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モデル予測制御を用いたプロジェクタカメラ系によるアピアランス制御
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あらまし 本稿では，モデル予測制御を用いたプロジェクタとカメラのフィードバックによる見かけの制御方法を提
案する．提案手法では，補正光が投影されて動的に変化する状況において推定された白色照明下での見かけを推定す
る．この推定された見かけを基準として目標とする見かけを画像処理により生成し，モデル予測制御を用いることで
自在な見かけの制御を実現した．実験では，カラー印刷物に対して彩度強調，色相制御，明度均一化，エッジ強調な
どの見かけの制御結果を示した．また，弱視のための見かけの強調と色覚異常のための色彩制御への応用結果より提
案手法の有効性を示した．
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Appearance Control by the Projector Camera System using MPC
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Abstract In this paper, we propose novel framework to control object’s appearance using model predictive control theory. The proposed method employed the true appearance estimation for arbitrary color light projection
environment. The processed image of this estimation result gives reference for model predictive controller. Then
the system controls object’s appearance to desired appearance. The experimental results show several control results of saturation enhancement, color phase shift, brightness equalization, edge enhancement, etc. In the last, this
paper shows eﬀectiveness of proposed method through the result of the applications for low-vision and color vision
deﬁciencies.
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1. は じ め に
プロジェクタ・カメラシステムは光学的に実世界に働
きかけることができる拡張現実感技術であり，付加情報

的に光学補正を行う手法を提案している．これらの手法
はあらかじめ与えた目標値により実際の見かけを変化さ
せる光学補行うものであり，物体本来の見かけに応じた
強調や制御を行うことはできない．

の提示のみならず，補正光投影により現実世界の見かけ

物体本来の見かけに基づいた手法としては，マーカト

を変化させることもできる．視覚情報は日常生活のあら

ラッキングを用いた絵画の色彩復元および光沢付加 [3]

ゆる場面で必要とされており，見かけの制御は視覚能力

や補正画像投影によるプリントアウトや電子ペーパーの

の補助や見かけの改善，情景の演出など様々な応用が考

コントラスト増強および色彩補正 [4] が提案されている

えられる．

が，これらはあらかじめ取得した見えに対して生成され

Grossberg ら [1] はカメラで観測される画像の光学的な
関係を，カメラとプロジェクタの混合行列とプロジェク
タから照射される投影光との積と環境光の和であると仮
定して，物体表面上の見かけをあらかじめ与えられた見
かけに変化させる手法を提案した．Fujii ら [2] はこの手
法を発展させ，ビームスプリッタによりプロジェクタと
カメラを同軸上に配置して任意の形状の物体に対して動

る補正画像を投影する方法であり，動的なシーンの変化
には対応できなかった．天野ら [5], [6] はカメラで撮影さ
れた見かけに画像処理を施して物体上に繰り返し投影す
ることで，物体の見かけを動的に強調する手法を提案し
た．また，Bimber ら [7] はこの見かけの強調を光学顕微
鏡に応用し，コントラスト強調，ハイライト除去，色偏
差強調など観察試料の見かけを変化させる光学顕微鏡を

開発した．しかし，これらの方法では見かけの制御が理
P
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り探し出す必要があった．
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そこで，本稿では見かけの推定とモデル予測制御を導
入することで，フォトレタッチソフトのように目標とす
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2. モデル予測制御を用いたアピアランス制御

Image
+ Processing

Cest Image

C

Estimater

Color
Comp.

Gamma
Comp.

C’

Ip
Ic’

Surface

Ic

K

Camera

-

2. 1 モデル予測制御
Fujii ら [2] が提案した Dynamic Adaptation は 1980 年
代から化学プラントや製油所プラントなどで応用されて
いるモデル予測制御 (以後 MPC と呼ぶ．
）の一つと解釈
することができる．モデル予測制御は制御系に制御対象
のモデルを持ち，このモデルから操作量を決定する手法
であり，装置や安全性の制約をルーチン化して取り扱う
ことができる包括的な制御手法である．操作入力 u(t) を
持つ制御対象のモデル yM (t) とセンサにより取得された
出力 y(t) より，時刻 t + 1 における予測値 yP (t + 1) は
yP (t + 1) = yM (t + 1) + Error(t)

(1)

図 2 反射率推定と MPC 制御を用いた見かけの制御

がカメラで撮影される．カメラ内部のガンマ変換とプロ
ジェクタとカメラのカラーマッチング M ∈ R3×3 の後
に，システムはキャプチャ

C = M C ′ c , C ′ ∝ Ic
γ

(5)

を得る．その後，彩度強調などの画像処理を施し，ピク
セルマッピングのための幾何学変換と応答の線形化を
行った後にプロジェクタから補正光 Ip が物体上に投影さ
れる．この系において，物体表面をランバート面あるい
はカメラと観察者の視方向がほぼ同じであると仮定する
と，Ic′ ≈ Ic となり，観測者に対する見かけの強調を行う

と推定される．ただし，推定誤差は

Error(t) = y(t) − yM (t)

(2)

ことができる．この研究で注目すべきは，適切なフィー
ドバックゲインを設定することで，Ip は発散すること無

である．この予測値が目標値 r(t) と一致するように操作

く，見かけ Ic を強調することができることである．しか

量 u(t) を決定することにより制御が行われるが，モデル

し，この方法では Ic を目標とする見かけに変更するため

化誤差による制御性能の悪化を避けるために，参照軌道

の画像処理やパラメータをあらかじめ予測することが困

yR (t + 1) = α(t)y(t) + {1 − α(t)}r(t +1),

t > 0(3)

を導入し，チューニングパラメータ α により制御性能と
ロバスト性のトレードオフを決定する．Dynamic Adap-

難である．つまり，問題の本質はフィードバック系を構
成しているが，目標値や操作量などが存在しないことで
ある．
そこで，本研究では見かけの予測と MPC を用い，図 2

tation は MPC において α(t) = 0 かつ Error(t) = 0 と
した場合に相当する．Dynamic Adaptation では，スク
リーン上に投影される映像の輝度補償を目的としており，
モデル化誤差が制御量よりも小さければステップごとに
補償誤差が減少するため安定した制御を行うことができ
たものと思われる．しかし，本研究は見えの補償のみな
らず強調や改変などを含む見えの制御を目的としており，
この場合には参照軌道と予測誤差の導入が必要となる．

に示す負帰還による制御系を提案する．物理的な反射

2. 2 負帰還による見えの強調

影されている状況での見かけは

天野らが提案した見かけの強調手法（以降，繰り返し
投影法という．
）のダイアグラムを図 1 に示す．図におい
て，I0 ∈ R3 と Ip ∈ R3 はそれぞれ環境光と補正光であ
り，物体表面の反射率 K により変調された光

Ic = K(Ip + I0 )

率は

K̂ = diag [C./ {(Cf ull − C0 ) ⊙ P + C0 }]

(6)

で推定することができる．ただし，Cf ull と C0 は最大お
よび最小の輝度の光がプロジェクタから投影されたとき
に撮影された画像である．また，./ と ⊙ は要素ごとの除
算と積算を意味する．この K̂ と白色光を投影したとき
に取得される画像 Cwhite = (1, 1, 1)T より，白色光が投

Cest = K̂Cwhite ,

(7)

と推定できる．この推定値に任意の画像処理を施して目
標値 R とすることにより，現在の見かけ C との差から
負帰還を構成することで任意の見かけの制御を実現する

(4)

ことができる．

2. 3 MPC の見かけの制御への適用
プロジェクタカメラ系にモデル予測制御を適用するに
あたり，応答の線形化が施されたカメラとプロジェクタ
を仮定し，カメラで撮影される画像 CM の応答モデルを

CM (t + 1) = K̂(t){(Cf ull − C0 ) ⊙ P (t + 1) + C0 }(8)
とする．ただし，P (t), C(t) ∈ ([0, 1], [0, 1], [0, 1])T は強
度が正規化された時刻 t における投影パターンとキャプ
チャ画像である．式 (1) より，プロジェクタカメラ系に
おけるキャプチャ画像の予測値は

CP (t + 1) = CM (t + 1) + Error(t),
Error(t) = C(t) − CM (t)

(9)
(10)

各領域における制御誤差
Leaﬂet Newspaper Whole Region
1.23
1.44
1.41
1.23
1.07
1.01

3. 2 処理結果および考察
図 3 に処理結果を示す．実験対象として，光沢紙 (左
上:L 版写真) と上質紙 (左下:リーフレット)，再生紙 (右:
新聞紙) にカラー印刷された印刷物を用いた．(a) は IP
を白色照明とした際にシステムのカメラ (γ = 1.0 固定)
で取得された画像である．このシーンにおいて提案手法
により提案手法で彩度の強調を行ったところ，取得画像
は (b) に示すように変化した．また，このときの投影パ

である．また，参照軌道は

CR (t + 1) = αC(t) + (1 − α)R(t + 1)

表1
Picture
Ave.
1.20
Std.
1.24

ターン P は (c) のとおりであった．(d) は C と P から推

(11)

とする．この式において，プロジェクタカメラ系の応答
は時間的に変動しないため，チューニングパラメータ α
は定数とした．また，R(t + 1) は目標画像であり，推定
画像 Cest に画像処理を施したものである．これらの式と
制御則 CP (t + 1) = CR (t + 1) より，操作量

定された白色照明下での見かけである．(d) は (a) と比
べて全体的に赤みがかっているが，これはカメラとプロ
ジェクタのカラーバランスの違いによるものであり，C
および Cest は図 2 で示した色補償（Color Comp.）でプ
ロジェクタの色空間に変換されているためである．この

(d) に対して彩度の強調処理を施した (e) を目標画像と
して MPC 制御器に与えることにより，見かけの制御結
果 (b) を得た．彩度の強調は

P (t + 1)
= K̂(t)−1 (1 − α){R(t + 1) − C(t)}./(Cf ull − C0 )
R = gain{(1 + s)Cest − sCm },
for s > 0 (13)
−K̂(t)−1 {K̂(t) − K̂(t − 1)}./(Cf ull − C0 )
(12)
+K̂(t)−1 K̂(t − 1)P (t)
に よ り 行った ．た だ し Cm は Cest の モ ノ ク ロ 画 像
≈ K̂(t)−1 (1 − α){R(t + 1) − C(t)}
(|Cest |, |Cest |, |Cest |)T ，s は彩度を制御するパラメータ
./(Cf ull − C0 ) + P (t)
であり，s = 0 で強調なし，s > 0 で彩度の強調が施され
る．また，gain により目標画像の明度が変化し，見かけ
を得る．ただし，導出において t 対する反射率 K(t) の
の明るさが制御できる．実験においてこれらのパラメー
変化が微少であることを仮定して K̂(t) ≈ K̂(t − 1) とし
タは gain = 1.00，s = 1.5 とした．(f) は目標画像と制
た．これは，処理の高速化と対象物体の反射率が低い場
御された実際の見かけとの絶対誤差を 16 倍にして表し
合におけるゼロ除算および誤推定を避けるための近似で
あり，この近似誤差は式 (9) に誤差項により補償される． た画像であり，誤差 0 で黒となる．また，写真，リーフ
レット，新聞紙の各領域における絶対誤差平均と標準偏
3. 実 験 結 果
差は表 1 に示すとおりであった．これらの結果を見る
3. 1 実験装置およびキャリブレーション
と，新聞紙の領域では最も誤差が大きかった．この理由
は，新聞紙のオレンジ色の帯の部分で青色の制御誤差が
提案手法の制御性能を検証するために，プロジェク
大きかったためであるが，これはプロジェクタの応答の
タ (full color XGA resolution) と IEEE1394 カメラ (full
線形化により，0 の次に弱い B チャネルの投影強度 PB
color XGA resolution, γ = 1.0) によるプロジェクタカメ
ラ系を構成した．プロジェクタの上にカメラを取り付け， が 26(0 <
= 255) となり，微弱光量の投影における
= PB <
諧調分解能が低くなったことに起因する．写真とリーフ
蛍光灯が照射している室内環境で鉛直斜め上から床面に
レットの領域でも赤色の微弱光量の投影において同様の
向けてに配置した．
誤差が生じており，これらの投影誤差を除外するとすべ
幾何学キャリブレーションでは，グレイコードパター
ての領域で平均 1.13, 分散 1.05 となり，材質の違いによ
ン投影により per-pixel mapping [1] を得た．光学キャリ
る制御誤差の差異はなかった．写真などの光沢を有する
ブレーションでは，まずプロジェクタの応答特性の線形
物体では，鏡面反射のために投影した補正光がカメラで
化を行った．その後，プロジェクタより白色スクリーン
観測されないことにより正しい制御が行われないことと，
に RGB の原色を投影した様子を撮影し，制御領域内の
環境光の映り込みにより反射率の誤推定が生じるという
画素値平均よりプロジェクタとカメラ間のカラーマッチ
問題が考えられるが，前者については物体が完全な鏡面
ングを行列 M を求めた．さらに，無照射と白色光投影
反射物体でなく，図 3 に示したサンプルのように十分な
時の画像を撮影し，M により色補償された画像 C0 およ
び Cf ull を得た．
反射光が観測されるのでれば制御は可能である．後者で

(a) The Orignal Appearance

(b) Enhanced Appearance C

(c) Projection Image P

(d) Estimated Appearance Cest

(e) Reference Image R

(f) Control Error (×16)

図3

見かけの制御処理

は，反射率の誤推定の結果，R に混入したに鏡面反射が
物体表面に投影されることになる．しかし，Ic と Ic′ の
視差が小さい場合には実際の鏡面反射と重なるため違和
感は発生しない．
この彩度の強調処理では撮影，画像処理，投影を含む
全ての処理において 14fps(Linux, Core2Quad 2.66GHz,

OpenMP) であり，繰り返し投影法の 0.54 倍の処理速度
であった．収束速度はパラメータ α に依存し，制御が安
定する α = 0.1 において [6] と同様の評価基準で最大 3 ス
テップ程度で収束した．すなわち，収束時間は 0.21 秒程
度であり，繰り返し投影法の 0.19 秒と大差はなかった．
また，何れの方法も GPU による実装により実時間処理
が可能となることが予想でき，その場合には提案手法の
計算量は十分許容できる範囲内にあると言える．
図 4(a) は図 3(b) の様子をコンパクトデジタルカメラ
で撮影したときの見かけである．図 3(b) の方が色褪せ
て見えるのは，システムで使用しているカメラの応答
(γ = 1) とホワイトバランスが異なるためである．これ
と同等の強い彩度強調が行われるように繰り返し投影法
のパラメータを調整したところ，図 4(b) に示すように，
全体的に赤みがかった強調結果が得られた．この原因は
環境光とプロジェクタのカラーバランスの違いにある．
繰り返し投影法では画像処理に与えている C には I0 に
よる見かけの変化も含まれている．比較的弱い彩度強調
では，C の色彩は I0 の照明色の影響を強く受けるめ偏
色は目立たないが，パラメータを増大させるとともに Ip
の色彩が支配的になり，過度に強くすると Ip と I0 の色
バランスの差異が幾何級数的に増大するためである．こ
れに対して，提案手法では Cest では I0 と Ip の影響が取

(a) MPC Controller
図4

(b) Iterative Projection

繰り返し投影による彩度強調との比較

り除かれ，Cwhite での見かけを推定するため，偏差が生
じ難い．このため，提案手法では繰り返し投影法と比べ
てより強い彩度強調でも安定した強調が実現できた．

3. 3 様々な見かけの制御結果
提案手法は白色光での見かけの推定と MPC コント
ローラにより，彩度の強調のみならず様々な見かけの制
御を行うことができる．その処理結果の一例を図 5 に示
す． (a) は白色照明下での見かけであり，s = 2.0 として
式 (13) の彩度強調を施すと，(b) に示すように見かけが
鮮やかになる．また，この反対に

R = gain{(1 − s)Cest + sCm }, for 0 < s <
= 1 (14)
として，Lab 色空間において彩度強調と逆の方向へ変化
させることにより，(c) に示すように色彩を除去するこ
とができる．ただし，Cm = (|Cest |, |Cest |, |Cest |)T であ
る．パラメータ s は大きくすることにより彩度が減少し，

(a) Original Appearance

(b) Saturation Enhencement

(c) Color Removal

(d) Color Phase Control

(e) Edge Enhance and Blur

(f) Unique Brightness

(g) Contrast Boost

(h) Posterization

(i) Optical Hiding

図 5 様々な見かけの制御

s = 1 で無彩色になる．(c) に示した色彩の除去結果は，

は色彩の制御のみならずエッジ強調などの画像処理を施

この式において s = 1.0 とした結果である．色彩を弱め

すこともできる．(e) に画像処理としてエッジ強調

る処理は繰り返し投影法でも同様に可能であるが，見か
けの推定を行わない繰り返し処理では目標値に達するた
めのパラメータを算出することが困難である．また繰り
返し処理による制御偏差が発生するため完全な無彩色を
実現することはできなかった．(d) は画像処理に色相制御

R = gain · U TR U T Cest , for 0 < s <
=1

(15)

を適用した結果である．ただし，U および TR は RGB-

Lab 変換


U =

√
3
√3
6
3

0
と回転行列

1

TR =  0

0

√

3
3√
− 66
√
2
2

√

3
3√
− 66
√
− 22






0
0

cos s − sin s 
sin s cos s

(16)

R = gain{(1 + s)Cest − sCLoG }

(18)

を適用した結果を示す．ただし，

CLoG = ∆{Gσ } ∗ Cest
(

(19)

x2 + y 2
Gσ = √
exp −
2σ 2
2πσ 2
1

)
(20)

である．この結果では，σ = 5.0 は Gaussian および

Laplacian フィルタのマスク半径は 3 および 5 とした．
このフィルタは処理では，s > 0 でエッジが強調され，
s < 0 では反対にぼかすことができる．図は左から
s = 2.0,s = 0,s = −0.5 としたときの結果である．(f) は
推定画像に明度の均一化
R = gain{(1 − s)Cest + s

Cest
}for 0 < s <
= 1 (21)
|Cest |

(17)
を施した結果である．この結果では s = 1.0 とした．黒
色で印刷された部分はプロジェクタの出力光量のが十分

で あ る ．図 の 左 側 お よ び 右 側 は そ れ ぞ れ-57[deg]，

でないために目標明度に達していないが，それ以外の

+57[deg.] シフトさせた結果である．また，提案手法

シーン全体において明度が均一化されていることがわか

る．このような明度の均一化は見かけのコントラストを

なっており，コントラストが向上していることがわかる．

下げ，陰影を軽減することができるため色彩の違いの判

(b) の強調結果と (c) を比べると，コントラストの相違は
あるものの LCD でも同様の傾向が見られ，提案手法に
より実物上で弱視に対する見かけの改善が実現されてい
ることがわかる．コントラストの相違は LCD のガンマ
特性が線形でないためであり，必要でれば提案システム
の画像処理でガンマ変換を追加することで同じ見かけに
することもできる．
図 7 は提案手法に Wolﬀsohn らの方法を適用した結
果である．図中 A-A’ 上の輝度をグラフで表現したもの
を図 8 に示す．(a) の白色照明下の見かけに Wolﬀsohn
らの方法によりエッジ強調を適用すると，(b) のように
エッジが緑色の縁取りで強調されコントラストが向上し
ている．(c) は同様の処理を行い，ディスプレイ上に表
示した結果である．この結果と提案システムの結果はほ
ぼ同じ画像が得られており，提案手法を用いることで実
物の見かけに対して Wolﬀsohn らの方法を適用できてい
ることが確認できる．図 8(a) の横軸 70〜200 および (b)
の 120〜300 は新聞上の文字「,,Saus」に対応している．
これらのグラフを見ると，いずれの表示方法においても
Wolﬀsohn らの方法により文字などのエッジ強調ができ
ていることがわかる．しかし，ビデオカメラの解像度が
十分でないため LCD ディスプレイでの表示ではエッジ
がぼけており，このことから提案手法による弱視に対す
る見えの改善では視線の不一致の問題を解決できるだけ
でなく，実物の鮮鋭さを損なわないという利点もあるこ
とがわかる．

断しやすくすることができ，目視検査のための補助照明
などとして有用であると思われる．また，これはコント
ラストを 0 とした処理に相当し，(g) に示すように s < 0
でコントラストを上げることもできる．これらの他にも，
意図する画像処理によって生成された R を MPC 制御器
に与えることで，ポスタリゼーション (h) や目標画像を
グレー画像として印刷物を隠蔽 (i) することもできる．

4. 提案手法の応用
Vision 2020 The Right To Sight [9] によると，全
世界には 3 億 1400 万人の屈折異常を持つ人以外に 1 億

5300 万人もの弱視や色覚異常による視覚障碍者がいる．
白内障や緑内障など治療可能な障碍もあるが，軽度の場
合は治療によるリスクを考慮し，積極的に治療は行われ
ない．また，色覚異常は遺伝により先天的に発生するも
のであり治療による回復は見込めない．本稿では，提案
手法を用いてこれらの問題の改善を試みる．

4. 1 弱視のための見かけの強調
Vision Research の分野では，1990 年代頃からビデオ
カメラと画像処理を用いた白内障や中心暗点のための視
覚補助技術が研究されている．Peli らは，撮影された画
像から Gaussian フィルタによって得られた低周波成分
を除外することでエッジ部分を強調してビデオモニタで
提示する手法であり，ユーザスタディによって顔写真か
らの人物判別能力や識字能力を向上させることができる
ことが確認された [10]．また，Wolﬀsohn らは配信されて

4. 2 色覚異常のための色彩制御

いるビデオ画像に対し，Prewitt や Sobel フィルタなど

色覚異常は色を認識する錐体細胞の変異により多数派

で検出されたエッジを実時間で重畳表示することにより

の三色型色覚と異なった色の見え方となる色覚であり，

弱視に対する視力の補助手法を提案している [11]．これ

混同色のために情報を正しく識別することが困難となる

らの手法はウエブカメラや計算機が安価になった現在で

問題がある．この問題に対する解決策として，大きくわ

は現実的な方法であるが，いずれの場合でも強調結果は

けて混同色をあらかじめ考慮してデザインする方法とデ

モニターを通して見る必要があるため視線の不一致や解

ザインされたものに対して修正を施す方法の二つがあ

像度の問題がある．しかし，プロジェクタカメラを用い

る．前者はあらゆるデザインにいて適応可能であるが，

た見かけの制御を応用すれば視線の不一致は生じず，ま

配色が制限されるうえに全ての型の色覚に対応すること

た実物体上に補正光を投影するため解像度の問題もない．

は困難である．また後者としては，ウエブページや画像

提案手法に Peli らの方法を適用した結果を図 6 に示

の表示など対象とした配色変換手法が多数提案されてい

す．(a) は白色照明下における見かけであり，(b) はこれ

る [13]〜[15] が，印刷物の色彩を物理的に置き換えるこ

らの対象物体に対して Peli らの方法を用いて提案手法で

とはできない．しかし，図 5 で示したように提案手法で

見かけを強調した結果である．(c) はプロジェクタカメ

は見かけの色彩を変化させることも可能であり，提案手

ラシステムで取得された画像に対して Peli らの手法を適

法に配色変換手法を実装することで，実世界で色覚異常

用し，汎用の LCD ディスプレイで表示した結果である.

に対する見かけの改善を行うことができる．

また，図の上段は一眼レフデジタルカメラで撮影した画

図 9 に実験結果を示す．(a) は色覚異常を検査するテ

像，下段は明度をカラースペクトルで示した画像である．

ストプレートであり，1 型 2 色視覚では (b) に示した画

ただし，カラースペクトルではプロジェクタとディスプ

像処理によるシミュレーション [12] のようにプレートで

レイの絶対的な光量が異なるため，露光はほぼ同じとな

示される 7,42,57 を知覚することができない．また，右

るように調整した．(a) と (b) を比べると，Peli らの方

下の 8 は 3 と誤認される．(c) は提案手法でこの見かけを

法により花びらのエッジ部分や人物の頬の部分が明るく

再現した結果である．このような制御を行うことで三色

(a) The Orignal Appearance

(b) Enhanced Result (Overlay)

(c) Enhanced Result (LCD Display)

図 6 Peli らの方法によるエッジ強調

(a) The Orignal Appearance

(b) Enhanced Result (Overlay)

(c) Enhanced Result (LCD Display)

図 7 Wolﬀsohn らの方法によるエッジ強調
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図 8 実物体と LCD ディスプレイ上の輝度比較

型色覚者が二色型色覚者に対するデザインの不具合を実

的に決定するアルゴリズムを考案して実装した結果であ

物上で容易に確認できる．(d) は Jeﬀerson らの方法 [15]

り，手動によるパラメータ調整と同様に有効な色彩制御

を適用した結果である．(a) と比べて色彩に顕著な変化

が実現できている．このアルゴリズムの詳細については

はないが，(e) に示したシミュレーション結果を見ると

紙面の制約上省略する．

(b) で判読不可能であった数字が視認でき，また 3 と誤
読された右下のプレートも 8 と正しく視認できる．(f) は
色彩の分散より Jeﬀerson らの方法のパラメータを自動

5. ま と め
本稿では，光学キャリブレーションに基づく見かけの

(a) Perception of trichromat

(b) Perception of dichromat

(c) Dichromatic simulation by overlay

(d) Color modiﬁcation for protanope

(e) Perception of (d) by dichromat

(f) Automatic tuning algorithm

図 9 二色型色覚に対する色彩の制御

推定とモデル予測制御によりプロジェクタカメラフィー
ドバックによる見かけの制御を体系化し，動的なシーン
に対して物体の見かけを自在に制御する新しい技術を実

[7]

現した．本稿の貢献は，プロジェクタカメラシステムに
よる自在な見かけの制御の実現だけではなく，従来手法

[8]

と比べて高品質かつロバストな見かけの制御を可能にし
たことにもある．この高品質かつロバストな制御により，

[9]

実世界における弱視のための見かけの強調や色覚異常の
ための色彩制御への応用も可能にした．
[10]

謝辞 有益な議論を頂いた Johannes Kepler University, Linz の Prof. Oliver Bimber と Bauhaus University
Weimar の Anselm Grundhöfer 氏に深謝する．本研究の
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