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(57)【要約】
【課題】画像の補正を容易に行うことが可能なプロジェ
クター及びその制御方法を提供する。
【解決手段】投写面Ｓに投写されている入力画像Ｐｉに
台形歪が生じている状態で、ユーザーが台形歪補正キー
を操作すると、制御部は、入力画像Ｐｉ上にコーナー選
択画像Ｐｓを重畳表示させる。このコーナー選択画像Ｐ
ｓで、ユーザーが左上の角部に対応する識別画像Ｃ１を
選択すると、制御部は、コーナー調整画像Ｐｚを入力画
像Ｐｉ上に重畳表示させ、その拡大画像表示部Ｚに、識
別画像Ｃ１を拡大して表示させる。コーナー調整画像Ｐ
ｚが表示されると、ユーザーは、方向キーの操作によっ
て入力画像Ｐｉの角部を移動させることが可能であり、
投写面Ｓに投写される入力画像Ｐｉを見ながら、左上の
角部を必要な量だけ右下に移動させる。その後、ユーザ
ーが決定キー又は取消キーを操作すると、左上の角部の
移動は完了し、コーナー選択画像Ｐｓが表示される状態
に戻る。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源から射出された光を変調して画像を形成する光変調装置と、
　前記光変調装置で形成された前記画像を投写する投写光学系と、
　前記画像の四隅の角部にそれぞれ対応する４つの識別画像を、前記投写光学系から投写
して表示する識別画像表示部と、
　前記識別画像表示部が表示する前記４つの識別画像の中から１つを選択するための操作
を受け付ける選択操作部と、
　前記選択操作部で選択された識別画像を、他の３つの識別画像に比べて大きく表示する
強調表示部と、
　前記強調表示部が前記識別画像を表示している状態で、前記角部を移動させるための操
作を受け付ける移動操作部と、
　前記移動操作部で受け付けた操作に基づいて、前記選択操作部で選択された前記識別画
像に対応する角部を移動させる画像補正部と、
を備えたことを特徴とするプロジェクター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクターであって、
　前記強調表示部は、前記選択操作部で選択された前記識別画像を拡大して表示すること
を特徴とするプロジェクター。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のプロジェクターであって、
　前記強調表示部は、前記選択操作部で選択されなかった前記３つの識別画像を非表示に
することを特徴とするプロジェクター。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のプロジェクターであって、
　前記強調表示部は、前記移動操作部で移動可能な方向に対応する方向マークを、前記選
択操作部で選択された前記識別画像に付加することを特徴とするプロジェクター。
【請求項５】
　請求項４に記載のプロジェクターであって、
　前記強調表示部は、前記角部が移動可能範囲の限界に位置していて所定の方向へ移動で
きない状態では、当該方向に対応する前記方向マークを目立たなくすることを特徴とする
プロジェクター。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のプロジェクターであって、
　前記移動操作部が所定の操作を受け付けた場合には、前記識別画像表示部が前記４つの
識別画像を表示する状態に復帰するとともに、前記４つの識別画像の中から１つを選択す
るための操作を前記選択操作部が改めて受け付けることを特徴とするプロジェクター。
【請求項７】
　光源から射出された光を変調して画像を形成する光変調装置、及び前記光変調装置で形
成された前記画像を投写する投写光学系を備えたプロジェクターの制御方法であって、
　前記画像の四隅の角部にそれぞれ対応する４つの識別画像を、前記投写光学系から投写
して表示する識別画像表示ステップと、
　前記識別画像表示ステップで表示される前記４つの識別画像の中から１つを選択するた
めの操作を受け付ける選択操作ステップと、
　前記選択操作ステップで選択された識別画像を、他の３つの識別画像に比べて大きく表
示する強調表示ステップと、
　前記強調表示ステップで前記識別画像を表示している状態で、前記角部を移動させるた
めの操作を受け付ける移動操作ステップと、
　前記移動操作ステップで受け付けた操作に基づいて、前記選択操作ステップで選択され
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た前記識別画像に対応する角部を移動させる画像補正ステップと、
を備えたことを特徴とするプロジェクターの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を投写するプロジェクター及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネル等の光変調装置で形成した画像をスクリーン等の投写面に投写するプロジェ
クターにおいて、投写面に対してプロジェクターを傾けた状態で画像を投写した場合には
、投写面に表示される画像（投写画像）が台形状に歪む現象（台形歪）が生じる。この場
合には、光変調装置で画像を形成する際に、台形歪が相殺されるような形状に形成するこ
とにより、台形歪を補正し、正規の形状（矩形）で画像を表示することが可能となる。
【０００３】
　特許文献１には、台形歪を自動的に補正可能なプロジェクターが提案されている。この
プロジェクターは、投写面を撮像する撮像部を備えており、撮像部で撮像した画像の中か
ら投写画像やスクリーン枠を検出し、これらの形状に基づいて、光変調装置で形成すべき
画像の形状を定めるようになっている。このようなプロジェクターを用いれば、台形歪を
容易に補正することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－５５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、スクリーン枠がない投写面、或いはスクリーン枠が不明確な投写面に画
像を投写する場合には、正確な補正が困難になるため、台形歪を手動で補正できる手段も
備えておく必要がある。また、撮像部を備えていない安価な構成のプロジェクターの場合
にも、台形歪を手動で補正できるようにすることが望ましい。ただし、手動での補正は、
自動での補正に比べてユーザーにとって煩雑であり、操作に迷いやすいことから、手動で
あっても、分かりやすい操作で簡単に補正できることが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００７】
　［適用例１］本適用例に係るプロジェクターは、光源と、前記光源から射出された光を
変調して画像を形成する光変調装置と、前記光変調装置で形成された前記画像を投写する
投写光学系と、前記画像の四隅の角部にそれぞれ対応する４つの識別画像を、前記投写光
学系から投写して表示する識別画像表示部と、前記識別画像表示部が表示する前記４つの
識別画像の中から１つを選択するための操作を受け付ける選択操作部と、前記選択操作部
で選択された識別画像を、他の３つの識別画像に比べて大きく表示する強調表示部と、前
記強調表示部が前記識別画像を表示している状態で、前記角部を移動させるための操作を
受け付ける移動操作部と、前記移動操作部で受け付けた操作に基づいて、前記選択操作部
で選択された前記識別画像に対応する角部を移動させる画像補正部と、を備えたことを特
徴とする。
【０００８】
　このプロジェクターによれば、選択操作部で選択された識別画像が、選択されなかった
識別画像に比べて大きく表示されるため、どの角部が移動操作の対象であるのかを容易に
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認識することが可能となる。この結果、角部を移動させることによる画像の補正を容易に
行うことが可能となる。
【０００９】
　［適用例２］上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記強調表示部は、前記選択
操作部で選択された前記識別画像を拡大して表示することが望ましい。
【００１０】
　このプロジェクターによれば、選択操作部で選択された識別画像が拡大されて表示され
るため、移動の対象となる角部をより容易に認識することが可能となる。
【００１１】
　［適用例３］上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記強調表示部は、前記選択
操作部で選択されなかった前記３つの識別画像を非表示にすることが望ましい。
【００１２】
　このプロジェクターによれば、選択操作部で選択されなかった識別画像が非表示になる
ため、移動の対象となる角部をより容易に認識することが可能となる。
【００１３】
　［適用例４］上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記強調表示部は、前記移動
操作部で移動可能な方向に対応する方向マークを、前記選択操作部で選択された前記識別
画像に付加することが望ましい。
【００１４】
　このプロジェクターによれば、強調表示部が、選択操作部で選択された識別画像に対し
て、移動可能な方向に対応する方向マークを付加するため、角部が移動可能であることを
容易に認識することが可能となる。
【００１５】
　［適用例５］上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記強調表示部は、前記角部
が移動可能範囲の限界に位置していて所定の方向へ移動できない状態では、当該方向に対
応する前記方向マークを目立たなくすることが望ましい。
【００１６】
　このプロジェクターによれば、角部が移動できない方向の方向マークが目立たなくなる
ため、実際に移動可能な方向を容易に認識することが可能となる。
【００１７】
　［適用例６］上記適用例に係るプロジェクターにおいて、前記移動操作部が所定の操作
を受け付けた場合には、前記識別画像表示部が前記４つの識別画像を表示する状態に復帰
するとともに、前記４つの識別画像の中から１つを選択するための操作を前記選択操作部
が改めて受け付けることが望ましい。
【００１８】
　このプロジェクターによれば、選択した識別画像に対応する角部を移動させた後に所定
の操作を行えば、再び識別画像（角部）を選択する状態になるため、複数箇所の角部を移
動させる際の利便性が向上する。
【００１９】
　［適用例７］本適用例に係るプロジェクターの制御方法は、光源から射出された光を変
調して画像を形成する光変調装置、及び前記光変調装置で形成された前記画像を投写する
投写光学系を備えたプロジェクターの制御方法であって、前記画像の四隅の角部にそれぞ
れ対応する４つの識別画像を、前記投写光学系から投写して表示する識別画像表示ステッ
プと、前記識別画像表示ステップで表示される前記４つの識別画像の中から１つを選択す
るための操作を受け付ける選択操作ステップと、前記選択操作ステップで選択された識別
画像を、他の３つの識別画像に比べて大きく表示する強調表示ステップと、前記強調表示
ステップで前記識別画像を表示している状態で、前記角部を移動させるための操作を受け
付ける移動操作ステップと、前記移動操作ステップで受け付けた操作に基づいて、前記選
択操作ステップで選択された前記識別画像に対応する角部を移動させる画像補正ステップ
と、を備えたことを特徴とする。
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【００２０】
　このプロジェクターの制御方法によれば、選択操作ステップで選択された識別画像が、
選択されなかった識別画像に比べて大きく表示されるため、どの角部が移動操作の対象で
あるのかを容易に認識することが可能となる。この結果、角部を移動させることによる画
像の補正を容易に行うことが可能となる。
【００２１】
　また、上述したプロジェクター及びその制御方法がプロジェクターに備えられたコンピ
ューターを用いて構築されている場合には、上記形態及び上記適用例は、その機能を実現
するためのプログラム、或いは当該プログラムを前記コンピューターで読み取り可能に記
録した記録媒体等の態様で構成することも可能である。記録媒体としては、フレキシブル
ディスクやＣＤ－ＲＯＭ、光磁気ディスク、ＩＣカード、ＲＯＭカートリッジ、パンチカ
ード、バーコード等の符号が印刷された印刷物、プロジェクターの内部記憶装置（ＲＡＭ
やＲＯＭ等のメモリー）、及び外部記憶装置等、前記コンピューターが読み取り可能な種
々の媒体を利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】プロジェクターの概略構成を示すブロック図。
【図２】台形歪を説明するための説明図であり、（ａ）は、プロジェクター及び投写面を
側方から見た側面図、（ｂ）は、投写面を示す正面図。
【図３】台形歪を説明するための説明図であり、（ａ）は、プロジェクター及び投写面を
側方から見た側面図、（ｂ）、（ｄ）は、投写面を示す正面図、（ｃ）は、液晶ライトバ
ルブの画素領域を示す図。
【図４】台形歪補正キーが操作された際のプロジェクターの動作を説明するフローチャー
ト。
【図５】コーナー選択画像を示す図。
【図６】コーナー調整画像を示す図。
【図７】（ａ）～（ｉ）は、画像形成領域の角部の移動を説明するための説明図であり、
液晶ライトバルブの画素領域を示す図。
【図８】（ａ）～（ｆ）は、台形歪の補正手順を説明するための説明図であり、投写面を
示す正面図。
【図９】（ａ）、（ｂ）は、台形歪の補正手順を説明するための説明図であり、液晶ライ
トバルブの画素領域を示す図。
【図１０】変形例に係るコーナー調整画像を示す図。
【図１１】変形例に係るコーナー調整画像を示す図。
【図１２】変形例に係るコーナー調整画像を示す図。
【図１３】変形例に係るコーナー調整画像を示す図。
【図１４】変形例に係るコーナー選択画像を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本実施形態のプロジェクターについて、図面を参照して説明する。
  プロジェクターは、光源から射出された光を変調して、外部から入力される画像情報に
基づく画像（以降、「入力画像」という。）を形成し、この画像をスクリーンや壁面等の
表面（以降、「投写面」という。）に投写する光学機器である。
【００２４】
　図１は、プロジェクターの概略構成を示すブロック図である。
  図１に示すように、プロジェクター１は、画像投写部１０、制御部２０、記憶部２１、
入力操作部２２、画像情報入力部２３、画像処理部２４、ＯＳＤ処理部２５、画像補正部
２６等を備えている。
【００２５】
　画像投写部１０は、光源１１、光変調装置としての３つの液晶ライトバルブ１２（１２
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Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ）、投写光学系としての投写レンズ１３、ライトバルブ駆動部１４等
で構成されている。画像投写部１０は、表示部に相当するものであり、光源１１から射出
された光を液晶ライトバルブ１２で変調して画像（画像光）を形成し、この画像を投写レ
ンズ１３から拡大投写して、投写面Ｓに表示する。
【００２６】
　光源１１は、超高圧水銀ランプやメタルハライドランプ等からなる放電型の光源ランプ
１１ａと、光源ランプ１１ａが放射した光を略一定の方向に反射するリフレクター１１ｂ
とを含んで構成されている。光源１１から射出された光は、図示しないインテグレーター
光学系によって輝度分布が略均一な光に変換され、図示しない色分離光学系によって光の
３原色である赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の色光成分に分離された後、それぞれ
液晶ライトバルブ１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂに入射する。
【００２７】
　液晶ライトバルブ１２は、一対の透明基板間に液晶が封入された液晶パネル等によって
構成される。液晶ライトバルブ１２には、マトリクス状に配列された複数の画素１２ｐか
らなる矩形の画素領域１２ａが形成されており、液晶に対して画素１２ｐ毎に駆動電圧を
印加可能になっている。ライトバルブ駆動部１４が、入力される画像情報に応じた駆動電
圧を各画素１２ｐに印加すると、各画素１２ｐは、画像情報に応じた光透過率に設定され
る。このため、光源１１から射出された光は、この液晶ライトバルブ１２の画素領域１２
ａを透過することによって変調され、画像情報に応じた画像が色光毎に形成される。
【００２８】
　形成された各色の画像は、図示しない色合成光学系によって画素１２ｐ毎に合成されて
カラー画像となった後、投写レンズ１３によって投写面Ｓに拡大投写される。投写レンズ
１３には、画像の拡大率を変更するためのズーム機構（図示せず）が備えられており、ユ
ーザーは、このズーム機構によって画像の表示サイズを調整することができる。
【００２９】
　なお、本明細書では、投写レンズ１３から投写される画像の全体を「投写画像」と呼ぶ
。投写画像は、画素領域１２ａの全域で形成された画像が投写されたものであり、画素領
域１２ａの全域又は一部の領域を黒色（光をほとんど透過しない状態）とした場合でも、
この黒色の領域に対応する部位を含んだ範囲が投写画像となる。また、例えば、スクリー
ンに向けて画像を投写する際に、画像の一部がスクリーンからはみ出して後方の壁面等に
投写された場合でも、はみ出した部位を含んだ範囲が投写画像となる。
【００３０】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）や、各種データ等の一時記憶に用
いられるＲＡＭ（Random Access Memory）等（いずれも図示せず）を備え、記憶部２１に
記憶されている制御プログラムに従って動作することによりプロジェクター１の動作を統
括制御する。つまり、制御部２０は、記憶部２１とともにコンピューターとして機能する
。
【００３１】
　記憶部２１は、マスクＲＯＭ（Read Only Memory）や、フラッシュメモリー、ＦｅＲＡ
Ｍ（Ferroelectric RAM：強誘電体メモリー）等の不揮発性のメモリーにより構成されて
いる。記憶部２１には、プロジェクター１の動作を制御するための制御プログラムや、プ
ロジェクター１の動作条件等を規定する各種設定データ等が記憶されている。
【００３２】
　入力操作部２２は、ユーザーからの入力操作を受け付けるものであり、ユーザーがプロ
ジェクター１に対して各種指示を行うための複数の操作キーを備えている。入力操作部２
２が備える操作キーとしては、電源のオン・オフを切り替えるための電源キーや、各種設
定を行うためのメニュー画像を表示させるメニューキー、メニュー画像等で選択された項
目を確定させる決定キー、上下左右に対応する４つの方向キー、動作の取り消し等を指示
するための取消キー、台形歪を補正するための台形歪補正キー等がある。ユーザーが入力
操作部２２の各種操作キーを操作すると、入力操作部２２は、ユーザーの操作内容に応じ
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た操作信号を制御部２０に出力する。なお、入力操作部２２として、遠隔操作が可能なリ
モコン（図示せず）を用いた構成としてもよい。この場合、リモコンは、ユーザーの操作
内容に応じた赤外線の操作信号を発信し、図示しないリモコン信号受信部がこれを受信し
て制御部２０に伝達する。
【００３３】
　画像情報入力部２３には、図示しない外部の画像出力装置と接続を行うための接続端子
（図示せず）が備えられており、画像出力装置から各種形式の画像情報（画像信号）が入
力される。画像情報入力部２３は、入力された画像情報を画像処理部２４に出力する。
【００３４】
　画像処理部２４は、画像情報入力部２３から入力される各種形式の画像情報を、液晶ラ
イトバルブ１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂの各画素１２ｐの階調を表す画像情報に変換する。こ
こで、変換された画像情報は、Ｒ，Ｇ，Ｂの色光別になっており、各液晶ライトバルブ１
２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂのすべての画素１２ｐに対応する複数の画素値によって構成されて
いる。画素値とは、対応する画素１２ｐの光透過率を定めるものであり、この画素値によ
って、各画素１２ｐから射出する光の強弱（階調）が規定される。また、画像処理部２４
は、制御部２０の指示に基づき、変換した画像情報に対して、明るさ、コントラスト、シ
ャープネス、色合い等を調整するための画質調整処理等を行い、処理後の画像情報をＯＳ
Ｄ処理部２５に出力する。
【００３５】
　ＯＳＤ処理部２５は、制御部２０の指示に基づいて、入力画像上にメニュー画像やメッ
セージ画像等のＯＳＤ（オンスクリーンディスプレー）画像を重畳するための処理を行う
。ＯＳＤ処理部２５は、図示しないＯＳＤメモリーを備えており、ＯＳＤ画像を形成する
ための図形やフォント等を表す画像データを記憶している。制御部２０が、ＯＳＤ画像の
重畳を指示すると、ＯＳＤ処理部２５は、必要な画像データをＯＳＤメモリーから読み出
して、指定されたＯＳＤ画像を形成するためのＯＳＤ画像情報を生成する。そして、入力
画像上の所定の位置にＯＳＤ画像が重畳されるように、画像処理部２４から入力される画
像情報にこのＯＳＤ画像情報を合成する。ＯＳＤ画像情報が合成された画像情報は、画像
補正部２６に出力される。なお、制御部２０からＯＳＤ画像を重畳する旨の指示がない場
合には、ＯＳＤ処理部２５は、画像処理部２４から入力される画像情報を、そのまま画像
補正部２６に出力する。
【００３６】
　画像補正部２６は、制御部２０の指示に基づいて画像（画像情報）を補正する。具体的
には、画像補正部２６は、液晶ライトバルブ１２の画素領域１２ａ内に、ユーザーによっ
て設定された形状の画像形成領域１２ｅを設定する（図３（ｃ）参照）。そして、この画
像形成領域１２ｅ内に入力画像Ｐｉが形成されるように、ＯＳＤ処理部２５から入力され
る画像情報を補正する。さらに、画像補正部２６は、画像形成領域１２ｅの外側の領域を
無効とすべく、画像形成領域１２ｅ外の画素１２ｐについては、黒色の画素値、つまり、
光透過率が最小となる画素値に設定する。画像補正部２６は、上記のように補正した画像
情報をライトバルブ駆動部１４に出力する。なお、制御部２０から画像を補正する旨の指
示がない場合には、画像補正部２６は、ＯＳＤ処理部２５から入力される画像情報を、そ
のままライトバルブ駆動部１４に出力する。この場合には、画素領域１２ａの全域で入力
画像Ｐｉが形成される。言い換えれば、画素領域１２ａの全域が画像形成領域１２ｅとな
る。
【００３７】
　ライトバルブ駆動部１４が、入力される画像情報に従って液晶ライトバルブ１２を駆動
すると、液晶ライトバルブ１２は、この画像情報に応じた画像を形成し、投写レンズ１３
から投写画像として投写面Ｓに投写される。
【００３８】
　次に、プロジェクター１の台形歪補正について、その概略を説明する。
  図２及び図３は、台形歪を説明するための説明図であり、図２（ａ）及び図３（ａ）は
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、プロジェクター１及び投写面Ｓを側方から見た側面図、図２（ｂ）及び図３（ｂ）、（
ｄ）は、投写面Ｓを示す正面図、図３（ｃ）は、液晶ライトバルブ１２の画素領域１２ａ
を示す図である。
【００３９】
　図２（ａ）に示すように、プロジェクター１が投写面Ｓに対して傾斜していない状態、
即ち、投写レンズ１３の光軸方向が投写面Ｓの法線方向と略同一となる状態では、図２（
ｂ）に示すように、投写画像Ａｏに台形歪は生じず、投写画像Ａｏは、本来の形状（矩形
状）で表示される。この場合には、画素領域１２ａの全域で入力画像Ｐｉを形成すればよ
いため、画像補正部２６による補正を行う必要はなく、投写面Ｓの全域に投写画像Ａｏ（
入力画像Ｐｉ）が表示されるよう、ズーム調整や、プロジェクター１の設置位置の調整等
を適宜行えばよい。
【００４０】
　一方、図３（ａ）に示すように、プロジェクター１が投写面Ｓに対して傾斜している状
態、即ち、投写レンズ１３の光軸方向が投写面Ｓの法線方向とは異なる状態では、図３（
ｂ）に示すように、投写画像Ａｏに台形歪が生じる。このため、画素領域１２ａの全域で
入力画像Ｐｉを形成している場合には、入力画像Ｐｉは、台形歪によって歪んで表示され
る。ここで、図３（ｃ）に示すように、画素領域１２ａ内に、台形歪を相殺可能な形状、
即ち投写画像Ａｏとは反対向きに歪んだ形状の画像形成領域１２ｅを設定して、この画像
形成領域１２ｅ内に入力画像Ｐｉを形成すれば、画像形成領域１２ｅ（入力画像Ｐｉ）の
歪んだ形状は、台形歪によって相殺され、投写面Ｓには、台形歪が補正された本来の形状
（矩形状）で入力画像Ｐｉが表示される（図３（ｄ）参照）。
【００４１】
　上述したように、入力操作部２２には、台形歪補正キーが備えられており、ユーザーは
、この台形歪補正キーを操作することにより、画像形成領域１２ｅの形状を設定すること
ができる。
【００４２】
　図４は、台形歪補正キーが操作された際のプロジェクター１の動作を説明するフローチ
ャートである。プロジェクター１が入力画像Ｐｉを投写している状態で、ユーザーにより
台形歪補正キーが操作されると、制御部２０は、図４に示すフローに従って動作する。
【００４３】
　図４に示すように、ステップＳ１０１では、制御部２０は、ＯＳＤ処理部２５に指示を
して、コーナー選択画像Ｐｓ（図５参照）を入力画像Ｐｉ上に重畳表示させる。
【００４４】
　図５に示すように、コーナー選択画像Ｐｓには、タイトル部Ｔａと、入力画像Ｐｉの四
隅、即ち画像形成領域１２ｅの四隅に対応する４つの識別画像Ｃと、ユーザーへのメッセ
ージが表記されるメッセージ部Ｍａと、操作可能な操作キーとその動作を案内するキー案
内部Ｋａとを含んでいる。
【００４５】
　４つの識別画像Ｃは、画像形成領域１２ｅ（入力画像Ｐｉ）の左上の角部に対応する識
別画像Ｃ１と、右上の角部に対応する識別画像Ｃ２と、左下の角部に対応する識別画像Ｃ
３と、右下の角部に対応する識別画像Ｃ４で構成されており、これらはすべて同じ大きさ
である。そして、各識別画像Ｃ１～Ｃ４は、２行２列のマトリクス状に配列され、それぞ
れ対応する位置に配置されている（例えば、左上の角部に対応する識別画像Ｃ１は、左上
に配置されている）。また、各識別画像Ｃ１～Ｃ４には、対応する角部を表したイラスト
が描かれている。
【００４６】
　タイトル部Ｔａには、「コーナー位置調整」と表記されており、角部の位置を調整する
ことによって台形歪を補正する機能であることが分かるようになっている。また、メッセ
ージ部Ｍａには、「エリアを選択してください。」と表記されており、識別画像Ｃ１～Ｃ
４によっていずれか１つの角部を選択するようユーザーに促している。識別画像Ｃ１～Ｃ
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４のうちの１つ（図５の例では識別画像Ｃ１）は、他の３つとは異なる配色になっており
、その識別画像Ｃが選択された状態であることを示している。なお、これ以降、選択され
ている識別画像Ｃの配色を「選択配色」、選択されていない識別画像Ｃの配色を「非選択
配色」とも呼ぶ。ユーザーは、方向キーを操作することによって所望の識別画像Ｃを選択
することが可能であり、識別画像Ｃを選択した後で決定キーを操作すると、識別画像Ｃの
選択が確定する。
【００４７】
　図４に戻って、ステップＳ１０２では、制御部２０は、ユーザーにより方向キーが操作
されたか否かを判断する。そして、方向キーが操作されていない場合にはステップＳ１０
４に移行し、方向キーが操作された場合にはステップＳ１０３に移行する。
【００４８】
　方向キーが操作されてステップＳ１０３に移行すると、制御部２０は、操作された方向
キーの方向に配置されている他の識別画像Ｃを新たに選択してステップＳ１０１に戻る。
これにより、コーナー選択画像Ｐｓには、新たに選択された識別画像Ｃが選択配色で表示
され、それまで選択されていた識別画像Ｃが非選択配色で表示される。
【００４９】
　方向キーが操作されずにステップＳ１０４に移行した場合には、制御部２０は、ユーザ
ーにより決定キーが操作されたか否かを判断する。そして、決定キーが操作されていない
場合にはステップＳ１０５に移行し、決定キーが操作された場合にはステップＳ１０７に
移行する。
【００５０】
　決定キーが操作されずにステップＳ１０５に移行した場合には、制御部２０は、ユーザ
ーにより取消キーが操作されたか否かを判断する。そして、取消キーが操作されていない
場合にはステップＳ１０２に戻り、取消キーが操作された場合にはステップＳ１０６に移
行する。
【００５１】
　取消キーが操作されてステップＳ１０６に移行した場合には、制御部２０は、ＯＳＤ処
理部２５に指示をしてコーナー選択画像Ｐｓの重畳表示を終了させて、フローを終了する
。
【００５２】
　ステップＳ１０４にて決定キーが操作されてステップＳ１０７に移行した場合には、制
御部２０は、ＯＳＤ処理部２５に指示をして、コーナー選択画像Ｐｓの代わりに、コーナ
ー調整画像Ｐｚ（図６参照）を重畳表示させる。
【００５３】
　図６に示すように、コーナー調整画像Ｐｚは、タイトル部Ｔｂと、拡大画像表示部Ｚと
、ユーザーへのメッセージが表記されるメッセージ部Ｍｂと、操作可能な操作キーとその
動作を案内するキー案内部Ｋｂとを含んでおり、タイトル部Ｔｂには、コーナー選択画像
Ｐｓのタイトル部Ｔａと同様、「コーナー位置調整」と表記されている。
【００５４】
　拡大画像表示部Ｚには、上述した４つの識別画像Ｃ１～Ｃ４のうち、コーナー選択画像
Ｐｓで選択された１つの識別画像Ｃ（図６の例では識別画像Ｃ１）が拡大されて表示され
ており、選択されなかった３つの識別画像Ｃは表示されていない。また、拡大画像表示部
Ｚには、上下左右の方向を指し示す三角状の方向マークＤが付加されており、拡大されて
いる識別画像Ｃに対応する角部を上下左右に移動（位置調整）可能であることを示してい
る。さらに、メッセージ部Ｍｂには、「調整を実施してください。」というメッセージが
表記されており、角部の位置を調整するようにユーザーに促している。このコーナー調整
画像Ｐｚが表示されている状態では、ユーザーは、方向キーを操作することによって角部
の位置を調整することができる。
【００５５】
　図４に戻って、ステップＳ１０８では、制御部２０は、方向キーが操作されたか否かを
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判断する。そして、方向キーが操作された場合にはステップＳ１０９に移行し、方向キー
が操作されていない場合にはステップＳ１１０に移行する。
【００５６】
　方向キーが操作されてステップＳ１０９に移行した場合には、制御部２０は、画像補正
部２６に指示をして、選択された角部を、操作された方向キーの方向に移動させて、ステ
ップＳ１０７に戻る。例えば、コーナー選択画像Ｐｓで識別画像Ｃ１が選択された場合、
即ち左上の角部が選択された場合には、画像補正部２６は、図７に示すように、画像形成
領域１２ｅの左上の角部を移動の対象として、操作された方向キーの方向に所定量だけ移
動させる。そして、これ以降、画像補正部２６は、角部が移動した後の新たな形状の画像
形成領域１２ｅ内に入力画像Ｐｉが形成されるよう、画像情報を補正する。そして、ユー
ザーが、方向キーを繰り返し操作したり、長押ししたりすれば、ステップＳ１０８，Ｓ１
０９が繰り返し実行され、選択した角部を必要な量だけ移動させることができる。
【００５７】
　なお、投写される入力画像Ｐｉの上下左右と、液晶ライトバルブ１２の上下左右の関係
は、必ずしも一致しないが、その場合には、投写される入力画像Ｐｉの角部が、操作され
た方向に移動するよう、画像形成領域１２ｅの角部を移動させるものとする。
【００５８】
　また、画像形成領域１２ｅの角部は、画素領域１２ａの外側には移動し得ないため、角
部が画素領域１２ａの外縁（境界）上、即ち移動可能範囲の限界に位置している場合には
、制御部２０は、画素領域１２ａの外側に向かう方向の方向キーの操作を無視するように
なっている。さらに、角部が画素領域１２ａの外縁上に位置している場合には、制御部２
０は、その外側の方向へは移動できないことをユーザーに報知するために、ＯＳＤ処理部
２５に指示をして、画素領域１２ａの外側に向かう方向、即ち移動できない方向の方向マ
ークＤの色を、他の方向の方向マークＤの色（例えば、オレンジ色等の明るい色）に比べ
て目立たない色（例えば、灰色等の暗い色）に変更させる。例えば、図７（ａ）、（ｂ）
、（ｃ）に示すように、移動対象の角部が画素領域１２ａの上端に位置している場合には
、上方向の方向マークＤが目立たない色で表示されるとともに、上方向の方向キーが操作
された場合には、その操作は無視される。また、図７（ａ）、（ｄ）、（ｇ）に示すよう
に、移動対象の角部が画素領域１２ａの左端に位置している場合には、左方向の方向マー
クＤが目立たない色で表示されるとともに、左方向の方向キーが操作された場合には、そ
の操作は無視される。なお、ステップＳ１０９の後にステップＳ１０７に戻ってコーナー
調整画像Ｐｚを改めて表示するようにしているのは、状況に応じて方向マークＤの色を更
新するためである。また、移動可能範囲の限界は、画素領域１２ａの外縁上のみならず、
画素領域１２ａの内側の方向に限界を設けるようにしてもよい。
【００５９】
　図４に戻って、ステップＳ１０８にて方向キーが操作されずにステップＳ１１０に移行
した場合には、制御部２０は、決定キー又は取消キーが操作されたか否かを判断する。そ
して、決定キー及び取消キーのいずれも操作されていない場合には、ステップＳ１０８に
戻る。一方、決定キー及び取消キーのいずれかが操作された場合には、選択した角部の移
動を完了してステップＳ１０１に戻り、コーナー選択画像Ｐｓが表示される状態に復帰す
る。その後、ユーザーは、他の角部を選択して調整を続けることもできるし、取消キーを
操作して処理を終了させることもできる。
【００６０】
　次に、図３に示した台形歪を、上述したフローに従って補正する際の具体的な手順につ
いて説明する。
  図８及び図９は、台形歪の補正手順を説明するための説明図であり、図８（ａ）～（ｆ
）は、投写面Ｓを示す正面図、図９（ａ）、（ｂ）は、液晶ライトバルブ１２の画素領域
１２ａを示す図である。
【００６１】
　投写面Ｓに投写されている入力画像Ｐｉに、図３（ｂ）に示すような台形歪が生じてい
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る状態で、ユーザーが台形歪補正キーを操作すると、制御部２０は、図４に示すフローに
従った動作を開始し、まず、図８（ａ）に示すように、入力画像Ｐｉ上にコーナー選択画
像Ｐｓを重畳表示させる（ステップＳ１０１）。
【００６２】
　ユーザーは、必要に応じて方向キーを操作して（ステップＳ１０２）、最初に左上の角
部に対応する識別画像Ｃ１を選択する（ステップＳ１０３）。そして、ユーザーが決定キ
ーを操作すると（ステップＳ１０４）、制御部２０は、図８（ｂ）に示すように、コーナ
ー調整画像Ｐｚを入力画像Ｐｉ上に重畳表示させ（ステップＳ１０７）、その拡大画像表
示部Ｚに、識別画像Ｃ１を拡大して表示させる。
【００６３】
　コーナー調整画像Ｐｚが表示されると、ユーザーは、方向キーの操作によって画像形成
領域１２ｅ（入力画像Ｐｉ）の角部を移動させることが可能であり、ユーザーは、選択し
た左上の角部を右下の方向に移動させるべく、右方向キーと下方向キーを適宜操作する（
ステップＳ１０８）。図７に示したように、画像形成領域１２ｅの左上の角部は、右方向
キーが操作される度に右方向に所定量ずつ移動し、下方向キーが操作される度に下方向に
所定量ずつ移動する（ステップＳ１０９）。そして、ユーザーは、投写面Ｓに投写される
入力画像Ｐｉ（図８（ｃ）参照）を見ながら、画像形成領域１２ｅの左上の角部を必要な
量だけ右下に移動させる（図９（ａ）参照）。その後、ユーザーが決定キー又は取消キー
を操作すると（ステップＳ１１０）、左上の角部の移動は完了し、図８（ｄ）に示すよう
に、コーナー選択画像Ｐｓが表示される状態に戻る（ステップＳ１０１）。
【００６４】
　次に、ユーザーは、必要に応じて方向キーを操作して（ステップＳ１０２）、今度は右
上の角部に対応する識別画像Ｃ２を選択する（ステップＳ１０３）。そして、ユーザーが
決定キーを操作すると（ステップＳ１０４）、制御部２０は、図８（ｅ）に示すように、
コーナー調整画像Ｐｚを入力画像Ｐｉ上に重畳表示させ（ステップＳ１０７）、その拡大
画像表示部Ｚに、識別画像Ｃ２を拡大して表示させる。
【００６５】
　コーナー調整画像Ｐｚが表示されると、ユーザーは、投写面Ｓに投写される入力画像Ｐ
ｉ（図８（ｆ）参照）を見ながら、左方向キーと下方向キーを適宜操作して（ステップＳ
１０８）、画像形成領域１２ｅの右上の角部を必要な量だけ左下に移動させる（図９（ｂ
）参照）。そして、ユーザーが決定キー又は取消キーを操作すると（ステップＳ１１０）
、右上の角部の移動は完了し、コーナー選択画像Ｐｓが表示される状態に戻る（ステップ
Ｓ１０１）。その後、ユーザーが取消キーを操作すると（ステップＳ１０５）、コーナー
選択画像Ｐｓの重畳表示が終了し（ステップＳ１０６）、台形歪が解消された状態で入力
画像Ｐｉが表示される（図３（ｄ）参照）。
【００６６】
　以上説明したように、本実施形態のプロジェクター１によれば、以下の効果を得ること
ができる。
【００６７】
　（１）本実施形態のプロジェクター１によれば、コーナー選択画像Ｐｓで選択された識
別画像Ｃが、コーナー調整画像Ｐｚにて拡大されて表示されるため、角部の移動（位置調
整）を行う際に、どの角部が移動の対象であるのかを容易に認識することが可能となる。
この結果、角部を移動させることによる画像の補正（台形歪の補正）を容易に行うことが
可能となる。
  ここで、コーナー選択画像Ｐｓと同様に、コーナー調整画像Ｐｚにおいても、４つの識
別画像Ｃ１～Ｃ４を同じ大きさで表示し、選択された識別画像Ｃと他の識別画像Ｃとを配
色のみで判別することを想定すると、コーナー選択画像Ｐｓとコーナー調整画像Ｐｚとの
区別が付き難くなり、ユーザーを混乱させてしまう恐れがある。しかしながら、本実施形
態のプロジェクター１によれば、両者の区別は明確であり、ユーザーを混乱させずに済む
。
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【００６８】
　（２）本実施形態のプロジェクター１によれば、角部が移動可能な方向（上下左右方向
）に対応する方向マークＤをコーナー調整画像Ｐｚに付加しているため、コーナー調整画
像Ｐｚが表示されている状態で角部が移動可能であることを容易に認識することが可能と
なる。また、角部が移動できない方向の方向マークＤを目立たなくしているため、実際に
移動可能な方向を容易に認識することが可能となる。
【００６９】
　なお、本実施形態では、ステップＳ１０１（図４参照）を実行して、識別画像Ｃ１～Ｃ
４が含まれるコーナー選択画像Ｐｓを表示させる際の制御部２０及びＯＳＤ処理部２５が
、識別画像表示部に相当する。また、ステップＳ１０７でコーナー調整画像Ｐｚを表示し
て、選択された識別画像Ｃを拡大させる際の制御部２０及びＯＳＤ処理部２５が、強調表
示部に相当する。また、入力操作部２２に備わる方向キーは、コーナー選択画像Ｐｓにて
識別画像Ｃを選択する操作（選択操作）、及びコーナー調整画像Ｐｚが表示されている状
態で角部を移動させる操作（移動操作）の両方に用いられることから、選択操作部及び移
動操作部の双方に相当する。また、ステップＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０７，Ｓ１０８，
Ｓ１０９が、それぞれ識別画像表示ステップ、選択操作ステップ、強調表示ステップ、移
動操作ステップ、画像補正ステップに相当する。
【００７０】
　（変形例）
  また、上記実施形態は、以下のように変更してもよい。
【００７１】
　上記実施形態では、コーナー選択画像Ｐｓで選択された識別画像Ｃのみをコーナー調整
画像Ｐｚに表示している。つまり、選択されなかった他の識別画像Ｃをコーナー調整画像
Ｐｚでは非表示にしているが、図１０及び図１１に示すように、選択された識別画像Ｃ（
図の例では識別画像Ｃ１）より小さなサイズであれば、選択されなかった識別画像Ｃ（図
の例では識別画像Ｃ２～Ｃ４）の一部又は全部がコーナー調整画像Ｐｚに含まれていても
よい。また、図１２及び図１３に示すように、選択された識別画像Ｃを必ずしも拡大する
必要はなく、選択されていない識別画像Ｃを縮小したり、非表示にしたりするだけであっ
てもよい。このように、コーナー調整画像Ｐｚは、コーナー選択画像Ｐｓで選択された識
別画像Ｃを、選択されなかった識別画像Ｃよりも大きく表示する態様であればよく、この
態様には、上記実施形態のように、選択された識別画像Ｃのみを表示して、他の識別画像
Ｃを非表示にする態様も含まれる。
【００７２】
　上記実施形態では、コーナー調整画像Ｐｚにおいて、移動できない方向の方向マークＤ
の色を目立たない色にするとともに、その方向の方向キーが操作された場合には、この操
作を無視するようにしているが、移動できない方向の方向キーが操作された場合に、移動
できない旨を報知するメッセージをメッセージ部Ｍｂ等に表示するようにしてもよい。
【００７３】
　上記実施形態において、各角部の位置調整が済んだか否かを、コーナー選択画像Ｐｓ上
で識別できるようにすれば、位置調整の実施状況を把握しやすくなり、利便性が向上する
。例えば、ステップＳ１０７～Ｓ１１０（図４参照）で角部の移動（位置調整）を終えて
ステップＳ１０１に復帰した際に、図１４に示すように、位置調整が済んだことを示す調
整済マークＦを識別画像Ｃ（図１４の例では識別画像Ｃ１）に付加するようにすればよい
。或いは、位置調整が済んだ識別画像Ｃの配色を変更するようにしてもよい。
【００７４】
　上記実施形態において、コーナー調整画像Ｐｚが表示されている状態で方向キーが操作
された場合に、その操作に連動して、対応する方向マークＤの色を一時的に変化させるよ
うにしてもよい。これによれば、方向キーを操作するたびに方向マークＤの色が変化する
ため、ユーザーは、方向キーの操作が正常に受け付けられていることを認識することがで
きる。
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【００７５】
　上記実施形態では、光変調装置として３つの液晶ライトバルブ１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ
を用いた３板式のプロジェクター１について説明したが、光変調装置の態様は、これに限
定されない。例えば、各画素１２ｐの中にそれぞれＲ光、Ｇ光、Ｂ光を透過可能なサブ画
素を含んだ１つの液晶ライトバルブによって画像を形成する態様とすることも可能である
。
【００７６】
　上記実施形態では、光変調装置として、透過型の液晶ライトバルブ１２を用いているが
、反射型の液晶ライトバルブ等、反射型の光変調装置を用いることも可能である。また、
入射した光の射出方向を画素１２ｐとしてのマイクロミラー毎に制御することにより、光
源１１から射出した光を変調する微小ミラーアレイデバイス等を用いることもできる。
【００７７】
　上記実施形態では、光源１１は、放電型の光源ランプ１１ａによって構成されているが
、ＬＥＤ光源等の固体光源や、その他の光源を用いることもできる。
【符号の説明】
【００７８】
　１…プロジェクター、１０…画像投写部、１１…光源、１１ａ…光源ランプ、１１ｂ…
リフレクター、１２，１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ…液晶ライトバルブ、１２ａ…画素領域、
１２ｅ…画像形成領域、１２ｐ…画素、１３…投写レンズ、１４…ライトバルブ駆動部、
２０…制御部、２１…記憶部、２２…入力操作部、２３…画像情報入力部、２４…画像処
理部、２５…ＯＳＤ処理部、２６…画像補正部、Ａｏ…投写画像、Ｐｉ…入力画像、Ｐｓ
…コーナー選択画像、Ｐｚ…コーナー調整画像、Ｔａ，Ｔｂ…タイトル部、Ｃ，Ｃ１～Ｃ
４…識別画像、Ｍａ，Ｍｂ…メッセージ部、Ｋａ，Ｋｂ…キー案内部、Ｚ…拡大画像表示
部、Ｄ…方向マーク、Ｆ…調整済マーク、Ｓ…投写面。

【図１】 【図２】
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