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モデル選択を用いた任意形状スクリーンに対する
プロジェクタ投影像の幾何補正
常盤 勇太1,a)

金澤 靖1,b)

概要：
平面でない任意形状のスクリーンに対してプロジェクタによる投影を行う場合，違和感のない投影像を得
るためには投影する映像をそのスクリーンの形状に合わせて幾何補正する必要がある．本研究では投影画
像とそれを観測するカメラ画像の幾何関係に対し，モデル選択の手法を適用することで，スクリーンを適
切な複雑さの多面体で近似することによる幾何補正法を提案する．これにより，滑らかな曲面スクリーン
だけでなく，単純な形状部分と複雑な形状部分を同時に含むようなスクリーンや，不連続な部分のあるス
クリーンに対しても適切に映像の補正を行うことができる．提案手法の有効性をシミュレーション実験と
実空間での実験により確認する．

Geometrical Correction of Projector Images
for an Arbitrary Shape of Screen using Model Selection
Yuta Tokiwa1,a)

Yasushi Kanazawa1,b)

Abstract:
We propose a method of geometrical correction of projector images for an arbitary shape of a screen. The
accuracy of the geometrical correction aﬀects the distortion and/or the resolusion of the projected image. In
this paper, we adopt a model selection scheme to compute the geometrical relationship between the projector
and observed images. Using our method, we can approximate a complex screen shape into an polyhedron
automatically and appropriately even if the screen has an complex shape and/or non-contiguous edges. We
show the eﬀectiveness of our method by simulations and real world experiments.

1. まえがき

うに，スクリーンとなる壁面をステレオカメラなどで３次
元計測し，その３次元形状データを元に投影画像の幾何補

現在，プロジェクションマッピングは様々な箇所で利用

正を行うもの [12] と，図 1(b) のようにスクリーンが平面で

されており，比較的形状の簡単な建物の正面だけでなく，複

あると仮定し簡易に幾何補正を行うもの [11] など様々なも

雑な形状に対する投影 [8] や，全方位に対する投影 [10], [18]

のが提案されている．しかし，スクリーンが平面であると

なども行われている．

仮定する手法は当然曲面を含むスクリーンには適用する事

このように平面でない任意形状のスクリーンに対してプ

が出来ず，３次元計測を行う手法は任意形状スクリーンに

ロジェクタによる投影を行う場合，投影像をそのスクリー

は適用出来るものの，その計測に時間がかかったり，その

ンの形状に応じて幾何補正する必要がある．このようなプ

３次元復元の精度にも大きく影響を受けるため，正確に校

ロジェクタ投影画像の幾何補正の手法は，図 1(a) に示すよ

正され，十分な精度や解像度を持つカメラなどが必要とな

1

る．また，曲面スクリーンに対応するために，スクリーン
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に対して球や円筒面を仮定したり，投影像を撮影して曲面
のパラメータフィッティングを行うことも多いが，全周投
影を行うスクリーンでは，曲面と平面とが滑らかにがって
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繰り返し，スクリーンの多面体近似を行う．

( 3 ) 得られた多面体の各面に対する射影変換を用いて幾何
補正を行う．
ここで対応マップとは，プロジェクタ画像上の画素とカメ
ラ画像上の画素との対応を表す２次元配列とする．実際の
対応は実数座標で表され，対応する座標を結んで生成され
る多面体は対象となるスクリーンの射影的な形状を表すこ
とになる．提案手法では，この対応マップの推定方法にバ
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図 1 既存手法の例．

イナリパターンの投影による空間コード化法 [3] を用いる．
初期多面体は対応マップ上で 2×2 要素を 1 パッチとし，
グリッド状に区切って生成する．これは幾何補正に用いる
射影変換行列を推定するためには最低でも 2×2 組の合計 4

いないケースも多く，その部分での幾何補正が難しくなる．

組の対応点が 1 パッチ内に必要だからである．

本研究では，パターン光投影などにより得られたプロ

画像の幾何補正は，近似した多面体を構成するパッチご

ジェクタとカメラ間の対応関係を元に，スクリーン形状を

とに射影変換を適用することで行う．この方法では，パッ

適切な複雑さの多面体で近似し，複数の画像の射影変換の

チ内の多数の対応点から推定される真に近い射影変換行列

組み合わせによって投影画像の幾何補正を行うことを考え

を用いて補正を行うため，対応マップをそのまま用いる方

る．これにより，平面は平面として補正され，曲面は複数

法と比べて精度の良い補正が期待できる．また，また，単

の平面として補正されるため，曲面と平面が混在するよう

純に対応マップを用いる場合は対応マップの低い解像度で

なスクリーンに対しても局所的な複雑さに適応した幾何補

しか補正画像を得ることが出来ないが，射影変換を用いて

正を行う事が出来る．また，スクリーンを多面体近似する

補正することでプロジェクタ本来の高い解像度で補正画像

ため，幾何補正は全て射影変換で行うことが可能となるだ

を得ることがきでる．

けでなく，幾何補正の精度も向上させる事が出来る．
提案法では，まず細かく分割された多面体を初期状態と

2.1 空間コード化パターン光投影法

し，この多面体を構成する面同士の併合を繰り返すことで

空間コード化パターン光投影法は [3] は構成済みのプロ

最終的な多面体を得る．併合を行うかの判定には幾何学的

ジェクタとカメラの組を用いるアクティブステレオ３次元

MDL[7] を用いる．この幾何学的 MDL を併合前と併合後

計測手法の一種であり，プロジェクタ・カメラ間の校正に

でそれぞれ計算し，より併合により小さくなる場合のみ併

も適用できる．しかし，本手法ではプロジェクタ画像・カ

合を行う．幾何学的 MDL は “当てはまりの良さ” と “自

メラ画像間のピクセルの対応関係さえ推定できればよい

由度に対するペナルティ” の和であるため，この幾何学的

ため，プロジェクタ・カメラ間の位置関係は求める必要が

MDL を使って面の併合を行うことで，対象とするスクリー

ない．

ンでの平面の組み合わせの “当てはまりの良さ” と “複雑

本手法ではパターン光としてバイナリパターンを用いる

さ” が平衡すると併合が自動的に停止し，恣意的なしきい

が，この場合プロジェクタの 1 画素がカメラの 1 画素以上

値は必要としない．

に対応している必要があるため，大抵の場合はパターン光

本稿では，シミュレーション実験により，様々な形状に

投影時はプロジェクタの解像度を擬似的に下げる必要があ

対して提案手法を適用した結果を元に多面体スクリーンへ

る．そのため，本手法ではパターン画像の解像度をカメラ

の近似の過程やその近似結果の精度，幾何学的 MDL 以外

解像度の 1/64(一辺あたり 1/8) とし，投影時にプロジェク

の基準との比較，スクリーン形状の複雑さに対する評価を

タ解像度まで最近傍法で拡大する．また，プロジェクタ上

行うだけでなく，幾何補正の精度を比較する．また，実空

の画素 1 つに対して複数のカメラ上の画素が対応として現

間での実際の投影像における実験結果により，提案法の有

れた場合は，現れた対応座標の水平，垂直方向それぞれの

効性を示す．

中央値を採用する．

2. 提案手法
本手法では大まかに次の３ステップで投影像の幾何補正

2.2 画像の射影変換
ある平面を異なる箇所から撮影した画像間の変換を射影

を行う．

変換と呼ぶ．平面スクリーンに対するプロジェクタの投影

( 1 ) パターン光投影によるプロジェクタ・カメラ間の対応

像とそれをカメラで観測した際の像は，この射影変換の関

マップを推定する．

( 2 ) 初期多面体を生成し，幾何学的 MDL に基づく併合を
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係を満足する．したがって，カメラ位置から見た映像を正
しいものとして投影するには，この射影変換を使って映像
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を補正すればよい．

2.4 幾何学的 MDL

この射影変換は 3×3 の正則行列 H を用いて次のように
表すことが出来る [1], [4]．




x′
x




 y′  ≃ H  y 




1
1

H
H12
 11
= 
H
H
22
 21
H31 H32

幾何学的 MDL とは，金谷が MDL を幾何学的モデルの
判定に対応出来るようにしたものであり，幾何学的 AIC
と同様に様々な応用が提案され，その応用の中で幾何学的

AIC との比較がされている [5], [6], [7]．

H13

この幾何学的 MDL は以下の式で与えられる [5]．
( ϵ )2
G-MDL = Jˆ − (N 2 + 3)ϵ2 log
(7)
L


x





H23 
 y 
H33
1

(1)

ここで，G-AIC が平面スクリーンモデルの幾何学的 MDL，
L は基準長でり，残差 Jˆ は式 (4) から，平方ノイズレベル

ベクトル x=(x, y, 1)⊤ , x′ =(x′ , y ′ , 1)⊤ はそれぞれ変換前の

ϵ2 は式 (7) から求まる．なお，基準長 L は厳密な評価が困

画像上の点と変換後の画像上の点を表す同次座標ベクトル

難であるため，ノイズレベルが十分小さいという仮定のも

である．また，記号 ≃ は定数倍の不定性を除いて等しいこ

とに L = 1 とする．
予備実験により幾何学的 AIC よりも幾何学的 MDL の方

とを表す．
式 (1) は，記号 ≃ を使わずに，次のように書ける．

が良い結果を出すことが分かってため，本手法では併合の

H11 x + H12 y + H13
,
H31 x + H32 y + H33
H21 x + H22 y + H23
y′ =
H31 x + H32 y + H33

判定に幾何学的 MDL を用いる．

x′ =

(2)

2.5 併合判定式
この幾何学的 MDL を用いることで，二つの平面スク

射影変換行列 H は定数倍の不定性を持つため，4 組以
上の対応点から最小二乗法などにより推定することができ

リーンパッチが同一の平面スクリーンパッチかどうかの判
定は，次式を満足するか否かで行う事が出来る．

る．本手法では，対応点が 4 組のとき最小二乗法を，5 組
以上のとき，Taubin 法 [13], [15] を用いて射影変換行列 H
を推定する．

MDLM < MDL1 + MDL2

(8)

ここで，MDLM はマージ後の 1 平面の幾何学的 AIC，

MDL1 ，MDL2 はマージ前の 2 平面の幾何学的 MDL で
2.3 幾何学的 AIC

ある．幾何学的 AIC の場合と同様 [17] に，この幾何学的

幾何学的 AIC とは，金谷が AIC を幾何学的モデルの判

MDL の計算においてはマージ後のノイズレベルを用いる．

定に対応できるようにしたものであり，様々な応用が提案
されている [2], [9], [16], [17]．

2.6 併合順序

スクリーンが平面であるときの幾何学的 AIC は以下の
式で与えられる [4]．

AIC0 (SΠ ) = J0 [ŜΠ ] + 2(2N + 3)ϵ2

補ペアが現れるが，この候補ペアの選択は以下の 3 ステッ

(3)

AIC，J0 [ŜΠ ] は尤度が最大となるように推定された SΠ に
おける残差，N は使用する対応点の組数，ϵ2 はノイズレベ
ルである．残差 J0 [ŜΠ ] は以下の式で与えられる [4]．
N (
)
∑
x′α × Ĥxα , Ŵ α (x′α × Ĥxα )

プで行う．

( 1 ) 併合後のパッチサイズが最小のペア以外を除外する

ただし，AIC0 (SΠ ) は平面スクリーンモデルの幾何学的

J0 [ŜΠ ] =

幾何学的 MDL に従って併合判定を行うと多数の併合候

(4)

α=1
(
)−
ˆ
ˆ
ˆ ⊤
ˆ
ˆ
′
W α = xα ×H
V0 [xα ]H ×x′α +(Hxα )×V0 [x′α ]×(Hxα )
(5)
2

( 2 ) パッチサイズ比が最小のペア以外を除去する
( 3 ) 式 (9) が最も小さいペアを選択する．
MDLM
MDL1 + MDL2

(9)

大きさの極端に違うパッチのペアは，本来別の平面に属す
る２平面であったとしてもマージによる幾何学的 MDL の
増加がノイズレベルに埋もれてしまい同一平面であると
誤って判別されてしまう可能性が高い．そのため本手法で

ここで Ĥ は尤度が最大となる平面のパラメータ {n, d} か

は絶対的なパッチサイズが小さいペアを最優先で併合する

ら計算した H であり，V [x] は経験的に得られた x の共分

ことでパッチサイズを可能な限り均一にする．さらに，併

散行列である．また，式中の ( · )−
2 はランク 2 拘束付きの

合後のパッチサイズが最小の候補ペアの中でもそれぞれの

一般逆行列を表している．平方ノイズレベル ϵ2 は以下の

パッチサイズが同一に近いものを優先して併合する．パッ

式で推定できる．

チサイズによる除外をしてもなお候補ペアが残った場合は

ϵ̂2Π =

J0 [SˆΠ ]
2N − 3
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(6)

式 (9) の値を根拠に最も同一平面らしいと判断されたペア
をマージする．
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表 1

実験環境

項目

値

プロジェクタ解像度

1280×960

パターン光解像度

160×120

カメラ解像度

1280×960

投影パターン

バイナリパターン

初期パッチサイズ

2×2

初期多面体サイズ

80×60

カメラ

Point Grey CMLN-13S2C

プロジェクタ

EPSON EB-W18

2.7 射影変換による幾何補正
近似結果の多面体を構成するパッチごとに射影変換行列

図 2

目的画像

を推定し，それを元に本来のプロジェクタ解像度での対応
マップを得る．幾何補正時はこの解像度を向上させた対応

により適切な複雑さで併合が停止したためだと考える．次

マップを用いる．対応マップの解像度向上処理は射影変換

に，図 3(d) の併合多面体において，中央部は比較的大きな

が画像の中心を原点とする座標で行われることと，多面体

パッチで近似され，その外側は細いパッチで近似され，そ

分割結果は整数倍に拡大された対応マップでも同様に適用

のさらに外側は誤って単一平面として近似されている．併

できることを利用する．

合多面体による幾何補正結果については，誤って単一平面

3. 実験

として近似された部分では補正結果に歪みが発生している
ことがわかる．このことから，基本的には形状の細かさに

提案手法の有効性を確認するため，シミュレーション実

応じた適切な複雑さでの近似が行われるが，ある一定以上

験及び実際の撮影での評価実験を行った．実験環境を表 1

細い形状については誤って単一平面に併合してしまう傾向

に示す．プロジェクタとカメラの解像度はシミュレーショ

が有ることが分かる．誤って単一平面に近似してしまう原

ン実験及び実空間実験で同じとした．精度評価実験を除く

因としてはパターン光の解像度の不足が考えられる．次に

全ての実験において図 2 の画像を目的画像として用いた．

図 3(e) の多面体の併合結果において，本来のスクリーン

実空間での実験は全て暗室内で行い，カメラ校正は歪み補

形状である “複数の平面の集合” という形状に概ね沿って

正のみを行い，プロジェクタの校正は行っていない．

併合が行われている．幾何補正結果については，平面上の
連続的な部分についてはきれいな補正結果が得られている

3.1 多面体近似における幾何補正実験
対象とするスクリーンを

が，平面と平面の境目の不連続な部分については十分な補
正結果が得られず，二重の像が発生している．これは，初

(a) 単一平面スクリーン

期パッチが不連続な境界上に乗ってしまい，当てはまりが

(b) 曲面スクリーン

悪くなっているためだと考える．以上のことから，本手法

(c) 平面＋曲面の複合スクリーン

はパターン光の解像度や初期スクリーン多面体の当てはま

(d) 局所的に曲率の異なる曲面スクリーン

りの良さの影響を受けるもの，幾何学的 MDL による併合

(e) 不連続スクリーン

判定がうまく働き，結果的に適切な幾何補正が行われてい

とした場合について実験を行い，初期スクリーン多面体，

るものと考える．

併合後のスクリーン多面体，初期スクリーン多面体による

図 4 の実空間での実験結果については，併合多面体およ

補正結果，併合後のスクリーン多面体による補正結果を求

び幾何補正結果共にシミュレーションと同様の結果が得

めた．シミュレーション実験による結果を図 3 に，実空間

られている．これはシミュレーションと同様に幾何学的

での実験結果を図 4 に示す．
まず図 3 のシミュレーション実験結果について考察する．
図 3(a)(b)(c) の併合多面体において，見て分かるとおり，
平面部分はほぼ単一平面として近似され，曲面部分は複数

MDL を用いた併合判定がうまく働き，結果的に適切な幾
何補正が行われているものと考えられる．
以上により，シミュレーションだけでなく，実空間にお
いても，提案手法の有効性が確認できた．

の平面で近似されている．幾何補正結果については，初期
スクリーン多面体を用いた幾何補正とほぼ同等の補正結果
が併合後のスクリーン多面体を用いた幾何補正で得られて
いる．これは提案手法の幾何学的 MDL を用いた併合判定

c 2016 Information Processing Society of Japan
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3.2 多面体近似の過程について
シミュレーション実験における平面＋曲面の複合形状ス
クリーンに対する多面体近似の経過を図 5 に示す．
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初期スクリーン多面体
図 3

近似スクリーン多面体

補正結果 (初期スクリーン)

補正結果 (近似スクリーン)

シミュレーション実験結果．上から，(a) 平面スクリーン，(b) 曲面スクリーン，(c) 平
面+曲面スクリーン，(d) 曲率変化スクリーン，(e) 不連続スクリーン．

図 5(b)〜(g) の過程を見ると，平面領域と曲面領域でそ

3.3 幾何学的 AIC による併合判定

れぞれ各パッチのサイズがおおよそ均一となっている事が

併合の判定基準を幾何学的 AIC とした場合の併合結果

分かる．これは，小さいパッチを優先する併合順序による

を図 6 に示す．併合結果から平面の場合と平面＋曲面の場

ものと考える．また，(h) の右側境界のように，円柱と平

合の両方でほとんど併合が行われずに併合が停止している

面の境界上のパッチはそれらだけでマージされる傾向にあ

事が分かる．このことから，本手法においては併合の判定

り，それらを除き境界をまたぐマージは行われていないこ

には幾何学的 MDL を用いるのが適切であることが分かる．

とも分かる．これらより，やはり初期スクリーン多面体の
各パッチの当てはまりに依存するものの，提案手法は併合
順序で期待した通りの有効な併合を行っていると考える．

3.4 空間周波数と併合結果
正弦波の凹凸が存在するスクリーンの形状において，そ

さらに，パッチの併合順序により良くないペアを併合候補

の正弦波の周波数を変化させた場合の近似多面体と補正結

から除外できていることが分かる．

果の変化を図 7 に示す．この結果から，基準周波数の場合
は荒く分割され，6 倍の周波数の場合は細かく分割されて
おり，このことからスクリーンの空間周波数の上昇に応じ
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初期スクリーン多面体

近似スクリーン多面体
図 4

補正結果 (初期)

補正結果 (近似)

実空間での実験結果．上から平面スクリーン，平面+曲面スクリーン．

(a) 初期スクリーン多面体

(b) 併合回数=4650

(c) 併合回数=4660

(d) 併合回数=4670

(e) 併合回数=4680

(f) 併合回数=4690

(g) 併合回数=4700

(h) 併合回数=4709(収束)

図 5 平面+曲面スクリーンにおける併合の過程．

た細かさで近似された併合多面体が得られている事が分

Data-BAse)[14] の 44 枚のグレースケール化した画像を用

かる．

いる．あるスクリーンの PSNR は，画像それぞれについて

27 倍の周波数の併合結果について，非常に細い凹凸の存

PSNR を計算し，その平均をとることで求める．

在するスクリーンであるにも関わらず，併合多面体に大き
な平面が発生している．また，併合多面体による補正結果
の平面に近似されている部分については，スクリーン形状
に応じた歪みが発生している．これは，図 3(d) の曲率変化
スクリーンと同様に，パターン光解像度の不足によるもの
と考える．

M SE =

H−1 W −1
1 ∑ ∑
2
[I(i, j) − I ′ (i, j)]
HW v=0 u=0

2552
P SN R = 20 · log10 √
M SE

(10)

まず，表 2 から，単一平面と平面＋曲面においては近似
により補正精度が向上している事が分かる．特に平面の場
合は大幅な精度向上がみられる．平面＋曲面の場合は単一

3.5 精度評価実験
本手法による精度向上を確かめるため，シミュレーショ
ン上で補正精度を測定した．投影像の補正精度を表 2 に，
スクリーンの空間周波数の変化と補正精度の関係を図 8
に示す．なお，以下の式で与えられる目的画像とカメラ
観測画像の PSNR(Peak Signal-to-Noise Ratio) を補正精
度とする．測定時の投影画像には SIDBA(Standard Image

c 2016 Information Processing Society of Japan
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平面と比較するとあまり精度の向上が見られないが，これ
は中央の曲面部分と曲面と平面の結合部分の当てはまりが
悪いためであると考えられる．
次に図 8 から，8 倍のまでの低周波数では近似による補
正精度向上がみられるが，9 倍から 11 倍の中程度の周波数
では補正精度向上がみられず，12 倍以降の高周波数ではか
えって補正精度が低下している事が分かる．これは，8 倍
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(a) 平面 (初期)

(b) 平面 (近似)
図 6

初期スクリーン多面体
図 7

(c) 平面＋曲面 (初期)

(d) 平面＋曲面 (近似)

幾何学的 AIC による併合判定．

近似スクリーン多面体

補正結果 (初期スクリーン)

補正結果 (近似スクリーン)

形状の空間周波数に対する結果．上段は基準周波数（併合回数 4760），中段は周波数 6
倍（併合回数 4536），下段は周波数 27 倍（併合回数 4541）．

基本形状における補正精度
PSNR[dB]

形状

併合なし

併合あり

単一平面

34.9972

37.5211

平面＋曲面

32.0565

33.167

不連続

27.0572

26.5358

38

No Merging
Merged

36
34
PSNR[dB]

表 2

32
30
28

までの低周波数では適切な近似が行われたことにより補正
精度が向上し，12 倍以上の周波数ではパターン光解像度が
不足し適切でない近似が行われたことにより補正精度が低
下しているものと考える．このことから，やはりパターン
光の解像度と初期スクリーン多面体の当てはまりの良さに

26
24

1

10
Frequency Rate

図 8

空間周波数の変化と補正精度

依存するものの，併合により補正精度が向上している事が
分かる．

4. まとめ

めることで，プロジェクタの投影像の幾何補正を行う手
法を提案した．本稿では，モデル選択手法として幾何学的

MDL による多面体近似結果と幾何学的 AIC による多面体

不連続な部分や複雑な部分を含む任意形状のスクリーン

近似結果とを比べ，幾何学的 MDL を用いた方が良い近似

に対し，モデル選択を用いることで適切な多面体近似を求

結果を得ることができることがわかった．そして，シミュ
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レーション実験による結果より，提案法を用いることで，
パターン光の解像度や初期スクリーン多面体の当てはまり
の良さに依存するものの，スクリーンの複雑さに応じた適

[8]
[9]

切な多面体近似が行われ，面の併合を行わない場合に比べ，
実際の投影像の精度が向上することがわかった．
今後の課題として，初期パッチ計算を含む各計算の高速

Jan. 2001.
[10]
[11]

化や近似多面体が得られた後の幾何補正計算の高速化など
が挙げられる．

[12]
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