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1 はじめに
近年では，据置型プロジェクタを複数配置し，対象面と
なる大型スクリーン上で投影像を接合し，大画面高精細な
映像を実現する技術が向上している．1台のプロジェクタ
の解像度は年々増加しているが，複数のプロジェクタを利
用し，投影像を接合することで，単に1台のプロジェクタ
を用いる以上の解像度を得ることができる．
また，プロジェクタの小型化が著しく，個人が小型プロ
ジェクタを携帯し，常時利用できる環境が整いつつあり，
携帯電話へ搭載される事例もある．プロジェクタの小型化
により，小型な筐体から大きなディスプレイが得られるだ
けでなく，携帯型で気軽にどこにでも持ち運べ，どこにで
も情報投影できるようになった．携帯型プロジェクタを利
用し，複数人で情報を共有したい場合には，その要求に応
えるために，複数人が持ち寄った複数台のプロジェクタを
利用し，大きな投影像を生成する方法が考えられる．図 1
のように複数の携帯型プロジェクタを利用し，ある投影面
において投影像の合成を行うことができれば，携帯型プロ
ジェクタ 1 台以上の大画像かつ高精細な投影が様々な機会
に応用できる．
投影像を合成する際に，投影像の重複部分で折り畳み表
示を行うと，プロジェクタの機種が異なった場合や，プロ
ジェクタ同士の位置が異なる場合に，投影像の繋目の部分
の色が不自然に感じることがある．図 2 は，異なる機種の
携帯型プロジェクタから同一単色画像 RGB (50, 50, 50)を投
影したものである．左右の投影像を比較すると色の違いが
明らかである．このような場合での投影像合成では，繋目
が不自然になる可能性がある．また，携帯型プロジェクタ
は手に持って利用することが多い．このような場合には，
事前に求めた幾何的関係性が保たれず，光学的関連性も同
時に破綻するため，毎フレーム光の補正を行う必要性があ
る．しかしながら，これらの光量の差の原因に対する色補
正は，携帯型プロジェクタでの幾何補正技術の精度に依存
する．なぜなら，色補正を行うためには携帯型プロジェク
タと投影面との位置関係情報が必要なためである．幾何補
正の技術は，近年では精度のよい手法が提案されており，
それらの幾何的補正を利用した色補正に関する新たな取り
組みが注目されている．
複数の携帯型プロジェクタによる投影像合成像の色補正
を行う際に，携帯型プロジェクタのパラメタを求める必要
があるため，本稿では複数の携帯型プロジェクタ間のパラ
メタの一つである携帯型プロジェクタの機種差による光量
の補正と，携帯型プロジェクタの位置の違いによる光の減
衰を考慮した補正について述べる．また，上記補正のため
の，カメラの周辺減光補正についても取り上げる．
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図 1:複数の携帯型プロジェクタによる投影像合成の応用例

図 2: 異機種間における同一画像投影の見えの違い

2 関連研究
複数の据置型プロジェクタを利用した投影像合成時の色
補正の研究は多く行われている．複数の据置型プロジェク
タと投影面の位置関係を事前に計算しておくことで投影像
の重複部分を検出し，重複部分にアルファブレンディング
を行う手法[1]が利用されている．また，アルファブレンデ
ィングの透過度の研究も行われており，透過度が線形的に
変化するブレンディングや常に透過度が 0.5 に設定されて
いる場合など，様々なブレンディング方法[2]が試みられて
いる．1 台の据置型プロジェクタの色補正については，観
測者の知覚しにくい色成分を利用したコントラスト強調[3]
の研究がある．
複数の携帯型プロジェクタの色補正に関する研究は少な
い． 携帯型プロジェクタを利用する際の色補正は，据置型
プロジェクタの色補正とは異なり，事前に算出した補正値
を利用し続けることができない．利用上，据置型プロジェ
クタは投影面との関係が崩れないと仮定できるため，投影
像を投影できる光量や投影範囲情報を事前に計算し，その
後も同じ情報を利用して色補正を行うことが可能である．
一方で，携帯型プロジェクタでは投影面との位置関係が常
に変化し，投影像を投影できる光量や投影範囲も影響を受
けるため，フレームごとに位置関係を取得しなければなら
ない．本稿では携帯型プロジェクタの機種の違いによって
発生する投影像合成時の不自然さに着目し，毎フレーム補
正値を算出する色補正の手法を提案する．
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図 5:プロジェクタ光軸と投影面の角度の違いによる距離差

図 3: 複数カメラプロジェクタシステムを用いた投影像合
成の概観

プロジェクタ A

プロジェクタ

プロジェクタ B

(a) 補整前
(b) 補正後
図 4: プロジェクタ機種差の色補正

3 提案手法
提案手法では，複数の携帯型プロジェクタの機種差に起
因する投影光の光量の差を低減させるために以下のような
手順をとる．まず，図 3 のように携帯型プロジェクタにカ
メラを取り付ける．固定後は，カメラと携帯型プロジェク
タの位置関係は不変とする．そして，投影面と同平面上に
マルチマーカを設置する．対象とする投影面は，一様な平
面で，ランバート面と仮定する．このマルチマーカをカメ
ラで読み取ることで，複数の携帯型プロジェクタと投影像
の相対的な位置を把握し，どの位置にどのような色補正を
行うかを決定する．携帯型プロジェクタとカメラを組み合
わせるシステムは，先行研究が行われており，マーカを赤
外線で投影し，赤外線カメラからマーカを取得する手法[4]
も存在する．本稿では，マルチマーカを利用しているが，
実用向けにはこれらの幾何学的計算を応用することを視野
に入れている．
次に，複数の携帯型プロジェクタが同一の単色画像を投
影する．例として，図 4(a)のように携帯型プロジェクタ A
と B が同色の一様な単色画像を投影したとする．このとき，
機種によっては投影面に映し出された色が異なる色になる
ことがあり，図 4 の場合では，携帯型プロジェクタ B がプ
ロジェクタ A よりも暗い．そこで，携帯型プロジェクタ A
に取り付けられたカメラで携帯型プロジェクタ A と B が投
影した色を取得することによって，それぞれの色を比較す
る．このとき，携帯型プロジェクタ B に取り付けたカメラ
は利用しない．取得した色の比較を行い，図 4(b)のように
携帯型プロジェクタ A の投影した色が，携帯型プロジェク
タ B の投影した色に近づくような色補正を行うことで，各
プロジェクタの機種差による色の違いを抑制する．

投影面
図 6: プロジェクタと投影面の関係性
ない．そのためには，1 台の携帯型プロジェクタが単色画
像を投影した際に，投影像の光量が一様となるように補正
する必要がある．なぜなら，携帯型プロジェクタから投影
像までの距離や入射角の違いによって光量が変化し，投影
像に光量の差があると，撮影画像内の携帯型プロジェクタ
が投影した色の取得位置によって色が変わってしまうため
である．この状態では，プロジェクタ間の色比較ができな
いため，投影光の均一化を行う色補正が必要となる．
光は距離の自乗によって減衰する(逆 2 乗の法則)．その
ため，プロジェクタが投影面から離れるほど投影像は暗く
なる．図 5 の設置Ⅰでは，プロジェクタの光軸と投影面の
関係は直交である．一方，設置Ⅱでは，プロジェクタの光
軸は投影面に対して傾いている．このとき，プロジェクタ
の投影可能範囲内でプロジェクタと投影像との距離が最も
近い部分と最も遠い部分の距離の差は，設置Ⅰよりも設置
Ⅱのほうが大きい．そのため，設置Ⅱの場合，投影像は設
置Ⅰよりも輝度差の強いグラデーションがかかる．
また，プロジェクタの投影像が投影面上に届く際の入射
角によって，投影面での光の反射量が変化する．つまり，
入射角の違いも投影像が均一でなくなる一つの要因であり，
色補正を行なわなければならない．携帯型プロジェクタの
場合には，ユーザが携帯型プロジェクタを動かすため，設
置Ⅱのようにプロジェクタの光軸は投影面に対して傾いて
いることが多い．そのため，投影像の位置ごとに入射角の
差が大きくなることがある．
以上より，携帯型プロジェクタと投影面までの距離と入
射角を考慮した色補正を考慮する必要がある．図 6 のよう
に投影した際に，距離による光の減衰と入射角より投影像
の輝度値は次の式で求めることができる．

3.1 投影光の均一化
携帯型プロジェクタの機種差による光量差を軽減するた
めの色補正を行うためには，同一の単色画像を投影した際
にどのような色で投影されているかを比較しなければなら

、

は投影画像のあるピクセル における輝度値である． は
携帯型プロジェクタが投影画像のピクセル を投影し，投
影面に届いた際の輝度値で， は携帯型プロジェクタから
投影像までの距離が最も遠い位置にある投影像の輝度値で
ある． と は，携帯型プロジェクタが投影する際の投影
面の入射角である． と は携帯型プロジェクタから投影
点までの距離である． を求める理由は，携帯型プロジェ
クタの投影像の最小輝度値（図 6 では ）に合わせて，投
影する投影像のすべての輝度値を同一にするためである．
今回の手法では，基準となる輝度値を携帯型プロジェク
タから投影像までの距離が最も遠い位置にある投影像の輝
度値 としているが，携帯型プロジェクタが投影面上に投
影できる範囲の最も遠い位置の輝度値に合わせることでも
輝度値が一様な投影像は得られる．しかし，基準の輝度値
を，携帯型プロジェクタの投影できる範囲の最も遠い位置
の輝度値にしてしまうと，色補正を行った際に投影像が極
端に暗くなる可能性がある．カメラを利用すれば投影面の
位置姿勢がわかるため，投影像の最も暗くなる輝度値を予
測できる．輝度値の低下を最小限にする色補正を用いるた
め，携帯型プロジェクタから投影像までの距離が最も遠い
位置の輝度値を基準輝度値とする．
基準とする輝度値を携帯型プロジェクタから投影像まで
の距離が最も遠い位置にある投影像の輝度値 とした場合
では，投影画像のあるピクセル の輝度値が になるよう
な次式が成り立つ倍数 を掛ける．

は， と の比例定数である． は と に依存するが，最
終的には携帯型プロジェクタと投影面までの距離で書き表
すことができる.

3.2 既存減光補正のモデル化
3.1 節で示した補正式は，携帯型プロジェクタに光の減
衰補正が組み込まれていない条件下の計算である．しかし，
多くのプロジェクタでは，すでに周辺部まで一様な光量で
投影できるように補正が行われている．本稿では携帯型プ
ロジェクタに組み込まれている補正を cos4 乗則と仮定し
てモデルを立てる．cos4 乗則はプロジェクタと投影面まで
の距離と入射角に依存するが，多くの携帯型プロジェクタ
に組み込まれた補正は，投影面との距離を計測しておらず，
理想面での入射角のみを考慮した色補正を行っていると考
えられる．ここでいう理想面とは，図 7 に示されているよ
うにプロジェクタの光軸と投影面の関係が直交であり，携
帯型プロジェクの投影像の範囲内で，携帯型プロジェクタ
と最も近い点(点 )に交わる面のことをさす．理想面での
入射角のみを考慮した色補正が携帯型プロジェクタにすで
に組み込まれているとすると，図 5 設置Ⅰのように，携帯
型プロジェクタの光軸と投影面との関係が直交の場合には
組み込まれている入射角を考慮した色補正によって上手く
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図 7: 既存減光補正とプロジェクタの関係性

補正されるが，図 5 設置Ⅱのように二つの位置関係が直交
でない場合には，組み込まれた色補正のままでは上手く補
正されないことになる．つまり，新たに色補正を加える前
に，すでに携帯型プロジェクタに組み込まれた色補正を考
慮した上での新たな色補正を適用する必要がある．
まず，組み込まれた補正モデルについて考慮する．携帯
型プロジェクタが理想面までに投影する範囲を図 7 の破線
部とし，理想面と破線部が重なっている部分を，携帯型プ
ロジェクタが理想面に投影できる範囲とする．携帯型プロ
ジェクタが理想面に投影できる範囲で携帯型プロジェクタ
から距離が最も遠い位置にある輝度値を とする．また，
携帯型プロジェクタが投影画像を投影面に投影するまでの
距離が最も遠い位置にある投影像の輝度値を とする．投
影画像のピクセル が理想面に投影されたときの輝度値 と
し，その光が投影面に届いた際の輝度値を とする．輝度
値 ， を投影画像の輝度値 を用いて立式すると，3.1 節
と同様に考えれば次式のように書ける．
，
と は携帯型プロジェクタから理想像までの距離である．
と は，携帯型プロジェクタが理想面上に投影する入射
角である．しかし，携帯型プロジェクタに組み込まれてい
る色補正が，距離に依存しておらず，入射角のみに依存し
ていると定義すれば，以下のようになる．
，
携帯型プロジェクタに組み込まれた補正が，携帯型プロジ
ェクタが理想面上に投影できる範囲の最も遠い位置の輝度
値 に合わせていた場合には，組み込まれている補正用の
倍率 は以下のようになる．

投影画像の輝度値 を倍率 で割ることによって，携帯型
プロジェクタに組み込まれていた補正を打ち消すことがで
きる．組み込まれた補正を打ち消し，携帯型プロジェクタ
の投影像の範囲で最も暗い輝度値に合わせるために，3.1
節と同様の補正式を加えると以下のようになる．

は，携帯型プロジェクタから投影像までの距離が
最も遠い距離であり，
は，携帯型プロジェクタが投
影画像のピクセル を投影し，投影面に届くまでの距離で
ある． は，3.1 節の倍数 の考えに加えて，携帯型プロジ
ェクタに組み込まれた色補正を打ち消すために で割った
ものである． は携帯型プロジェクタから理想面までの距
離と，投影面まので距離に依存する． を投影画像のピク
セルごとに算出し，投影画像の輝度値に を掛け合わせる
ことにより，携帯型プロジェクタの距離による減衰と，入
射角の補正を行うことができる．

3.3 携帯型プロジェクタの周辺減光補正
プロシェクタの投影像には口径食の問題などから周辺減
光が発生するため[5]，3.2節の補正だけでは，携帯型プロ
ジェクタの光の減衰を全て補正することはできない．また，
プロジェクタで行われていると予想される補正モデルはプ
ロジェクタにより異なると考えられる．そこで，パラメタ
を導入し，実験的に値を求めることで，幅広い補正モデ
ルとして設計する．ここでは，3.2節で求めた倍数 に対
し，以下の式が成り立つような を決定する．

は携帯型プロジェクタが白色 RGB 値(255,255,255)の単色
画像を投影面に投影した際に，投影像の最も暗い位置の輝
度値である． を基準輝度値とし，投影像のすべての輝度
値が となるような色補正をする． は，3.2 節で求めた
を 乗したものに，投影画像のあるピクセル が投影面に達
した時の輝度値 を掛け合わせたものである． 値は，携帯
型プロジェクタのレンズ中心から投影された光が投影面に
到達するまでの距離に依存する．そこで，距離ごとに 値
を算出するために以下のような実験を行った．まず，携帯
型プロジェクタのレンズ中心から投影された光が投影面に
到達するまでの距離を計測し，携帯型プロジェクタが白色
光を投影する．この状態で 値を
の範囲で調節し，
投影像の輝度値が均一になったときの値を 値とする．携
帯型プロジェクタと投影面までの距離を 50cm~150cm まで
5cm ずつずらして計測し，実験から得られた を利用して
色補正を行う．

3.4 カメラの周辺減光
携帯型プロジェクタの機種差による光量差に対する色補
正の次の手順として，複数の携帯型プロジェクタの投影像
の色をカメラが読み込み，各色を比較する．しかし，撮影
画像にカメラの周辺減光が含まれると，色の比較を行う上
で，色の取得位置が撮影画像の端になるほど暗くなり，色
補正の精度低下の原因となる．周辺減光は，cos4 乗則や口
径食が主な原因である．この問題を解決する為に，カメラ
の周辺減光補正を行う．カメラの周辺減光補正については，

図 8:携帯型プロジェクタの位置関係から輝度値補正
被写体の正確な色を取得することが目的ではなく，携帯型
プロジェクタの一様な投影像を，撮影画像の周辺が暗く落
ち込むことなく一様な状態で撮影することが目的である．
そこで，カメラの光軸と色紙が直交するような状態で一様
な色紙を撮影したときに，撮影画像のカメラレンズ中心の
輝度値に合わせるような色変換行列を求める．この色変換
行列は，撮影画像のレンズ中心の色を( , , )とし，あ
るピクセル における色を( , , )とすると，次が成り立
つような 3×4 の行列 [6]である．
[

]

[

][ ]

これは，あるピクセル が撮影画像のカメラ中心の色にな
るための色変換行列である．色変換行列 の未知数は 12 個
である．すべの未知数を見つけるには，撮影画像枚数(4
枚)×RGB 値（3 個）必要であるので，赤緑青黄の 4 色の色
紙を撮影する．撮影環境は，環境光と色紙の反射係数が一
様であり，鏡面反射がないと仮定する．また，色紙とカメ
ラの光軸は直交とする．この変換行列を全てのピクセルに
おいて求めた後，撮影画像に適用することで，周辺減光や、
色の補正を行うことができる．

4 携帯型プロジェクタの機種差に対する色補正
複数の携帯型プロジェクタが投影した投影色を取得する
前に，各々の携帯型プロジェクタの投影像を世界座標系の
どの範囲に投影するかを，マルチマーカにより指定する．
そして，それぞれの携帯型プロジェクタから指定した範囲
に 3.2 節で示したような補正された投影画像を投影する．
携帯型プロジェクタの投影像を周辺減光補正したカメラか
ら取得し，輝度値と色を取得する．取得した輝度値や色か
ら，携帯型プロジェクタの機種間の色補正を行う．
しかし，それぞれの携帯型プロジェクタの距離が離れて
おり，図 8 のように携帯型プロジェクタ A と B が投影面か
ら離れている距離に差がある場合には，取得した輝度値や
色のまま色補正を適用することができない．なぜなら，こ
のまま色補正を行えば，携帯型プロジェクタ A と B の機種
が同じであったとしても，携帯型プロジェクタ B の方が携
帯型プロジェクタ A よりも投影面までの距離が長いため，
携帯型プロジェクタ B の投影像の輝度値が暗くなる．この
状態で携帯型プロジェクタ A と B の投影像の輝度値と色を
取得し，色補正を行えば，携帯型プロジェクタ A が携帯型
プロジェクタ B よりも投影できる光量が多い機種と判断さ
れ，輝度値に関して誤った色補正が行われてしまう．この

状態を防ぐために，携帯型プロジェクタと投影面までの距
離を取得し，撮影画像に距離差による輝度値の差を減少さ
せる補正を行う．
図 8 のように，カメラが取得した携帯型プロジェクタ A
の投影像の輝度値を とし，それぞれの携帯型プロジェク
タ A と B からそれぞれの投影像までの最も遠い投影位置ま
での距離をそれぞれ ， とし，入射角を ， とする．
このとき，撮影画像内の携帯型プロジェクタ A が投影した
投影像部分に対し，携帯型プロジェクタの距離差による輝
度値の差の補正を行う．最も遠い距離を利用するのは，3
節で示したように携帯型プロジェクタの投影像の輝度値を
一様にするために，携帯型プロジェクタから投影像までの
距離が最も遠い位置の輝度値を基準として補正されている
ためである．これらを考慮したうえで撮影画像が以下の式
が成り立つように補正する．

は に対して，携帯型プロジェクタの距離差による輝度
値の差の補正を行った後の輝度値である．3 節で示した光
の減衰と同様に，携帯型プロジェクタ A と B のそれぞれ投
影面までの距離による減衰と，投影面での反射による光量
の減衰の考えを用いることによって が決定する．
輝度値の補正後，撮影画像内の携帯型プロジェクタ A の
投影色が携帯型プロジェクタ B の色になるような色変換行
列を求める．この色変換行列は，3.4 節で示したものと同
じ手法で求めることができる．携帯型プロジェクタ A の投
影像から取得した色（携帯型プロジェクタ間の距離差によ
る輝度値の補正済）を( , , )とし，携帯型プロジェク
タ B の投影像から取得した色を( ,
,
)とする．
( , , )が( , , )となるような 3×4 の色変換行列
を以下のように求める．
[

]

[

][

]

計算により求めた色変換行列 を，携帯型プロジェクタ A
の投影画像に適用すれば，携帯型プロジェクタの機種間の
差は軽減される．

5 実験結果
本実験では，カメラ（Point Grey 社 Dragonfly XGA）と
プロジェクタ（EPSON 社 EMP-745 XGA）を組み合わせ，
約
の平面を投影対象とした．携帯型用途ではないプロ
ジェクタを用いたが，基本構造は類似しており，置き換え
ることで対応できると考えられる．

5.1 値フィッティング実験結果
値を実験的に求めた結果は，図 9 のようになり， 値
は線形のように表すことができることが確認された．この
グラフの横軸は，携帯型プロジェクタのレンズ中心から投
影された光が投影面に届くまでの距離である．距離が離れ
るほど，値は小さくなった． は
より， は距
離が離れるほど値は 1 に近づくことがわかる．つまり，距
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図 9: 値フィッティングの実験結果

補正前

補正後
図 10:周辺減光補正

離が離れるほど，補正した投影画像は一様に近い状態であ
るということである．この実験結果より， 値を線形的に
表し，距離によって を次のように表現することとする．
{
とすると，この式から，携携帯型プロジェクタと
投影面までの距離が約 0cm~263cm までの間で， 値が変動
することになる．それ以上は
とし，それ以下は
とする．

5.2 カメラの周辺減光補正結果
4 節で示したように，一様な紙を撮影した際に，カメラ
画像のレンズ中心に対応するピクセルの RGB 値を基準色
とすることで他のピクセルの RGB 値がレンズ中心の RGB
値になるような 3×4 の色変換行列を求めた．この色変換
行列を適用したものが図 10 右である．図 10 左は補正前画
像であり、中心部が明るく中心から離れるにつれて暗くな
っている．一方，図 10 右図の補正後では，周辺の暗い部
分が無くなっており，補正前より一様になっている．

5.3 プロジェクタ光の減衰補正結果
5.1 節で求めた 値を利用し，1 台の携帯型プロジェクタ
の光の減衰を補正したものを図 11 に示す．携帯型プロジ
ェクタを投影面に対して左から投影している場合の投影像
を撮影した画像である．白赤緑青黄の単色画像を補正した
画像を投影した結果を示している．図の一行目が光の減衰
の補正前である．投影像の左側から右側になるにつれて大
きく輝度値が下がっているのがわかる．二行目が光の減衰
に対する補正を行ったものである．白や黄などの光量差が
比較しやすい色において，補正前よりも補正後の方が一様
に近づいている．

図11:プロジェクタ光の減衰補正の実験結果

6 考察
値フィッティングの結果を用いることで，輝度値の減
光率が大きい白や黄に関しては，投影像の一様な単色投影
像の実現に近づいた．しかし，赤や青といったような輝度
値の減光率が小さいものは，顕著な変化は見られなかった．
本実験では，投影光の補正を行うために白色光を用いた実
験から求めた 値を利用した． 値は赤緑青黄の 4 色につい
ても算出したが，色補正実験には用いていない．それぞれ
の結果にはばらつきが含まれているが，線形に近似するこ
とで 値を求めた．そのため， 値の精度に関してはまだ研
究の余地がある.ただし，図 11 のように，輝度値の減光率
が大きい白や黄に関しては，色補正によって投影像の一様
な単色投影像の実現に近づき，他の色も輝度値の減光率が
小さいため，携帯型プロジェクタの投影像の色の比較に利
用できると考えられる．
携帯型プロジェクタの周辺減光補正に関しては，プロジ
ェクタのレンズ中心の色を基準として各ピクセルの色変換
行列を求めた．補正結果は，補正前よりも明らかに撮影画
像の周辺減光が抑制されており，投影像全体の輝度が一様
に近づいた．しかし，撮影画像数が必要最低限枚数の 4 枚
であったため，正確な色が取得できなかった場合に，色変
換行列の精度が低下することがあった，このような場合に
は，撮影枚数を増やし，疑似逆行列を用いて変換行列を求
めることができれば，精度が向上すると考えられる．

7 まとめ
本稿では，複数の携帯型プロジェクタによる投影像合成
時の繋目の不自然さの要因である携帯型プロジェクタの機
種差による問題と，投影位置による光の減衰の問題に対す
る色補正手法を提案した．複数の携帯型プロジェクタの投
影像合成は，据置型プロジェクタと違い，携帯型プロジェ
クタと投影面との幾何学的関係が常に変化する．そのため，
据置型プロジェクタでは考慮する必要のなかった問題が増
えた．特に光の減衰量が常時変化する可能性があり，携帯
型プロジェクタと投影面までの距離を毎フレーム計算し，
色補正処理に利用する必要がある．また，携帯型プロジェ
クタの機種差による光量差に対する色補正は，携帯型プロ

ジェクタの投影像を投影面上にていかに一様にするかとい
う問題と，カメラの撮影画像内の投影像の部分をいかに一
様にできるかに帰着した解決手法を提案した．
今後の課題としては本提案手法の 値の色別の精度検証
や精度向上のための追加実験を行う必要がある．また，周
辺減光補正において，撮影枚数を増やし，疑似逆行列を用
いた精度向上が考えられる．携帯型プロジェクタの投影像
合成時については，重複部分の補正の扱いなどの新たな色
補正の提案を行う必要がある．
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