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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに所定の画像補正処理を行う情報処理装置と、
　前記情報処理装置によって画像補正処理が行われた画像データに基づいて画像を表示す
る画像表示装置と、
　前記情報処理装置と前記画像表示装置との信号送受信を媒介する信号伝送手段と、を備
えた画像表示システムであって、
　前記情報処理装置は、
　画像データに画素単位で完結する所定の画像補正処理を行う第１画像補正演算処理部と
、
　前記第１画像補正演算処理部にて画像補正処理した画像データを圧縮して、前記信号伝
送手段を介して前記画像表示装置に伝送する伝送データを生成する伝送データ生成部と、
を備え、
　前記画像表示装置は、
　前記伝送データ生成部にて生成された伝送データに基づいて画像データを生成する画像
生成部と、
　ゴーストおよびクロストークの少なくとも一つであって、近隣の複数画素にまたがって
行われる画像補正処理を行う第２画像補正演算処理部と、を備え、
　前記第１画像補正演算処理部は、前記ゴーストおよびクロストーク以外で、且つ、前記
第２画像補正演算処理部で実行される以外の画像補正処理を行う
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　ことを特徴とする画像表示システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像表示システムにおいて、
　前記第２画像補正演算処理部は、前記ゴーストおよびクロストークの少なくとも一つを
画像補正処理した後に、さらに、ゴースト補正およびクロストーク補正以外の色ムラ補正
を行う
　ことを特徴とする画像表示システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の画像表示システムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　前記第１画像補正演算処理部における画像補正処理を実行するためのパラメータを当該
情報処理装置の外部から取得して記憶する画像補正パラメータ記憶部を備える
　ことを特徴とする画像表示システム。
【請求項４】
　情報処理装置にてゴースト補正およびクロストーク補正以外の画素単位で完結する所定
の画像補正処理が行われ、圧縮された後に信号伝送手段を介して伝送された画像データに
基づいて画像を表示する画像表示装置であって、
　ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれか一方のみであって、近隣の複数画素
にまたがって行われる画像補正処理を行う画像補正処理部を備える
　ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　情報処理装置にてゴースト補正、クロストーク補正および色ムラ補正以外の画素単位で
完結する所定の画像補正処理が行われ、圧縮された後に信号伝送手段を介して伝送された
画像データに基づいて画像を表示する画像表示装置であって、
　ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれか一方と、ゴーストおよびクロストー
ク以外の色ムラと、のみであって、近隣の複数画素にまたがって行われる画像補正処理を
行う画像補正処理部を備える
　ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項６】
　情報処理装置にてゴースト補正およびクロストーク補正以外の画素単位で完結する所定
の画像補正処理が行われ、圧縮された後に信号伝送手段を介して伝送された画像データに
基づいて画像を表示する画像表示装置に組み込まれたコンピュータに、
　ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれか一方のみであって、近隣の複数画素
にまたがって行われる画像補正処理を実行させる画像補正処理プログラム。
【請求項７】
　情報処理装置にてゴースト補正、クロストーク補正および色ムラ補正以外の画素単位で
完結する所定の画像補正処理が行われ、圧縮された後に信号伝送手段を介して伝送された
画像データに基づいて画像を表示する画像表示装置に組み込まれたコンピュータに、
　ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれか一方と、ゴーストおよびクロストー
ク以外の色ムラと、のみであって、近隣の複数画素にまたがって行われる画像補正処理を
実行させる画像補正処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示システム、画像表示装置、画像補正処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像表示装置としてプロジェクタが知られている。
　そして、映像ソースの形状補正や色調補正を行う情報処理装置としてのパソコンと、パ
ソコンで補正処理された画像をスクリーンに投射するプロジェクタと、パソコンとプロジ
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ェクタとの間のデータ伝送路としてのＵＳＢケーブルと、を備えた画像表示システムとし
てのプロジェクションシステムが知られている（例えば、特許文献１）。このようなプロ
ジェクションシステムにおいて、パソコンに入力された映像ソースがパソコンの画像処理
部にて画像処理される。画像処理としては、例えば、プロジェクタとスクリーンとの配置
関係に起因して生じる台形歪みを補正する台形補正や、プロジェクタの出力特性に応じた
色補正であるγ補正やＶＴ－γ補正、液晶パネルの特性による輝度ムラや色ムラを補正す
る色調補正、さらには、液晶パネルの各画素を駆動する際に駆動信号が近隣画素に影響し
て生じる色ムラ（ゴーストやクロストーク）を補正するゴースト補正やクロストークなど
が例として挙げられる。パソコンで画像処理された画像データは、ＵＳＢケーブルを介し
てプロジェクタに伝送される。伝送された画像データがプロジェクタにてスクリーンに投
影されると、スクリーン上に所定の画像が表示される。
【０００３】
　このような構成によれば、画像処理を主としてパソコン上で行っており、プロジェクタ
は単に画像データを投影するだけで複雑な画像処理を行わないので、プロジェクタの構成
を非常に簡易にすることができる。また、元来、パソコンは、グラフィック処理の機能を
有するので、特別にパソコンに新たな機能を付加することなく、高精度の画像補正を行う
ことができる。
【０００４】
　ここで、例えば、映像ソースが動画であった場合に、ＵＳＢケーブルの伝送レートが小
さいと、一つの画像データを伝送するのに時間がかかるため、プロジェクタによる表示画
像のフレームレートが遅くなり、動画再生が適切に行われないこととなる。例えば、滑ら
かな動画再生には３０フレーム／秒が基準といわれるところ、ＵＳＢ２．０ケーブルを用
いた場合に、画像の全データを伝送していたのでは到底不可能なフレームレートである。
例えば、ＵＳＢ２．０に期待できる安定した通信速度は２４０Ｍｂｐｓ程度である一方、
表示解像度がＸＧＡ（１０２４×７６８ドット）で１画素あたり３０ビットの色情報であ
る画像では約２５Ｍビットのデータ量となる。すると、単純には、９フレーム／秒のフレ
ームレートでしか画像データを伝送できないことになる。
【０００５】
　そこで、特許文献１では、「前画面データの差分データ送信」によって必要な伝送デー
タ量を少なくし、フレームレートを適切なレベルに維持することが提案されている（特許
文献１の段落（００４８）参照）。特許文献１においては、パソコンにて差分データが生
成され、この差分データを受けたプロジェクタにおいて、前画面と差分データとが合成さ
れて現在のフレームデータが生成される。そして、生成された現在の画像フレームデータ
がプロジェクタによってスクリーンに投影される。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－６９９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　パソコンにて各画像データに総ての補正処理を行うと、画像データが高精彩に補正され
ることとなるが、その一方で、補正処理が画像データ中の大半の画素に及ぶことになる。
すると、パソコンからプロジェクタへの伝送データを小さくするために前画面データとの
差分データをとるにしても、前画像データと現画像データとではほとんどの画素に変化が
生じていることとなる。
　そのため、差分データをとってもデータ圧縮率が低くなるため、パソコンからプロジェ
クタへの伝送データが非常に大きくなる。すると、パソコンからプロジェクタへのデータ
伝送が間に合わずにプロジェクタによる画像表示のフレームレートが適切に維持されない
という問題が生じる。
　ここで、例えば、差分データが大きくなりすぎないように、画像補正の程度を低く抑制
することも考えられるが、表示画像の品位が低下するので適切な方法とは到底いえない。



(4) JP 4923863 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

また、差分データをとる際に画像フレーム間における細かな変化を検出しないように差分
データを粗くとれば差分データを小さくできるが、やはり、プロジェクタで再現される現
画像データには情報が欠落することとなり、表示画像の品位が低下するので適切ではない
。
【０００８】
　本発明の目的は、画像表示装置による画像表示のフレームレートを適切に維持できると
ともに、表示画像の品位を高品位に保つことができる画像表示システム、画像表示装置、
画像補正処理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の画像表示システムは、画像データに所定の画像補正処理を行う情報処理装置と
、前記情報処理装置によって画像補正処理が行われた画像データに基づいて画像を表示す
る画像表示装置と、前記情報処理装置と前記画像表示装置との信号送受信を媒介する信号
伝送手段と、を備えた画像表示システムであって、前記情報処理装置は、画像データに画
素単位で完結する所定の画像補正処理を行う第１画像補正演算処理部と、前記第１画像補
正演算処理部にて画像補正処理した画像データを圧縮して、前記信号伝送手段を介して前
記画像表示装置に伝送する伝送データを生成する伝送データ生成部と、を備え、前記画像
表示装置は、前記伝送データ生成部にて生成された伝送データに基づいて画像データを生
成する画像生成部と、ゴーストおよびクロストークの少なくとも一つであって、近隣の複
数画素にまたがって行われる画像補正処理を行う第２画像補正演算処理部と、を備え、前
記第１画像補正演算処理部は、前記ゴーストおよびクロストーク以外で、且つ、前記第２
画像補正演算処理部で実行される以外の補正処理を行うことを特徴とする。
【００１０】
　このような構成において、情報処理装置にて画像データに所定の画像補正処理が施され
たうえで情報処理装置からプロジェクタに伝送される。
　情報処理装置においては、まず、必要となる画像補正処理のうち、ゴースト補正および
クロストーク補正を除いた画像補正処理が行われる。第１画像補正演算処理部にて実行さ
れる画像補正処理としては、解像度変換処理、輪郭強調処理、白黒伸長処理、色変換処理
、γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理、形状補正処理が例として挙げられる。
　第１補正演算処理部にて画像補正処理された画像データは伝送データ生成部に送られ、
伝送データ生成部にて所定の方式で圧縮された伝送データが生成される。
　画像データを圧縮する方式としては、例えば、前画像データに対する差分データをとる
ことが例として挙げられる。生成された伝送データは信号伝送手段を介して画像表示装置
に伝送される。画像表示装置においては、画像生成部により伝送データに基づいて現画像
データが生成される。例えば、差分データを前画像データに合成して新たな現画像データ
が生成される。そして、第２画像補正演算処理部にて画像データにゴースト補正、クロス
トーク補正の両方あるいはいずれか一方が行われる。このようにして画像補正処理された
画像データが画像表示装置によって表示される。
【００１１】
　ここで、画像表示装置の構成により、他の画素の影響を受けて起こる色ムラをクロスト
ークまたはゴーストと称し、クロストークとは、隣の画素に対する信号の漏れ電流により
画素が駆動されることによる画像のムラであり、ゴーストとは、映像がずれて重なって見
えることをいう。
【００１２】
　このような構成によれば、情報処理装置側では、第１画像補正演算処理部において、例
えば、ゴースト補正やクロストーク補正を除く、解像度変換処理、輪郭強調処理、白黒伸
長処理、色変換処理、γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理、が行われる。画像補正処理として
は、各画素の色、輝度、解像度を画像表示装置の表示特性に合わせて変換処理するなどの
ように画素単位で完結する画像補正処理と、他の画素の影響を受けて生じる色ムラを補正
するゴースト補正やクロストーク補正のように近隣の複数画素にまたがって行われる画像
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補正処理とがあるが、本発明では、情報処理装置側で行われる画像補正処理は、主として
画像中の画素単位で完結する処理となる。
　そのため、情報処理装置側の画像補正処理では、各画素のデータが所定の変換を受ける
だけとなり、画像補正処理前の元画像の段階で画像データを圧縮する場合と、画像補正処
理後の画像の段階で画像データを圧縮する場合とで圧縮率が大きく変化しない。よって、
情報処理装置側で画像補正処理を行った画像データを圧縮して信号伝送手段により画像表
示装置に伝送すると、画像表示装置により適切なフレームレートで画像を表示することが
できる。
【００１３】
　そして、情報処理装置で行わなかった画像補正処理については画像表示装置の側にて実
行するので、必要な画像補正処理は総て行って、表示画像の品位を高精度にすることがで
きる。
【００１４】
　また、信号伝送手段を介して情報処理装置から画像表示装置に画像データを伝送するに
あたっては、所定の圧縮方式によって伝送データを適切に圧縮できるので、情報処理装置
から画像表示装置へのデータ伝送では情報をなんら欠落させることなく、総てのデータを
伝送できる。従って、画像表示装置にて総ての情報を高精度に有する画像データを表示で
き、表示画像を高精彩に、かつ高品位にすることができる。
【００１５】
　また、本発明では、画像補正処理のうちゴーストおよびクロストーク補正を除いては情
報処理装置側で画像補正処理を実行するので、画像表示装置側における補正処理の負荷を
軽減することができる。
　したがって、画像表示装置の構成を簡易にし、安価な画像表示装置とすることができる
。さらに、情報処理装置により画像補正処理を実行するが、例えば、情報処理装置として
パソコンを利用する場合、パソコンは元来からグラフィック処理機能を有しているので、
特別に画像処理機能を新たに設ける必要はない。そして、パソコンのグラフィック処理機
能によれば、高速かつ高精度の画像処理を行うことができる。
【００１６】
　本発明では、前記第２画像補正演算処理部は、前記ゴーストおよびクロストークの少な
くとも一つを画像補正処理した後に、さらに、ゴースト補正およびクロストーク補正以外
の色ムラ補正を行うことが好ましい。
【００１７】
　このような構成において、情報処理装置から信号伝送手段によって画像表示装置に送ら
れた画像データは、第２画像補正演算処理部においてゴースト補正およびクロストーク補
正の少なくともいずれか一つが行われた後、さらに、第２画像補正演算処理部により色ム
ラ補正が行われる。
　色ムラ補正は、最後に補正処理が行われることがもっとも効率的であるので、本発明の
ごとく画像表示装置の側で最後に色ムラ補正を行うことにより、画像補正処理を最も迅速
に行うことができる。
【００１８】
　本発明では、前記情報処理装置は、前記第１画像補正演算処理部における画像補正処理
を実行するためのパラメータを当該情報処理装置の外部から取得して記憶する画像補正パ
ラメータ記憶部を備えることが好ましい。
【００１９】
　このような構成において、情報処理装置がＣＰＵやメモリを有するコンピュータとして
機能できる構成である場合、インターネット等の通信手段や、ＣＤ－ＲＯＭ、メモリカー
ド等の記録媒体を介して画像補正パラメータ記憶部に必要となる画像補正処理用のパラメ
ータをインストールし、インストールされたパラメータでＣＰＵ等により各画像補正処理
を実行させることができる。
　または、画像表示装置と情報処理装置とが信号伝送手段で接続された際に、情報処理装
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置が画像表示装置から画像補正処理用のパラメータを取得するようにしてもよい。
　このように情報処理装置が画像補正処理用のパラメータを外部から取得できるので、個
々の画像表示装置に依存して異なる画像補正処理用のパラメータを情報処理装置が取得し
て、個々の画像表示装置に応じた画像補正処理を実行することができる。
【００２０】
　本発明の画像表示装置は、情報処理装置にてゴースト補正およびクロストーク補正以外
の画素単位で完結する所定の画像補正処理が行われ、圧縮された後に信号伝送手段を介し
て伝送された画像データに基づいて画像を表示する画像表示装置であって、ゴーストおよ
びクロストークの少なくともいずれか一方のみであって、近隣の複数画素にまたがって行
われる画像補正処理を行う画像補正処理部を備えることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の画像表示装置は、情報処理装置にてゴースト補正、クロストーク補正お
よび色ムラ補正以外の画素単位で完結する所定の画像補正処理が行われ、圧縮された後に
信号伝送手段を介して伝送された画像データに基づいて画像を表示する画像表示装置であ
って、ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれか一方と、ゴーストおよびクロス
トーク以外の色ムラと、のみであって、近隣の複数画素にまたがって行われる画像補正処
理を行う画像補正処理部を備えることを特徴とする。
【００２２】
　このような構成によれば、上記画像表示システムに好適な画像表示装置とすることがで
きる。
【００２３】
　本発明の画像補正処理プログラムは、情報処理装置にてゴースト補正およびクロストー
ク補正以外の画素単位で完結する所定の画像補正処理が行われ、圧縮された後に信号伝送
手段を介して伝送された画像データに基づいて画像を表示する画像表示装置に組み込まれ
たコンピュータに、ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれか一方のみであって
、近隣の複数画素にまたがって行われる画像補正処理を実行させることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の画像補正処理プログラムは、情報処理装置にてゴースト補正、クロスト
ーク補正および色ムラ補正以外の画素単位で完結する所定の画像補正処理が行われ、圧縮
された後に信号伝送手段を介して伝送された画像データに基づいて画像を表示する画像表
示装置に組み込まれたコンピュータに、ゴーストおよびクロストークの少なくともいずれ
か一方と、ゴーストおよびクロストーク以外の色ムラと、のみであって、近隣の複数画素
にまたがって行われる画像補正処理を実行させることを特徴とする。
【００２５】
　このような構成によれば、上記発明と同様の作用効果を奏することができる。
　ここで、画像表示装置にＣＰＵやメモリを配置してコンピュータとして機能できるよう
に構成し、このメモリに所定のプログラムをインターネット等の通信手段や、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、メモリカード等の記録媒体を介してインストールし、このインストールされたプログ
ラムでＣＰＵ等を動作させて、上記画像補正処理を実行させればよい。プログラムをイン
ストールするには、メモリカードやＣＤ－ＲＯＭ等を直接差し込んで行ってもよいし、こ
れらの記憶媒体を読み取る機器を外付けで画像表示装置に接続してもよい。さらには、Ｌ
ＡＮケーブル、電話線等を接続して通信によってプログラムを供給しインストールしても
よいし、無線によってプログラムを供給してインストールしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を図示するとともに図中の各要素に付した符号を参照して説
明する。
　（第１実施形態）
　本発明の画像表示システムの一例としてのプロジェクションシステムに係る第１実施形
態について説明する。
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　図１は、プロジェクションシステム１００の外観図である。
　プロジェクションシステム１００は、映像ソースの画像に所定の画像処理を行ったうえ
で画像データ信号を出力するパソコン（情報処理装置）２００と、パソコン２００からの
画像データ信号に基づいて現画像フレームを生成してスクリーン４００に向けて投射する
プロジェクタ（画像表示装置）３００と、プロジェクタとパソコン２００とを接続するＵ
ＳＢケーブル（信号伝送手段）５００と、を備えている。
【００２７】
　図２は、パソコン２００の機能ブロック図である。
　図３は、プロジェクタ３００の機能ブロック図である。
　図４は、画像投射部３６０の構成を示す図である。
【００２８】
　パソコン２００は、図２に示されるように、ＣＰＵ２０１、メインメモリ２０２、補助
メモリ２０３、ディスプレイ２０４、キーボード２０５、画像補正パラメータ記憶部２１
０、画像処理部２２０、ＵＳＢコネクタ２７０、を備えている。
【００２９】
　補助メモリ２０３としては映像ソースのメディアが利用され、例えば、デジタルデータ
として映像と音声とを記録したＤＶＤ（digital versatile disc）が例として挙げられる
。画像補正パラメータ記憶部２１０は、プロジェクタ３００の特性に応じた画像補正のた
めの補正パラメータを記憶している。
【００３０】
　ここで、画像補正処理としては、各画素の色、輝度、解像度をプロジェクタの表示特性
に合わせて変換処理などのように画素単位で完結する補正処理と、他の画素の影響を受け
て生じる色ムラを補正するゴースト補正やクロストーク補正のように近隣の複数画素にま
たがって行われる補正処理とがある。
　パソコン２００で行う画像処理は、主として画像中の画素単位で完結する処理であり、
主として画素の色、輝度、解像度を変換する補正処理である。
　すなわち、画像補正パラメータ記憶部２１０に記憶されるパラメータとしては、例えば
、解像度変換、輪郭強調、白黒伸長、色変換、γ補正、ＶＴ－γ補正等のための各種パラ
メータが例として挙げられる。
　これらの補正処理では、各画素のデータが所定の変換を受けるだけであり、補正処理前
の元画像の段階で画像フレーム間の差分データをとる場合と、補正処理後の画像フレーム
間で差分データをとる場合と、を比較しても差分データの大きさがそれほど変化しない。
　なお、本実施形態では、差分データをそれほど大きくしないことから、形状補正もパソ
コン２００で行う補正処理とし、形状補正のパラメータも画像補正パラメータ記憶部２１
０に記憶する。
【００３１】
　なお、これらのパラメータを記録したメモリカードやＣＤ－ＲＯＭをパソコン２００に
挿入して、画像補正パラメータ記憶部２１０にパラメータをインストールしてもよい。
　または、パソコン２００とプロジェクタ３００とをＵＳＢケーブル５００で接続した際
にパソコン２００が所定のパラメータをプロジェクタ３００から読み取って画像補正パラ
メータ記憶部２１０に記憶してもよい。
【００３２】
　画像処理部２２０は、画像生成部２３０と、画像補正演算処理部（第１画像補正演算処
理部）２４０と、差分データ生成部（伝送データ生成部）２５０と、エンコーダ２６０と
、を備えている。
【００３３】
　画像生成部２３０は、デコーダ２３１およびＩＰ変換部２３２を備え、補助メモリ２０
３からの映像ソースに対して記録方式に応じた解凍を行って一つ一つの画像フレームデー
タを復号する。画像補正演算処理部２４０は、画像生成部２３０により生成された画像を
プロジェクタの特性に応じて補正する。補正処理としては、解像度変換処理、輪郭強調処
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理、白黒伸長処理、色変換処理、γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理、形状補正処理が例とし
て挙げられる。
【００３４】
　差分データ生成部２５０は、画像補正演算処理部２４０にて補正された画像データに対
し、最新の画像データと一つ前の画像データとを対比して、一つ前の画像から最新の画像
を見て変化した分を差分データとして検出する。つまり、差分データは、一つ前の画像デ
ータに対して最新の画像データが有する空間的変化量と色調的変化量とを含む。
【００３５】
　エンコーダ２６０は、差分データ生成部２５０にて生成された差分データを符号化する
。そして、ＵＳＢコネクタ２７０は、データ入力部２７１と、データ出力部２７２と、を
備え、ＵＳＢケーブル５００を介してプロジェクタ３００とデータの入出力を行う。
【００３６】
　次に、プロジェクタの構成について説明する。
　プロジェクタ３００は、図３に示されるように、画像補正パラメータ記憶部３１０と、
画像処理部３２０と、駆動制御部３５０と、画像投射部３６０と、ＵＳＢコネクタ３８０
と、を備えている。
【００３７】
　画像補正パラメータ記憶部３１０は、送信用補正パラメータ記憶部３１１と、内部処理
用補正パラメータ記憶部３１２と、を備えており、送信用補正パラメータ記憶部３１１は
、パソコン２００で画像補正するためのパラメータを記憶しており、内部処理用補正パラ
メータ記憶部３１２は、プロジェクタで画像処理するためのパラメータを記憶している。
　送信用補正パラメータ記憶部３１１に記憶されるパラメータとしては、解像度変換、輪
郭強調、白黒伸長、色変換、γ補正、ＶＴ－γ補正、形状変換のためのパラメータがある
。
　パソコン２００とプロジェクタとがＵＳＢケーブル５００で接続された際には、パソコ
ン２００が送信用補正パラメータ記憶部３１１に記憶されたパラメータの情報を読み出し
て画像補正パラメータ記憶部２１０に記憶する。また、内部処理用補正パラメータ記憶部
３１２に記憶されるパラメータとしては、ゴースト補正、クロストーク補正、色ムラ補正
のためのパラメータがある。
【００３８】
　ここで、プロジェクタの構成により、他の画素の影響を受けて起こる色ムラをクロスト
ークまたはゴーストと称し、クロストークとは、隣の画素に対する信号の漏れ電流により
画素が駆動されることによる画像のムラであり、ゴーストとは、映像がずれて重なって見
えることをいう。
【００３９】
　ここで、ゴースト補正、クロストーク補正をプロジェクタ側で行うのは、パソコン２０
０側でゴースト補正およびクロストーク補正を行ってしまうと、差分データが大きくなっ
てしまうため、ＵＳＢケーブル５００の伝送レートではデータ伝送が間に合わないためで
ある。
　また、色ムラ補正をプロジェクタ側で行うのは、色ムラ補正は最後に行うことが望まし
いため、プロジェクタ３００においてゴースト補正およびクロストーク補正を行ったあと
に、続いて色ムラ補正を行うからである。
【００４０】
　画像処理部３２０は、画像生成部３２１と、画像補正演算処理部（第２画像補正演算処
理部）３４０と、を備えている。画像生成部３２１は、デコーダ３２２と、現画像生成部
３２３と、を備える。
【００４１】
　デコーダ３２２は、パソコン２００から伝送された画像データ信号を復調する。すなわ
ち、パソコン２００からの画像データ信号は、エンコーダ２６０にて符号化されていると
ころ、デコーダ３２２で復調することにより差分データが得られる。
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【００４２】
　現画像生成部３２３は、現在投影している画像データに対して復調された差分データを
合成して、新たに現画像フレームを生成する。
【００４３】
　画像補正演算処理部３４０は、現画像生成部３２３にて生成された現画像データに対し
て、ゴースト補正処理、クロストーク補正処理、色ムラ補正処理、の各補正処理を行う。
【００４４】
　駆動制御部３５０は、現画像フレームを表示するように画像投射部３６０を駆動する制
御信号を出力する。
【００４５】
　画像投射部３６０は、図４に示されるように、光源部３６１を備え、光源３６２からの
光は、リフレクタ３６３で平行光束にされ、二枚のレンズアレイ３６４、３６４を通って
色分離光学系３６５に進む。色分離光学系３６５は、赤色を反射して青色および緑色を通
過させるダイクロイックミラー３６６と、緑色を反射して青色を通過させるダイクロイッ
クミラー３６７と、を備え、光を赤色、緑色、青色に分離する。そして、赤色は反射ミラ
ー３６５Ａに反射され、緑色はダイクロイックミラー３６７に反射され、青色は二枚の反
射ミラー３６９、３７０を有するリレー光学系３６８に導かれ、電気光学装置３７１の赤
色用液晶パネル（光変調装置）３７２、緑色用液晶パネル（光変調装置）３７３および青
色用液晶パネル（光変調装置）３７４にそれぞれ入射する。各色は、各液晶パネル３７２
～３７４において画像情報に応じた所定の変調を受けて、プリズム３７５で合成される。
　合成された画像は投射光学系３７６から射出され、スクリーン４００上に拡大投写され
る。
【００４６】
　このような構成を備える第１実施形態の動作について図５のフローチャートを参照して
説明する。
　まず、ＳＴ１００において、パソコン２００とプロジェクタ３００とをＵＳＢケーブル
５００で接続する。すると、ＳＴ１１０において、プロジェクタ３００の送信用補正パラ
メータ記憶部に記憶された各種の補正パラメータがＵＳＢケーブル５００を介してパソコ
ン２００側に伝送され、パソコン２００の画像補正パラメータ記憶部２１０に記憶される
。
【００４７】
　次に、ＳＴ１２０において、補助メモリ２０３のＤＶＤから映像ソースを読み込み、そ
して、ＳＴ１３０において、画像生成部２３０にて映像ソースに対してデコードやＩＰ変
換等を行って画像データを生成する。
【００４８】
　ＳＴ１４０において、画像補正演算処理部３４０にて画像データに画像補正処理を行う
。
　すなわち、画像データに解像度変換処理、輪郭強調処理、白黒伸長処理、色変換処理、
γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理の補正を行う。加えて、画像データに形状補正処理を行う
。
【００４９】
　このように補正処理を行った画像データを、順次、差分データ生成部２５０に送り、Ｓ
Ｔ１５０において、差分データ生成部２５０にて一つ前の画像と最新の画像とを対比する
。
　そして、一つ前の画像から最新の画像を見て空間的および色調的に変化した分を差分デ
ータとして検出する。
【００５０】
　ＳＴ１６０において、差分データ生成部２５０にて生成した差分データをエンコーダ２
６０にて符号化する。そして、ＳＴ１７０において、ＵＳＢケーブル５００を介して符号
化した差分データをプロジェクタ３００に伝送する。



(10) JP 4923863 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

【００５１】
　ＳＴ１８０において、伝送された差分データのデータ信号をデコーダ３２２にて復調し
、さらに、ＳＴ１９０において、現画像生成部３２３にて、復調された差分データを現在
投影している現画像フレームデータに合成して新たに次の現画像フレームを生成する。
【００５２】
　ＳＴ２００において、生成された現画像フレームを画像補正演算処理部３４０にて補正
処理する。すなわち、クロストーク補正、ゴースト補正、色ムラ補正を行う。
【００５３】
　ＳＴ２１０において、補正処理された現画像データを表示するように駆動制御部３５０
から制御信号が画像投射部３６０に出力される。そして、ＳＴ２２０において、画像投射
部からスクリーンに向けて画像が投射されて、スクリーン上に画像が表示される。
【００５４】
　このような構成を備える第１実施形態によれば、次の効果を奏することができる。
（１）パソコン２００の画像補正演算処理部２４０において、ゴースト補正およびクロス
トーク補正を除く、解像度変換処理、輪郭強調処理、白黒伸長処理、色変換処理、γ補正
処理、ＶＴ－γ補正処理、形状変換処理が行われる。したがって、パソコン２００側で行
われる補正は、主として画像中の画素単位で完結する処理となり、パソコン２００側の補
正処理では、各画素のデータが所定の変換を受けるだけとなり、補正処理前の元画像の段
階で画像データを圧縮する場合と、補正処理後の画像の段階で画像データを圧縮する場合
とで圧縮率が大きく変化しない。よって、パソコン２００側で補正処理を行った画像デー
タを圧縮してＵＳＢケーブル５００によりプロジェクタに伝送すると、プロジェクタによ
り適切なフレームレートで画像を表示することができる。
【００５５】
（２）パソコン２００ではゴースト補正およびクロストーク補正を除く補正処理を行うが
、パソコン２００で行わなかった補正処理についてはプロジェクタ３００にて実行するの
で、必要な画像補正処理は総て行って、表示画像の品位を高精度にすることができる。
【００５６】
（３）ＵＳＢケーブル５００を介してパソコン２００からプロジェクタに画像データを伝
送するにあたっては、差分データをとることによって伝送データを適切に圧縮できるので
、パソコン２００からプロジェクタへのデータ伝送では情報をなんら欠落させることなく
、総てのデータを伝送できる。従って、プロジェクタにて総ての情報を高精度に有する画
像データを表示でき、表示画像を高精彩に、かつ高品位にすることができる。
【００５７】
（４）画像補正処理のうちゴーストおよびクロストーク補正を除いてはパソコン２００側
で補正処理を実行するので、プロジェクタ３００側における補正処理の負荷を軽減するこ
とができる。したがって、プロジェクタの構成を簡易にし、安価な画像表示装置とするこ
とができる。
【００５８】
（５）パソコン２００により画像補正処理を実行するところ、パソコン２００は元来から
グラフィック処理機能を有しているので、特別に画像処理機能を新たに設ける必要はない
。
　そして、パソコン２００のグラフィック処理機能によれば、高速かつ高精度の画像処理
を行うことができる。
【００５９】
（６）色ムラ補正は、最後に補正処理が行われることがもっとも効率的であるので、プロ
ジェクタ３００の側で最後に色ムラ補正を行うことにより、画像補正処理を最も迅速に効
率よく行うことができる。
【００６０】
（７）パソコン２００がプロジェクタ３００に接続された際に補正処理用のパラメータを
プロジェクタから取得できるので、個々のプロジェクタのハードウェア構成に依存して異
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なる補正処理用のパラメータをパソコン２００が取得して、個々のパソコン２００に応じ
た補正処理を実行することができる。
【００６１】
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されず、本発明の目的を達成できる範囲での変形
、改良等は本発明に含まれる。
　例えば、プロジェクタではゴースト補正のみを実行するようにしてもよい。同様に、プ
ロジェクタにてクロストークのみを実行するようにしてもよい。
　また、情報処理装置で行った解像度変換処理、輪郭強調処理、白黒伸長処理、色変換処
理、γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理、形状補正処理のうちいずれかを、プロジェクタで行
うようにしてもよい。
　画像表示装置としては、プロジェクタに限定されず、例えば、ＣＲＴや液晶ディスプレ
イに画像を表示する画像表示装置でもよいことはもちろんである。
　上記実施形態において、画像データの圧縮方法としては差分データをとる場合を例にし
て説明したが、その他の圧縮方式であってもよいことはもちろんである。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、画像表示システムに利用できる。たとえばプロジェクションシステムに利用
できる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】第１実施形態において、プロジェクションシステムの外観図。
【図２】第１実施形態において、パソコンの機能ブロック図。
【図３】第１実施形態において、プロジェクタの機能ブロック図。
【図４】第１実施形態において、画像投射部の構成を示す図。
【図５】第１実施形態において、映像ソースをプロジェクタにて投射するまでの手順を示
すフローチャート。
【符号の説明】
【００６４】
１００…プロジェクションシステム（画像表示システム）、２００…パソコン（情報処理
装置）、２０１…ＣＰＵ、２０２…メインメモリ、２０３…補助メモリ、２０４…ディス
プレイ、２０５…キーボード、２１０…画像補正パラメータ記憶部、２２０…画像処理部
、２３０…画像生成部、２３１…デコーダ、２３２…ＩＰ変換部、２４０…画像補正演算
処理部（第１画像補正演算処理部）、２５０…差分データ生成部、２６０…エンコーダ、
２７０…ＵＳＢコネクタ、２７１…データ入力部、２７２…データ出力部、３００…プロ
ジェクタ（画像表示装置）、３１０…画像補正パラメータ記憶部、３１１…送信用補正パ
ラメータ記憶部、３１２…内部処理用補正パラメータ記憶部、３２０…画像処理部、３２
１…画像生成部、３２２…デコーダ、３２３…現画像生成部、３４０…画像補正演算処理
部（第２画像補正演算処理部）、３５０…駆動制御部、３６０…画像投射部、３６１…光
源部、３６２…光源、３６３…リフレクタ、３６４…レンズアレイ、３６５…色分離光学
系、３６５Ａ…反射ミラー、３６６…ダイクロイックミラー、３６７…ダイクロイックミ
ラー、３６８…リレー光学系、３６９…反射ミラー、３７１…電気光学装置、３７５…プ
リズム、３７６…投射光学系、３８０…ＵＳＢコネクタ、４００…スクリーン、５００…
ＵＳＢケーブル。
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