
JP 6149394 B2 2017.6.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源線を含む通信ケーブルを介して他のプロジェクターとの接続が可能に構成されるプ
ロジェクターであって、
　光源から射出された光を変調して投写する画像投写部と、
　入力操作を受け付ける入力操作部と、
　前記プロジェクター内の複数の部分に電力を供給する電源部と、
　前記プロジェクターの動作状態を、前記電源部から前記プロジェクター内の複数の部分
に電力が供給される通常動作状態と、前記複数の部分のうち一部の部分への電力の供給が
停止されるスタンバイ状態との間で切り替える制御を行う制御部と、
　前記スタンバイ状態において、前記他のプロジェクターによる前記電源線を介した電源
供給を検知する電源供給検知部と、を含み、
　前記入力操作部を介して前記プロジェクターの動作モードが第１の動作モードに設定さ
れた場合、前記電源部が前記電源線に電源を供給し、その後で、前記制御部が前記通信ケ
ーブルを介して、前記他のプロジェクターの光源の点灯を指示する光源点灯コマンドを発
行し、
　前記入力操作部を介して前記プロジェクターの動作モードが第２の動作モードに設定さ
れた場合、前記電源供給検知部によって前記電源線の電源供給を検知したとき、前記制御
部が前記スタンバイ状態から前記通常動作状態に切り替える
ことを特徴とするプロジェクター。
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【請求項２】
　請求項１において、
　前記制御部は、
　前記電源供給検知部によって前記電源線の電源供給を検知したとき、前記通信ケーブル
の接続先がプロジェクターであるか否かを判定し、前記接続先がプロジェクターではない
と判定されたとき、前記通常動作状態から前記スタンバイ状態に切り替えることを特徴と
するプロジェクター。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記光源の点灯を制御する光源制御部を含み、
　前記制御部は、
　前記接続先がプロジェクターであると判定されたとき、前記他のプロジェクターからの
光源点灯コマンドを受けて前記光源制御部により前記光源の点灯を開始させることを特徴
とするプロジェクター。
【請求項４】
　請求項２又は３において、
　前記画像投写部を冷却する冷却ファンと、
　前記冷却ファンの動作を制御する冷却制御部と、を含み、
　前記制御部は、
　前記接続先がプロジェクターであると判定されたとき、前記冷却制御部により前記冷却
ファンの回転を始動させることを特徴とするプロジェクター。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記通信ケーブルは、
　ＵＳＢケーブルであり、
　前記電源線は、
　ＵＳＢ規格のＶＢＵＳであることを特徴とするプロジェクター。
【請求項６】
　電源線を含む通信ケーブルを介して第１のプロジェクター及び第２のプロジェクターが
接続されるプロジェクターシステムであって、
　前記第１のプロジェクターは、請求項１乃至５のいずれかに記載のプロジェクターであ
り、前記第１の動作モードに設定されており、
　前記第２のプロジェクターは、請求項１乃至５のいずれかに記載のプロジェクターであ
り、前記第２の動作モードに設定されていることを特徴とするプロジェクターシステム。
【請求項７】
　電源線を含む通信ケーブルを介して他のプロジェクターとの接続が可能に構成されるプ
ロジェクターであって、
　光源から射出された光を変調して投写する画像投写部と、
　前記光源の点灯を制御する光源制御部と、
　前記プロジェクター内の複数の部分に電力を供給する電源部と、
　前記プロジェクターの動作状態を、前記電源部から前記プロジェクター内の複数の部分
に電力が供給される通常動作状態と、前記複数の部分のうち一部の部分への電力の供給が
停止されるスタンバイ状態との間で切り替える制御を行う制御部と、
　前記スタンバイ状態において、前記他のプロジェクターによる前記電源線を介した電源
供給を検知する電源供給検知部と、を含み、
　前記制御部は、
　前記電源供給検知部によって前記電源線の電源供給を検知したとき、前記スタンバイ状
態から前記通常動作状態に切り替え、前記通信ケーブルの接続先がプロジェクターである
か否かを判定し、
　前記接続先がプロジェクターではないと判定されたとき、前記通常動作状態から前記ス
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タンバイ状態に切り替え、
　前記接続先がプロジェクターであると判定されたとき、前記他のプロジェクターからの
光源点灯コマンドを受けて前記光源制御部により前記光源の点灯を開始させることを特徴
とするプロジェクター。
【請求項８】
　電源線を含む通信ケーブルを介して他のプロジェクターとの接続が可能に構成されるプ
ロジェクターであって、
　光源から射出された光を変調して投写する画像投写部と、
　前記画像投写部を冷却する冷却ファンと、
　前記冷却ファンの動作を制御する冷却制御部と、
　前記プロジェクター内の複数の部分に電力を供給する電源部と、
　前記プロジェクターの動作状態を、前記電源部から前記プロジェクター内の複数の部分
に電力が供給される通常動作状態と、前記複数の部分のうち一部の部分への電力の供給が
停止されるスタンバイ状態との間で切り替える制御を行う制御部と、
　前記スタンバイ状態において、前記他のプロジェクターによる前記電源線を介した電源
供給を検知する電源供給検知部と、を含み、
　前記制御部は、
　前記電源供給検知部によって前記電源線の電源供給を検知したとき、前記スタンバイ状
態から前記通常動作状態に切り替え、前記通信ケーブルの接続先がプロジェクターである
か否かを判定し、
　前記接続先がプロジェクターではないと判定されたとき、前記通常動作状態から前記ス
タンバイ状態に切り替え、
　前記接続先がプロジェクターであると判定されたとき、前記冷却制御部により前記冷却
ファンの回転を始動させることを特徴とするプロジェクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクター、及びプロジェクターシステム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数台のプロジェクターを組み合わせて１つのスクリーンに画像を投写するよう
にしたプロジェクターシステムが提案されている。この種のプロジェクターシステムでは
、各プロジェクターの投写画像をスクリーン上で重ね合わせて表示したり、各プロジェク
ターの投写画像をスクリーン上で並べて表示したりすることができる。また、２台のプロ
ジェクターを組み合わせ、各プロジェクターの投写画像を右目用画像や左目用画像として
投写し、偏光メガネを用いて３Ｄ画像を見ることもできる。
【０００３】
　このようなプロジェクターシステムを構成するために、互いの動作を制御し、１つのシ
ステムとして連動して動作させるようにしたプロジェクターに関する技術が種々提案され
ている。例えば特許文献１には、自身以外の液晶プロジェクターとの間で、液晶プロジェ
クター内のメモリーを互いに共有できるようにすることで、液晶プロジェクター内のメモ
リーの有効活用とケーブルの接続の簡素化を図る技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－４９０６８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、特許文献１に開示された技術が適用されたプロジェクターシステムでは
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、例えばＲＳ（Recommended Standard）－２３２Ｃの規格に従ったインターフェイスによ
り複数台のプロジェクターを連動して動作させる。そのため、外部からのプロジェクター
制御にも使用されるＲＳ－２３２Ｃ端子が占有されてしまい、複数台のプロジェクターを
連動して動作させるためにＲＳ－２３２Ｃ端子を使用してしまうと、外部からプロジェク
ター制御ができなくなるという問題がある。
【０００６】
　そこで、プロジェクターがＲＳ－２３２Ｃ端子の他に備えるＵＳＢ（Universal Serial
 Bus）端子にＵＳＢケーブルを接続して、複数台のプロジェクターを連動して動作させる
ことが考えられる。ところが、単純にＵＳＢケーブルを接続し、連動して動作させようと
すると、ＵＳＢ通信が可能な状態で、接続されている別のプロジェクターから電源投入コ
マンドを待つ必要があり、待機電力が大きくなってしまうという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記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
形態又は態様として実現することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）本発明の第１の態様は、電源線を含む通信ケーブルを介して他のプロジェクター
との接続が可能に構成されるプロジェクターが、光源から射出された光を変調して投写す
る画像投写部と、スタンバイ状態において、前記他のプロジェクターによる前記電源線を
介した電源供給を検知する電源供給検知部と、前記プロジェクターの動作状態を前記スタ
ンバイ状態又は通常動作状態に切り替える制御を行う制御部と、を含み、前記電源供給検
知部によって前記電源線の電源供給を検知したとき、前記制御部が前記スタンバイ状態か
ら前記通常動作状態に起動する。
【０００９】
　本態様においては、スタンバイ状態において、電源線を含む通信ケーブルを介して接続
される他のプロジェクターにより電源線を介した電源供給を検知したとき、プロジェクタ
ーを、スタンバイ状態から通常動作状態に起動するようにしている。これにより、通信ケ
ーブルのみで、他のプロジェクターを連動させて起動させることができるようになる。従
って、プロジェクターが制御用の端子を有する場合に、該端子を介してプロジェクターの
制御を行うことができる上に、電源投入を連動させて、ユーザーにとって使い勝手の良い
プロジェクターシステムを提供することができる。このとき、起動前ではプロジェクター
はスタンバイ状態で待機していればよいので、他のプロジェクターから電源投入コマンド
を待つ必要がなくなり、待機電力を大幅に削減することができるようになる。
【００１０】
　（２）本発明の第２の態様に係るプロジェクターは、第１の態様において、入力操作を
受け付ける入力操作部と、前記電源線に電源を供給する電源部とを含み、前記入力操作部
を介して前記プロジェクターの動作モードが第１の動作モードに設定された場合、前記電
源部が前記電源線に電源を供給した後、前記制御部が前記通信ケーブルを介して、前記他
のプロジェクターの光源の点灯を指示する光源点灯コマンドを発行する。
【００１１】
　本態様においては、プロジェクターを、動作モードの設定を可能に構成している。そし
て、第１の動作モードに設定されたとき、プロジェクターは、通信ケーブルに含まれる電
源線に電源を供給した後、該通信ケーブルを介して、他のプロジェクターの光源の点灯を
指示する光源点灯コマンドを発行することで、プロジェクターの電源が投入されたことを
通知する。これにより、一方のプロジェクターが他方のプロジェクターに、電源が投入さ
れたことを通知することにより、各プロジェクターが制御用に備える端子を占有してしま
うことなく、低コスト、且つ、低消費電力で、複数のプロジェクターを連動させて起動さ
せるプロジェクターシステムを提供することができるようになる。
【００１２】
　（３）本発明の第３の態様に係るプロジェクターは、第２の態様において、前記入力操
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作部を介して前記プロジェクターの動作モードが第２の動作モードに設定された場合、前
記電源供給検知部によって前記電源線の電源供給を検知したとき、前記制御部が前記スタ
ンバイ状態から前記通常動作状態に起動する。
【００１３】
　本態様によれば、プロジェクターを、第１の動作モード又は第２の動作モードでの動作
切り替えを可能に構成している。第２の動作モードでは、プロジェクターは、他のプロジ
ェクターにより電源線を介した電源供給を検知したとき、スタンバイ状態から通常動作状
態に起動する。これにより、本態様に係るプロジェクターを複数台用意し、各プロジェク
ターの動作モードを適宜設定したプロジェクターシステムを構成することができる。この
結果、各プロジェクターが制御用に備える端子を占有してしまうことなく、低コスト、且
つ、低消費電力で、複数のプロジェクターを連動させて起動させるプロジェクターシステ
ムを提供することができるようになる。
【００１４】
　（４）本発明の第４の態様に係るプロジェクターでは、第１の態様乃至第３の態様のい
ずれかにおいて、前記制御部は、前記電源供給検知部によって前記電源線の電源供給を検
知したとき、前記通信ケーブルの接続先がプロジェクターであるか否かを判定し、前記接
続先がプロジェクターではないと判定されたとき、前記通常動作状態から前記スタンバイ
状態に切り替える。
【００１５】
　本態様によれば、接続先がプロジェクターではないと判定されたとき、本態様に係るプ
ロジェクターは、再び、スタンバイ状態に戻るようにすることができる。これにより、プ
ロジェクターシステムとして適切な動作が期待できない場合にまで、通常動作状態として
長時間起動させておくことなく、プロジェクターの無駄な待機電力を削減することができ
る。
【００１６】
　（５）本発明の第５の態様に係るプロジェクターは、第４の態様において、前記光源の
点灯を制御する光源制御部を含み、前記制御部は、前記接続先がプロジェクターであると
判定されたとき、前記他のプロジェクターからの光源点灯コマンドを受けて前記光源制御
部により前記光源の点灯を開始させる。
【００１７】
　本態様によれば、接続先がプロジェクターではないと判定されてスタンバイ状態に戻る
とき、再び、光源を消灯させるといった無駄な電力消費や制御を行う事態を回避すること
ができる。また、光源の点灯及び消灯が連続して行われることにより、ユーザーに不安感
を与えてしまう事態も回避することができるようになる。
【００１８】
　（６）本発明の第６の態様に係るプロジェクターは、第４の態様又は第５の態様におい
て、前記画像投写部を冷却する冷却ファンと、前記冷却ファンの動作を制御する冷却制御
部とを含み、前記制御部は、前記接続先がプロジェクターであると判定されたとき、前記
冷却制御部により前記冷却ファンの回転を始動させる。
【００１９】
　本態様によれば、接続先がプロジェクターではないと判定されてスタンバイ状態に戻る
とき、再び、冷却ファンを停止させるといった無駄な電力消費や制御を行う事態を回避す
ることができる。また、冷却ファンの始動及び停止が連続して行われることにより、ユー
ザーに不安感を与えてしまう事態も回避することができるようになる。
【００２０】
　（７）本発明の第７の態様に係るプロジェクターは、第１の態様乃至第６の態様のいず
れかにおいて、前記通信ケーブルは、ＵＳＢケーブルであり、前記電源線は、ＵＳＢ規格
のＶＢＵＳである。
【００２１】
　本態様によれば、ＵＳＢケーブルを用いて、低消費電力で、複数のプロジェクターを連
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動させて起動させることができるようになる。
【００２２】
　（８）本発明の第８の態様は、電源線を含む通信ケーブルを介して他のプロジェクター
との接続が可能に構成されるプロジェクターが、光源から射出された光を変調して投写す
る画像投写部と、前記電源線に電源を供給する電源部とを含み、前記電源線へ電源を供給
して、前記他のプロジェクターに対して、前記プロジェクターへ電源が投入されたことを
通知する。
【００２３】
　本態様によれば、通信ケーブルに含まれる電源線に電源を供給して、前記他のプロジェ
クターに対して、前記プロジェクターへ電源が投入されたことを通知する。これにより、
各プロジェクターが制御用に備える端子を占有してしまうことなく、低消費電力で、複数
のプロジェクターを連動させて起動させるプロジェクターシステムを提供することができ
るようになる。
【００２４】
　（９）本発明の第９の態様は、第８の態様において、前記電源線への電源供給を検知し
て起動した前記他のプロジェクターに対し、前記通信ケーブルを介して、前記他のプロジ
ェクターの光源の点灯を指示する光源点灯コマンドを発行する制御部を含む。
【００２５】
　本態様によれば、通信ケーブルに含まれる電源線に電源を供給した後、該通信ケーブル
を介して、他のプロジェクターの光源の点灯を指示する光源点灯コマンドを発行すること
で、プロジェクターの電源投入を通知することができる。これにより、各プロジェクター
が制御用に備える端子を占有してしまうことなく、低消費電力で、複数のプロジェクター
を連動させて起動させるプロジェクターシステムを提供することができるようになる。
【００２６】
　（１０）本発明の第１０の態様に係るプロジェクターは、第８の態様又は第９の態様の
いずれかにおいて、前記通信ケーブルは、ＵＳＢケーブルであり、前記電源線は、ＵＳＢ
規格のＶＢＵＳである。
【００２７】
　本態様によれば、ＵＳＢケーブルを用いて、低消費電力で、複数のプロジェクターを連
動させて起動させることができるようになる。
【００２８】
　（１１）本発明の第１１の態様は、電源線を含む通信ケーブルを介して第１のプロジェ
クター及び第２のプロジェクターが接続されるプロジェクターシステムが、前記第１のプ
ロジェクターは、第８の態様乃至第１０の態様のいずれか記載のプロジェクターであり、
前記第２のプロジェクターは、第１の態様乃至第７の態様のいずれか記載のプロジェクタ
ーである。
【００２９】
　本態様によれば、端子を追加することなく、低消費電力で、第１のプロジェクター及び
第２のプロジェクターと連動して電源投入させることが可能なプロジェクターシステムを
提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係るプロジェクターシステムの構成例のブロック図。
【図２】本実施形態におけるプロジェクターシステムを構成するプロジェクターの詳細な
構成例のブロック図。
【図３】図３（Ａ）はＵＳＢ端子のピンの説明図。図３（Ｂ）はＵＳＢ規格に従ったＡ端
子に接続されるＵＳＢケーブルのＡプラグの説明図。図３（Ｃ）はＵＳＢ規格に従ったＢ
端子に接続されるＵＳＢケーブルのＢプラグの説明図。
【図４】本実施形態におけるプロジェクターの処理例のフロー図。
【図５】図４のステップＳ４の処理例のフロー図。
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【図６】図４のステップＳ６の処理例のフロー図。
【図７】本実施形態におけるプロジェクターシステムの動作シーケンスの一例を示す図。
【図８】本実施形態におけるプロジェクターシステムの動作シーケンスの他の例を示す図
。
【図９】本実施形態の変形例におけるプロジェクターシステムの構成例のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではな
い。また以下で説明される構成のすべてが本発明の課題を解決するために必須の構成要件
であるとは限らない。
【００３２】
　〔プロジェクターシステム〕
　図１に、本発明の一実施形態に係るプロジェクターシステムの構成例のブロック図を示
す。図１は、２台のプロジェクターを備えたプロジェクターシステムが、各プロジェクタ
ーの投写画像をスクリーン上で重ね合わせて表示する例を表す。
　本実施形態におけるプロジェクターシステム１０は、第１のプロジェクターＰＪ１と、
第２のプロジェクターＰＪ２と、画像供給装置２０と、画像分配装置３０と、制御装置４
０とを備えている。このプロジェクターシステム１０において、第１のプロジェクターＰ
Ｊ１及び第２のプロジェクターＰＪ２は、通信ケーブルとしてのＵＳＢケーブルＣＢを介
して接続されており、スクリーンＳＣＲ上で互いの投写画像を重ね合わせて表示すること
ができる。本実施形態では、第１のプロジェクターＰＪ１はマスター（マスタープロジェ
クター）として動作し、第２のプロジェクターＰＪ２はフォロワー（フォロワープロジェ
クター）として動作する。このとき、マスタープロジェクターである第１のプロジェクタ
ーＰＪ１をスタンバイ状態から起動すると、これに連動してフォロワープロジェクターで
ある第２のプロジェクターＰＪ２もまたスタンバイ状態から起動する。
【００３３】
　画像供給装置２０は、第１のプロジェクターＰＪ１及び第２のプロジェクターＰＪ２に
よりスクリーンＳＣＲに投写される画像を生成し、この生成した画像に対応した画像デー
タを画像分配装置３０に供給する。このような画像供給装置２０の機能は、例えばパーソ
ナルコンピューター（Personal Computer：以下、ＰＣ）や、ＤＶＤ（Digital Versatile
 Disc）プレーヤー等のビデオ再生装置等によって実現することができる。
【００３４】
　画像分配装置３０は、画像供給装置２０から供給された画像データから、第１のプロジ
ェクターＰＪ１用の画像データ及び第２のプロジェクターＰＪ２用の画像データを生成し
、生成した各画像データを、対応する各プロジェクター（ＰＪ１，ＰＪ２）に分配する。
このような画像分配装置３０の機能は、例えばＰＣによって実現することができる。
【００３５】
　制御装置４０は、第１のプロジェクターＰＪ１の制御用のＲＳ－２３２Ｃ端子（図示せ
ず）に接続されている。制御装置４０は、第１のプロジェクターＰＪ１を制御することで
、第１のプロジェクターＰＪ１と連動して動作する第２のプロジェクターＰＪ２を制御す
る。例えば、制御装置４０が、第２のプロジェクターＰＪ２の制御用のＲＳ－２３２Ｃ端
子（図示せず）に接続され、制御装置４０が該端子を介して第２のプロジェクターＰＪ２
を制御するようにしてもよい。また、制御装置４０により制御される第１のプロジェクタ
ーＰＪ１から、後述するＵＳＢ通信を介して第２のプロジェクターＰＪ２を制御するよう
にしてもよい。このような制御装置４０の機能は、例えばＰＣによって実現することがで
きる。
【００３６】
　第１のプロジェクターＰＪ１は、画像投写部１１０1、制御部１２０1、操作パネル部１
３０1、電源部１４０1、光源制御部１４２1、ＲＳ－２３２Ｃ通信部１５０1、ＵＳＢ通信
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部１６０1、赤外線受光部１７０1を備えている。更に、第１のプロジェクターＰＪ１は、
冷却ファン１８０1、冷却制御部１８２1、画像処理部１９０1を備えている。
【００３７】
　画像投写部１１０1は、図示しない光源を有しており、画像処理部１９０1による画像処
理後の画像データに基づいて光源から射出された光を変調してスクリーンＳＣＲに画像を
投写する。
　制御部１２０1は、中央演算処理装置（Central Processing Unit：以下、ＣＰＵ）やメ
モリーを備え、メモリーに記憶されたプログラムに従って動作することにより第１のプロ
ジェクターＰＪ１の制御を司る。
　操作パネル部１３０1は、第１のプロジェクターＰＪ１に対するユーザーの入力操作を
受け付ける。
　電源部１４０1は、外部の電源から供給された電圧を所定の電圧に変換し、第１のプロ
ジェクターＰＪ１の各部に電力を供給する。
　制御部１２０1は、電源部１４０1又は電力の供給先の各部を制御することにより、第１
のプロジェクターＰＪ１が通常動作状態かスタンバイ状態かに応じて、第１のプロジェク
ターＰＪ１の所定のブロックへの電力供給を停止することができる。
【００３８】
　光源制御部１４２1は、画像投写部１１０1が有する光源の点灯を制御する。
　ＲＳ－２３２Ｃ通信部１５０1は、図示しないＲＳ－２３２Ｃ端子を介して接続される
制御装置４０との間でＲＳ－２３２Ｃ規格に従った通信制御を行う。
　第１のプロジェクターＰＪ１は、図示しないＵＳＢ規格のＡ端子（広義にはＵＳＢ端子
）を有している。ＵＳＢ通信部１６０1は、このＡ端子に接続されるＵＳＢケーブルＣＢ
を介して、第２のプロジェクターＰＪ２との間でＵＳＢ規格に従った通信制御を行う。
　赤外線受光部１７０1は、ユーザーの操作内容に応じて、リモートコントローラー（リ
モコン）ＲＣから赤外線により送られるコードを受信する。
　冷却ファン１８０1は、画像投写部１１０1を冷却する。
　冷却制御部１８２1は、冷却ファン１８０1の回転を制御する。
　画像処理部１９０1は、画像分配装置３０から供給された第１のプロジェクターＰＪ１
用の画像データに対して、所与の画像処理を行い、画像処理後の画像データを画像投写部
１１０1に供給する。
【００３９】
　第２のプロジェクターＰＪ２は、画像投写部１１０2、制御部１２０2、操作パネル部１
３０2、電源部１４０2、光源制御部１４２2、ＵＳＢ通信部１６０2を備えている。更に、
第２のプロジェクターＰＪ２は、冷却ファン１８０2、冷却制御部１８２2、画像処理部１
９０2を備えている。
【００４０】
　画像投写部１１０2は、画像投写部１１０1と同様に、図示しない光源を有しており、画
像処理部１９０2による画像処理後の画像データに基づいて光源から射出された光を変調
してスクリーンＳＣＲに画像を投写する。
　制御部１２０2は、制御部１２０1と同様に、ＣＰＵやメモリーを備え、メモリーに記憶
されたプログラムに従って動作することにより第２のプロジェクターＰＪ２の制御を司る
。
　操作パネル部１３０2は、第２のプロジェクターＰＪ２に対するユーザーの入力操作を
受け付ける。
　電源部１４０2は、電源部１４０1と同様に、外部の電源から供給された電圧を所定の電
圧に変換し、第２のプロジェクターＰＪ２の各部に電力を供給する。
　制御部１２０2は、電源部１４０2又は電力の供給先の各部を制御することにより、第２
のプロジェクターＰＪ２が通常動作状態かスタンバイ状態かに応じて、第２のプロジェク
ターＰＪ２の所定のブロックへの電力供給を停止することができる。
【００４１】
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　光源制御部１４２2は、画像投写部１１０2が有する光源の点灯を制御する。
　第２のプロジェクターＰＪ２は、図示しないＵＳＢ規格のＢ端子（広義にはＵＳＢ端子
）を有している。ＵＳＢ通信部１６０2は、このＢ端子に接続されるＵＳＢケーブルＣＢ
を介して第１のプロジェクターＰＪ１との間でＵＳＢ規格に従った通信制御を行う。
　冷却ファン１８０2は、画像投写部１１０2を冷却する。
　冷却制御部１８２2は、冷却ファン１８０2の回転を制御する。
　画像処理部１９０2は、画像分配装置３０から供給された第２のプロジェクターＰＪ２
用の画像データに対して、所与の画像処理を行い、画像処理後の画像データを画像投写部
１１０2に供給する。
【００４２】
　以上のような構成を有するプロジェクターシステム１０において、第１のプロジェクタ
ーＰＪ１及び第２のプロジェクターＰＪ２は、電源連動モードで動作するように設定され
ると、互いにスタンバイ状態で待機する。この状態で、例えばリモコンＲＣをユーザーが
操作して電源投入を指示し、赤外線受光部１７０1において操作に対応したコードを受信
すると、第１のプロジェクターＰＪ１は、スタンバイ状態から通常動作状態に起動する。
すると、ＵＳＢ通信部１６０1は、ＵＳＢ端子のＶＢＵＳに、電源部１４０1からの所定の
電圧を供給し始める。このＶＢＵＳの電圧は、ＵＳＢケーブルＣＢのＶＢＵＳ線（電源線
）を介して第２のプロジェクターＰＪ２のＶＢＵＳに伝達される。
【００４３】
　第２のプロジェクターＰＪ２において、ＵＳＢ端子のＶＢＵＳは、制御部１２０2にも
接続されており、制御部１２０2は、ＵＳＢ通信部１６０2の電源供給が停止された状態で
あっても、ＶＢＵＳの電圧印加を検出することができるようになっている。スタンバイ状
態の第２のプロジェクターＰＪ２は、ＶＢＵＳに所定の電圧が供給されると、ＶＢＵＳ線
を介した電源供給として検知することができる。すると、第２のプロジェクターＰＪ２は
、スタンバイ状態から通常動作状態に起動する。即ち、マスタープロジェクターとしての
第１のプロジェクターＰＪ１への電源の投入を、フォロワープロジェクターとしての第２
のプロジェクターＰＪ２に連動させる場合に、ＶＢＵＳへの電圧供給をトリガーとして行
うことができる。
【００４４】
　このようなＵＳＢ端子は、近年、多くのプロジェクターにおいて既に用意されている。
例えば、ＵＳＢ規格のＡ端子には、ＵＳＢメモリーが接続され、ＵＳＢメモリー内に記憶
された画像情報や動画情報により、プロジェクターにより画像や動画を表示したり、ＵＳ
Ｂ書画カメラが接続されたりする。また、ＵＳＢ規格のＢ端子には、ＰＣが接続され、プ
ロジェクターのリモコンによりＰＣの画面上のマウスカーソルを移動させたり、ＰＣの画
面をプロジェクターにより表示したりする。
　ところが、近年では、プロジェクターのスタンバイ時の待機電力について厳しい基準が
施行され、基準をクリアできない場合にはプロジェクターの販売ができない状態になって
おり、ＵＳＢ通信部への電源供給もできるだけ停止しておく必要がある。そこで、複数台
のプロジェクターの電源投入の連動については、希望するユーザーや希望しないユーザー
が存在するため、専用端子を増やすことなく低コスト化を図り、スタンバイ状態において
低消費電力のプロジェクターを提供する必要がある。しかしながら、各プロジェクターが
制御用に備えるＲＳ－２３２Ｃ端子を用いて連動させるようにしても低消費電力化は可能
であるが、外部制御ができなくなる。
【００４５】
　この点、本実施形態によれば、各プロジェクターが制御用に備えるＲＳ－２３２Ｃ端子
を用いることなく、プロジェクターシステムにおいて各プロジェクターを連動させて起動
させることができるようになる。従って、本実施形態におけるプロジェクターシステムで
は、ＲＳ－２３２Ｃ端子を介して各プロジェクターの制御を行うことができる上に、電源
投入を連動させて、ユーザーにとって使い勝手の良いプロジェクターシステムを提供する
ことができる。
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【００４６】
　〔プロジェクター〕
　図１に示した第１のプロジェクターＰＪ１及び第２のプロジェクターＰＪ２のそれぞれ
の機能は、次のような構成を有するプロジェクターにより実現されることが望ましい。こ
れにより、低コストで、上記のプロジェクターシステムを提供することができるようにな
る。
【００４７】
　図２に、本実施形態におけるプロジェクターシステムを構成するプロジェクターの詳細
な構成例のブロック図を示す。
　図３（Ａ）、図３（Ｂ）、及び図３（Ｃ）に、本実施形態においてプロジェクターが有
するＵＳＢ端子に接続されるＵＳＢケーブルＣＢの説明図を示す。図３（Ａ）は、ＵＳＢ
端子のピンの説明図を表す。図３（Ｂ）は、ＵＳＢ規格に従ったＡ端子に接続されるＵＳ
ＢケーブルＣＢのＡプラグの説明図を表す。図３（Ｃ）は、ＵＳＢ規格に従ったＢ端子に
接続されるＵＳＢケーブルＣＢのＢプラグの説明図を表す。
　本実施形態におけるプロジェクター１００は、動作モードを設定することで、マスター
プロジェクター又はフォロワープロジェクターとして動作の切り替えが可能に構成される
。プロジェクター１００は、画像投写部１１０、制御部１２０、操作パネル部１３０、記
憶部１３２、電源部１４０、光源制御部１４２、電源端子１４４、ＲＳ－２３２Ｃ通信部
１５０、ＲＳ－２３２Ｃ端子１５２を備えている。更にプロジェクター１００は、ＵＳＢ
通信部１６０、ＵＳＢ端子１６２、赤外線受光部１７０、冷却ファン１８０、冷却制御部
１８２、温度センサー１８４を備えている。更にまた、プロジェクター１００は、画像処
理部１９０、画像データ入力端子１９２、入力選択部１９４、ＯＳＤ（On-Screen Displa
y）処理部１９６を備えている。上記の各部は、プロジェクター１００の本体内または本
体の外面に収容されている。上記の各部の他に、プロジェクター１００を操作するための
リモコンＲＣが設けられている。
【００４８】
　画像投写部１１０は、光源１１１、光変調装置としての液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１
１４Ｇ，１１４Ｂ、液晶駆動部１１５、投写光学系としての投写レンズ１１６等を備えて
いる。画像投写部１１０は、光源１１１から射出された光を、液晶ライトバルブ１１４Ｒ
，１１４Ｇ，１１４Ｂで変調して画像を形成し、この画像を投写レンズ１１６から投写す
る。画像投写部１１０は、図１の画像投写部１１０1，１１０2の機能を実現する。
【００４９】
　光源１１１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１１２と、光源ランプ１１２が放射した光を液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１１４Ｇ，１
１４Ｂ側に反射するリフレクター１１３とを備えている。光源１１１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）の各色
光成分の光に分離される。分離された各色光成分の光は、液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１
１４Ｇ，１１４Ｂの対応する液晶ライトバルブに入射する。
【００５０】
　液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂ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１１４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂ
には、マトリックス状に配列された複数の画素が形成されており、液晶に対して画素毎に
駆動電圧を印加可能になっている。液晶駆動部１１５が、入力される画像データに応じた
駆動電圧を各画素に印加すると、各画素は、画像データに応じた光透過率に設定される。
このため、光源１１１から射出された光は、この液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１１４Ｇ，
１１４Ｂを透過することによって変調され、画像データに応じた画像が色光毎に形成され
る。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毎に合成されてカラ
ー画像となった後、投写レンズ１１６から拡大投写される。
【００５１】
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　制御部１２０は、動作モード設定部１２２、コマンド発行部１２４を備えている。制御
部１２０は、ＣＰＵや、各種データ等の一時記憶に用いられるランダムアクセスメモリー
（Random Access Memory：以下、ＲＡＭ）等を備えている。制御部１２０は、記憶部１３
２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上記の各部の機能を実現
すると共に、プロジェクター１００の動作を制御する。制御部１２０は、動作モード設定
部１２２によって設定された動作モードに応じて図１の制御部１２０1，１２０2の機能を
実現する。
【００５２】
　動作モード設定部１２２は、操作パネル部１３０又はリモコンＲＣを介したユーザーか
らの指示により、プロジェクター１００の動作モードを設定する。制御部１２０は、動作
モード設定部１２２によって設定された動作モードに応じて、プロジェクター１００の各
部を制御する。本実施形態において、プロジェクター１００の動作モードは、通常モード
と電源連動モードとを含む。通常モードは、プロジェクター１００が単体で動作すること
ができる動作モードである。電源連動モードは、マスタープロジェクターに設定されたプ
ロジェクターの電源投入にフォロワープロジェクターの電源投入を連動させるモードであ
る。
　電源連動モードに設定するとき、動作モード設定部１２２は、上記のユーザーからの指
示により、更に、設定対象のプロジェクターをマスタープロジェクター又はフォロワープ
ロジェクターのどちらにするかに設定する。設定対象のプロジェクターがマスタープロジ
ェクターに設定されたとき、制御部１２０は、電源連動モードにおけるマスタープロジェ
クターとしてプロジェクター１００を制御する。設定対象のプロジェクターがフォロワー
プロジェクターに設定されたとき、制御部１２０は、電源連動モードにおけるフォロワー
プロジェクターとしてプロジェクター１００を制御する。
【００５３】
　コマンド発行部１２４は、電源連動モードに設定されたときに、相手方のプロジェクタ
ーに所定のコマンドを発行する。例えばマスタープロジェクターとして設定されたプロジ
ェクターは、フォロワープロジェクターに設定されたプロジェクターに対して、起動後に
光源点灯コマンド等の所定のコマンドを発行する。
【００５４】
　記憶部１３２は、読み出し専用メモリー（Read Only Memory：ＲＯＭ）や、フラッシュ
メモリー、強誘電体メモリー（Ferroelectric RAM：ＦｅＲＡＭ）等の不揮発性のメモリ
ーにより構成されている。記憶部１３２には、プロジェクター１００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１００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。
【００５５】
　操作パネル部１３０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１００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。操作
パネル部１３０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、画像データ入力端子１９２を介して入力される複数種類のソースの中から所望のソ
ースを選択するソース選択キー等がある。ユーザーが操作パネル部１３０の各種操作キー
を操作（押下）すると、操作パネル部１３０は、この入力操作を受け付けて、ユーザーの
操作内容に応じた操作信号を制御部１２０に出力する。操作パネル部１３０は、操作パネ
ル部１３０1，１３０2の機能を実現する。また、プロジェクター１００は、操作パネル部
１３０と同様の機能を有するリモコンＲＣを備えている。
【００５６】
　電源部１４０には、電源端子１４４を介してＡＣ１００Ｖ等の電力が外部から供給され
る。電源部１４０は、例えば商用電源から供給される交流電源を所定の電圧の直流電源に
変換し、プロジェクター１００の各部に電力を供給する。
　プロジェクター１００の各部には、制御部１２０の指示に基づく動作状態に応じて電力
が供給される。例えば、通常動作状態のとき、電源部１４０は、画像の投写に必要な電力
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（動作電力）を各部に供給し、スタンバイ状態のとき、電源部１４０は、動作電力の供給
を停止して、電源をオンにするための操作を待機する。具体的には、スタンバイ状態のと
き、電源部１４０は、例えば制御部１２０、操作パネル部１３０、記憶部１３２、及び赤
外線受光部１７０にのみ電力を供給し、他の部分への電力供給を停止する。
【００５７】
　光源制御部１４２は、電源部１４０で生成された直流電流を交流矩形波電流に変換する
インバーターや、光源ランプ１１２の電極間の絶縁破壊を行って光源ランプ１１２の始動
を促すためのイグナイター等を備えている。光源制御部１４２は、制御部１２０の指示に
基づいて光源１１１の点灯を制御する。具体的には、光源制御部１４２は、光源ランプ１
１２を始動させて所定の電力を供給することにより光源１１１を点灯させると共に、電力
の供給を停止して光源１１１を消灯させることができる。

【００５８】
　ＲＳ－２３２Ｃ通信部１５０には、公知のＲＳ－２３２Ｃ端子１５２を介して、プロジ
ェクター１００を制御するための制御装置４０（図１）からＲＳ－２３２Ｃ規格に従った
制御信号が入出力される。ＲＳ－２３２Ｃ通信部１５０は、ＲＳ－２３２Ｃ端子１５２を
介して入力された制御信号の受信処理を行い、該制御信号に対応した受信結果を制御部１
２０に出力する。また、ＲＳ－２３２Ｃ通信部１５０は、制御部１２０の指示に基づいて
ＲＳ－２３２Ｃ規格に従った制御信号を、ＲＳ－２３２Ｃ端子１５２に出力する。
【００５９】
　ＵＳＢ通信部１６０には、ＵＳＢ端子１６２を介してＵＳＢ規格に従った信号が入出力
される。ＵＳＢ端子１６２は、図３（Ｂ）に示すＡプラグの接続が可能なＡ端子、及び図
３（Ｃ）に示すＢプラグの接続が可能なＢ端子を備えている。Ａ端子及びＢ端子は、図３
（Ａ）に示すように、ＶＢＵＳ，Ｄ－，Ｄ＋，ＧＮＤを備えている。ＶＢＵＳには、所定
の電圧が印加され、Ｄ－及びＤ＋には通信データに対応した差動電圧が印加され、ＧＮＤ
には所定の接地電圧が印加される。ＵＳＢ通信部１６０は、ＵＳＢ端子１６２を介して入
力されたＵＳＢ規格の信号の受信処理を行い、該信号に対応した受信結果を制御部１２０
に出力する。また、ＵＳＢ通信部１６０は、制御部１２０の指示に基づいてＵＳＢ規格に
従った信号を、ＵＳＢ端子１６２に出力する。ＵＳＢ通信部１６０は、動作モード設定部
１２２によって設定された動作モードに応じて図１のＵＳＢ通信部１６０1，１６０2の機
能を実現する。
【００６０】
　ＵＳＢ端子１６２のＢ端子のＶＢＵＳは、制御部１２０にも接続されている。この制御
部１２０は、電源供給検知部としての機能も有する。制御部１２０を有するプロジェクタ
ーが電源連動モードのフォロワープロジェクターに設定されたとき、制御部１２０は、マ
スタープロジェクターによってＵＳＢケーブルＣＢのＶＢＵＳに所定の電圧が印加された
ことを検知することにより、マスタープロジェクターの電源投入を検知する。
【００６１】
　赤外線受光部１７０は、ユーザーの操作内容に応じて、リモコンＲＣから赤外線により
送られるコードを受信する。赤外線受光部１７０により受信されたコードに対応した信号
は、制御部１２０に伝達される。赤外線受光部１７０は、図１の赤外線受光部１７０1の
機能を実現する。
　操作パネル部１３０、又はリモコンＲＣ及び赤外線受光部１７０は、入力操作部に相当
する。
【００６２】
　温度センサー１８４は、サーミスター等で構成され、プロジェクター１００の本体内部
の温度を検出し、検出結果を冷却制御部１８２に出力する。この温度センサー１８４は、
光源１１１、液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂ、電源部１４０等のように
、熱を発する部位や熱によるダメージを受けやすい部位に配置される。また、プロジェク
ター１００の本体内部の温度を直接検出する代わりに、プロジェクター１００の本体の排
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気口から排出される空気の温度を検出すること等により、プロジェクター１００の本体内
部の温度を間接的に検出するようにしてもよい。
【００６３】
　冷却制御部１８２は、制御部１２０の指示に基づいて、冷却ファン１８０の回転の始動
、及びその停止を制御すると共に、制御部１２０の指示と温度センサー１８４の検出結果
とに基づいて冷却ファン１８０の回転数（回転速度）を制御する。冷却制御部１８２は、
プロジェクター１００の本体内部の温度が高温であるほど、冷却ファン１８０の回転速度
を増大させて温度上昇を抑制する。また、冷却制御部１８２は、プロジェクター１００の
本体内部の温度が低い場合には、冷却ファン１８０の回転に伴う騒音と電力消費とを抑制
すべく冷却ファン１８０の回転速度を低下させる。冷却制御部１８２は、図１の冷却制御
部１８２1，１８２2の機能を実現する。
【００６４】
　冷却ファン１８０は、例えば、軸流ファンやシロッコファン等によって構成される。冷
却ファン１８０は、冷却制御部１８２の制御に基づいて回転することにより、本体に設け
られた吸気口から外部の空気を吸入して、本体の内部（特に、画像投写部１１０や電源部
１４０等）を冷却し、冷却後の空気を本体に設けられた排気口から排出する。なお、冷却
ファン１８０は、複数のファンによって構成されてもよく、例えば、吸気口の近傍に配置
される吸気ファンと、排気口の近傍に配置される排気ファンとを含んで構成されてもよい
。冷却ファン１８０は、図１の冷却ファン１８０1，１８０2の機能を実現する。
【００６５】
　画像データ入力端子１９２は、複数の入力端子を備えており、各入力端子には、ＰＣや
ビデオ再生装置等の外部の画像供給装置から、図示しないケーブルを介して画像データが
入力される。画像データ入力端子１９２を構成する各入力端子に入力された画像データは
、入力選択部１９４に供給される。本実施形態では、画像データ入力端子１９２には、画
像分配装置３０から画像データが入力される。
【００６６】
　入力選択部１９４は、画像データ入力端子１９２を構成する複数の入力端子のうち、制
御部１２０の指示に基づく１つの入力端子を選択し、この入力端子に入力される画像デー
タを画像処理部１９０に出力する。ユーザーが、操作パネル部１３０に備わるソース選択
キーを操作して所望の入力端子を指定すると、制御部１２０は、この入力端子に入力され
る画像データが画像処理部１９０に出力されるように入力選択部１９４に指示をする。
【００６７】
　画像処理部１９０は、入力選択部１９４から入力される画像データを、液晶ライトバル
ブ１１４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂの各画素の階調を表す画像データに変換する。ここで、
変換された画像データは、Ｒ，Ｇ，Ｂの色光別になっており、各液晶ライトバルブ１１４
Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂのすべての画素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１９０は、制御部１２
０の指示に基づき、変換した画像データに対して、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、処理後の画像データをＯＳＤ処理部
１９６に出力する。画像処理部１９０は、図１の画像処理部１９０1，１９０2の機能を実
現する。
【００６８】
　ＯＳＤ処理部１９６は、制御部１２０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画像を重畳するための処理を行う。ＯＳＤ処理部１９６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１２０が、ＯＳＤ画像の重畳を指示すると、ＯＳ
Ｄ処理部１９６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ＯＳ
Ｄ画像を形成するためのＯＳＤ画像データを生成する。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１９０から入力される画像データにこのＯ
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ＳＤ画像データを合成する。ＯＳＤ画像データが合成された画像データは、液晶駆動部１
１５に出力される。なお、制御部１２０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１９６は、画像処理部１９０から入力される画像データを、そのまま液
晶駆動部１１５に出力する。
【００６９】
　液晶駆動部１１５が、ＯＳＤ処理部１９６から入力される画像データに従って液晶ライ
トバルブ１１４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂを駆動すると、液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１１
４Ｇ，１１４Ｂは、画像データに応じた画像を形成する。液晶ライトバルブ１１４Ｒ，１
１４Ｇ，１１４Ｂによって形成された画像が、投写レンズ１１６から投写される。
【００７０】
　図４に、プロジェクター１００の処理例のフロー図を示す。
　図５に、図４のステップＳ４の処理例のフロー図を示す。
　図６に、図４のステップＳ６の処理例のフロー図を示す。
　記憶部１３２には、図４、図５、及び図６の各ステップに対応した制御プログラムが記
憶されており、制御部１２０が記憶部１３２に記憶される制御プログラムを読み出して、
該制御プログラムに対応した処理を実行する。
【００７１】
　本実施形態では、ユーザーにより、プロジェクターの動作モードが指定される。プロジ
ェクター１００が通常動作状態のときに、ユーザーが操作パネル部１３０又はリモコンＲ
Ｃを操作して、メニュー画像の表示を指示すると、制御部１２０は、ＯＳＤ処理部１９６
によりメニュー画像等のＯＳＤ画像を入力画像に重畳させる指示を行う。これにより、プ
ロジェクター１００は、ＯＳＤ画像をスクリーンに投写する（ステップＳ１）。ステップ
Ｓ１において表示されるＯＳＤ画像内では、例えば電源連動モードにおけるマスタープロ
ジェクターやフォロワープロジェクターを、ユーザーが、操作パネル部１３０又はリモコ
ンＲＣを介して選択することができるようになっている。
【００７２】
　次に、制御部１２０は、操作パネル部１３０又はリモコンＲＣを介したユーザーの入力
操作を受け付け、ユーザーの入力操作に基づいて、動作モード設定部１２２において当該
プロジェクターの動作モードを設定する（ステップＳ２）。
【００７３】
　動作モード設定部１２２により、当該プロジェクターがマスタープロジェクターとして
設定された（第１の動作モードで動作するように設定された）と判定されたとき（ステッ
プＳ３：Ｙ）、プロジェクター１００は、これ以降、マスタープロジェクターとして動作
する（ステップＳ４、エンド）。即ち、制御部１２０は、マスタープロジェクターとして
動作するようにプロジェクター１００の各部を制御する。
【００７４】
　マスタープロジェクターとして設定されていないと判定されたとき（ステップＳ３：Ｎ
）、制御部１２０は、当該プロジェクターがフォロワープロジェクターとして設定された
か否かを判定する（ステップＳ５）。
【００７５】
　当該プロジェクターがフォロワープロジェクターとして設定された（第２の動作モード
で動作するように設定された）と判定されたとき（ステップＳ５：Ｙ）、制御部１２０は
、これ以降、フォロワープロジェクターとして動作するようにプロジェクター１００の各
部を制御する（ステップＳ６、エンド）。
【００７６】
　ステップＳ５において、フォロワープロジェクターとして設定されていないと判定され
たとき（ステップＳ５：Ｎ）、制御部１２０は、一連の処理を終了する（エンド）。
【００７７】
　プロジェクター１００がマスタープロジェクターに設定されたとき、プロジェクター１
００は、図５に示すような動作を行う。
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　即ち、マスタープロジェクターとして動作するとき、制御部１２０は、プロジェクター
１００をスタンバイ状態に設定し（ステップＳ１０）、フォロワープロジェクターが接続
された状態でユーザーからの起動指示を待つ（ステップＳ１１：Ｎ）。
【００７８】
　例えばリモコンＲＣを介してユーザーから当該プロジェクターの起動指示があったとき
（ステップＳ１１：Ｙ）、制御部１２０は、当該プロジェクターを例えば通常動作状態に
起動する（ステップＳ１２）。
【００７９】
　次に、制御部１２０は、ＵＳＢ通信部１６０を制御してＵＳＢ端子１６２を初期化し（
ステップＳ１３）、電源部１４０からＶＢＵＳに所定の電圧の供給を開始させる（ステッ
プＳ１４）。
【００８０】
　その後、制御部１２０は、ＵＳＢ通信部１６０において、ＵＳＢケーブルの接続先であ
るフォロワープロジェクターとの間でＵＳＢ通信が可能になったか否かを監視する。ＵＳ
Ｂ通信が可能になったとき（ステップＳ１５：Ｙ）、制御部１２０は、ＵＳＢ通信部１６
０を介してフォロワープロジェクターとの間でエニュメレーションを行う（ステップＳ１
６）。エニュメレーションでは、マスタープロジェクターがＵＳＢケーブルに接続されて
いるフォロワープロジェクターを識別し、マスタープロジェクターがフォロワープロジェ
クターにアドレスを割り付ける。その後、マスタープロジェクターが、フォロワープロジ
ェクターとの間のＵＳＢ通信に必要なすべての情報（ベンダーＩＤやプロダクトＩＤ等）
を取得する。
【００８１】
　エニュメレーションが終了すると、制御部１２０は、エニュメレーションの結果として
取得したベンダーＩＤやプロダクトＩＤ等に基づいて、ＵＳＢケーブルの接続先がプロジ
ェクターであるか否かを判定することができる。ＵＳＢケーブルの接続先がプロジェクタ
ーであると判定されたとき（ステップＳ１７：Ｙ）、制御部１２０は、フォロワープロジ
ェクターが起動したと判断して、コマンド発行部１２４により光源点灯コマンドを発行す
る（ステップＳ１８）。光源点灯コマンドは、ＵＳＢ通信部１６０によりＵＳＢ通信によ
ってフォロワープロジェクターに伝達され、フォロワープロジェクターの光源の点灯を指
示する。
【００８２】
　その後、制御部１２０は、画像投写部１１０により、画像分配装置３０から供給された
画像データを用いてスクリーンＳＣＲに画像を投写する（ステップＳ１９、エンド）こと
で、フォロワープロジェクターと連動してスクリーンＳＣＲに画像を表示する。なお、プ
ロジェクター１００においては、ステップＳ１２からステップＳ１９までの間の任意の箇
所で、光源の点灯と冷却の開始が行われる。
【００８３】
　ステップＳ１５においてＵＳＢ通信が可能にならなかったとき（ステップＳ１５：Ｎ）
、又はステップＳ１７においてＵＳＢケーブルの接続先がプロジェクターではないと判定
されたとき（ステップＳ１７：Ｎ）、制御部１２０は、一連の処理を終了する（エンド）
。ここで、ステップＳ１５においてＵＳＢ通信が可能にならなかったとき（ステップＳ１
５：Ｎ）、又はステップＳ１７においてＵＳＢケーブルの接続先がプロジェクターではな
いと判定されたとき（ステップＳ１７：Ｎ）、プロジェクター１００が単体で動作するこ
とができる通常モードの動作として、画像分配装置３０から供給された画像データを用い
てスクリーンＳＣＲに画像を投写（ステップＳ１９、エンド）してもよい。
【００８４】
　プロジェクター１００がフォロワープロジェクターに設定されたとき、プロジェクター
１００は、図６に示すような動作を行う。
　即ち、フォロワープロジェクターとして動作するとき、制御部１２０は、プロジェクタ
ー１００をスタンバイ状態に設定する（ステップＳ３０）。そして、ＵＳＢ通信部１６０
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において、マスタープロジェクターが接続された状態でＵＳＢケーブルのＶＢＵＳの電圧
供給の検知を行う（ステップＳ３１：Ｎ）。
【００８５】
　マスタープロジェクターによって供給されたＵＳＢケーブルのＶＢＵＳの電圧を検知し
たとき（ステップＳ３１：Ｙ）、制御部１２０は、当該プロジェクターを例えば通常動作
状態に起動する（ステップＳ３２）。
【００８６】
　次に、制御部１２０は、ＵＳＢ通信部１６０を制御してＵＳＢ端子１６２を初期化し（
ステップＳ３３）、ＵＳＢケーブルの接続先であるマスタープロジェクターとの間でＵＳ
Ｂ通信が可能になったか否かを監視する。制御部１２０は、この監視を、ＵＳＢ通信部１
６０を介して行う。ＵＳＢ通信が可能になったとき（ステップＳ３４：Ｙ）、制御部１２
０は、ＵＳＢ通信部１６０を介してマスタープロジェクターとの間でエニュメレーション
を行う（ステップＳ３５）。
【００８７】
　エニュメレーションが終了すると、制御部１２０は、ＵＳＢ通信部１６０を介して光源
点灯コマンドの受信を待つ（ステップＳ３６）。ＵＳＢ通信部１６０を介して光源点灯コ
マンドが受信されたとき（ステップＳ３６：Ｙ）、制御部１２０は、光源制御部１４２に
より光源１１１の点灯を開始させる（ステップＳ３７）。
【００８８】
　続いて、制御部１２０は、冷却制御部１８２により冷却ファン１８０の回転を始動させ
る（ステップＳ３８）。その後、制御部１２０は、画像投写部１１０により、画像分配装
置３０から供給された画像データを用いてスクリーンＳＣＲに画像を投写する（ステップ
Ｓ３９、エンド）ことで、マスタープロジェクターと連動してスクリーンＳＣＲに画像を
表示する。
【００８９】
　ステップＳ３６においてＵＳＢ通信部１６０を介して光源点灯コマンドが受信されなか
ったとき（ステップＳ３６：Ｎ）、制御部１２０は、図示しないタイマーの計時を開始し
、所定のタイムアウト時間が経過するまでステップＳ３６に戻る（ステップＳ４０：Ｎ）
。所定のタイムアウト時間が経過したとき（ステップＳ４０：Ｙ）、制御部１２０は、プ
ロジェクター１００をスタンバイ状態に設定する（ステップＳ４１、エンド）。
【００９０】
　また、ステップＳ３４においてＵＳＢ通信が可能にならなかったとき（ステップＳ３４
：Ｎ）、制御部１２０は、一連の処理を終了する（エンド）。ここで、ステップＳ３４に
おいてＵＳＢ通信が可能にならなかったとき（ステップＳ３４：Ｎ）、制御部１２０は、
プロジェクター１００をスタンバイ状態に設定（ステップＳ４１、エンド）してもよい。
【００９１】
　以上のように、プロジェクター１００は、マスタープロジェクター又はフォロワープロ
ジェクターとして動作モードを切り替えて動作することができる。
　マスタープロジェクターに設定されたプロジェクター１００では、制御部１２０は、Ｖ
ＢＵＳに電圧を供給した後、このＶＢＵＳへの電圧供給を検知して起動したフォロワープ
ロジェクターに対し、ＵＳＢケーブルを介して、フォロワープロジェクターの光源の点灯
を指示する光源点灯コマンドを発行することができる。
　フォロワープロジェクターに設定されたプロジェクター１００では、制御部１２０が電
源供給検知部としても機能し、スタンバイ状態においてマスタープロジェクターによるＶ
ＢＵＳを介した電源供給を検知する。そして、制御部１２０は、ＶＢＵＳの電源供給を検
知したとき、スタンバイ状態から通常動作状態にプロジェクター１００を起動する。更に
、ＶＢＵＳの電源供給を検知したとき、ＵＳＢケーブルの接続先がプロジェクターである
か否かを判定し、接続先がプロジェクターではないと判定されたとき、制御部１２０は、
通常動作状態からスタンバイ状態にプロジェクター１００を切り替えることができる。ま
た、接続先がプロジェクターであると判定されたとき、制御部１２０は、マスタープロジ



(17) JP 6149394 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

ェクターからの光源点灯コマンドを受けて光源制御部１４２により光源１１１の点灯を開
始させることができる。更にまた、制御部１２０は、接続先がプロジェクターであると判
定されたとき、冷却制御部１８２により冷却ファン１８０の回転を始動させることができ
る。
【００９２】
　本実施形態では、図１の第１のプロジェクターＰＪ１として図２のプロジェクター１０
０をマスタープロジェクターに設定し、図１の第２のプロジェクターＰＪ２として図２の
プロジェクター１００をフォロワープロジェクターに設定する。そして、マスタープロジ
ェクターに設定されたプロジェクターのＵＳＢ端子のＡ端子にＵＳＢケーブルの一方が接
続され、フォロワープロジェクターに設定されたプロジェクターのＵＳＢ端子のＢ端子に
該ＵＳＢケーブルの他方が接続される。
【００９３】
　図７に、本実施形態におけるプロジェクターシステムの動作シーケンスの一例を示す。
ここでは、第１のプロジェクターＰＪ１及び第２のプロジェクターＰＪ２について既に上
記のように動作モードが設定され、各プロジェクターがスタンバイ状態で待機しているも
のとする。
　第１のプロジェクターＰＪ１では、ユーザーがリモコンの電源キーを操作して電源投入
を指示したとき、リモコンの操作内容に対応したコードが赤外線受光部において受信され
る（ステップＳＱ１）。すると、第１のプロジェクターＰＪ１がスタンバイ状態から起動
し（ステップＳＱ２）、ＵＳＢ端子の初期化を行った後（ステップＳＱ３）、ＵＳＢ規格
のＡ端子のＶＢＵＳに所定の電圧の供給を開始する（ステップＳＱ４）。
【００９４】
　第２のプロジェクターＰＪ２は、スタンバイ状態においてＵＳＢケーブルを介してＢ端
子のＶＢＵＳの電圧供給を検知すると（ステップＳＱ５）、スタンバイ状態から起動する
（ステップＳＱ６）。その後、スタンバイ状態から起動した第１のプロジェクターＰＪ１
及び第２のプロジェクターＰＪ２は、互いにＵＳＢケーブルを介してエニュメレーション
を行う（ステップＳＱ７）。
【００９５】
　そして、エニュメレーションの結果、互いにプロジェクターが接続されていると判断さ
れると、第１のプロジェクターＰＪ１は、ＵＳＢケーブルを介して第２のプロジェクター
ＰＪ２に対して光源点灯コマンドを発行する（ステップＳＱ８）。
【００９６】
　光源点灯コマンドを受信した第２のプロジェクターＰＪ２は、光源点灯を開始し（ステ
ップＳＱ９）、引き続き、冷却ファンの回転を始動させる（ステップＳＱ１０）。
【００９７】
　図８に、本実施形態におけるプロジェクターシステムの動作シーケンスの他の例を示す
。ここでは、ＰＣ及び第２のプロジェクターＰＪ２が接続され、第２のプロジェクターが
スタンバイ状態で待機しているものとする。
　ＰＣでは、ユーザーが電源投入をすると（ステップＳＱ２０）、例えばスタンバイ状態
から起動し（ステップＳＱ２１）、ＵＳＢ端子の初期化を行った後（ステップＳＱ２２）
、ＵＳＢ規格のＡ端子のＶＢＵＳに所定の電圧の供給を開始する（ステップＳＱ２３）。
【００９８】
　第２のプロジェクターＰＪ２は、スタンバイ状態においてＵＳＢケーブルを介してＢ端
子のＶＢＵＳの電圧供給を検知すると（ステップＳＱ２４）、スタンバイ状態から起動す
る（ステップＳＱ５）。その後、スタンバイ状態から起動したＰＣ及び第２のプロジェク
ターＰＪ２は、互いにＵＳＢケーブルを介してエニュメレーションを行う（ステップＳＱ
２６）。
【００９９】
　そして、エニュメレーションの結果、プロジェクターが接続されていないと判断される
と、第２のプロジェクターＰＪ２は、光源点灯コマンドの受信を待ち、タイムアウトにな
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ると（ステップＳＱ２７）、再び、スタンバイ状態に戻る（ステップＳＱ２８）。
【０１００】
　以上説明したように、本実施形態によれば、各プロジェクターが制御用に備える端子を
占有してしまうことなく、複数のプロジェクターを連動させて起動させることができるよ
うになる。従って、本実施形態におけるプロジェクターシステムでは、制御用の端子を介
して各プロジェクターの制御を引き続き行うことができる上に、電源投入を連動させて、
ユーザーにとって使い勝手の良いプロジェクターシステムを提供することができる。この
とき、起動前では各プロジェクターはスタンバイ状態で待機していればよいので、ＵＳＢ
通信が可能な状態で一方から電源投入コマンドを待つ必要がなくなり、待機電力を大幅に
削減することができるようになる。
【０１０１】
　また、本実施形態によれば、フォロワープロジェクターとしての第２のプロジェクター
ＰＪ２は、スタンバイ状態から起動した後、ＵＳＢケーブルＣＢの接続先がプロジェクタ
ーであるか否かを判定することができる。こうすることで、接続先がプロジェクターでは
ないと判定されたとき、第２のプロジェクターＰＪ２は、再び、スタンバイ状態に戻るよ
うにすることができる。これにより、プロジェクターシステムとして適切な動作が期待で
きない場合にまで、通常動作状態として長時間起動させておくことなく、プロジェクター
の無駄な待機電力を削減することができる。
【０１０２】
　また、ユーザーにとって、プロジェクターの起動は、光源の点灯、冷却ファンの回転、
ＬＥＤ等の点灯で判断することができる。そこで、本実施形態では、第２のプロジェクタ
ーＰＪ２は、ＶＢＵＳの電圧を検知したとき、画像投写部１１０2の光源を点灯させず、
且つ、冷却ファン１８０2の回転を停止させた状態で、通常動作状態に起動することがで
きる。即ち、ＶＢＵＳの電圧を検知したとき、スタンバイ状態における光源及び冷却ファ
ンの状態のまま起動させることが望ましい。こうすることで、上記のようにＵＳＢケーブ
ルＣＢの接続先がプロジェクターではないと判定されてスタンバイ状態に戻るとき、再び
、光源を消灯させて冷却ファンの回転を停止させるといった無駄な電力消費や制御を行う
事態を回避することができる。また、光源の点灯及び消灯や、冷却ファンの回転の始動及
び停止が連続して行われることにより、ユーザーに不安感を与えてしまう事態も回避する
ことができるようになる。
【０１０３】
　〔変形例〕
　本実施形態におけるプロジェクターシステム１０は、第１のプロジェクターＰＪ１及び
第２のプロジェクターＰＪ２を備え、一方をマスタープロジェクターとして設定し、他方
をフォロワープロジェクターとする例を説明したが、これに限定されるものではない。
【０１０４】
　図９に、本実施形態の変形例におけるプロジェクターシステムの構成例のブロック図を
示す。図９において、図１と同様の部分には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
　本変形例におけるプロジェクターシステム１０ａは、第１のプロジェクターＰＪ１、第
２のプロジェクターＰＪ２、第３のプロジェクターＰＪ３、及び第４のプロジェクターＰ
Ｊ４を備えている。第１のプロジェクターＰＪ１、第２のプロジェクターＰＪ２、第３の
プロジェクターＰＪ３、及び第４のプロジェクターＰＪ４の各々の機能は、図２に示すプ
ロジェクター１００により実現される。
【０１０５】
　第１のプロジェクターＰＪ１のＵＳＢ規格のＡ端子と、第２のプロジェクターＰＪ２の
ＵＳＢ規格のＢ端子とは、第１のＵＳＢケーブルＣＢ１を介して接続される。第２のプロ
ジェクターＰＪ２のＵＳＢ規格のＡ端子と、第３のプロジェクターＰＪ３のＵＳＢ規格の
Ｂ端子とは、第２のＵＳＢケーブルＣＢ２を介して接続される。第３のプロジェクターＰ
Ｊ３のＵＳＢ規格のＡ端子と、第４のプロジェクターＰＪ４のＵＳＢ規格のＢ端子とは、
第３のＵＳＢケーブルＣＢ３を介して接続される。
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【０１０６】
　例えば第１のプロジェクターＰＪ１は、マスタープロジェクターに設定され、第２のプ
ロジェクターＰＪ２、第３のプロジェクターＰＪ３、及び第４のプロジェクターＰＪ４は
、フォロワープロジェクターに設定される。
【０１０７】
　プロジェクター１００は、電源が投入されて通常動作状態になると、ＵＳＢ規格のＡ端
子のＶＢＵＳに所定の電圧の供給を開始する。そのため、リモコンＲＣにより電源キーが
操作されると、第１のプロジェクターＰＪ１が起動し、ＵＳＢ規格のＡ端子のＶＢＵＳに
所定の電圧の供給が開始される。この電圧の供給は、第２のプロジェクターＰＪ２のＵＳ
Ｂ規格のＢ端子において検知され、第２のプロジェクターＰＪ２は、第１のプロジェクタ
ーＰＪ１と連動して起動することができる。
【０１０８】
　第２のプロジェクターＰＪ２が起動すると、第２のプロジェクターＰＪ２のＵＳＢ規格
のＡ端子のＶＢＵＳに所定の電圧の供給が開始される。この電圧の供給は、第３のプロジ
ェクターＰＪ３のＵＳＢ規格のＢ端子において検知され、第３のプロジェクターＰＪ３は
、第２のプロジェクターＰＪ２と連動して起動することができる。
【０１０９】
　第３のプロジェクターＰＪ３が起動すると、第３のプロジェクターＰＪ３のＵＳＢ規格
のＡ端子のＶＢＵＳに所定の電圧の供給が開始される。この電圧の供給は、第４のプロジ
ェクターＰＪ４のＵＳＢ規格のＢ端子において検知され、第４のプロジェクターＰＪ４は
、第３のプロジェクターＰＪ３と連動して起動することができる。
【０１１０】
　以上説明したように、本変形例によれば、デイジーチェーン接続された複数のプロジェ
クターにより構成されるプロジェクターシステムにおいて、各プロジェクターの起動を連
動させることができる。従って、各プロジェクターの制御用の端子を占有してしまうこと
なく、低消費電力で、電源投入により連動して起動させることができるようになる。
【０１１１】
　以上、本発明に係るプロジェクター、及びプロジェクターシステム等を上記の実施形態
又はその変形例に基づいて説明したが、本発明は上記の実施形態又はその変形例に限定さ
れるものではない。例えば、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施
することが可能であり、次のような変形も可能である。
【０１１２】
　（１）本実施形態又はその変形例では、プロジェクターシステムを構成する各プロジェ
クターが、スクリーン上で投写画像を重ね合わせて投写する例を説明したが、本発明は、
これに限定されるものではない。本発明に係るプロジェクターシステムを構成する各プロ
ジェクターが、スクリーン上でタイリング表示や３Ｄ表示を行うようにしてもよい。
　３Ｄ表示を行う場合、画像分配装置３０は、例えば第１のプロジェクターＰＪ１用の画
像データとして３Ｄ表示のための左目用画像及び右目用画像の一方に対応した画像データ
を生成し、該画像データを第１のプロジェクターＰＪ１に供給する。そして、画像分配装
置３０は、第２のプロジェクターＰＪ２用の画像データとして左目用画像及び右目用画像
の他方に対応した画像データを生成し、該画像データを第２のプロジェクターＰＪ２に供
給する。
【０１１３】
　（２）本実施形態又はその変形例では、画像供給装置２０、及び画像分配装置３０が独
立して設けられている例を説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。画像
供給装置２０が、画像分配装置３０の機能を備えるようにしてもよい。また、制御装置４
０が、画像供給装置２０、及び画像分配装置３０の少なくとも一方の機能を備えるように
してもよい。
【０１１４】
　（３）本実施形態又はその変形例では、光源点灯コマンドを受信したフォロワープロジ
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ェクターが、光源の点灯を開始した後、冷却ファンの回転を始動させるものとして説明し
たが、本発明は、これに限定されるものではない。例えば、フォロワープロジェクターは
、光源点灯コマンドを受信した後、冷却ファンの回転を始動させてから光源の点灯を開始
するようにしてもよい。この場合、マスタープロジェクターは、光源点灯コマンドではな
く、冷却ファン回転始動コマンドをフォロワープロジェクターに対して発行するようにし
てもよい。
【０１１５】
　（４）本実施形態又はその変形例では、フォロワープロジェクターが、ＵＳＢケーブル
の接続先がプロジェクターであるか否かを判定し、その判定結果によりスタンバイ状態に
戻ったり、光源の点灯開始や冷却ファンの回転始動を行ったりするものとして説明した。
しかしながら、本発明は、これに限定されるものではない。例えばマスタープロジェクタ
ーについても、ＵＳＢケーブルの接続先がプロジェクターであるか否かを判定し、プロジ
ェクターではないと判定されたときに、スタンバイ状態に戻るようにしてもよい。また、
ＵＳＢケーブルの接続先がプロジェクターであると判定されたときに、マスタープロジェ
クターは、光源の点灯開始や冷却ファンの回転始動を行うようにしてもよい。
【０１１６】
　（５）本変形例では、４台のプロジェクターにより構成されるプロジェクターシステム
を例に説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。例えば、３台のプロジェ
クターにより構成されるプロジェクターシステムや、５台以上のプロジェクターにより構
成されるプロジェクターシステムにも、本発明を適用することができる。
【０１１７】
　（６）本実施形態又はその変形例では、光変調装置として３つの液晶ライトバルブ１１
４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂを用いた３板式のプロジェクターを例に説明したが、本発明は
、これに限定されるものではない。例えば、各画素の中にそれぞれ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。
【０１１８】
　（７）本実施形態又はその変形例では、光変調装置として、透過型の液晶ライトバルブ
１１４Ｒ，１１４Ｇ，１１４Ｂ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、画素としてのマ
イクロミラー毎に制御することにより、光源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。
【０１１９】
　（８）本実施形態又はその変形例では、光源１１１は、放電型の光源ランプ１１２によ
って構成されているが、ＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）光源等の固体
光源、レーザー光源又はその他の構成を有する光源であってもよい。
【０１２０】
　（９）上記の実施形態又はその変形例において、本発明をプロジェクター、及びプロジ
ェクターシステム等として説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。例え
ば、本発明に係るプロジェクターの制御方法又はプロジェクターシステムの制御方法の処
理手順が記述されたプログラム、このプログラムが記録された記録媒体であってもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０，１０ａ…プロジェクターシステム、　２０…画像供給装置、　３０…画像分配装
置、　４０…制御装置、　１００…プロジェクター、　１１０，１１０1，１１０2…画像
投写部、　１１１…光源、　１１２…光源ランプ、　１１３…リフレクター、　１１４Ｒ
，１１４Ｇ，１１４Ｂ…液晶ライトバルブ、　１１５…液晶駆動部、　１１６…投写レン
ズ、　１２０，１２０1，１２０2…制御部、１２２…動作モード設定部、　１２４…コマ
ンド発行部、　１３０，１３０1，１３０2…操作パネル部（入力操作部）、　１３２…記
憶部、１４０，１４０1，１４０2…電源部、　１４２，１４２2…光源制御部、　１４４
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…電源端子、　１５０，１５０1…ＲＳ－２３２Ｃ通信部、　１５２…ＲＳ－２３２Ｃ端
子、　１６０，１６０1，１６０2…ＵＳＢ通信部、１６２…ＵＳＢ端子、　１７０，１７
０1…赤外線受光部、　１８０，１８０2…冷却ファン、　１８２，１８２2…冷却制御部
、　１８４…温度センサー、　１９０，１９０1，１９０2…画像処理部、　１９２…画像
データ入力端子、　１９４…入力選択部、　１９６…ＯＳＤ処理部、ＣＢ…ＵＳＢケーブ
ル、　ＣＢ１…第１のＵＳＢケーブル、　ＣＢ２…第２のＵＳＢケーブル、　ＣＢ３…第
３のＵＳＢケーブル、　ＰＪ１…第１のプロジェクター、　ＰＪ２…第２のプロジェクタ
ー、　ＰＪ３…第３のプロジェクター、　ＰＪ４…第４のプロジェクター、　ＲＣ…リモ
コン（入力操作部）、　ＳＣＲ…スクリーン。

【図１】 【図２】
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