジェクシ
ョン・ディスプレイ・システムによって投影されるものであり、前記ディスプレイ・シス
テムは、複数のアナログミラーを有する第１の変調器と、複数のミラーを有する第２の変
調器と、プロセッサと、を備え、前記プロセッサは、前記第１の変調器および前記第２の
変調器を制御し、
　当該方法は、
　少なくとも１つのハイライトな特徴を含む入力画像データを受け取ること、
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断すること、
　前記入力画像データがＤＣＩ画像データを含む場合には、前記ＤＣＩ画像データに対し
てダイナミックレンジ処理を実行すること、
　ダイナミックレンジ処理されたＤＣＩ画像データをＥＤＲプロジェクタ・システムにお
いてレンダリングすること、を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ・システムに関し、より具体的には、拡張ダイナミックレンジ
（ＥＤＲ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）プロジェクション・ディス
プレイ・システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル・シネマ・イニシアチブ（ＤＣＩ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｉｎｅｍａ　Ｉｎｉｔ
ｉａｔｉｖｅ）は、２００３年３月に開始された大手映画スタジオによる共同事業である
。ＤＣＩの主な目的は、新興デジタルシネマ市場向けの仕様を策定および推進することで
あった。これらの仕様には、互換性および相互運用性を実現するためのコンテンツ要件セ
ットが含まれる。
【０００３】
　２００５年７月２０日に最初に発表された（その後、定期的に更新された）「デジタル
・シネマ・システム仕様」のさまざまな部分の中でも、特に、プロジェクション・システ
ムの性能仕様、および／またはそのコンテンツに関する色空間、解像度、輝度、コントラ
スト、およびインタフェースのセットがある。
【０００４】
　ところが、プロジェクタ・システムの技術の進歩によって、現在の最新鋭のプロジェク
タの性能は、ＤＣＩ仕様で規定されているようなプロジェクタ・システムを十分にしのぐ
ものであり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、先進の高性能プロジェクタおよびその他のディスプレイ上でのコンテンツの
前処理および表示を提供する。このようなディスプレイには、種々の実施形態の大型フォ
ーマットの広色域かつ高ダイナミックレンジのシネマプロジェクタまたはその他のディス
プレイが含まれる。このようなプロジェクタは、旧来の劇場型映画館および複合型映画館
を含むあらゆるシネマ用途、有線テレビ用途、ライブコンサート、スポーツイベント、テ
ーマパーク、掲示板広告、さらには、工業デザインシステム、シネマポストプロダクショ
ン、グラフィックアート、出版などを含むあらゆる種類のプロフェッショナル用途におい
て、好んで利用される。このようなディスプレイは、一般的に、典型的なシネマ標準また
は５０００：１を超えるコントラスト比を有する最新のディスプレイをしのぐコントラス
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ト比を有し、１，０００，０００：１の場合や、さらに状況によってはそれより高い場合
がある。このようなディスプレイは、一般的に、現在のシネマ標準を超えた色域を有する
。いくつかの実施形態のディスプレイ・システムのためのコンテンツの準備および表示、
ならびにそれらの構成および使用の方法について、本明細書で開示している。
【０００６】
　拡張ダイナミックレンジ（ＥＤＲ）およびその他の高性能ディスプレイ・システムにお
いてＤＣＩ準拠の画像データをレンダリングするシステムおよび方法について開示する。
ＥＤＲプロジェクタ・システムの一実施形態は、第１の変調器と第２の変調器とを備える
。他の実施形態では、レーザ光源と、解像度および／または周波数領域処理ならびに加工
したサブフレームの（例えば、マルチプルプロジェクタで）同時または（シングルまたは
マルチプルプロジェクタモードで）交互の投影を含むコンテンツ・エンハンスメント、の
うちのいずれかとともに、解像度を向上させた変調器を提供することができる。
【０００７】
　一実施形態では、ＥＤＲプロジェクタ・システムにおいて、ＤＣＩ準拠の画像データを
レンダリングするための方法は、複数の画像フォーマットを含む入力画像データを受け取
ることと、入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断することと、入力画像
データがＤＣＩ画像データを含む場合には、ＤＣＩ画像データに対してダイナミックレン
ジ（ＤＲ）処理を実行することと、ダイナミックレンジ処理されたＤＣＩ画像データをＥ
ＤＲプロジェクタ・システムにおいてレンダリングすることと、を含む。１つのＤＲ処理
方法は、第１の変調器を所望の輝度レベルに設定することであり、例えば、フルにオンす
るか、またはＥＤＲ最大輝度に対するＤＣＩ最大輝度の比に設定する。さらに、ＥＤＲプ
ロジェクタに対して、所望の最小輝度レベルを設定することができる。
【０００８】
　他の実施形態では、マルチ変調プロジェクタ・ディスプレイ・システムは、光源と、コ
ントローラと、光源によって照射される第１の変調器と、第１の変調器からの光によって
照射される第２の変調器と、を備え、第１の変調器は、光源からの光を変調するための複
数のアナログミラーを有し、第２の変調器は、第１の変調器からの光を変調することが可
能であって、複数のミラーを有し、コントローラは、プロセッサと、プロセッサに関連付
けられたメモリとをさらに有し、メモリは、プロセッサ可読命令をさらに含み、これによ
り、プロセッサがプロセッサ可読命令を読み出すことで、プロセッサは以下の命令を実行
する：少なくとも１つのハイライトな特徴（highlight feature）を含む入力画像データ
を受け取ることと、入力画像データがＤＣＩ画像データを含むかどうか判断することと、
入力画像データがＤＣＩ画像データを含む場合には、ＤＣＩ画像データに対してダイナミ
ックレンジ処理を実行することと、ダイナミックレンジ処理されたＤＣＩ画像データをＥ
ＤＲプロジェクタ・システムにおいてレンダリングすること。
【０００９】
　本システムの他の特徴ならびに効果は、本出願で提示する図面と関連させて読まれる以
下の詳細な説明において提示している。
　例示的な実施形態を図面の参照図に示している。本明細書で開示する実施形態および図
面は、限定するものではなく、例示とみなされるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本明細書で開示される本出願のシステム、方法、および技術として適し
得るＥＤＲプロジェクタ・ディスプレイ・システムの一実施形態を示している。
【図２】図２は、本明細書で開示される本出願のシステム、方法、および技術として適し
得るＥＤＲプロジェクタ・ディスプレイ・システムの他の実施形態を示している。
【図３】図３は、マルチ（デュアル）変調器ディスプレイ・システムによって実施され得
る光学処理／画像処理の上位図の一実施形態を示している。
【図４】図４は、適切な２値ハーフトーン画像を生成するための方法の一実施形態を示し
ている。
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【図５】図５は、パルス幅ＤＭＤ補正画像を生成するための技術の一実施形態を示してい
る。
【図６】図６は、主変調で認識される光照射野を生成するために、予備変調／主変調マッ
ピング、光照射野モデル、および主変調／予備変調マッピングを使用するフロー図の一実
施形態である。
【図７】図７は、本出願の原理に従って構成されたＤＣＩモード画像処理パイプラインの
一実施形態である。
【図８】図８は、本出願の原理に従って構成されたダイナミックレンジ処理モジュールの
一実施形態である。
【図９】図９は、本出願の原理に従って構成されたダイナミックレンジ処理モジュールの
他の実施形態である。
【図１０】図１０は、ＤＣＩ－Ｐ３色域マップと比較した場合の、ＥＤＲプロジェクタ・
システムの色域マップの表現である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の説明を通して、より完全な理解を当業者に与えるため、具体的詳細について記載
する。ただし、開示を不必要に不明瞭にすることがないよう、周知の要素については、詳
細に提示または記載していない場合がある。よって、説明および図面は、限定的意味では
なく例示的意味のものとみなされるべきである。
【００１２】
　本明細書で使用される場合の、「コンポーネント」、「システム」、「インタフェース
」、「コントローラ」というような用語は、ハードウェア、（例えば、実行中の）ソフト
ウェア、および／またはファームウェアのいずれかであるコンピュータ関連エンティティ
を指すものである。例えば、これらの用語はいずれも、プロセッサ上で実行中のプロセス
、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、プログラム、および／またはコンピュータ
であり得る。例として、サーバ上で実行中のアプリケーションと、サーバは、どちらもコ
ンポーネントおよび／またはコントローラであり得る。１つ以上のコンポーネント／コン
トローラを、１つのプロセスに含むことが可能であり、１つのコンポーネント／コントロ
ーラを、１つのコンピュータ上に局在化させること、および／または２つ以上のコンピュ
ータに分散させることが可能である。
【００１３】
　請求項に係る主題について図面を参照して説明するが、このとき、類似の要素は、全体
を通して同様の参照符号を用いて示している。以下の説明では、主題の革新についての完
全な理解を与えるため、説明を目的として、様々な具体的詳細が記載される。しかしなが
ら、これら特定の詳細を省いても、請求項に係る主題を実施できることは明らかであろう
。また、主題の革新の説明を容易とするために、周知の構造およびデバイスは、ブロック
図の形式で示している。
【００１４】
　［序論］
　拡張ダイナミックレンジ（ＥＤＲ）プロジェクション・システムは、標準ＤＣＩ（デジ
タル・シネマ・イニシアチブ）プロジェクタと比較して、大幅に向上した性能を有する。
標準ＤＣＩコンテンツの表示は、ＤＣＩプロジェクタ仕様を満たすプロジェクタ用に設計
およびグレーディングされている。それらのプロジェクタは、ＥＤＲプロジェクタと比べ
て、より制限されたダイナミックレンジおよび色空間を有する。ＤＣＩコンテンツを、ア
ーチファクト（例えば、ダークノイズ、暗い疑似輪郭など）を伴うことなく適切に表示す
るためには、ＥＤＲプロジェクタは、標準ＤＣＩプロジェクタと同等または少なくとも類
似したエクスペリエンスを提供する「ＤＣＩモード」を備えていなければならない。向上
したエクスペリエンスを提供することが望ましい場合があるが、ただしそれは、不快なア
ーチファクトを伴わないものでなければならず、また、コンテンツ制作者の芸術的意図に
沿ったものでなければならない。
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【００１５】
　ＤＣＩとＥＤＲプロジェクタの性能を整合させる必要性について概説するため、以下の
表１は、２００８年３月７日に発表された「デジタル・シネマ・システム仕様」バージョ
ン１．２で公開されている画像パラメータおよび許容範囲の一覧表である。
【００１６】
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【表１】

　これに対し、ＥＤＲプロジェクタ・システムは、（おそらく最小限の）互換性を持つＤ
ＣＩプロジェクタのために上記で規定されたものよりも広い色空間およびダイナミックレ
ンジを有する。
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【００１７】
　本明細書で開示される多くの実施形態では、このようなＥＤＲプロジェクタにＤＣＩコ
ンテンツを入力して、そのようなコンテンツを変換し、ビデオおよび／または画像データ
をＤＣＩ仕様と同等以上の仕様でレンダリングするために、新規のデュアル変調器、トリ
プル変調器、およびその他のマルチ変調器によるプロジェクション・ディスプレイ・シス
テムならびに技術を採用することができる。
【００１８】
　多くの実施形態では、第１（または前段）ステージ変調器としてのＭＥＭＳアレイによ
って中間照射を第２（または後段）ステージＤＭＤ変調器上に投影させるという組み合わ
せを採用している。
【００１９】
　［ＥＤＲデュアル変調器プロジェクタの実施形態］
　ＥＤＲプロジェクタ・システムおよびデュアル変調プロジェクタ・システムは、
　（１）Ｗａｒｄらによる「ＳＥＲＩＡＬ　ＭＯＤＵＬＡＴＩＯＮ　ＤＩＳＰＬＡＹ　Ｈ
ＡＶＩＮＧ　ＢＩＮＡＲＹ　ＬＩＧＨＴ　ＭＯＤＵＬＡＴＩＯＮ　ＳＴＡＧＥ（２値光変
調ステージを有するシリアル変調ディスプレイ）」と題する、２０１２年２月２８日に発
行された米国特許第８１２５７０２号、
　（２）Ｗｈｉｔｅｈｅａｄらによる「ＰＲＯＪＥＣＴＩＯＮ　ＤＩＳＰＬＡＹＳ（プロ
ジェクションディスプレイ）」と題する、２０１３年６月１３日に公開された米国特許出
願公開第２０１３／０１４８０３７号、
　（３）Ｌａｕらによる「ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＭＥＭＳ　ＰＩＸＥＬＳ　Ｉ
Ｎ　ＤＩＳＰＬＡＹ　ＡＮＤ　ＩＭＡＧＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ（ディスプレイおよびイ
メージング装置におけるＭＥＭＳ画素の応用）」と題する、２０１３年６月１３日に公開
された米国特許出願公開第２０１３／０１４７７７７号、
　（４）Ｋａｎｇらによる「ＨＩＧＨ　ＤＹＮＡＭＩＣ　ＲＡＮＧＥ　ＰＲＯＪＥＣＴＩ
ＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ（高ダイナミックレンジプロジェクション・システム）」と題する、
２０１２年２月１６日に公開された米国特許出願公開第２０１２／００３８６９３号、
　を含む、本出願と同一の所有者による特許および特許出願に記載されており、これらの
文献は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００２０】
　本明細書で開示される数多くのデュアル、トリプル、２段より多くの変調（これらのす
べてを以下で「マルチ変調（multi-modulation）」と呼ぶ）によるディスプレイ・システ
ムは、変調チップに対して必要なところにのみ光を当てるためにビーム・ステアリング（
beam steering）を用いる。
【００２１】
　図１は、（変調器として）２つ以上のデジタル・プロジェクタを備えたデュアル変調プ
ロジェクタ・ディスプレイ・システム１００の一実施形態である。図１は、本例の実施形
態によるモノクロ・ディスプレイ１００を示している。ディスプレイ１００は、光源１０
２を備える。光源１０２からの光１０４は、第１の光変調器１０６に照射される。光源１
０２として、例えば、レーザ、キセノンランプ、（例えば、ダイオードもしくは他の）レ
ーザまたは他の固体発光素子のアレイ、アークランプなどを含むことができる。
【００２２】
　一実施形態において、第１の光変調器１０６は、例えば高速スイッチング素子上に、Ｍ
ＥＭＳ素子などのような複数の制御可能素子１０６ａを有し得る。より詳細に（図２Ａ～
Ｂおよび図３Ａ～Ｃを参照して）後述するように、素子１０６ａは、それらを第２の変調
器１１０に対して光を反射させるように適切な制御回路／コントローラ１１６によって操
作することができるように、選択することができる。コントローラ１１６は、プロセッサ
と、プロセッサと通信するメモリとを有することができ、メモリに命令を含み得ることで
、コントローラは、本明細書で記載されるようなハイライティング技術（highlighting t
echniques）を実施するために、第１の変調器および第２の変調器（さらに、当該システ
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ムがもし備えている場合は、他の変調器）を適切に制御することができる。
【００２３】
　また、制御可能素子のセットとして、制御可能なアナログミラーのセットを含むことも
でき、それらは、本明細書で記載されるようなハイライト処理のためにサブフレームのレ
ンダリングを提供するのに十分なスイッチング反応速度を有し得る。一実施形態では、素
子１０６ａのスイッチング応答時間は、画像データの所与のフレーム内で数回、第２の変
調器に対して光を反射させるのに十分に高速であり得る。例えば、素子１０６ａは、所望
に応じて、１／２フレーム、１／３フレーム、１／４フレーム、または１／ｎフレームの
、第２の変調器１１０への照射を実現できる。
【００２４】
　第１の変調器１０６からの光は、光学系１０８を通過することができ、その光学系は、
第２の変調器１１０への照射の所望の点広がり関数（ＰＳＦ：Ｐｏｉｎｔ　Ｓｐｒｅａｄ
　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を実現するのに十分な光学部品を含み得る。第２の変調器１１０の
素子１１０ａに対する第１の変調器１０６の素子１０６ａの比に応じて、所望のＰＳＦは
異なり得る。例えば、第１の変調器１０６はＭＥＭＳアレイであり、第２の変調器１１０
はＤＭＤアレイである場合、典型的なＭＥＭＳアレイは、数百万のミラー素子（例えば、
５００Ｋ超のミラー、さらにはそれ以上）を搭載し得るＤＭＤアレイよりも少ない多数の
素子１０６ａ（例えば、数百～数千の範囲の、１００から２～３Ｋのミラー素子）を有す
る。
【００２５】
　第２の光変調器１１０は、（第１の光変調器１０６が制御され得るのと同様に）制御回
路１１６によって制御することができ、また、複数の制御可能素子１１０ａを有し得る。
各々の制御可能素子１１０ａは、第１の空間光変調器１０６から素子１１０ａに入射する
光の割合を選択するように制御することができ、その光は、（場合によっては第２の光学
系１１２を通して）表示領域１１４に伝達される。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、第２の空間光変調器１１０は、オン状態とオフ状態で切
り替えることができる反射光学素子または透過光学素子１１０ａである例えばＤＭＤ素子
を有する。このような実施形態では、第２の空間光変調器１１０は、その素子をオンまた
はオフに設定するコントローラによって制御することができる。
【００２７】
　伝達光学系１０８は、第１の光変調器１０６からの光を第２の光変調器１１０に伝達す
る。この光は、第１の空間光変調器１０６の素子１０６ａがすべてオンにされているとき
には、第２の光変調器１１０の有効領域全体を照射することが可能である。この光は、第
２の空間光変調器１１０のエッジを越えて広がる可能性がある。伝達光学系１０８は、そ
の光をぼかし得る。伝達光学系１０８は、第１の空間光変調器１０６上の点からの光がど
のように第２の空間光変調器１１０上に広がるのかを少なくとも近似する伝達関数によっ
て特徴付けることができる。第２の光変調器１１０に入射する光のパターンは、第１の変
調器１０６の構成（すなわち、どの素子１０６ａがオンで、どの素子１０６ａがオフであ
るか）および伝達関数から、推定または特定することができる。適切な投影レンズ１１２
によって、第２の空間光変調器１１０からの光を表示用のスクリーン１１４上に合焦させ
る。スクリーン１１４として、前面投影スクリーンまたは背面投影スクリーンを含むこと
ができる。
【００２８】
　図１の実施形態では、単一の光チャネルを示しているが、光学的にオフセットした２つ
の反射型変調器を各カラーチャネルに含むように、プロジェクタ内の一連のカラーチャネ
ルの各々に対して第１と第２の変調器を複製できることは理解されるであろう。一連のカ
ラーチャネルは、赤チャネル、緑チャネル、および青チャネルを含むことができる。光源
は、例えば、複数の有色レーザ光源を含むことができる。一実施形態では、光源は、コン
トローラ（例えば、１１６）からの信号（図示せず）に従って、全体的（明るさ）および
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／または空間的（ローカル）ディミング（dimmed）のいずれかで変調することができる。
【００２９】
　第２の変調器への中間信号は、例えば、第１の変調器によって反射される光の点広がり
関数およびオフセットを含む光照射野シミュレーションに基づくものであり得る。例えば
、第２の変調器への中間信号は、各チャネルで第１の変調器によって反射される光の点広
がり関数および各チャネルでのオフセットに基づくものであり得る。それらのチャネルで
のオフセットは、同じであり得るか、または少なくとも２つのチャネルでのオフセットが
異なり、このとき、各チャネルでの第２の変調器への中間信号は、そのオフセットと、チ
ャネル間のオフセット差のうちの少なくとも一方に基づくものである。
【００３０】
　［他のマルチ変調器の実施形態］
　図２は、本出願の目的に適したデュアル変調プロジェクタ・ディスプレイ・システム２
００の他の実施形態である。ディスプレイ２００は、光源２０２を備えることができ、そ
れは、１つの光源（例えば、ランプなど）または複数の点光源（例えば、レーザ、ＬＥＤ
など）を含み得る。デジタル映写機の文脈では、図２における光源２０２は、レーザ光源
バンクを１つ以上含むことができる（例えば、２０２－１，２０２－２，２０２－３；２
０２－１’，２０２－２’，２０２－３’、この場合、合成されると白色光になり得る複
数の有色光源、例えば、赤、緑、青を設けることができる）。
【００３１】
　光源２０２から光は、光学ステージ２０４に伝送されることができ、この光学ステージ
は、ＲＧＢレーザ光源からの光を合成するためのコンバイナ（combiner）２０４－１と、
光の均一性を向上させることができるロッドインテグレータ（integrating rod）２０４
－２と、を含み得る。光２０３は、その後、光に角度多様性を与えるための拡散器２０６
を通して伝送されることができる。第１の変調器／予備変調器２０８は、この光を入力さ
せることができ、そしてコントローラ２２０の制御下で、本明細書でさらに説明するよう
に予備変調器による画像処理を提供することができる。
【００３２】
　一実施形態において（図２に示すように）、第１の予備変調器２０８はＤＭＤアレイと
することができ、これは、光学素子のセットを通して、個々のカラーチャネル（例えば、
赤、緑、青のチャネルとして、例えば、２０８－１，２０８－２，２０８－３）を処理す
ることができる。単なる例示として、予備変調器２０８は、標準的なプリズム構成を用い
た１．２”の２ＫミラーＤＭＤとすることができる。予備変調器２０８は、２値ハーフト
ーン画像を表示するように制御することができ、その場合、例えば、それらの画素をフル
にオンまたはオフにする（オフ状態における光は、オフ状態の光２０５として消去される
ことができる）。他の実施形態では、アナログ微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）、なら
びに／または他のアナログおよび／もしくはデジタル反射器を適切に制御することにより
、異なるタイプの画像を形成するように再配光することができる。
【００３３】
　一実施形態において、予備変調器／ハーフトーン（halftone）ＤＭＤは、ハーフトーン
画像を生成するために、均一な光照射野を空間変調することができ、その場合、例えば、
そのフレーム時間全体にわたって、またはその一部で、すべての画素をオンまたはオフの
いずれかとする。その結果として得られるハーフトーン画像は、適度にぼかしたものであ
り、特に明クリッピング（bright-clipping）を避けることが求められる場合に、主変調
器／パルス幅ＤＭＤ上に十分な光レベルを生成することができる。パルス幅ＤＭＤは光レ
ベルを減少させるのみであり得るため、ぼかしハーフトーン画像は、例えば入力画像であ
る所望のスクリーン画像よりも、略すべての位置において高くなければならない。状況に
よって、黒背景上に非常に明るいドットがあるなどの画像特徴により、明クリッピングま
たは暗クリッピング（dark-clipping）のいずれかを選択するという不可避の条件を強い
られ得る場合には、いくらかの明クリッピングが意図的に許可されることがあり、ぼかし
ハーフトーン画像は、特にそのドットでは、入力よりも高くはならないことになる。
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【００３４】
　一実施形態において、低い光レベルを実現するため、およびハロー（halo）を避けるた
めに、ぼかしハーフトーン画像は、所望のスクリーン画像よりも、わずかに高く設定する
ことができる。従って、ぼかしハーフトーン画像は、実質的に、所望のスクリーン画像に
対して帯域制限された最小上限とすることができ、例えば、光学ぼかしによって帯域幅が
制限される。一実施形態では、（以下のように）画像に対して帯域制限された上限を生成
する傾向がある。それは最小上限ではなくてもよく、ただし同様の性能があり得るもので
ある。真の最小値は実現が可能であっても比較的困難であり得るため、このような緩和が
望ましい場合がある。本実施形態では、「明クリッピングなし」という特性が実質的に維
持されれば十分であり得る。
【００３５】
　本実施形態では、ハーフトーン画像は、空間ディザパターン（spatial dither pattern
）を用いて形成することができる。ディザパターンは、画素からなる矩形ブロック上に定
義することができ、そのパターンをタイリングすることにより、画像フレーム全体にわた
って繰り返すことができる。パターンのサイズは、ブラーカーネル（blur kernel）のサ
イズに関連させることができ、そのカーネルによってパターンを平滑化する。また、カー
ネルのサイズによって、最小非ゼロ光レベル（minimum non-zero light level）を決定す
ることもでき、例えば、ディザパターンの１つの画素をオンにし、他をすべてオフにして
、最小レベルを生成することができる。このプロジェクタ・システムの実施形態に関する
さらなる情報は、２０１３年８月１６日に出願された「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴ
ＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＬＩＧＨＴ　ＦＩＥＬＤ　ＭＯＤＥＬＩＮＧ　ＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ
　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＭＯＤＵＬＡＴＩＯＮ　ＤＩＳＰＬＡＹＳ（マルチ変調ディスプ
レイのための光照射野モデリング技術のシステムおよび方法）」と題する、本出願と同一
の所有者による米国仮特許出願第６１／８６６７０４号で開示されており、この文献は、
その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００３６】
　このハーフトーン画像２０７は、点広がり関数（Point Spread Function : ＰＳＦ）光
学ステージ２１２を通して伝送されることができる。ＰＳＦ光学ステージは、多くの異な
る光学素子２１０、２１４などを含むことができ、例えば、レンズ、拡散器、反射器など
を含むことができる。本出願の目的では、ＰＳＦ光学ステージは、予備変調器２０８から
ハーフトーン画像を受け取って、第２の変調器／主変調器２１６へのハーフトーン画像（
２０９）に所望のぼかしを付与すれば十分である。第１の変調器２０８と同様に、第２の
変調器はＤＭＤアレイとすることができ、これは、光学素子のセットを通して、個々のカ
ラーチャネル（例えば、赤、緑、青のチャネルとして、例えば、２１６－１，２１６－２
，２１６－３）を処理することができる。単なる他の例示として、予備変調器２０８は、
標準的なプリズム構成を用いた１．４”の４ＫミラーＤＭＤとすることができる。
【００３７】
　主変調器２１６は、光２０９を受けることができ、また、コントローラ２２０によって
制御されることができる。コントローラ２２０は、主変調器２１６上の画素ごとの局所輝
度を特定するために、ハーフトーニング（half-toning）とＰＳＦの組合せ効果を推定お
よび／またはモデル化する光照射野シミュレーションを採用することができる。ＭＥＭＳ
反射器を採用しているような他の実施形態では、コントローラ２２０は、同様に、光照射
野形成をモデル化することができる。このモデルから、コントローラ２２０は、最終的に
投影／レンダリングされた画像を生成するために、光照射野に変更を加える目的で、主変
調器２１６の画素値を計算、推定、または特定することができる。光２１３は、その後、
プロジェクタスクリーン（図示せず）上に最終的に投影／レンダリングされた画像を形成
するために、投影光学系２１８を通して伝送されることができる。オフされた光は、オフ
状態の光２１１として消去されることができる。
【００３８】
　多くの実施形態において、最終画像は、ぼかしハーフトーン画像と主変調器の画像の積
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で生成されることができる。このような最終画像では、コントラストは、２００，０００
：１程度であり得る。
【００３９】
　前述のように、動作において、図２のプロジェクタ・システムは、例えば、時分割また
はパルス幅変調器として、種々の方式で動作することができ、例えば、ともにパルス幅変
調器として機能する２つ以上のＤＭＤおよび／または反射器を直列で動作させる。このよ
うな動作は、時分割シーケンスにおける精密な時分割アライメントおよび画素間の対応を
必要とする傾向がある。
【００４０】
　そこで、図２のプロジェクタ・ディスプレイ・システムは、「予備変調器」または「予
備変調・変調器」として第１のＤＭＤ／反射器２０８を採用することができ、そしてハー
フトーン画像を用いて光源を空間変調することができ、それを所望の期間（例えば、１フ
レームまたはその一部）にわたって維持することができる。このハーフトーン画像をぼか
すことで、空間的低減帯域幅の光照射野を生成することができ、これを第２のＤＭＤ／反
射器２１６に当てることができる。主変調器と呼ばれる第２のＤＭＤ／反射器は、ぼかし
光照射野をパルス幅変調することができる。この構成は、例えば精密な時分割アライメン
トおよび／または画素間の対応である上記の要件の両方を回避する傾向があり得る。いく
つかの実施形態において、２つ以上のＤＭＤ／反射器で、時間的にフレームのアライメン
トが得られ、概ね空間的にフレームのアライメントが得られる。いくつかの実施形態にお
いて、予備変調ＤＭＤ／反射器からのぼかし光照射野は、主ＤＭＤ／反射に略重なり得る
。他の実施形態では、例えば画像レンダリング性能の助けとするために、空間的アライメ
ントが知られており、これが考慮されることがある。
【００４１】
　一実施形態において、プロジェクタ・システムは、２値ハーフトーン画像を生成するこ
とができ、これを光学部品によって平滑化することで、所望の表示画像の低減帯域幅バー
ジョンを生成することができる。光学部品のＰＳＦの形状によって、平滑化関数の特性が
決まり得る。ＰＳＦの形状は、システムの表示性能および計算要件に影響を及ぼし得る。
多くの実施形態において、ＰＳＦ整形は、以下の属性および／または以下のガイドライン
のうちの１つ以上を含むことができる。
【００４２】
　（１）ＰＳＦは、最も疎なハーフトーンパターンを平滑化することで、比較的平坦な照
射野にすることができる。これによって、ＰＳＦのサイズに近似下限を課すことができる
。
【００４３】
　（２）ＰＳＦが大きいほど、デュアル変調が有効である空間周波数が低くなり得るとと
もに、結果的に（本明細書でさらに説明するように）「ハロー」が大きくなり得る。これ
によって、より大きな計算コストが要求され得る。
【００４４】
　（３）ＰＳＦは、制限された帯域幅および制限された立ち上がり時間を有し得る。帯域
幅および立ち上がり時間が大きいほど、高い補正精度が要求され得るとともに、計算によ
る近似が制限され得る。
【００４５】
　（４）ＰＳＦは、コンパクトとすることができるとともに、ＰＳＦの空間的広がりを制
限することができる。ＰＳＦは、ゼロに減衰することができる。減衰が遅いか、またはＰ
ＳＦの「裾（tail）」が重いと、画像のコントラストが制限され得るとともに、計算要件
が増大し得る。
【００４６】
　（５）ＰＳＦは、径方向に略対称とすることができる。非対称性は、計算において考慮
することができる。
　一実施形態において、光学ぼかしＰＳＦは、ガウス分布、または回転された二乗余弦関
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数、または空間的広がりが制限されるとともに径方向に略対称な他の何らかのピーク関数
、などの形状に実質的になり得る。多くの実施形態において、ＰＳＦは、空間周波数が制
限され、立ち上がり時間が制限され、さらに／または空間的広がりが制限されたものでな
ければならない。通常、空間周波数と立ち上がり時間には相関があり得る。過度の空間周
波数または立ち上がり時間であると、より密なサンプリング、および、より高いモデリン
グ精度が要求され得ることで、計算要件が増大する。ＰＳＦが画像フレームにわたって変
化する場合は、ＰＳＦのセットを用いることができ、そしてＰＳＦ補間法を採用すること
ができる。ＰＳＦが、ＰＳＦ位置によって変化する高空間周波数を有する場合は、適切な
補間のために、より密なモデルセットが必要となり得ることで、計算要件および校正の複
雑さが増大する。ＰＳＦパルスに急激なスパイク（spike）またはリッジ（ridge）を有す
ることは、望ましくない場合がある。また、ＰＳＦは、その周辺で緩徐に減衰することが
、そこで急峻に終端するよりも望ましい場合がある。滑らかな形状は、より低い空間周波
数、および、より長い立ち上がり時間を有する。ＰＳＦの空間的広がりによって、計算オ
ペレータのサイズが決まり得る。ＰＳＦが、減衰する広い「裾」を有すると、オペレータ
のサイズひいては計算要件が増大し得る。
【００４７】
　単なる例示的な一実施形態において、ＰＳＦは、例えば５×５のディザパターンに適用
されるぼかし関数を表す。従って、ＰＳＦは、他のすべてのハーフトーン画素をゼロとし
て「１」の５×５グリッドを含むハーフトーン画像から比較的平坦な照射野を生成するの
に十分な大きさとすることができる。ぼかし関数が実質的にガウス分布の形状などを有す
る場合には、その直径は、１０画素から２０画素の範囲であり得る。本例では、ＰＳＦの
形状を制限する下限および上限を規定することができる。下限は二乗余弦パルスとするこ
とができ、上限はガウスパルスとすることができる。
【００４８】
　単なる一例として、ＬＢを下限とし、ＵＢを上限とする。「ｒ」を、ＰＳＦの中心から
の距離とし、Ｎを、ディザパターンの辺のサイズとし、ともに画素数で表す。このとき、
パルス振幅は、次のようにして中心値に正規化することができる。
【００４９】

【数１】

　注目され得るように、下限はゼロに減衰し、上限はガウス分布のように減衰する。この
減衰は、ＰＳＦの裾からの光があまりにも多く蓄積することを避けるために重要である。
多くの他のＰＳＦ形状および関数が可能であり、本出願の範囲は、このようなすべての変
形を包含することは、理解されるであろう。
【００５０】
　図３に注目すると、図３は、図１に示すようなマルチ（デュアル）変調器ディスプレイ
・システムによって実施され得る光学処理／画像処理の動作のための上位フローチャート
３００の一実施形態を示している。均一光３０１を、ディスプレイ・システムに入力する
ことができ、そして第１の変調器３０２（例えば、ハーフトーンＤＭＤまたは他の変調器
）によって、ハーフトーン画像をぼかし光学系３０４に供給する。その後、ぼかし画像を
、第２の変調器３０６（例えば、パルス幅ＤＭＤまたは他の変調器）で受けることができ
、これにより、ぼかし画像をさらに変調することで、スクリーン画像３０３を生成する。
一実施形態では、フローチャート３００は、コントローラのシステムメモリに保存できる
プロセッサ可読命令のセットをたどるものである。コントローラで、画像データを受け取
り、（例えば、３０２で）ハーフトーン画像を生成し、（例えば、３０４で）ハーフトー
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を生成することができる。
【００５１】
　図１のディスプレイ・システムの文脈では、生成される画像を制御するために使用でき
る２つの変数として、各々のＤＭＤ素子への符号語を採用することができる。一実施形態
では、ぼかし関数は、光学系によって実現することができ、すべての画像に対して一定の
ものとすることができる。様々なディスプレイ・システム設計において、ぼかし関数の設
計およびハーフトーン符号化の方法は、ディスプレイの性能に関係するとともに影響を及
ぼし得る。そのような一例のシステムにおいて、ハーフトーン符号化およびぼかし関数の
適切な選択を確定するために、以下の目的／前提が考慮され得る。
【００５２】
　（１）明クリッピングなし：一実施形態において、主変調器／ＤＭＤに入射するぼかし
光照射野は、入力画像、所望のスクリーン画像よりも、すべての位置で高くすることがで
きる。その光照射野を、主変調器／ＤＭＤで減衰させることができる。
【００５３】
　（２）小さいハロー：ハローは、暗い背景上の明るいオブジェクトの周りの暗クリッピ
ングである。黒背景上の小さな明るいオブジェクトが明クリッピングされないことを考え
ると、その明るいオブジェクトにおけるぼかし光照射野は、明るいオブジェクトよりも高
くなり得る。その光照射野は、空間的低減帯域幅を有し得るので、明るいオブジェクトの
非常に近くは暗くならないことがある。明るいオブジェクトに近い光照射野のレベルは、
主ＤＭＤによって可能な限り低減され得るが、それでも依然として所望のスクリーンレベ
ルよりは高い可能性があり、暗クリッピングを発生させる。一部のケースでは、暗クリッ
ピングによって、真の黒よりも高められたレベルを表すことがあり、多くの場合、暗い細
部の損失およびコントラストの損失が見られる。ハローは、暗クリッピングによって生じ
る主な視覚的アーチファクトであるが、ぼかし光照射野によって高コントラストの高周波
数パターンを表すことができない局所領域ではいずれも暗クリッピングが発生し得る。局
所領域の空間的広がりは、ブラーカーネルまたはＰＳＦのサイズによって決定できる光照
射野の帯域幅によって決まり得る。
【００５４】
　（３）適切な局所コントラスト：光照射野の帯域幅は、ぼかしＰＳＦのサイズによって
決定できる。ＰＳＦが小さいほど、高帯域幅の光照射野が可能である。ところが、ＰＳＦ
が小さいほど、密なハーフトーンパターンと組み合わせる必要がある。密なハーフトーン
パターンであるほど、小さいディザパターンサイズに関連付けることができ、それは、よ
り少ない離散レベル、および、より高い最初の非ゼロレベルを有し得る。
【００５５】
　（４）上記の目的は競合し得る。従って、多くの変形および／または実施形態が、可能
かつ／または望ましいことがあり得る。これについては、ＤＭＤコントラスト比、ＰＳＦ
サイズ、および局所コントラストの考察に関連して、本明細書でさらに解説する。
【００５６】
　以下のテーブル１は、レベル指数を示す１０×１０パターンの一例を示している。所与
のレベル指数について、その数が付された画素、およびそれより小さい数が付されたすべ
て画素がオンにされ、一方、それより大きい数が付されたすべての画素はオフにされる。
所与のレベルパターンをぼかすと、その結果は、平坦ではない傾向があり、変調された照
射野は、何らかの最小値を有し得る。以下のテーブル２は、テーブル１の各レベル指数に
ついて、正規化された最小光レベルを示しており、先の指数に対する光レベルを示してい
る。他のパターンサイズおよび他の空間ディザパターンが可能であり、それらが本出願に
包含されることは、理解されるであろう。
【００５７】
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【表２】

【００５８】
【表３】

　本実施形態では、任意の特定の入力画素について、ぼかしハーフトーン画像の対応する
画素のレベルは、より高くなければならない。その画素において、より高い所望のレベル
を実現するために、ブラーカーネルの空間的広がりの範囲内の入力画像の近傍画素をすべ
て評価することができ、例えば、所望のレベルよりも低いレベルを有する近傍画素をいず
れもオンにすることができる。この方法の一実施形態は、次のように実施することができ
る。
【００５９】
　任意の特定の入力画素について、フルフレーム光照射野のレベルが、その画素レベルよ
りも高くなるように、レベル指数を選択する。例えば、ぼかしたときに、その画素レベル
を超えるハーフトーンパターンを生成するレベル指数を、例えばフレーム全体に対して、
選択することが可能である。
【００６０】
　このフルフレーム・ハーフトーンパターンが与えられると、ＰＳＦによってその特定の
画素に光を与えない画素は、その特定の画素のレベルに影響を及ぼすことなく、すべてオ
フにすることができる。
【００６１】
　なお、この方法は、ハーフトーン画像にブロッキーな外見（blocky appearance）を与
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える具体的なレベルでハーフトーンタイルを生成しないことがあるということに留意すべ
きである。むしろ、個々の画素は、それらの指数および画像特徴への近接度に応じてオン
またはオフにされ得る。他の実施形態では、誤差拡散および／または局所ブルーノイズの
実施が可能な場合があり、例えば、ハーフトーングリッドを、対応する画素によって局所
的に２値化することができる。
【００６２】
　なお、一実施形態は、配列ディザリングにより実現することができるが、それは上限を
実現するために膨張につながり得ることは理解されるべきである。平滑性は、例えばディ
ザパターンで１画素のみがオンであるなど、最も低いレベルで問題となることがある。ブ
ルーノイズおよび／またはＦＭディザリングなど、異なる平滑効果を得るために他のアプ
ローチを適用することも可能であり得る。他の例として、黒背景上にあるフル輝度よりも
低輝度の小さな明るいオブジェクトについて考える。この場合、取り込まれるハローは、
所望のものよりも広いことがある。膨張領域は、完全に「１」で埋められないことがある
。よりコンパクトな、すべてが「１」である領域では、表示のハロー幅が眼のグレア幅よ
りも大きいので、より少ないハローが現れ得る。小さな明るいオブジェクトの輝度を低減
することで、単にハロー輝度を低減するよりも、ハロー幅を減少させることができる。
【００６３】
　図４は、適切な２値ハーフトーン画像を生成するための方法の一実施形態を示している
。ハーフトーン画像モジュール４００で、入力画像データ４０１を受け取ることができ、
そして４０２で、その画像データをブラーカーネルの範囲に膨張することで、膨張された
入力画像ｘ（ｍ，ｎ）を生成することができる。結果として得られる２値ハーフトーン画
像ｂ（ｍ，ｎ）は、ｘ（ｍ，ｎ）＞ｈｔＬｅｖｅｌ（ｍ，ｎ）の場合に、ｂ（ｍ，ｎ）＝
１と設定することができ、ここで、ｈｔＬｅｖｅｌ（ｍ，ｎ）は、例えば画像フレーム全
体にわたってタイリングされるマップとしてのテーブル２の値として与えられ得る。２値
ハーフトーン画像は、ｂ（ｍ，ｎ）として返されることができる。
【００６４】
　一実施形態において、最小上限に近い上限を実現するために、膨張オペレータを採用す
ることができる。他の実施形態では、カーネル下に最大限の要素を提供できる非線形フィ
ルタを採用することができる。
【００６５】
　主変調器／パルス幅ＤＭＤは、ぼかしハーフトーン画像光照射野を変調することで、所
望のスクリーン画像を生成する。パルス幅ＤＭＤは、光を減衰させることのみ可能であり
、よって、その光照射野は、明クリッピングを防ぐために、所望のスクリーン画像におけ
る上限とすることができる。さらに、暗クリッピングを防ぐために、光照射野は、最小上
限とすることができる。ぼかしハーフトーン画像光照射野は、光学プロセスのモデルを用
いて、計算、推定、またはモデル化することができる。一実施形態において、光学プロセ
スは、ぼかしのみと仮定することができ、例えば、予備変調器から主変調器へのアライメ
ントを無視することができる。いくつかの実施形態において、これは、全体的なレジスト
レーションエラーとなり得る。
【００６６】
　他の実施形態では、そのようなアラインメントを考慮に入れて、適用すべき補正係数を
生成することができる。例えば、実際のディスプレイ上で、予備変調ＤＭＤによって生成
されるぼかし光照射野フレームは、主ＤＭＤフレームとの完全なアライメントが得られな
いことがある。例えば、光照射野画像は、フレームのエッジでオーバースキャン（oversc
an）を生じさせるように、わずかに回転、シフト、またはスケーリングされることがある
。また、ぼかし光学系および他の光学系によって歪みが生じることもある。このような可
能性があるため、予備変調ＤＭＤ上の点を主ＤＭＤ上の点にマッピングする予備変調／主
変調マッピングを、測定し、例えばルックアップテーブル（ＬＵＴ）などのようなマッピ
ングとして適用することができる。
【００６７】
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　図５は、パルス幅ＤＭＤ補正画像５０３を生成するための技術の一実施形態を示してい
る。２値ハーフトーン画像（例えば、図４の４０３）を、ブラーモデル（blur model）５
０２に入力することができ、そして５０４で逆数を取ることができる。パルス幅ＤＭＤ補
正画像は、入力画像を、モデル化されたぼかしハーフトーン画像光照射野で除算すること
によって求めることができ、例えば、入力画像５０１に、ぼかしハーフトーン画像光照射
野の逆数を（５０６で）乗算することにより、求めることができる。
【００６８】
　実際のディスプレイ上で、所与の予備変調画素のＰＳＦ形状は、予備変調フレーム上で
のその位置に依存し得る。ぼかし光学系は、すべての予備変調位置を同じにはぼかさない
場合がある。局所領域内の画素のＰＳＦは、ほとんど違いがないと仮定することができ、
（例えば、均一な光照射野が予備変調器に入射するとして）すべての画素は、同じエネル
ギーを有すると仮定することができる。しかしながら、実際のディスプレイ上では、それ
ぞれのＰＳＦは異なる傾向があり得る。一実施形態において、２Ｋのフレームの場合に、
各ＰＳＦを、別々にモデル化し、さらに／または画像領域の局所部分に適用することがで
き、その結果、例えば、取得、保存、モデル化されるとともに、計算に使用され得るＰＳ
Ｆは、２百万通りとなる。他の実施形態では、この複雑さを軽減するために、簡略化モデ
ルを提供することができる。局所領域内のＰＳＦは類似する傾向があるので、例えば、少
なくとも画像領域の局所領域および／または局所部分では、すべてのＰＳＦを表すために
単一のＰＳＦモデルを用いる。このように局所的であり得るＰＳＦモデルは、適切なＰＳ
Ｆモデルを提供するように、測定またはモデル化されることができる。
【００６９】
　主ＤＭＤは、ぼかし光照射野を補正することで、最終的なスクリーン画像を生成する。
一実施形態において、光照射野補正は、主ＤＭＤ画素グリッド上で実施することができる
。この補正プロセスでは、ぼかし光照射野を主画素グリッド上で表すことができる。一方
、その光照射野は、予備変調画素グリッド上のハーフトーン画像をぼかすことによって形
成される。さらに、予備変調器と主変調器とは、アライメントが得られていないことがあ
る。
【００７０】
　適切な補正プロセスを実施するために選択できる２つの代替実施形態がある。第１の実
施形態は、予備変調グリッド上で光照射野をモデル化し、そしてそれを主グリッドにマッ
ピングすることであろう。第２の実施形態は、各々の予備変調画素に関連付けられたＰＳ
Ｆを主グリッド上でモデル化することにより、光照射野を主グリッド上でモデル化するこ
とであろう。本出願は、両方の代替実施形態を包含しているが、以下では、第１の実施形
態について、すなわち、予備変調グリッド上で光照射野をモデル化し、それを主グリッド
にマッピングすることについて説明する。一実施形態では、幾何学的および／または光学
的歪みを考慮して、主グリッド上で点をマッピングすることが可能であり得る。
【００７１】
　この第１の実施形態は、次のような理由で選択されることがある。
　（１）ＰＳＦは、その形状が局所領域では略維持され得るからという理由による。従っ
て、その領域全体について単一のＰＳＦを用いて、ハーフトーン画像での標準的な畳み込
み処理により、予備変調における局所領域で光照射野をモデル化することができる。
【００７２】
　（２）予備変調／主変調のミスアライメントによって、主変調における局所領域のＰＳ
Ｆは、異なるサンプル位相を有することがあり、これらを考慮する必要があり得る。一部
の実施形態では、予備変調と主変調のアライメントが得られていないことがあるので、元
々は予備変調グリッドでアラインされたＰＳＦモデル（premod-grid-aligned PSF）を主
変調グリッドに移行させると、いくらかのサンプル位相シフトがあり得る。
【００７３】
　（３）主変調においてモデル化する場合は、局所領域においてＰＳＦ形状に違いがなく
ても、サンプル位相の違いがあることから、畳み込み計算時に異なるＰＳＦを用いる必要
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があり得る。
【００７４】
　（４）ＰＳＦは、元々は予備変調を基準としたものである。予備変調のためよりも、主
変調のためには、より多くのＰＳＦをモデル化および記録する必要があるであろう。
　（５）光照射野のモデル化は、計算コストが大きい傾向があり得る。実際の実施では、
ＰＳＦは、サブサンプリングして近似する必要があり得る。これは、予備変調グリッド上
で実行されると、より簡単であろう。
【００７５】
　（６）モデル化された光照射野を予備変調から主変調にマッピングすることは、計算コ
ストがかかるが、しかし、それは、主変調において光照射野をモデル化するコストよりも
小さい場合がある。
【００７６】
　（７）予備変調において光照射野のモデル化を実施する場合には、モデル化された光照
射野を予備変調から主変調にマッピングすることができる。このマッピングが正確である
ことが求められることがある。特定のディスプレイについて、予備変調／主変調アライメ
ントは調整される。マッピングに誤差がある場合は、修正され得る。例えば、それらの誤
差は、校正プロセスでＰＳＦに修正を加えることによって考慮することができ、例えば、
マッピングのオフセット誤差は、そのフレーム位置のＰＳＦモデルにおけるオフセットで
相殺することができる。
【００７７】
　また、予備変調／主変調のミスアライメントが理由で、ハーフトーン画像を計算するプ
ロセスのために、入力画像が予備変調グリッドにマッピングされることがある。このプロ
セスは、光照射野を主変調にマッピングするほどの精度は要求されないことがある。図６
は、前述の第１の実施形態を示している。本システムは、コントローラの指示の下で、入
力画像６０１を受け取ることができる。６０４でハーフトーン画像を計算する前に、主変
調／予備変調マッピング６０２を適用することができる。６０６で光照射野モデルを適用
することができ、次に、６０８で予備変調／主変調マッピングを適用することで、主変調
で認識される光照射野６０３を生成することができる。一部の実施形態において、主変調
は、ある解像度（例えば、４Ｋ）とすることができ、予備変調は別の解像度（例えば、２
Ｋ）とすることができるが、この処理によって他のマッピングを実施することも可能であ
り得る。例えば、この処理によって、２Ｋ／２Ｋマッピングを実施することができるが、
２Ｋの主変調は、プロジェクタ・システムによって４Ｋにアップコンバートすることがで
きる。当然のことながら、他のマッピングも可能である。
【００７８】
　［ＥＤＲプロジェクションのためのＤＣＩコンテンツマッピングの実施形態］
　ここまで、ＥＤＲプロジェクタ・システムのいくつかの実施形態について説明したが、
そのようなＥＤＲプロジェクタ・システムで、様々に異なる画像データフォーマットを含
み得る入力データストリームを処理できる方法について以下で説明する。この場合、（例
えば、図１、図２、または他の図の実施形態にあるような）所与のＥＤＲプロジェクタ・
システムが構成され得るが、本出願の多くの実施形態では、ＥＤＲ画像／ビデオデータお
よび／またはＤＣＩ仕様の画像／ビデオコンテンツの両方を含み得る画像／ビデオデータ
を入力することが可能である。
【００７９】
　前述のように、ＥＤＲプロジェクション・システムは、標準ＤＣＩ（デジタル・シネマ
・イニシアチブ）プロジェクタと比較して、レンダリング性能を大幅に向上している可能
性がある。標準ＤＣＩコンテンツの表示は、一般的に、ＤＣＩプロジェクタ仕様を満たす
プロジェクタ用に設計およびグレーディングされている。それらのプロジェクタは、ＥＤ
Ｒプロジェクタと比べて、より制限されたダイナミックレンジおよび色空間を有する。例
えば、ＤＣＩでは、プロジェクタに対して最小２０００：１のシーケンシャル・コントラ
スト比を規定しているものの、実際には、この値を超えるプロジェクタはわずかであり、
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このため、通常、グレーディングはすべて、おおよそ２０００：１のコントラスト比で実
施される。
【００８０】
　ＤＣＩコンテンツを、アーチファクト（例えば、ダークノイズ、暗い疑似輪郭など）を
伴うことなく適切に表示するためには、ＥＤＲプロジェクタは、標準ＤＣＩプロジェクタ
と同等または少なくとも類似したエクスペリエンスを提供する「ＤＣＩモード」を備えて
いなければならない。向上したエクスペリエンスを提供することが望ましい場合があるが
、ただしそれは、不快なアーチファクトを伴わないものでなければならず、また、コンテ
ンツ制作者の芸術的意図に沿ったものでなければならない。
【００８１】
　図７は、ＥＤＲプロジェクタ・システム７００の一実施形態を示しており、これは、入
力としてのＥＤＲおよびＤＣＩの両方の画像および／またはビデオデータ７０１を効果的
にレンダリングすることができる画像および／またはビデオ処理モジュールをさらに備え
、これにより、上述のようなＤＣＩモードを提供することもできる。プロジェクタ７５０
は、大まかには、光源７５１と、投影光学系７５８を通して光をスクリーン７６０上に伝
送するデュアル変調器７５４、７５６と、を備える。プロジェクタ７５０は、上記の図１
および２の形態で、またはＥＤＲ画像／ビデオのレンダリングを実施できる任意の形態で
、構成することができる。
【００８２】
　図７は、さらに、ビデオ／画像パイプライン７２０の一実施形態を示している。７０２
で、パイプラインは、入力データおよび／またはメタデータ７０１を受け取り、現在の入
力がＥＤＲ、ＤＣＩ、または他のいずれかのデータフォーマットであるかどうかを検出す
ることができる。本システムは、いくつかの方法で、入力画像データがＤＣＩフォーマッ
ト、ＥＤＲフォーマット、および／または他のフォーマットであるかどうか判断すること
ができる。１つの可能な方法は、入力画像データに関連付けられているメタデータを検出
することである。メタデータおよび／またはタグによって、その画像データが準拠してい
るフォーマットをシステムに通知している場合がある。他の可能な方法は、コントローラ
／システムが画像データを分析して、画像データがＤＣＩパラメータ（例えば、色域、輝
度など）の範囲内であるかどうか検出することである。また、コントローラ／システムは
、画像フォーマットを自動的に検出するために、入力画像データパラメータにおける可能
性のある変化を検出することもできる。
【００８３】
　パイプラインが、現在、７０２でＤＣＩ準拠の画像／ビデオデータを受け取っている場
合に、パイプライン７２０は、スクリーン７６０上に最終画像を適切にレンダリングする
ために、以下の処理モジュールのすべてまたはいずれかを実行することができる。モジュ
ール７０４は、所望の色域マッピングおよび／または色空間変換を（例えば、３×３行列
によって、または色域マッピングの他の周知の技術によって）実行することができる。一
実施形態において、モジュール７０４は、画像データの色空間を特定するためにメタデー
タを用いることができる。あるいは、モジュール７０４は、データ検査によって色空間を
特定することができる。より詳細に後述するように、色空間変換が望ましい場合があり、
それは、大部分において、プロジェクタ・システムの構成によって誘導され得る。例えば
、プロジェクタ・システムが、レーザ光源バンクで照射される場合には、色域マッピング
は、鑑賞者のエクスペリエンスおよび最終画像の知覚を向上させる助けとなり得る。
【００８４】
　モジュール７０６は、プロジェクタ・システムの構成ならびに所望の視覚効果に応じて
、様々なダイナミックレンジマッピング技術を提供することができる。例えば、一実施形
態において、モジュール７０６は、メタデータに基づいて所望の性能を決定することがで
きる。このような性能は、画像データを生成するために使用されるプロセスの制限であり
得る。モジュール７０８は、本明細書でさらに説明するように、ＥＤＲプロジェクタ・シ
ステムにおいてＤＣＩ仕様のコンテンツをレンダリングすることから生じ得るアーチファ
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クトの低減を実施することができる。モジュール７１０は、表示領域における視環境条件
を対象としたいくつかの技術を実施することができる。これらの環境条件として、室内周
囲データ（例えば、周辺光レベルおよび周辺色）ならびに室内反射データ（例えば、スク
リーンからの光が壁または他の物体で反射されてスクリーンに戻り得る場合の、反射色お
よび反射の大きさ）を含むことができる。
【００８５】
　なお、モジュール７１０は、デュアルまたはマルチ変調器ディスプレイ・システム以外
のプロジェクション・システム（例えば、高性能および／または高Ｆ値ディスプレイ・シ
ステム、またはＤＣＩ仕様を超え得る他の任意のシステム）において採用してもよいこと
は、理解されるであろう。例えば、４Ｋの高コリメートレーザ・プロジェクション・シス
テム（例えば、大型フォーマットデジタルのもの）でも十分であろう。７１２で、コント
ローラ７２０は、スクリーン７６０上に最終画像をレンダリングするために、制御および
／またはデータ信号をＥＤＲプロジェクタに送信することができる。例えば、コントロー
ラは、任意の適切なディスプレイである、例えばＥＤＲデュアル変調ディスプレイまたは
他の高性能ディスプレイ・システムを、制御および／または通電することができる。
【００８６】
　なお、種々の実施形態のプロジェクタ・システムに、異なる光源を適用できることは、
理解されるであろう。例えば、種々の実施形態において、光源７５１として、例えば、キ
セノンランプ、レーザ、ＬＥＤ、ナノチューブベースの光源など、任意の適切な光源を含
むことができる。また、光源は、固有の偏光を示し得るものであり、蛍光体もしくは他の
発光材料または量子ドットのような光変換材料によるものとすることができる。
【００８７】
　多くの実施形態において、モジュール７１０の機能は、後に合成される別々の画像に対
して動作するように構成することができる。このような合成は、電子的（例えば、画像デ
ータの積）とするか、または完全な画像を形成するように投影することができる。それら
の画像は、例えば、３Ｄ画像の左チャネルと右チャネル、または高解像度と低解像度およ
び／もしくは高空間周波数と低空間周波数の画像であり得る。一般的に、それらの画像は
、同じフレームの同じコンテンツ内容のものである。例えば、３Ｄ画像の同じシーンの左
右の視点画像、同じフレームの低空間周波数と高空間周波数の画像（同じ基本ピクチャま
たは画像が再生されるもので、それらの画像のうち１つは主に低空間周波数成分で構成さ
れており、その他の画像は主に高空間周波数成分で構成されている）である。一実施形態
において、本発明は、３Ｄ画像の左右のチャネルのそれぞれについて、低空間周波数成分
と高空間周波数成分の画像を作成する。
【００８８】
　モジュール７１０での画像の処理には、例えば、ダウンサンプラ／アップサンプラ（do
wnsampler/upsampler）、３Ｄコンバータ、空間周波数分周器／変換器、または様々に異
なる画像を生成するために必要な他のハードウェアなど、追加のハードウェアまたは処理
能力が含まれ得る。また、原画像データと共に提供されるメタデータを利用して、それら
の画像を生成するか、または様々に異なる画像の生成について他の処理要素に指示するこ
ともできる。追加の画像のメタデータまたは合成は、ポストプロダクション処理において
、例えば業務用表示モニタを用いて生成することができる。あるいは、それらの画像は、
原画像データの中に提供されることがあり、そのような画像は、ソース（例えば、３Ｄ用
の様々に異なる視線のカメラ／キャプチャデバイス、および／または同じシーンを取り込
む低空間周波数と高空間周波数のカメラ）で取り込まれたものであり得る。
【００８９】
　モジュール７１０内の各種プロセスは、追加の画像に対して個別に動作して、出力を提
供することができる。例えば、色空間変換は、それらの画像の各々に対して、異なるパラ
メータで別々に実行され得る（例えば、パラメータの第１セットで、低空間周波数画像を
処理し、パラメータの第２セットで、高空間周波数画像を処理する）。処理された画像は
、表示のために出力される。それらの画像は、（画像データの合成セットとして）電子的
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に合成されて、鑑賞者による鑑賞のために表示または投影されることができる。
【００９０】
　あるいは、追加の画像は、同時に表示または投影することができ、投影および／または
表示されるときに、相互に合成されることができる。例えば、それらの画像は、別々のプ
ロジェクション・システムに供給することができ、第１のプロジェクション・システムで
低空間周波数画像を投影し、第２のプロジェクション・システムで同じ画像の高空間周波
数バージョンを投影する。これらの投影は、同時とすることができる。それらのプロジェ
クション・システムは、低空間周波数成分画像と高空間周波数成分画像の投影が交互にな
るように、反転同期させることができる。一実施形態において、クワッドプロジェクタ（
quad projectors）が用いられ、それらはそれぞれ、解像度、空間周波数、および／また
は視点（例えば、３Ｄ画像のチャネル）のいずれかが異なる画像を、任意のパターンで投
影するように構成することができる。一実施形態では、クワッドプロジェクタを用いて３
Ｄ画像を投影し、左右のチャネルが、低空間周波数と高空間周波数で交互に、異なるプロ
ジェクタから異なるタイミングで投影される。
【００９１】
　［ダイナミックレンジ処理の実施形態］
　ＥＤＲプロジェクタは、標準ＤＣＩプロジェクタと比べて、はるかに高いダイナミック
レンジ（１００×～１０００×）を有する。さらに、ＥＤＲプロジェクタは、標準ＤＣＩ
プロジェクタと比べて、著しく輝度が高い場合があり、ＤＣＩプロジェクションでは４８
ニト（ｎｉｔｓ）であるのと比較して、ＥＤＲプロジェクションでは１０８ニトである。
また、（例えば、図１および２にあるような）デュアル変調ＤＭＤ－ＤＭＤプロジェクタ
では、両方の変調器を様々な方法で併用することで、ＥＤＲ画像を生成することができる
。
【００９２】
　図８は、ＥＤＲデュアル変調器プロジェクタ・システムによってＤＣＩ準拠の入力デー
タを処理するために用いることができる方法（８００）の一実施形態である。一実施形態
において、本方法は、プロジェクタ・システムのコントローラにおいて、ソフトウェア、
ファームウェア、または組み合わせで実現することができる。８０２で、コントローラは
、ＥＤＲ、ＤＣＩ画像／ビデオデータ、または任意の既知のフォーマットの画像／ビデオ
データの組み合わせを入力として受け取ることができる。８０４で、コントローラおよび
／またはシステムは、入力画像データが示しているフォーマットを検出することができる
。一例では、入力データがＤＣＩ準拠ではない場合に、システムは、ＥＤＲまたは他の既
知の画像フォーマットに従って入力データを処理することができる。
【００９３】
　この入力画像データがＤＣＩ準拠である場合は、コントローラ／システムは、８０８で
、第１の変調器（例えば、予備変調器としての、図１における１０６、または図２におけ
る２０８）を、フルにオンにするように設定することができる。これによって、プロジェ
クタ・システムは、その可能な最大輝度に設定されることになる。コントローラ／システ
ムは、８１０で、投影される所望の画像を形成するために、制御および／またはデータ信
号を、第２の変調器に送信することができる。このようにして、ＥＤＲプロジェクタを、
ＤＣＩ準拠の画像データをレンダリングするのには十分であるシングル変調器プロジェク
タのように使用することができる。
【００９４】
　プロジェクタをＤＣＩプロジェクタと同様のコントラスト比を持つようにするこの方法
では、予備変調器をフルにオンのままにすることになるので、その結果、仮想シングル変
調器システムのようになり、ＤＣＩプロジェクタと略同等のダイナミック特性を有する傾
向を示すことになる。より高い光レベルをＥＤＲプロジェクタで再生できるいくつかの実
施形態では、出力を調整して、ＤＣＩレベルすなわち４８ニトに下げることが可能である
。この場合、適切な制御信号を光源に対して生成する（例えば、光源の出力を下げる）こ
とができ、これに代えて、または併せて、フルのオンよりも低いハーフトーンを生成する
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ように第１の変調器を設定することができる。例えば、ＥＤＲプロジェクタがレーザ光源
を採用している場合、最大輝度は１０８ニト程度であり得る。従って、空間ハーフトーン
を、実質的に４８／１０８または（ＤＣＩ最大輝度）／（ＥＤＲシステムの最大輝度）の
比に設定することが可能であり得る。なお、フルのオンよりも低い他の所望の輝度比が、
本出願によって企図されるとともに、本出願の範囲は、そのような他の所望の比を包含す
ることは、理解されるであろう。さらに、他の実施形態では、他の最大輝度投影（例えば
、１０８ニト以外）を考慮することが可能であり得るとともに、他の実施形態は、本出願
に包含される。
【００９５】
　プロジェクタ・システムが、動作中に、ＥＤＲとＤＣＩ画像コンテンツの組み合わせを
受け取った場合に、プロジェクタ・システムは、適宜、ＤＣＩモードとＥＤＲモードで切
り替えることが可能であり得る。ＥＤＲデータが入力され、レンダリングされているとき
には、プロジェクタ・システムは、上述のように、フルレンジのデュアル変調動作を用い
ることができる。ＤＣＩデータが入力され、レンダリングされているときには、プロジェ
クタ・システムは、第１の変調器の適切なＤＣレベル（例えば、フルのオンなど）を設定
して、第２の変調器を画像レンダリング変調器として用いることができる。
【００９６】
　ダイナミックレンジ処理方法として、別の第２の方法は、プロジェクタ・システムのデ
ュアル変調技術を用いることであるが、ただし、プロジェクタがそれを下回ることはない
光の下限を追加することである。単なる一例として、下限をピークの１／１８００に設定
できる場合があり、この結果、良好なＤＣＩプロジェクタの標準的なシーケンシャル・コ
ントラスト比が得られる。この方法によって、アーチファクトがなく、同時コントラスト
比がいくらか向上した画像が得られる。前述のように、ピーク出力を４８ニトに設定する
ことが可能であり得る。
【００９７】
　図９は、この第２のダイナミックレンジ処理方法（９００）の一実施形態である。９０
２で、入力画像／ビデオデータを受け取ると、プロジェクタ・システムは、９０４で、入
力画像データがＤＣＩコンテンツ、ＥＤＲコンテンツ、またはそれ以外のものであるかど
うか判断することができる。コンテンツがＥＤＲである場合、プロジェクタ・システムは
、９０６で、ＥＤＲまたは他のコンテンツデータを所望通りに処理することを決定できる
。入力データがＤＣＩコンテンツである場合は、プロジェクタ・システムは、照射光の下
限レベルを実現するために、画像データ信号、一方または両方の変調器への制御信号、光
源（複数の場合もある）のいずれか、（または上記のすべて）を調整することができる。
【００９８】
　この光の下限を実現するために、単独または組み合わせで用いる数多くの可能な技術が
ある。１つの可能な実施形態では、プロジェクタ・システムは、画像の暗い領域の輝度が
光の下限レベルに高められるように、画像データに変更を加えることができる。別の可能
な実施形態では、プロジェクタ・システムは、上述のように、第１の変調器の光比（ligh
t ratio）を４８／１０８よりも高くなるように調整することができる。さらに、このよ
うな光の下限レベルを確保するために採用できる他の技術がある。例えば、この光の下限
レベルを実現するために、聴衆席の天井の照明を点灯させることが可能である。
【００９９】
　この考えを拡張して、重大なアーチファクトを発生させることなく、または芸術的意図
を大きく変えることなく、下限を、（コントラスト比（ＣＲ）＝１８００：１である）１
／１８００から１／５０００（ＣＲ＝５０００：１）程度に下げることができる。ＣＲが
５０００：１～５００００：１の間である場合に、アーチファクトが視認できるようにな
ることがあり、芸術的効果／意図が変わる傾向を示すことがある。従って、一部の実施形
態では、ＣＲが５００００：１よりも高いことは、芸術的意図が変わる可能性があるため
、望ましくない場合がある。生じ得るアーチファクトとして、黒色クリッピング、ノイズ
、およびグレーディング誤差を含むことができる。グレーディングもしくは任意の変換お



(24) JP 2016-541142 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

よび／またはグレーディングの処理および／またはグレーディング済み画像データにおけ
る不整合が、視認できるようになる傾向があり得る。
【０１００】
　ダイナミックレンジ処理のためのさらに別の第３の方法は、ＤＣＩ画像データを分析し
、マッピングアルゴリズムに基づいて画像を動的に調整する逆トーンマッピング技法を用
いることであり得る。逆トーンマッピングおよび／または動的画像調整を実施するために
、本出願と同一の所有者による以下の出願に開示されているような技術を用いることがで
きる。
【０１０１】
　（１）Ｇｉｓｈらによる「ＥＸＴＥＮＤＩＮＧ　ＩＭＡＧＥ　ＤＹＮＡＭＩＣ　ＲＡＮ
ＧＥ（画像ダイナミックレンジの拡張）」と題する、２０１３年６月１３日に公開された
米国特許出願公開第２０１３／０１４８０２９号
　（２）Ｍｅｓｓｍｅｒによる「ＴＯＮＥ　ＡＮＤ　ＧＡＭＵＴ　ＭＡＰＰＩＮＧ　ＭＥ
ＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ（トーンおよび色域のマッピング方法および装
置）」と題する、２０１３年３月２８日に公開された米国特許出願公開第２０１３／００
７６７６３号
　これらの文献はすべて、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０１０２】
　［色空間処理の実施形態］
　ＥＤＲプロジェクタは、ＤＣＩのプロジェクタと比べて、大きい色空間を有する。図１
０は、ＣＩＥ１９３１色度図１０００の枠内にＤＣＩ規格の色域（Ｐ３としても知られる
）１００６を示す色域マップ１０００であり、１００２はスペクトル軌跡である。ＥＤＲ
プロジェクタ・システムのいくつかの実施形態（例えば、図２）では、光源は、単一波長
源を含むことができ、これらとして、さらに相互に近接離間した２つ以上の単一波長源を
含むことができる。
【０１０３】
　例えば、一実施形態では、赤色レーザ光源１００４－ｒ、あるいは２つの赤色レーザ光
源（例えば、１００４－ｒを１００４－ｒ１と１００４－ｒ２に分割する）と、１つまた
は２つの緑色レーザ光源（例えば、１００４－ｇを１００４－ｇ１と１００４－ｇ２に分
割する）と、１つまたは２つの青色レーザ光源（例えば、１００４－ｂを１００４－ｂ１
と１００４－ｂ２に分割する）と、を備えることができ、これにより、ＣＩＥ１９３１色
度図に埋め込んで示すような色域１００４を規定する。
【０１０４】
　種々の実施形態において、より広い色空間（例えば、１００４）を、より狭い色空間（
例えば、１００６）にマッピングする方法を実現することが可能である。そのような方法
の１つは、３×３ＣＳＣ（Ｃｏｌｏｒ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ：色空間変換
）行列であり得る。これを用いて、ＥＤＲ固有色空間をＤＣＩ色空間に高精度でマッピン
グすることが可能である。
【０１０５】
　他の実施形態では、ＤＣＩ（Ｐ３）コンテンツを拡張ＥＤＲ色空間に拡張すること（例
えば、３ＤのＬＵＴ、色域マッピング）が可能であり得る。多くの実施形態において、色
拡張を実施しつつも、望ましくないアーチファクト（例えば、色ずれ、過剰な彩度）を発
生させないことが望ましいであろう。上記で参照により組み込まれた、本出願と同一の所
有者による特許出願の多くにおいて、いくつかの色空間処理技術についての記載を見つけ
ることができる。
【０１０６】
　本明細書に記載の種々の機能は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの任意の
組み合わせで実現することができる。ソフトウェアで実現する場合、それらの機能は、コ
ンピュータ可読媒体に保存されるか、またはコンピュータ可読媒体上の１つ以上の命令ま
たはコードとして伝送されることが可能である。コンピュータ可読媒体として、コンピュ
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セスできる任意の利用可能な記憶媒体とすることができる。例として、限定するものでは
ないが、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭ、もしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記
憶装置、または所望のプログラムコードを命令またはデータ構造の形で保持もしくは保存
するために使用できるとともにコンピュータによってアクセスできる他の任意の媒体を含
むことができる。本明細書で使用される場合のディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）には
、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク
（ＤＶＤ）、フロッピーディスク、およびブルーレイディスク（ＢＤ）が含まれ、この場
合、ｄｉｓｋは、通常、磁気的にデータを再生するものであり、ｄｉｓｃは、通常、レー
ザで光学的にデータを再生するものである。また、伝搬信号は、コンピュータ可読記憶媒
体の範囲内には含まれない。コンピュータ可読媒体には、さらに、ある場所から別の場所
へのコンピュータプログラムの転送を助ける任意の媒体を含む通信媒体が含まれる。例え
ば、接続は、通信媒体であり得る。例えば、ウェブサイト、サーバ、または他のリモート
ソースから、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）を用いて、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を用いて
、ソフトウェアが伝送される場合、その同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペ
ア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、通信媒体
の定義に含まれる。また、上記のものの組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲内に
含まれるべきである。
【０１０７】
　代替的または追加的に、本明細書に記載の機能は、１つ以上のハードウェア・ロジック
・コンポーネントによって、少なくとも部分的に実現することができる。例えば、使用で
きるハードウェア・ロジック・コンポーネントの例示的なタイプとして、限定するもので
はないが、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、特定用途向け標準品（ＡＳＳＰ）、システムオンチップ・システム
（ＳＯＣ）、コンプレックス・プログラマブル・ロジック・デバイス（ＣＰＬＤ）などが
含まれる。
【０１０８】
　以上、本発明の原理を示す添付の図面を併用して読まれる本発明の１つ以上の実施形態
についての詳細な説明を提示した。理解されるべきことは、本発明は、かかる実施形態に
関連させて記載されているが、本発明は、いずれの実施形態にも限定されないということ
である。本発明の範囲は請求項によってのみ限定され、本発明は、数多くの代替案、変形
、および均等物を網羅する。本発明についての完全な理解を与えるため、様々な具体的詳
細を本明細書で記載している。それらの詳細は、例示目的で提示されるものであり、本発
明は、それら特定の詳細の一部またはすべてを省いても、請求項に基づき実施することが
できる。明確にする目的で、発明が不必要に不明瞭になることがないよう、本発明に関連
する技術分野で知られている技術的事項については詳細に記載していない。



(26) JP 2016-541142 A 2016.12.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(27) JP 2016-541142 A 2016.12.28

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(28) JP 2016-541142 A 2016.12.28

【図１０】



(29) JP 2016-541142 A 2016.12.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(30) JP 2016-541142 A 2016.12.28

10

20

30

40



(31) JP 2016-541142 A 2016.12.28

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４１Ｇ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４１Ｋ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４２Ｊ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１２Ｕ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１２Ｐ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６５０Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０３Ｂ   21/00     　　　Ｆ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ｚ        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  リチャーズ、マーティン　ジェイ．
            アメリカ合衆国　９４１０３　カリフォルニア州　サンフランシスコ　マーケット　ストリート　
            １２７５　ドルビー　ラボラトリーズ　インコーポレイテッド内
(72)発明者  ゴーニー、ダグラス　ジェイ．
            アメリカ合衆国　９４１０３　カリフォルニア州　サンフランシスコ　マーケット　ストリート　
            １２７５　ドルビー　ラボラトリーズ　インコーポレイテッド内
Ｆターム(参考) 2K203 FA03  FA25  FA34  FA44  FA54  FA62  GB12  GB43  GB44  GB45 
　　　　 　　        HB25  MA03 
　　　　 　　  5C058 BA05  BA08  BA35  EA02  EA27 
　　　　 　　  5C080 AA17  BB05  CC03  DD01  DD05  DD12  EE17  EE28  EE29  EE30 
　　　　 　　        GG07  JJ02  JJ05  JJ06  JJ07  KK34  KK43 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

