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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示装置に表示すべきコンテンツを示すデータを入力するためのインターフェース
回路と、上記画像表示装置との間に介在し、上記インターフェース回路からのデータによ
って表示が指示された映像を表示するように、上記画像表示装置を制御するプログラム可
能な論理回路と、
　上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を制御す
るための制御信号を出力するまでの一連の動作が記述され、上記プログラム可能な論理回
路をプログラムするためのプログラムセットを複数記憶した記憶回路とを備え、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記記憶回路に記憶された複数のプログラムセット
のうちのいずれかを読み込んで動作すると共に、他のプログラムセットに記述された動作
が必要になったときには、当該プログラムセットを上記記憶回路から読み込むことによっ
て、動作を切り換え、
　上記プログラムセットによってプログラムされた上記プログラム可能な論理回路は、上
記画像表示装置の走査信号線およびデータ信号線を駆動する駆動回路の動作タイミングを
制御するとともに、
　上記プログラム可能な論理回路は、読み込むプログラムセットを変更することによって
、上記動作タイミングを変更することを特徴とする画像表示装置の制御回路。
【請求項２】
　上記画像表示装置は、複数種類のコンテンツを表示可能であり、
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　上記複数のプログラムセットは、上記コンテンツの種類のそれぞれに対応しており、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコンテンツの
種類の切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラムセットを上記記憶回路
から読み込むことを特徴とする請求項１記載の画像表示装置の制御回路。
【請求項３】
　上記複数種類のコンテンツの中の少なくとも１つは、テレビジョン放送の映像であるこ
とを特徴とする請求項２記載の画像表示装置の制御回路。
【請求項４】
　上記複数種類のコンテンツの中の少なくとも１つは、上記インターフェース回路と通信
するコンピュータからのデスクトップ画面であることを特徴とする請求項２記載の画像表
示装置の制御回路。
【請求項５】
　画像表示装置に表示すべきコンテンツを示すデータを入力するためのインターフェース
回路と、上記画像表示装置との間に介在し、上記インターフェース回路からのデータによ
って表示が指示された映像を表示するように、上記画像表示装置を制御するプログラム可
能な論理回路と、
　上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を制御す
るための制御信号を出力するまでの一連の動作が記述され、上記プログラム可能な論理回
路をプログラムするためのプログラムセットを複数記憶した記憶回路とを備え、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記記憶回路に記憶された複数のプログラムセット
のうちのいずれかを読み込んで動作すると共に、他のプログラムセットに記述された動作
が必要になったときには、当該プログラムセットを上記記憶回路から読み込むことによっ
て、動作を切り換え、
　上記プログラムセットによってプログラムされた上記プログラム可能な論理回路は、上
記画像表示装置の走査信号線およびデータ信号線を駆動する駆動回路の動作タイミングを
制御するとともに、
　上記画像表示装置は、複数種類のプロトコルのいずれかで伝送されたコンテンツを表示
可能であり、
　上記複数のプログラムセットは、上記プロトコルの種類のそれぞれに対応しており、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコンテンツを
伝送するプロトコルの種類の切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラム
セットを上記記憶回路から読み込むことを特徴とする画像表示装置の制御回路。
【請求項６】
　画像表示装置に表示すべきコンテンツを示すデータを入力するためのインターフェース
回路と、上記画像表示装置との間に介在し、上記インターフェース回路からのデータによ
って表示が指示された映像を表示するように、上記画像表示装置を制御するプログラム可
能な論理回路と、
　上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を制御す
るための制御信号を出力するまでの一連の動作が記述され、上記プログラム可能な論理回
路をプログラムするためのプログラムセットを複数記憶した記憶回路とを備え、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記記憶回路に記憶された複数のプログラムセット
のうちのいずれかを読み込んで動作すると共に、他のプログラムセットに記述された動作
が必要になったときには、当該プログラムセットを上記記憶回路から読み込むことによっ
て、動作を切り換え、
　上記プログラムセットによってプログラムされた上記プログラム可能な論理回路は、上
記画像表示装置の走査信号線およびデータ信号線を駆動する駆動回路の動作タイミングを
制御するとともに、
　上記画像表示装置は、複数種類のアプリケーションのいずれかで処理されるコンテンツ
を表示可能であり、
　上記複数のプログラムセットは、上記アプリケーションの種類のそれぞれに対応してお
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り、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコンテンツを
処理するアプリケーションの種類の切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプロ
グラムセットを上記記憶回路から読み込むことを特徴とする画像表示装置の制御回路。
【請求項７】
　上記プログラムセットによってプログラムされた上記プログラム可能な論理回路は、上
記画像表示装置のユーザの操作を受け付ける受け付け手段からの入力信号に基づいて、上
記インターフェース回路を制御することを特徴とする請求項１記載の画像表示装置の制御
回路。
【請求項８】
　上記インターフェース回路は、無線通信回路であることを特徴とする請求項１記載の画
像表示装置の制御回路。
【請求項９】
　上記インターフェース回路は、記録媒体に記録された画像データを読み出すことを特徴
とする請求項１記載の画像表示装置の制御回路。
【請求項１０】
　画像表示装置と、
　当該画像表示装置を制御する請求項１ないし９のいずれか一項に記載の画像表示装置の
制御回路とを備えていることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置の走査信号線およびデータ信号線
を直接制御していることを特徴とする請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　上記画像表示装置は、複数種類のコンテンツを表示可能であり、
　上記複数のプログラムセットは、上記コンテンツの種類のそれぞれに対応しており、
　上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコンテンツの
種類の切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラムセットを上記記憶回路
から読み込むと共に、
　上記インターフェース回路は、無線通信回路であり、
　上記複数種類のコンテンツの中の少なくとも１つは、上記無線通信回路を介して接続さ
れるテレビジョン放送受信機本体からのテレビジョン放送の映像であり、
　上記複数種類のコンテンツの中の少なくとも１つは、上記無線通信回路を介して接続さ
れるコンピュータからのデスクトップ画面であることを特徴とする請求項１１の表示装置
。
【請求項１３】
　コンテンツを表示可能な画像表示装置とコンテンツを示す画像データを入力するための
インターフェース回路との間に介在し、上記インターフェース回路からのデータによって
表示が指示された映像を表示するように、上記画像表示装置を制御するプログラム可能な
論理回路のプログラムであって、
　上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を制御す
るための制御信号を出力するまでの一連の動作が記述され、上記プログラム可能な論理回
路をプログラムするためのプログラムセットの複数と、
　現在読み込んでいるプログラムセットとは異なるプログラムセットに記述された動作が
必要になったときには、上記プログラム可能な論理回路に当該プログラムセットを上記記
憶回路から読み込ませるプログラムとを含み、
　上記プログラムセットは、上記画像表示装置の走査信号線およびデータ信号線を駆動す
る駆動回路の動作タイミングを制御するように上記プログラム可能な論理回路をプログラ
ムするものであるとともに、
　上記複数のプログラムセットは、上記プログラム可能な論理回路へ読み込まれるプログ
ラムセットが変更されることによって上記動作タイミングを変更するものであることを特
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徴とするプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のプログラムが記録されている記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置を制御する制御回路、それを備えた表示装置、並びに、そのプ
ログラムおよび記録媒体に関するものであり、特に、インターフェース回路からのデータ
を受け取ってから、上記画像表示装置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の
動作を切り換えることができるにも拘わらず、回路規模、消費電力、寸法および重量が小
さな画像表示装置の制御回路、表示装置、並びに、そのプログラムおよび記録媒体に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、液晶表示装置をはじめとして、種々の画像表示装置が広く用いられており、
それらを制御する画像表示装置の制御回路も広く使用されている。また、コンピュータ技
術や通信技術の発展に伴なって、画像表示装置に表示され得る画像の種類および画像表示
装置へ信号を伝送するためのプロトコルの種類も増加しており、例えば、テレビジョン放
送や、コンピュータのデスクトップ画面等、デジタルカメラなどによって撮影され、記録
媒体に格納された画像データなど、種々の種類の画像の表示が画像表示装置に求められて
いる。また、無線ＬＡＮのプロトコルとしても、ＩＥＥＥ（米国電気電子技術者協会）８
０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｅ、Bluetooth(登録商標
）等、種々のプロトコルが用いられる。
【０００３】
　ここで、後述する特許文献１には、通信プロトコルを処理する無線通信装置が、ＣＰＵ
（Central Processing Unit ）によって、これらの通信プロトコルを処理する構成が開示
されている。また、後述する特許文献２には、ディスプレイ制御システムに、複数のディ
スプレイサブシステムを設け、各ディスプレイサブシステムが、ディスプレイ装置のディ
スプレイ画面上の対応する領域に画像を表示することを制御する構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－２２３７６０号（2001年８月１７日公開）
【特許文献２】特表平１０－５１００６８号（1997年４月１７日国際公開：1998年９月２
９日公表）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の構成を、複数種類の画像や、複数種類のプロトコルで伝送さ
れる画像を表示する画像表示装置に適用しようとすると、以下の不具合を生じる。すなわ
ち、特許文献１のように、ＣＰＵによって、通信プロトコルの処理や画像表示の処理を行
わせると、当該ＣＰＵは、繰り返し処理によって、これらの処理を行うため、比較的高速
のＣＰＵが必要になり、機器の回路規模、消費電力、寸法および重量が大きくなりがちで
ある。
【０００５】
　また、特許文献２のように、各種類用の回路を別個に設ける構成では、通信プロトコル
や画像の種類が増加するに従って、回路規模、消費電力、寸法および重量が増大しがちで
ある。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、インターフェース
回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を制御するための制御信号を出力
するまでの一連の動作を切り換えることができるにも拘わらず、回路規模、消費電力、寸
法および重量が小さな画像表示装置の制御回路、それを用いた表示装置、並びに、そのプ
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ログラムおよび記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る画像表示装置の制御回路は、上記課題を解決するために、画像表示装置に
表示すべきコンテンツを示すデータを入力するためのインターフェース回路と、上記画像
表示装置との間に介在し、上記インターフェース回路からのデータによって表示が指示さ
れた映像を表示するように、上記画像表示装置を制御するプログラム可能な論理回路と、
上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を制御する
ための制御信号を出力するまでの一連の動作が記述され、上記プログラム可能な論理回路
をプログラムするためのプログラムセットを複数記憶した記憶回路とを備え、上記プログ
ラム可能な論理回路は、上記記憶装置に記憶された複数のプログラムセットのうちのいず
れかを読み込んで動作すると共に、他のプログラムセットに記述された動作が必要になっ
たときには、当該プログラムセットを上記記憶装置から読み込むことによって、動作を切
り換えることを特徴としている。
【０００８】
　上記構成において、あるプログラムセットによってプログラムされたプログラム可能な
論理回路は、上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装
置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の動作を行っている。
【０００９】
　この状態で、例えば、画像表示装置の表示しているコンテンツの種類の切り換え、コン
テンツを伝送するプロトコルの種類の切り換え、あるいは、コンテンツを処理するアプリ
ケーションの種類の切り換えなどが発生して、他のプログラムセットに記述された動作が
必要になると、プログラム可能な論理回路は、当該プログラムセットを読み込む。これに
より、プログラム可能な論理回路の動作が切り換えられる。
【００１０】
　上記構成では、状況によって、プログラム可能な論理回路をプログラムするプログラム
セットを切り換えることによって、プログラム可能な論理回路の動作を切り換えている。
したがって、それぞれの状況で必要な回路を別個に設ける構成とは異なり、プログラム可
能な論理回路が、それぞれの状況で必要な回路として共用されている。この結果、別個に
設ける構成よりも、回路規模、消費電力、寸法および重量を大幅に削減できる。
【００１１】
　また、上記各動作は、プログラム可能な論理回路（プログラムの書き換えによって、論
理回路間の接続を変更可能な回路）によって行われているので、以下の構成、すなわち、
汎用の高速なＣＰＵと主記憶装置とを備え、当該ＣＰＵに繰り返し処理をさせて、上記動
作を行わせる構成と比較しても、回路規模、消費電力、寸法および重量を大幅に削減でき
る。
【００１２】
　なお、上記動作は、上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画
像表示装置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の動作なので、プログラム可
能な論理回路によって何ら支障なく実行できる。
【００１３】
　また、上記構成に加えて、上記画像表示装置は、複数種類のコンテンツを表示可能であ
り、上記複数のプログラムセットは、上記コンテンツの種類のそれぞれに対応しており、
上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコンテンツの種
類の切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラムセットを上記記憶装置か
ら読み込んでもよい。
【００１４】
　さらに、上記複数種類のコンテンツの中の少なくとも１つは、テレビジョン放送の映像
であってもよい。また、上記複数種類のコンテンツの中の少なくとも１つは、上記インタ
ーフェース回路と通信するコンピュータからのデスクトップ画面であってもよい。
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【００１５】
　上記構成では、上記複数のプログラムセットは、上記コンテンツの種類のそれぞれに対
応しており、上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコ
ンテンツの種類の切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラムセットを上
記記憶装置から読み込む。この結果、複数種類のコンテンツを切り換えて表示可能な画像
表示装置を制御する際に、コンテンツの種類の切り換えに応じて、プログラム可能な論理
回路をプログラムするプログラムセットを切り換えることができる。
【００１６】
　例えば、コンテンツの種類としては、例えば、テレビジョン放送、および、コンピュー
タのデスクトップ画面などが挙げられ、これらに対応して記憶されたプログラムセットを
切り換える。
【００１７】
　これにより、複数種類のコンテンツを表示可能な画像表示装置の制御回路の回路規模、
消費電力、寸法および重量を大幅に削減できる。
【００１８】
　一方、上記構成に加えて、上記画像表示装置は、複数種類のプロトコルのいずれかで伝
送されたコンテンツを表示可能であり、上記複数のプログラムセットは、上記プロトコル
の種類のそれぞれに対応しており、上記プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置
によって表示されるコンテンツを伝送するプロトコルの種類の切り換えに応じて、切り換
え後の種類に対応するプログラムセットを上記記憶装置から読み込んでもよい。
【００１９】
　当該構成では、プロトコルの種類の切り換えに応じて、プログラム可能な論理回路をプ
ログラムするプログラムセットが切り換えられる。したがって、複数種類のプロトコルの
いずれかで伝送されたコンテンツを表示可能な画像表示装置の制御回路の回路規模、消費
電力、寸法および重量を大幅に削減できる。
【００２０】
　また、上記構成に加えて、上記画像表示装置は、複数種類のアプリケーションのいずれ
かで処理されるコンテンツを表示可能であり、上記複数のプログラムセットは、上記アプ
リケーションの種類のそれぞれに対応しており、上記プログラム可能な論理回路は、上記
画像表示装置によって表示されるコンテンツを処理するアプリケーションの種類の切り換
えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラムセットを上記記憶装置から読み込ん
でもよい。
【００２１】
　当該構成では、アプリケーションの種類の切り換えに応じて、プログラム可能な論理回
路をプログラムするプログラムセットが切り換えられる。したがって、複数種類のアプリ
ケーションのいずれかで処理されたコンテンツを表示可能な画像表示装置の制御回路の回
路規模、消費電力、寸法および重量を大幅に削減できる。
【００２２】
　さらに、上記構成に加えて、上記プログラムセットによってプログラムされた上記プロ
グラム可能な論理回路は、上記画像表示装置の走査信号線およびデータ信号線を駆動する
ドライバの動作タイミングを制御してもよい。
【００２３】
　ここで、駆動回路の動作タイミングは、画像表示装置の画素アレイと画像表示装置へ入
力される画像データとの組み合わせ毎に異なっていることが多い。したがって、画像表示
装置において、走査信号線およびデータ信号線を駆動する駆動回路の動作タイミングを制
御するタイミングコントローラは、画素アレイと別個のチップに収められることが多い。
この結果、画像表示装置にタイミングコントローラとして動作する回路を設けると、画像
表示装置の素子数が増加して、画像表示装置の構成が複雑になりがちである。
【００２４】
　これに対して、上記構成では、プログラム可能な論理回路が、上記画像表示装置の走査
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信号線およびデータ信号線を駆動する駆動回路の動作タイミングを制御する。この結果、
上記タイミングコントローラを画像表示装置に設け、プログラム可能な論理回路が当該タ
イミングコントローラと通信する構成と比較して、画像表示装置の構成を簡略化できる。
【００２５】
　また、上記プログラム可能な論理回路は、読み込むプログラムセットを変更することに
よって、動作タイミングを変更できる。したがって、画像表示装置の画素アレイと画像表
示装置へ入力される画像データとの組み合わせ毎に、駆動回路の動作タイミングが異なっ
ていたとしても、プログラムセットを、それぞれに対応して変更するだけで、ハードウェ
アとしては、同じプログラム可能な論理回路を使用できる。これにより、画像表示装置に
タイミングコントローラとして動作する回路を設ける構成とは異なり、別個のチップに分
ける必要がない。したがって、チップの外部と接続するための端子やインターフェース回
路あるいは配線などを削減できる。
【００２６】
　これらの結果、画像表示装置にタイミングコントローラを設ける構成と比較して、画像
表示装置および画像表示装置の制御回路全体の回路構成を簡略化できる。
【００２７】
　また、上記構成に加えて、上記プログラムセットによってプログラムされた上記プログ
ラム可能な論理回路は、上記画像表示装置のユーザの操作を受け付ける受け付け手段から
の入力信号に基づいて、上記インターフェース回路を制御してもよい。
【００２８】
　当該構成では、上記プログラムセットによってプログラムされた上記プログラム可能な
論理回路は、上記画像表示装置のユーザの操作を受け付ける受け付け手段からの入力信号
に基づいて、例えば、入力信号の示す操作に応じた操作データを、コンテンツの送信元へ
送信するように、インターフェース回路としての無線通信回路を制御したり、入力信号に
応じて、記録媒体から読み出す画像データを変更するように、記録媒体へのインターフェ
ース回路を制御したりして、上記インターフェース回路を制御する。この結果、プログラ
ム可能な論理回路は、ユーザの操作に応じた処理をインターフェース回路に行わせること
ができる。したがって、ユーザの操作に応じた処理をインターフェース回路に行わせる回
路を別個に設ける構成よりも、画像表示装置の制御回路の回路規模、消費電力、寸法およ
び重量を削減できる。
【００２９】
　さらに、上記構成に加えて、上記インターフェース回路は、無線通信回路であってもよ
い。当該構成では、例えば、テレビジョン放送の映像を無線通信回路へ送信するテレビジ
ョン放送の受信機本体、あるいは、コンピュータのデスクトップ画面を無線通信回路へ送
信するコンピュータと、上記画像表示装置の制御回路とを有線で接続する必要がない。し
たがって、当該画像表示装置の制御回路を、携帯型の画像表示装置を制御する用途に好適
に使用できる。
【００３０】
　また、上記構成に加えて、上記インターフェース回路は、記録媒体に記録された画像デ
ータを読み出してもよい。当該構成では、インターフェース回路は、記録媒体に記録され
た画像データを読み出す回路なので、画像表示装置の制御回路は、記録媒体に記録された
画像データの示す画像を、画像表示装置に表示させることができる。
【００３１】
　一方、本発明に係る表示装置は、画像表示装置と、当該画像表示装置を制御する上記い
ずれかの構成の画像表示装置の制御回路とを備えていることを特徴としている。
【００３２】
　ここで、上記画像表示装置の制御回路は、プログラム可能な論理回路をプログラムする
プログラムセットを切り換えることによって、上記インターフェース回路からのデータを
受け取ってから、上記画像表示装置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の動
作を切り換えることができるにも拘わらず、回路規模、消費電力、寸法および重量が小さ
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い。したがって、当該画像表示装置の制御回路を用いることによって、回路規模、消費電
力、寸法および重量が小さく、しかも、上記一連の動作を切り換え可能な表示装置を実現
でき、例えば、テレビジョン放送の表示とコンピュータのデスクトップ画面とを切り換え
て表示可能な表示装置などとして、好適に使用できる。
【００３３】
　また、上記構成に加えて、上記表示装置は、複数種類のコンテンツを表示可能であり、
上記複数のプログラムセットは、上記コンテンツの種類のそれぞれに対応しており、上記
プログラム可能な論理回路は、上記画像表示装置によって表示されるコンテンツの種類の
切り換えに応じて、切り換え後の種類に対応するプログラムセットを上記記憶装置から読
み込むと共に、上記インターフェース回路は、無線通信回路であり、上記複数種類のコン
テンツの中の少なくとも１つは、上記無線通信回路を介して接続されるテレビジョン放送
受信機本体からのテレビジョン放送の映像であり、上記複数種類のコンテンツの中の少な
くとも１つは、上記無線通信回路を介して接続されるコンピュータからのデスクトップ画
面であってもよい。
【００３４】
　当該構成によれば、コンピュータおよびテレビジョン放送受信機本体と有線で接続する
ことなく、これらからのテレビジョン放送の表示とコンピュータのデスクトップ画面とを
切り換えて表示可能で、しかも、回路規模、消費電力、寸法および重量が小さな表示装置
を実現できる。したがって、例えば、携帯型の表示装置などとして好適に使用できる。
【００３５】
　また、本発明に係るプログラムは、上記課題を解決するために、コンテンツを表示可能
な画像表示装置とコンテンツを示す画像データを入力するためのインターフェース回路と
の間に介在し、上記インターフェース回路からのデータによって表示が指示された映像を
表示するように、上記画像表示装置を制御するプログラム可能な論理回路のプログラムで
あって、上記インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表示装置を
制御するための制御信号を出力するまでの一連の動作が記述され、上記プログラム可能な
論理回路をプログラムするためのプログラムセットの複数と、現在読み込んでいるプログ
ラムセットとは異なるプログラムセットに記述された動作が必要になったときには、上記
プログラム可能な論理回路に当該プログラムセットを上記記憶装置から読み込ませるプロ
グラムとを含んでいることを特徴としており、本発明に係る記録媒体には、当該プログラ
ムが記録されている。
【００３６】
　これらのプログラムが、上記プログラム可能な論理回路に読み込まれると、当該プログ
ラム可能な論理回路を含む装置は、上記画像表示装置の制御回路として動作する。したが
って、上記画像表示装置の制御回路と同様に、プログラム可能な論理回路をプログラムす
るプログラムセットを切り換えることによって、上記インターフェース回路からのデータ
を受け取ってから、上記画像表示装置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の
動作を切り換えることができるにも拘わらず、回路規模、消費電力、寸法および重量が小
さな画像表示装置の制御回路を実現できる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、プログラム可能な論理回路をプログラムするプログラムセットを切り
換えることによって、インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表
示装置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の動作を切り換えることができる
にも拘わらず、回路規模、消費電力、寸法および重量が小さな画像表示装置の制御回路を
実現できる。したがって、携帯型の画像表示装置をはじめとして、種々の画像表示装置の
制御回路として、好適に使用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　本発明の一実施形態について図１ないし図６に基づいて説明すると以下の通りである。
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すなわち、図２に示すように、本実施形態に係るネットワークシステム１は、テレビジョ
ン放送およびコンピュータのデスクトップ画面を、テレビジョン放送の受信機およびコン
ピュータ本体から離れた場所から確認可能なシステムであって、テレビジョン放送を受信
する受信機本体２と、例えば、パーソナルコンピュータなどからなるコンピュータ３と、
無線伝送経路を介して、両装置２・３と通信可能なディスプレイ端末（表示装置）４とを
備えている。
【００３９】
　なお、両装置２・３とディスプレイ端末４とが互いに通信できれば、例えば、両装置２
・３が有線のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）によって互いに接続され、当該ＬＡ
Ｎに接続された無線ルータを介して、両装置２・３がディスプレイ端末４と通信してもよ
いが、以下では、一例として、両装置２・３が、それぞれ無線通信機能を有しており、例
えば、ＩＥＥＥ（米国電気電子技術者協会）８０２．１１ｂなど、予め定められた規格に
従って、両装置２・３がディスプレイ端末４と直接通信できる場合について説明する。
【００４０】
　上記受信機本体２は、所望のチャンネルのテレビジョン放送を、例えば、アンテナなど
によって受信すると共に、当該テレビジョン放送を、予め定められた映像フォーマット（
例えば、ＭＰＥＧ（Moving Picture Expert Group ）２など）にエンコードし、当該フォ
ーマットの映像データを、予め定められた無線通信の規格に従って、ディスプレイ端末４
に送信できる。これにより、ディスプレイ端末４は、受信機本体２から離れて配置可能で
あるにも拘わらず、選局されたテレビジョン放送を表示できる。
【００４１】
　本実施形態に係る受信機本体２は、無線通信時の物理層として、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｂを採用している。また、本実施形態に係る受信機本体２は、データリンク層の媒体アク
セス制御（ＭＡＣ）の方式として、帯域保証型のＭＡＣプロトコルを採用している。
【００４２】
　本実施形態では、帯域保証型のＭＡＣプロトコルの一例として、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｅを採用している。当該ＩＥＥＥ８０２．１１ｅでは、ある機器が、ある通信チャネルを
用いて通信している間（より詳細には、当該機器と通信相手との間でコネクションが確立
されている間中；実際には、ディスプレイ端末４が受信機本体２からのテレビジョン放送
を表示している間中）、当該通信チャネルを占有し続ける。したがって、他の機器は、当
該通信チャネルで通信できない代わりに、現在通信チャネルを占有している機器は、通信
チャネルを共有する場合よりも効率よく、映像データを送信できる。この結果、例えば、
物理層として、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂを採用し、送信するデータがＭＰＥＧ２でエンコ
ードされた映像データであったとしても、受信機本体２は、ディスプレイ端末４における
コマ落ち等の不具合を発生させることなく、映像データをディスプレイ端末４へ送信し続
けることができる。
【００４３】
　なお、上記帯域保証型のＭＡＣプロトコルとして、ＩＥＥＥの規格に準拠しない独自プ
ロトコルを使用してもよい。このような帯域保証型のＭＡＣプロトコルの例として、例え
ば、シャープ株式会社が開発したＳＳ７００という商品化されているＭＡＣプロトコルを
用いても動作することが確認されている。このように、ＩＥＥＥの規格に準拠しない独自
のＭＡＣプロトコルを用いることによって、動画コンテンツがパソコンを通過することを
防止でき、この点では、著作権保護の観点から好ましい。
【００４４】
　また、本実施形態に係る受信機本体２は、上記映像データを送信する際、ＭＡＣ層の上
層には、ネットワーク層およびトランスポート層（例えば、ＴＣＰ／ＩＰ：Transmission
 Control Protocol / Internet Protocol ）を設けず、ＭＡＣ層へ、上記映像データを直
接渡している。ここで、上述したように、ネットワークシステム１では、受信機本体２と
ディスプレイ端末４とが直接通信しており、受信機本体２は、帯域保証型のＭＡＣプロト
コルを採用している。したがって、ネットワーク層およびトランスポート層が設けられて
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いないにも拘わらず、受信機本体２は、何ら支障なく、ディスプレイ端末４へ映像データ
を送信できる。また、これに伴なって、受信機本体２およびディスプレイ端末４での処理
が簡略化されている。
【００４５】
　さらに、受信機本体２は、ディスプレイ端末４から、例えば、選局指示などの操作受付
を示す操作データを受信すると、当該操作データの示す操作に応じた処理（例えば、選局
処理など）を行うことができる。
【００４６】
　また、コンピュータ３は、リモートデスクトップシステムのサーバとして動作可能であ
り、コンピュータ３のディスプレイ（図示せず）に表示されているデスクトップ画面自体
、あるいは、仮想のデスクトップ画面を、クライアント装置としてのディスプレイ端末４
へ送信して、当該デスクトップ画面をディスプレイ端末４に表示させることができる。ま
た、例えば、ポインティングデバイスによって入力される位置情報や、キーボードなどに
よって入力されるキャラクタ情報など、上記ディスプレイ端末４からの入力操作を示す操
作データを受け付け、当該操作データに基づいて、上記キーボードおよびポインティング
デバイスなどの入力装置がコンピュータ３に接続されている場合と同様の処理を行うこと
ができる。
【００４７】
　この結果、ディスプレイ端末４は、コンピュータ３から離れて配置可能であるにも拘わ
らず、コンピュータ３に有線で接続されたディスプレイと同様にコンピュータ３のデスク
トップ画面をユーザへ表示できると共に、コンピュータ３に有線で接続された入力装置（
図示せず）と同様に、ユーザの操作を受け付け、コンピュータ３へ伝えることができる。
【００４８】
　また、本実施形態に係るコンピュータ３は、無線通信時の物理層として、ＩＥＥＥ８０
２．１１ｂを採用しており、本実施形態に係る受信機本体２は、データリンク層の媒体ア
クセス制御（ＭＡＣ）の方式として、ベストエフォート型のＭＡＣプロトコルを採用して
いる。
【００４９】
　本実施形態では、ベストエフォート型のＭＡＣプロトコルの一例として、ＩＥＥＥ８０
２．１１を採用している。当該ＩＥＥＥ８０２．１１では、ある機器が、ある通信チャネ
ルを用いてパケットを送受信する際、当該機器と通信相手との間でコネクションが確立さ
れている間であっても、実際に送受するパケットがない場合は、予め定められたタイミン
グ（例えば、各パケットの通信が終了する毎など）で通信チャネルを開放するように構成
されている。したがって、ネットワークシステム１内に無線通信可能な機器が複数存在す
る場合であっても、上記占有する構成とは異なり、他の機器の通信を阻害することがなく
、これら複数の機器間で、通信チャネルを共有できる。なお、この場合であっても、デス
クトップ画面は、テレビジョン放送を示す映像データと比較して、リアルタイムに表示す
る必要が余りないので、コンピュータ３は、何ら支障なく、ディスプレイ端末４へデスク
トップ画面を表示させることができる。
【００５０】
　なお、本実施形態に係るコンピュータ３にて動作しているリモートデスクトップシステ
ムのサーバ（図示せず）は、ＴＣＰ／ＩＰで通信するように構成されている。これに伴な
って、本実施形態に係るコンピュータ３では、上記データリンク層（ＭＡＣ層／ＬＬＣ層
）の上層に、ネットワーク層およびトランスポート層としてのＴＣＰ／ＩＰ層が設けられ
ており、当該ＴＣＰ／ＩＰ層は、上記サーバから、リモートデスクトップシステム用のプ
ロトコルのデータ列を受け取ると、当該データ列に、例えば、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルの
ヘッダなど、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルでの伝送用のデータを付加して、ＴＣＰ／ＩＰプロ
トコルのフォーマットのデータ列を生成し、当該データ列を送信するように、上記データ
リンク層へ指示できる。同様に、ＴＣＰ／ＩＰ層は、当該データリンク層から、ＩＰプロ
トコルのフォーマットのデータ列を受け取ると、当該データ列から、ＴＣＰ／ＩＰプロト
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コルでの伝送用のデータを取り除いて、リモートデスクトップシステム用のプロトコルの
データ列を生成し、上記サーバへ渡すことができる。
【００５１】
　例えば、本実施形態では、リモートデスクトップシステム用のプロトコルとして、ＶＮ
Ｃ（Virtual Network Computing）プロトコルを採用しており、上記サーバは、デスクト
ップ画面の一部または全部をクライアントとなるディスプレイ端末４へ送信すると共に、
クライアントからの操作データの操作を、デスクトップ画面への操作として反映させるこ
とができる。
【００５２】
　一方、本実施形態に係るディスプレイ端末４には、図３に示すように、無線通信するた
めのアンテナとしてのフィルムアンテナ１１と、当該フィルムアンテナ１１に接続され、
ベースバンド信号と無線信号との間の変復調を行う無線通信用ＩＣ（Integrated Circuit
）１２と、例えば、液晶パネルなどからなるディスプレイ（画像表示装置）１３と、無線
通信用ＩＣ１２およびディスプレイ１３の間に介在し、無線通信用ＩＣ１２を介して表示
が指示された映像を表示するように、ディスプレイ１３を制御可能なコントローラ部（画
像表示装置の制御回路）１４とが設けられている。なお、上記無線通信用ＩＣ１２および
後述するインターフェース回路用ＩＣ１６が、特許請求の範囲に記載のインターフェース
回路に対応する。
【００５３】
　本実施形態に係るディスプレイ１３は、例えば、液晶表示装置によって実現されており
、図４に示すように、マトリクス状に配された画素を有する画素アレイ２１と、当該画素
アレイ２１のデータ信号線を駆動するデータ信号線駆動回路２２と、画素アレイ２１の走
査信号線を駆動する走査信号線駆動回路２３とを備えている。上記画素アレイ２１は、複
数のデータ信号線と、各データ信号線に、それぞれ交差する複数の走査信号線とを備えて
おり、データ信号線および走査信号線の組み合わせ毎に、画素が設けられている。なお、
これらの駆動回路２２・２３が特許請求の範囲に記載の駆動回路に対応する。
【００５４】
　ここで、走査信号線駆動回路２３は、上記各走査信号線へ、例えば、電圧信号など、選
択期間か否かを示す信号を出力している。また、走査信号線駆動回路２３は、選択期間を
示す信号を出力している走査信号線を、外部から与えられるタイミング信号に基づいて変
更している。これにより、各走査信号線は、予め定められたタイミングで、順次選択され
る。
【００５５】
　さらに、データ信号線駆動回路２２は、映像信号として、時分割で入力される各画素へ
の映像データを、所定のタイミングでサンプリングするなどして、それぞれ抽出する。さ
らに、データ信号線駆動回路２２は、走査信号線駆動回路２３が選択中の走査信号線に対
応する各画素へ、当該各画素に対応するデータ信号線をそれぞれ介して、各画素への映像
データに応じた出力信号を出力する。
【００５６】
　一方、各画素は、自らに対応する走査信号線が選択されている間に、自らに対応するデ
ータ信号線に与えられた出力信号に応じて、発光する際の輝度や透過率などを調整して、
自らの明るさを決定する。
【００５７】
　ここで、走査信号線駆動回路２３は、走査信号線を順次選択している。したがって、画
素アレイ２１の全画素を構成する画素を、それぞれへの映像データが示す明るさ（階調）
に設定でき、画素アレイ２１へ表示される画像を更新できる。
【００５８】
　また、本実施形態に係るディスプレイ１３は、ディスプレイ１３のデータ信号線駆動回
路２２および走査信号線駆動回路２３を制御するタイミングコントローラを備えておらず
、両駆動回路２２・２３は、コントローラ部１４に直接（タイミングコントローラを介さ
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ずに）接続されている。
【００５９】
　一方、本実施形態に係るコントローラ部１４には、プログラム可能な論理回路を含むプ
ログラマブルロジックＩＣ３１と、当該プログラマブルロジックＩＣ３１のプログラムが
記憶されるメモリ（記憶回路）としてのＲＯＭ（Read Only Memory）３２とが設けられて
いる。上記ＲＯＭ３２には、複数のプログラムセットが記憶されており、プログラマブル
ロジックＩＣ３１は、当該複数のプログラムセットのいずれに従って自らの論理回路をプ
ログラムするかを選択できる。なお、当該プログラマブルロジックＩＣ３１が特許請求の
範囲に記載のプログラム可能な論理回路に対応する。
【００６０】
　さらに、本実施形態に係るコントローラ部１４は、作業用のメモリとしてのＲＡＭ（Ra
ndam Access Memory）３３を備えており、上記プログラマブルロジックＩＣ３１は、無線
通信用ＩＣ１２からの指示に基づいて、ディスプレイ１３の各画素の階調を示す映像デー
タ（少なくとも１フレーム（１コマ）分の映像を示すデータ）を上記ＲＡＭ３３へ書き込
むと共に、上記ＲＡＭ３３から、当該映像データを順次読み出し、映像信号として、ディ
スプレイ１３（より詳細には、そのデータ信号線駆動回路２２）へ出力している。
【００６１】
　また、本実施形態では、上述したように、ディスプレイ１３からタイミングコントロー
ラが省略されている。これに伴なって、本実施形態に係るプログラマブルロジックＩＣ３
１は、映像信号をデータ信号線駆動回路２２へ供給するだけではなく、上記タイミング信
号を含む制御信号を、ディスプレイ１３のデータ信号線駆動回路２２および走査信号線駆
動回路２３へ供給して、両駆動回路２２・２３の動作タイミングをも制御している。
【００６２】
　上記プログラマブルロジックＩＣ３１および複数のプログラムセットについて、より詳
細に説明すると、本実施形態に係るプログラマブルロジックＩＣ３１には、論理回路とし
て、例えば、組み合わせ論理回路および順序論理回路が設けられており、これらの論理回
路間の接続をプログラムセットに従って変更できる。本実施形態では、プログラマブルロ
ジックＩＣ３１として、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array ）を採用しているが
、プログラム可能な論理回路を含んでいれば、例えば、ＰＡＬ（Programmable Array Log
ic）、ＰＬＡ（Programmable Logic Array）等、他のプログラマブルロジック回路を好適
に使用できる。
【００６３】
　また、本実施形態に係るＲＯＭ２２には、上記複数のプログラムセットとして、受信機
本体２からのテレビジョン放送を表示する際に使用されるプログラムセットＰａと、コン
ピュータ３からのデスクトップ画面を表示する際に使用されるプログラムセットＰｂとが
記憶されている。
【００６４】
　ディスプレイ１３へテレビジョン放送を表示する場合、上記プログラマブルロジックＩ
Ｃ３１は、プログラムセットＰａに従って自らの論理回路を接続する。これにより、プロ
グラマブルロジックＩＣ３１には、図１に示す各ブロック４１ａ～４３ａが形成され、プ
ログラマブルロジックＩＣ３１ａとして動作できる。
【００６５】
　具体的には、プログラマブルロジックＩＣ３１ａには、無線通信用ＩＣ１２と通信する
ためのインターフェース（ＩＦ）回路部４１ａと、当該ＩＦ回路部４１ａを介して、無線
通信用ＩＣ１２から受信したデジタル信号列を、予め定められた帯域保証型のＭＡＣプロ
トコルに従って解析して、予め定められた映像フォーマットのデータ列へと変換する帯域
保証型のＭＡＣ層処理回路４２ａと、当該データ列を解析（デコード）して、各フレーム
の映像を示す映像データを上記ＲＡＭ３３へ書き込むデコーダ回路４３ａと、上記ディス
プレイ１３のデータ信号線駆動回路２２および走査信号線駆動回路２３の動作を制御する
と共に、データ信号線駆動回路２２へ、上記ＲＡＭ３３に格納された映像データを送信す
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るドライバ制御回路４４ａとが設けられる。
【００６６】
　なお、図１および後述の図６では、説明の便宜上、プログラマブルロジックＩＣ３１内
のブロックのうち、プログラマブルロジックＩＣ３１に現在構成されているブロックを実
線で示し、プログラマブルロジックＩＣ３１内に形成可能であるが、現在のプログラムセ
ットに従った論理回路の接続では形成されていないブロックを破線で示している。
【００６７】
　これにより、プログラマブルロジックＩＣ３１（３１ａ）は、無線通信用ＩＣ１２によ
って受信された受信機本体２からのテレビジョン放送を表示するように、ディスプレイ１
３の両駆動回路２２・２３を制御できる。
【００６８】
　これに対して、コンピュータ３からのデスクトップ画面を表示する場合には、上記プロ
グラマブルロジックＩＣ３１は、プログラムセットＰｂに従って自らの論理回路を接続す
る。これにより、プログラマブルロジックＩＣ３１には、図１に示す各ブロック４１ｂ～
４５ｂが形成され、プログラマブルロジックＩＣ３１ｂとして動作できる。
【００６９】
　上記プログラマブルロジックＩＣ３１ｂには、無線通信用ＩＣ１２と通信するためのＩ
Ｆ回路部４１ｂと、当該ＩＦ回路部４１ｂを介して、無線通信用ＩＣ１２から受信したデ
ジタル信号列を、予め定められたベストエフォート型のＭＡＣプロトコルに従って解析し
て、ＩＰプロトコルのデータ列へと変換するベストエフォート型のＭＡＣ層処理回路４２
ｂと、当該データ列を解析して、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルで伝送するためのデータを取り
除き、リモートデスクトップシステム用のプロトコルのデータ列へと復元するＴＣＰ／Ｉ
Ｐ処理部４３ｂと、当該データ列を、当該プロトコルに従って解析して、ＲＡＭ３３に格
納されている映像データが当該データ列の指示するデスクトップ画面を示すように、ＲＡ
Ｍ３３に格納されている映像データを更新するアプリケーション処理部４４ｂと、上記デ
ィスプレイ１３のデータ信号線駆動回路２２および走査信号線駆動回路２３の動作を制御
すると共に、データ信号線駆動回路２２へ、上記ＲＡＭ３３に格納された映像データを送
信するドライバ制御回路４５ｂとが設けられる。
【００７０】
　例えば、リモートデスクトップシステム用のプロトコルのデータ列には、デスクトップ
画面全体の書き換えを指示するデータ列だけではなく、例えば、これまでに送信されてい
たデスクトップ画面のうち、予め定められた領域のみの書き換えを指示するデータ列も含
まれる。したがって、アプリケーション処理部４４ｂを構成する論理回路のうち、画面全
体の書き換えを指示するデータ列を受け取った場合に動作する論理回路は、受け取ったデ
ータ列に従って、ＲＡＭ３３へ、デスクトップ画面の映像データを書き込む。一方、アプ
リケーション処理部４４ｂを構成する論理回路のうち、デスクトップ画面の一部領域の書
き換えを指示するデータ列を受け取った場合に動作する論理回路は、ＲＡＭ３３に記憶さ
れているデスクトップ画面の映像データのうち、受け取ったデータ列の示す領域に対応す
るアドレスに書き込まれている映像データを、受け取ったデータ列の示すように書き換え
る。
【００７１】
　これにより、プログラマブルロジックＩＣ３１（３１ｂ）は、無線通信用ＩＣ１２によ
って受信されたコンピュータ３からの指示に従ってディスプレイ１３の両駆動回路２２・
２３を制御でき、両駆動回路２２・２３が画素アレイ２１にデスクトップ画面を表示する
ように制御できる。
【００７２】
　ところで、本実施形態に係るディスプレイ端末４は、テレビジョン放送やデスクトップ
画面を表示するだけではなく、テレビジョン放送に対する操作（例えば、選局指示）やデ
スクトップ画面への操作を受け付けることができる。
【００７３】
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　具体的には、本実施形態に係るディスプレイ１３には、図４に示すように、ディスプレ
イ端末４のユーザの操作を受け付ける入力装置２４が設けられている。本実施形態では、
ディスプレイ端末４を持ち運びやすいように、入力装置２４として、ディスプレイ１３の
画面上に配置されたタッチパネルが採用されている。
【００７４】
　一方、プログラマブルロジックＩＣ３１には、上記入力装置２４から、操作の有無およ
び操作の内容（例えば、いずれの座標がタッチされたかなど）を示す入力信号が入力され
ている。
【００７５】
　また、上記プログラムセットＰａおよびＰｂは、プログラマブルロジックＩＣ３１が、
当該入力信号に応じたデータ列の送信を、無線通信用ＩＣ１２へ指示できるように構成さ
れている。
【００７６】
　具体的には、プログラムセットＰａに従って自らの論理回路が接続されているプログラ
マブルロジックＩＣ３１ａには、上記入力装置２４からの入力信号を受け付けるＩＦ回路
部４５ａが形成される。当該ＩＦ回路部４５ａは、入力信号を解析して、操作の有無と、
操作があった場合、受け付けた操作が予め定められた操作（例えば、選局操作）であるか
否かを判定できる。さらに、ＩＦ回路部４５ａは、当該予め定められた操作を受け付けた
場合、当該操作に対応する操作データを生成し、帯域保証型のＭＡＣ層処理回路４２ａへ
当該操作データを送信するように指示できる。これに伴なって、上記ＭＡＣ層処理回路４
２ａを構成する論理回路には、例えば、操作データに、予め定められたＭＡＣプロトコル
（この例では、ＩＥＥＥ８０２．１１ｅ）に従って伝送するためのデータを付加するなど
して、当該ＭＡＣプロトコルのデータ列を生成し、当該データ列をＩＦ回路部４１ａを介
して無線通信用ＩＣ１２へ伝送するための論理回路が含まれている。
【００７７】
　これにより、当該プログラマブルロジックＩＣ３１ａは、入力装置２４がテレビジョン
放送に対する操作を受け付けた場合、無線通信用ＩＣ１２を制御して、当該無線通信用Ｉ
Ｃ１２に当該操作を示す操作データを送信させることができる。
【００７８】
　同様に、プログラムセットＰｂに従って自らの論理回路が接続されているプログラマブ
ルロジックＩＣ３１ｂには、上記入力装置２４からの入力信号を受け付けて、アプリケー
ション処理部４４ｂへ送信するＩＦ回路部４６ｂが形成される。また、アプリケーション
処理部４４ｂを構成する論理回路には、上記入力信号に基づいて入力装置２４が受け付け
た操作を特定すると共に、リモートデスクトップシステム用のプロトコルのデータ列であ
って、当該操作をコンピュータ３へ通知するデータ列を生成し、当該データ列をＴＣＰ／
ＩＰ処理部４３ｂへ送信する論理回路が含まれている。
【００７９】
　また、ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂを構成する論理回路には、ＩＰプロトコルのデータ列
をリモートデスクトップシステム用のプロトコルへ変換する論理回路だけではなく、例え
ば、リモートデスクトップシステム用のプロトコルのデータ列へ、ＴＣＰ／ＩＰプロトコ
ルで通信するためのヘッダを付加するなどして、リモートデスクトップシステム用のプロ
トコルのデータ列をＩＰプロトコルのデータ列へ変換すると共に、当該データ列を、ベス
トエフォート型のＭＡＣ層処理回路４２ｂへ送信する論理回路も含まれている。
【００８０】
　さらに、当該ＭＡＣ層処理回路４２ｂを構成する論理回路には、例えば、操作データに
、予め定められたＭＡＣプロトコル（この例では、ＩＥＥＥ８０２．１１）に従って伝送
するためのデータを付加するなどして、当該ＭＡＣプロトコルのデータ列を生成し、当該
データ列をＩＦ回路部４１ａを介して無線通信用ＩＣ１２へ伝送するための論理回路が含
まれている。
【００８１】
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　これにより、上記プログラマブルロジックＩＣ３１ｂは、入力装置２４がデスクトップ
画面への操作を受け付けた場合、無線通信用ＩＣ１２を制御して、当該無線通信用ＩＣ１
２に当該操作を示す操作データを送信させることができる。
【００８２】
　また、プログラムセットＰｂに従って自らの論理回路が接続されているプログラマブル
ロジックＩＣ３１ｂには、ＡＲＰ（Address Resolusion Protocol ）処理を行うＡＲＰ処
理部４７ｂが形成される。当該ＡＲＰ処理部４７ｂは、ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂからの
データ列を解析して、送信先のＩＰアドレスを特定すると共に、以下のようにして、当該
ＩＰアドレスに対応するＭＡＣアドレスを特定して、当該ＭＡＣアドレス宛てへ上記デー
タ列を送信するように、ＭＡＣ層処理回路４２ｂへ指示できる。すなわち、当該ＩＰアド
レスを含むデータ列を、ブロードキャストアドレスとして予め定められたＭＡＣアドレス
宛てに送信するように、ＭＡＣ層処理回路４２ｂへ指示する。これに従って、ＭＡＣ層処
理回路４２ｂが無線通信用ＩＣ１２を制御して、当該データ列をブロードキャストすると
、ディスプレイ端末４と通信可能な機器のうち、上記データ列に含まれるＩＰアドレスが
自らのＩＰアドレスである機器は、自らのＭＡＣアドレスを含むデータ列を、ディスプレ
イ端末４へ返信する。当該データ列がＭＡＣ層処理回路４２ｂによって復元され、ＡＲＰ
処理部４７ｂが当該データ列を受け取ると、ＡＲＰ処理部４７ｂは、当該データ列から上
記ＭＡＣアドレスを抽出し、上記ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂからのデータ列を、当該ＭＡ
Ｃアドレス宛てに送信するように指示する。これにより、ディスプレイ端末４は、ＴＣＰ
／ＩＰ処理部４３ｂから受け取ったデータ列の送信先のＩＰアドレスに対応するＭＡＣア
ドレスが不明な場合であっても、何ら支障なく、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルで通信できる。
【００８３】
　ここで、上記ＡＲＰ処理部４７ｂは、ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂがデータ列を送信する
度に、上記処理を行っても良いが、本実施形態に係るＡＲＰ処理部４７ｂは、ＭＡＣアド
レスと当該ＭＡＣアドレスに対応するＩＰアドレスとの対応関係を、図示しないメモリに
記憶させており、ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂから、送信先のＩＰアドレスを受け取ると、
当該ＩＰアドレスに対応するＭＡＣアドレスが当該メモリに記憶されていると、上記処理
を省略して、上記ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂからのデータ列を、当該メモリから読み出し
たＭＡＣアドレス宛てに送信するように指示できる。
【００８４】
　また、上記ＡＲＰ処理部４７ｂは、ＭＡＣ層処理回路４２ｂによって復元されたデータ
列が、ＩＰアドレスに対応するＭＡＣアドレスの問い合わせであるか否かを判定しており
、問い合わせであった場合は、上記ＭＡＣ層処理回路４２ｂへ指示して、自機器のＭＡＣ
アドレスとして予め記憶されているＭＡＣアドレスを含むデータ列を、上記問い合わせへ
の回答として、当該問い合わせの送信元へ返信させることができる。
【００８５】
　さらに、上記ＩＦ回路部４５ａおよび４６ｂは、入力装置２４からの入力信号に基づい
て、ディスプレイ端末４が表示する映像の種類（テレビジョン放送か、デスクトップ画面
か）の変更指示を受け付けたか否かを判定できる。さらに、各ＩＦ回路部４５ａおよび４
６ｂは、現在表示している種類以外の種類の映像の表示指示を受け付けると、プログラマ
ブルロジックＩＣ３１の制御回路（図示せず）へ指示して、当該種類の映像を表示するた
めのプログラムセットをＲＯＭ３２から読み出させると共に、当該プログラムセットに従
って、自らの論理回路を接続させる。これにより、プログラマブルロジックＩＣ３１の論
理回路の接続を、現在の状態から、指示された種類の映像を表示するための状態へと変更
することができる。
【００８６】
　例えば、テレビジョン放送を表示しているとき、プログラマブルロジックＩＣ３１ａに
は、ＩＦ回路部４５ａが形成されている。そして、ディスプレイ端末４の入力装置２４が
デスクトップ画面の表示指示を受け付けると、当該ＩＦ回路部４５ａは、上記制御回路へ
デスクトップ画面に対応するプログラムセットＰｂの読み出しを指示する。これにより、
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プログラマブルロジックＩＣ３１の論理回路の接続は、プログラマブルロジックＩＣ３１
ａの状態から、プログラマブルロジックＩＣ３１ｂの状態へと変化し、ディスプレイ端末
４は、デスクトップ画面を表示できるようになる。
【００８７】
　なお、本実施形態では、上記無線通信用ＩＣ１２とプログラマブルロジックＩＣ３１と
は、例えば、ＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バス、ＩＳＡ（Industry St
andard Architecture ）あるいは独自バスなどのバスによって接続されており、上記ＩＦ
回路部４１ａ～４１ｃ（一部後述）には、バスを制御する回路も含まれている。また、本
実施形態に係るディスプレイ１３の上記両駆動回路２２・２３は、ＬＤＶＳ（Low Voltag
e Differential Signaling）によって駆動されている。これに伴なって、プログラマブル
ロジックＩＣ３１を構成する論理回路のうち、少なくとも、ディスプレイ１３と接続され
る論理回路は、ＬＤＶＳ信号を出力できるように構成されており、上記ドライバ制御回路
４５ａ・４６ｂ・４５ｃ（一部後述）は、上記制御信号および映像信号を、ＬＤＶＳ信号
として、上記両駆動回路２２・２３へ出力している。
【００８８】
　また、本実施形態に係るディスプレイ端末４は、無線通信用ＩＣ１２の受信した映像信
号を表示するだけではなく、他のインターフェース回路によって取得された映像信号も表
示できるように構成されている。
【００８９】
　具体的には、本実施形態に係るディスプレイ端末４には、図４に示すように、他のイン
タフェース回路として、蓄積型の記録媒体としてのメモリカード１５へのインタフェース
用ＩＣ１６が設けられている。当該ＩＦ用ＩＣ１６は、無線通信用ＩＣ１２と同様に、プ
ログラマブルロジックＩＣ３１に接続されており、当該プログラマブルロジックＩＣ３１
は、無線通信用ＩＣ１２からの映像の代わりに、ＩＦ用ＩＣ１６の取得した映像を表示す
るように、ディスプレイ１３を制御することができる。なお、当該メモリカード１５とし
ては、例えば、コンパクトフラッシュ（登録商標）、スマートメディア（商標）あるいは
Memory Stick（商標）などが挙げられる。
【００９０】
　また、コントローラ部１４のＲＯＭ３２には、上記プログラムセットＰａおよびＰｂだ
けではなく、メモリカード１５に格納されていた映像データの示す映像を表示する際に使
用されるプログラムセットＰｃも格納されている。
【００９１】
　ディスプレイ１３へメモリカード１５の映像を表示する場合、上記プログラマブルロジ
ックＩＣ３１は、プログラムセットＰｃに従って自らの論理回路を接続する。これにより
、プログラマブルロジックＩＣ３１には、図１に示す各ブロック４１ｃ～４４ｃが形成さ
れ、プログラマブルロジックＩＣ３１ｃとして動作できる。
【００９２】
　より詳細には、上記メモリカード１５には、予め定められた画像フォーマットの画像デ
ータが格納されている。当該画像フォーマットとしては、例えば、ＪＰＥＧ（Joint Phot
ographic Experts Group）フォーマットが挙げられる。
【００９３】
　一方、プログラマブルロジックＩＣ３１ｃには、上記画像フォーマットの画像データを
上記メモリカード１５から読み出すように、上記ＩＦ用ＩＣ１６を制御するＩＦ回路部４
１ｃと、上記ＩＦ用ＩＣ１６およびＩＦ回路部４１ｃを介して、メモリカード１５から読
み出した画像データを、上記画像フォーマットに従った信号列であるとして解析（デコー
ド）して、上記画像を示す映像データを、上記ＲＡＭ３３へ書き込むデコーダ回路４２ｃ
と、上記ディスプレイ１３のデータ信号線駆動回路２２および走査信号線駆動回路２３の
動作を制御すると共に、データ信号線駆動回路２２へ、上記ＲＡＭ３３に格納された映像
データを送信するドライバ制御回路４３ｃとが設けられる。
【００９４】
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　これにより、プログラマブルロジックＩＣ３１（３１ｃ）は、メモリカード１５に格納
された画像を表示するように、ディスプレイ１３の上記両駆動回路２２・２３を制御でき
る。
【００９５】
　また、プログラマブルロジックＩＣ３１ｃには、ディスプレイ１３の入力装置２４から
の入力信号を受け付けるＩＦ回路部４４ｃが形成される。当該ＩＦ回路部４４ｃは、入力
信号を解析して、操作の有無と、操作があった場合、受け付けた操作が予め定められた操
作であるか否かを判定できる。さらに、ＩＦ回路部４４ｃは、当該予め定められた操作を
受け付けた場合、当該操作に対応する処理を行うよう、プログラマブルロジックＩＣ３１
ｃの他のブロック４１ｃ～４３ｃ、または、プログラマブルロジックＩＣ３１ｃに接続さ
れた外部回路へ指示することができる。
【００９６】
　例えば、本実施形態に係るＩＦ回路部４４ｃは、上記予め定められた操作として、表示
している画像の変更操作を受け付けることができる。当該操作を受け付けた場合、ＩＦ回
路部４４ｃは、ＩＦ回路部４１ｃへ指示してＩＦ用ＩＣ１６を制御させる。これにより、
ＩＦ用ＩＣ１６は、指示された画像データをメモリカード１５から読み出すことができる
。この結果、ディスプレイ端末４は、操作に応じて、現在表示中の画像を切り換えること
ができる。
【００９７】
　なお、ＩＦ回路部４４ｃは、ＩＦ回路部４５ａ・４６ｂと同様に、現在表示している種
類以外の種類の映像の表示指示を受け付けると、プログラマブルロジックＩＣ３１の制御
回路（図示せず）へ指示して、プログラマブルロジックＩＣ３１の論理回路の接続を切り
換えさせることができる。
【００９８】
　上記構成では、ディスプレイ端末４の入力装置２４が、ユーザから、表示する映像の種
類の変更指示を受け付けていない間（図５に示すＳ１にて、NOの間）、ディスプレイ端末
４のプログラマブルロジックＩＣ３１は、ＲＯＭ３２に格納されている複数のプログラム
セット（Ｐａ～Ｐｃ）のうち、自らが表示可能な映像の種類のうち、現在表示している種
類の映像を表示／操作するためのプログラムセットに従って、自らの論理回路を接続して
いる。
【００９９】
　この状態では、図１に示すように、プログラマブルロジックＩＣ３１には、プログラマ
ブルロジックＩＣ３１に形成可能なブロック群（４１ａ～４５ａ）と、ブロック群（４１
ｂ～４７ｂ）とブロック群（４１ｃ～４４ｃ）とのうち、現在のプログラムセットに従っ
たブロック群のみが形成されている。
【０１００】
　当該ブロック群は、Ｓ２において、無線通信用ＩＣ１２またはＩＦ用ＩＣ１６からの信
号によって表示が指示された映像を表示するように、ディスプレイ１３を制御している。
また、この状態では、上記ブロック群は、入力装置２４からの入力信号に応じて無線通信
用ＩＣ１２またはＩＦ用ＩＣ１６を制御している。例えば、図１は、受信機本体２からの
テレビジョン放送を表示する場合を示しており、ブロック群４１ａ～４５ａが形成されて
いる。
【０１０１】
　これにより、ディスプレイ端末４は、受信機本体２からのテレビジョン放送、コンピュ
ータ３からのデスクトップ画面またはメモリカード１５からの画像をディスプレイ１３に
表示できる。また、ディスプレイ端末４は、選局操作や、デスクトップ画面への操作、あ
るいは、画像の切り換え操作を受け付け、操作を示す操作データを受信機本体２またはコ
ンピュータ３へ送信したり、操作に応じた画像データをメモリカード１５から読み出して
表示したりできる。
【０１０２】
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　上記状態において、ディスプレイ端末４の入力装置２４が、ユーザから、表示する映像
の種類の変更指示を受け付けると（Ｓ１にてYES の場合）、プログラマブルロジックＩＣ
３１は、Ｓ３において、指示された種類の映像を表示するためのプログラムセットをＲＯ
Ｍ２２から読み出して、自らの論理回路の接続を切り換える。これにより、例えば、図６
に示すように、デスクトップ画面を表示するためのブロック群（４１ｂ～４７ｂ）が、プ
ログラマブルロジックＩＣ３１に形成される。
【０１０３】
　このように、本実施形態に係るディスプレイ端末４には、蓄積型の記録媒体（メモリカ
ード１５）、あるいは、通信の受信部（無線通信用ＩＣ１２）から読み込まれ、ロジック
信号に変換された以降の画像データがディスプレイ１３へ転送されるまでの一連の動作を
それぞれ記述した複数のプログラムセットＰａ～Ｐｃが記憶されており、プログラマブル
ロジックＩＣ３１は、これらのプログラムセットＰａ～Ｐｃのうちのいずれかを読み込む
ことによって、動作を切り換えている。
【０１０４】
　したがって、プログラマブルロジックＩＣ３１に形成可能なブロック群（４１ａ～４５
ａ）と、ブロック群（４１ｂ～４７ｂ）とブロック群（４１ｃ～４４ｃ）とのうち、現在
表示している種類の映像の表示に必要なブロック群のみがプログラマブルロジックＩＣ３
１に形成されており、残余のブロック群は、他の種類の映像を表示するときまでは形成さ
れていない。そして、現在表示している映像の種類が変更されると、プログラマブルロジ
ックＩＣ３１に形成されるブロック群が切り換えられる。この結果、ディスプレイ端末４
が表示可能な映像の種類毎に、それぞれを表示するためのＩＣを設ける構成とは異なって
、主要処理部分を１チップＩＣで構成することが可能となり、複数ＩＣを接続する場合の
Ｉ／Ｏ部と各ＩＣ間を接続するための配線部分とを削減できる。したがって、プリント基
板の面積、層数を大幅に削減できる。これらの結果、それぞれを表示するためのＩＣを設
ける構成と比較して、ディスプレイ端末４の回路規模、消費電力、寸法および重量、さら
にはコストを大幅に削減できる。
【０１０５】
　また、上記ディスプレイ端末４では、上記動作は、プログラマブルロジックＩＣ３１に
よって行われているので、以下の構成、すなわち、汎用の高速なＣＰＵと主記憶装置とを
備え、当該ＣＰＵに繰り返し処理をさせて、上記動作を行わせる構成と比較しても、同様
に回路規模、消費電力、寸法および重量、さらにはコストを大幅に削減できる。
【０１０６】
　また、上記ディスプレイ端末４では、プログラマブルロジックＩＣ３１が上記動作を行
っているので、一度、ディスプレイ端末４が設計されてからの仕様変更に対してもフレキ
シビリティを持たせることができる。例えば、最初に設計されたプログラマブルロジック
ＩＣの回路規模で収まり、Ｉ／Ｏピンの位置の変更が無く動作できるような回路プログラ
ムであれば、上記プログラマブルロジックＩＣ３１のプログラム可能な論理回路を、当該
回路プログラムでプログラムすることによって、容易に機能を追加することができる。
【０１０７】
　ここで、本実施形態に係るディスプレイ端末４では、テレビジョン放送およびメモリカ
ード１５の画像を表示できるだけではなく、コンピュータのデスクトップ画面を表示でき
るにも拘わらず、上記動作は、無線通信用ＩＣ１２またはＩＦ用ＩＣ１６からの信号の示
す映像を表示するように、ディスプレイ１３を制御する動作と、入力装置２４からの入力
信号に基づいて、入力装置２４が受け付けた操作を示す操作データを送信するように無線
通信用ＩＣ１２を制御する動作、または、入力装置２４からの入力信号に基づいて、入力
装置２４が受け付けた操作に応じて、ＩＦ用ＩＣ１６が読み出す画像を変更する動作と、
入力装置２４が受け付けた操作に応じて、プログラマブルロジックＩＣ３１の動作を変更
する動作とに制限されている。
【０１０８】
　したがって、上記ＣＰＵのように逐次制御方式で制御される構成、すなわち、記憶装置
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に命令を記憶させ、そこから命令を１つずつ読み出して実行し、結果を返すという動作を
繰り返す構成と異なり、プログラムのフローチャートの逐次ステートが論理回路として同
時に存在するプログラマブルロジックＩＣ３１を用いても、何ら支障なく、上記各動作を
行わせることができる。また、プログラマブルロジックＩＣ３１は、ＣＰＵを設けたシス
テムとは異なり、中央処理という考えがなく、処理が集中する部分が存在しない。また、
命令と、データとがそれぞれ別の伝送経路で伝送されており、ＣＰＵのように、命令とデ
ータとの双方を伝送するための共通のバスが存在していない。したがって、ＣＰＵで処理
する場合と比較して、回路全体の動作周波数を大幅に削減できる。
【０１０９】
　より詳細には、逐次ステートのロジック回路は専用処理回路であるため、所望の演算結
果を得るのに低いクロック周波数で命令を実行できる。また、処理が集中するボトルネッ
ク部分が少ないために、ボトルネック部分のクロック周波数を上げる必要がない。したが
って、消費電力を削減できる。さらに、処理動作中にプログラムを生成／処理する必要が
ないので、プログラム生成／処理する分の消費電力を削減できる。
【０１１０】
　また、汎用性、拡張性を持たせるための各種制御（プログラム制御、ＤＭＡ制御、チャ
ネル制御）、各種周辺装置の制御をする必要がないので、その制御するための部分のため
の消費電力と回路規模とを削減できる。
【０１１１】
　これらの結果、ソフトウェアで処理していた処理を、低消費電力でハードウェア処理で
き、ソフトウェアで処理していた処理を、プログラマブルロジックＩＣ３１として、容易
に１チップ化できる。例えば、ＣＰＵで処理した場合、１２〔Ｗ〕を消費していたのに対
して、プログラマブルロジックＩＣ３１で処理した場合、消費電力を１〔Ｗ〕以下にまで
低減できる。
【０１１２】
　また、図７に示すように、プログラマブルロジックＩＣ３１ａ～３１ｃは、ＯＳ（Oper
ating System）の処理を行っていない。例えば、テレビジョン放送を表示する場合（図中
破線の場合）には、ＭＡＣ（ＬＬＣ）層の上に、デコード処理を行う層と、インターレー
ス／プログレッシブ変換やスケーリング処理を行う層とが形成されており、デコード処理
を行う層は、ＭＡＣ（ＬＬＣ）層から、ＯＳを介すことなく、ＭＡＣプロトコルで伝送さ
れたデータ列を受け取っている。同様に、コンピュータ３からのデスクトップ画面を表示
する場合（図中、実線の場合）には、ＴＣＰ／ＩＰ層の上に、アプリケーション層（ＶＮ
Ｃ層）が形成され、当該アプリケーション層は、ＯＳを介すことなく、ＴＣＰ／ＩＰ層へ
、送信先へ送信するデータ列を渡すと共に、ＴＣＰ／ＩＰ層から、ＯＳを介すことなく、
ＴＣＰプロトコルで伝送されたデータ列（リモートデスクトップシステム用のプロトコル
のデータ列）を受け取っている。なお、上記ＭＡＣ（ＬＬＣ）層は、ＭＡＣ層処理回路４
２ａ・４２ｂによって実現されている。また、上記デコード処理を行う層と、インターレ
ース／プログレッシブ変換やスケーリング処理を行う層は、デコーダ回路４３ａによって
、ＴＣＰ／ＩＰ層およびアプリケーション層は、ＴＣＰ／ＩＰ処理部４３ｂおよびアプリ
ケーション処理部４４ｂによって、それぞれ実現されている。
【０１１３】
　このように、上記各層が、ＯＳを介さずに、通信しているので、ロジック信号に変換さ
れた以降の画像データがディスプレイ１３へ転送されるまでの一連の動作を簡略化できる
。この結果、当該動作を、プログラマブルロジックＩＣ３１によって実行しているにも拘
わらず、プログラマブルロジックＩＣ３１の回路規模を大幅に削減できる。
【０１１４】
　ところで、一般に、上記両駆動回路の動作タイミングは、画素アレイと、ディスプレイ
へ入力される画像データのフォーマットとの組み合わせ毎に異なっていることが多い。し
たがって、ディスプレイにおいて、上記両駆動回路の動作タイミングを制御するタイミン
グコントローラは、画素アレイと別個のチップに収められることが多い。この結果、ディ
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スプレイにタイミングコントローラとして動作する回路を設けると、ディスプレイを構成
する素子の数が増加して、ディスプレイの構成が複雑になりがちである。
【０１１５】
　これに対して、本実施形態に係るディスプレイ端末４では、ディスプレイ１３にタイミ
ングコントローラが設けられておらず、プログラマブルロジックＩＣ３１がディスプレイ
１３のデータ信号線駆動回路２２および走査信号線駆動回路２３を直接制御している（プ
ログラマブルロジックＩＣ３１の端子が両駆動回路２２・２３の端子に接続されている）
。この結果、上記タイミングコントローラをディスプレイ１３に設け、プログラマブルロ
ジックＩＣ３１が当該タイミングコントローラと通信する構成と比較して、ディスプレイ
１３の構成を簡略化できる。
【０１１６】
　また、上記プログラマブルロジックＩＣ３１は、読み込むプログラムセットを変更する
ことによって、動作を変更できる。したがって、画素アレイと、ディスプレイへ入力され
る画像データのフォーマットとの組み合わせが変化したとしても、プログラムセットをそ
れぞれに合わせて変更するだけで、両駆動回路２２・２３の動作タイミングを、当該組み
合わせに合うようにして制御できる。これにより、ハードウェアとしては、同じプログラ
マブルロジックＩＣ３１を使用できるので、ディスプレイ１３にタイミングコントローラ
として動作する回路を設ける構成とは異なり、当該回路を別個のチップに分ける必要がな
い。したがって、当該回路を別個のチップに分ける場合と比較して、チップの外部と接続
するための端子やインターフェース回路あるいは配線などを削減できる。これらの結果、
ディスプレイ１３にタイミングコントローラを設ける構成と比較して、ディスプレイ端末
４全体の回路構成を簡略化できる。
【０１１７】
　ところで、上記では、帯域保証型のＭＡＣプロトコルで通信する場合と、ベストエフォ
ート型のＭＡＣプロトコルで通信する場合とで、物理層として動作する無線通信用ＩＣ１
２が共用されており、プログラマブルロジックＩＣ３１内に、帯域保証型のＭＡＣ層処理
回路４２ａ、または、ベストエフォート型のＭＡＣ層処理回路４２ｂが形成される場合を
例にして説明したが、これに限るものではない。
【０１１８】
　例えば、無線通信用ＩＣ１２が、双方のＭＡＣプロトコルでの処理が可能であれば、各
ＭＡＣ層処理回路４２ａ・４２ｂをプログラマブルロジックＩＣ３１に形成せず、ＩＦ回
路部４１ａ・４１ｂが、無線通信用ＩＣ１２を制御して、それぞれのＭＡＣプロトコルで
データ列を伝送させてもよい。また、状況（本実施形態では、テレビジョン放送を表示す
るか、デスクトップ画面を表示するか）毎に、物理層（必要に応じてＭＡＣ層を含む）と
して動作する無線通信用ＩＣ１２を、別個に設け、プログラマブルロジックＩＣ３１のＩ
Ｆ回路部４１ａ・４１ｂは、いずれかと通信してもよい。
【０１１９】
　プログラマブルロジックＩＣ３１内にＭＡＣ層処理回路４２ａ・４２ｂが形成されるか
否か、無線通信用ＩＣ１２が単数か否かに拘わらず、「上記プログラムセットＰａ…のう
ち、いずれを読み込ませるかによって、無線通信用ＩＣ１２とディスプレイ１３との間に
介在するプログラマブルロジックＩＣ３１の論理回路の接続を変更できる」構成であれば
、略同様の効果が得られる。
【０１２０】
　ただし、本実施形態のように、無線通信用ＩＣ１２が単数であり、プログラマブルロジ
ックＩＣ３１内をＭＡＣ層処理回路４２ａ…を形成すれば、無線通信用ＩＣ１２が複数の
構成、および、無線通信用ＩＣ１２が複数のＭＡＣプロトコルを処理する構成と比較して
、ディスプレイ端末４の回路規模、消費電力、寸法および重量を削減できる。
【０１２１】
　また、上記では、ディスプレイ端末４が携帯型である場合を例にして説明したが、これ
に限るものではない。受信機本体２またはコンピュータ３と有線の伝送経路を介して通信
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する据え置き型の装置であってもよい。
【０１２２】
　この場合であっても、上記プログラムセットＰａ…のうち、いずれを読み込ませるかに
よって、プログラマブルロジックＩＣ３１の論理回路の接続を変更する構成によって、デ
ィスプレイ端末４の回路規模、消費電力、寸法および重量を削減できる。
【０１２３】
　ただし、バッテリによって駆動する携帯型のディスプレイ端末４は、消費電力の削減が
稼動時間の増大に直結する。また、携帯する場合、寸法および重量はできる限り小さい方
が望ましい。したがって、携帯型のディスプレイ端末４に特に好適に使用できる。
【０１２４】
　さらに、本実施形態では、ＲＯＭ３２に複数のプログラムセットが予め記憶されている
場合を例にして説明したが、これに限るものではない。プログラマブルロジックＩＣ３１
が読み込むプログラムセットを切り換える前に、プログラムセットがプログラマブルロジ
ックＩＣ３１からアクセス可能な記憶装置に格納されていれば、上記ＲＯＭ３２に代えて
／加えて、当該記憶装置を設けた構成でも、同様の効果が得られる。
【０１２５】
　この場合、プログラムセットは、例えば、プログラムセットを記録媒体に格納し、当該
記録媒体を配付したり、あるいは、有線または無線の通信路を介して伝送するための通信
手段で送信したりして配付され、上記記憶装置へ書き込み可能な装置によって当該記憶装
置へ書き込まれる。また、上記記録媒体を上記記憶装置として用いてもよい。いずれの場
合であっても、当該プログラムセットが上記記憶装置に格納されると、当該記憶装置にア
クセスするプログラマブルロジックＩＣ３１は、上記と同様に動作できるので、同様の効
果が得られる。
【０１２６】
　なお、配付用の記録媒体にプログラムを格納する際の形式は、例えば、プログラマブル
ロジックＩＣ３１が読み取り可能な形式であってもよいし、ソースコードや、インタプリ
トまたはコンパイルの途中で生成される中間コードとして格納されていてもよい。いずれ
の場合であっても、圧縮された情報の解凍、符号化された情報の復号、インタプリト、コ
ンパイル、などの処理、あるいは、各処理の組み合わせによって、上記プログラマブルロ
ジックＩＣ３１をプログラム可能な形式に変換可能であれば、プログラムを記録媒体に格
納する際の形式に拘わらず、同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明によれば、プログラム可能な論理回路をプログラムするプログラムセットを切り
換えることによって、インターフェース回路からのデータを受け取ってから、上記画像表
示装置を制御するための制御信号を出力するまでの一連の動作を切り換えることができる
にも拘わらず、回路規模、消費電力、寸法および重量が小さな画像表示装置の制御回路を
実現できる。したがって、携帯型の画像表示装置をはじめとして、種々の画像表示装置の
制御回路として、好適に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、各プログラムセットによって、ディスプレ
イ端末に設けられたプログラマブルロジックＩＣに実現される機能ブロックを示すブロッ
ク図である。
【図２】上記ディスプレイ端末を含むネットワークシステムの要部構成を示すシステム構
成図である。
【図３】上記ディスプレイ端末を組み立てる前の状態を模式的に示した図面である。
【図４】上記ディスプレイ端末の要部構成を示すブロック図である。
【図５】上記ディスプレイ端末の動作を示すフローチャートである。
【図６】上記プログラマブルロジックＩＣに実現される機能ブロックを示すものであり、
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ネットワークシステムに含まれるコンピュータからのデスクトップ画面を表示している状
態を示すブロック図である。
【図７】上記プログラマブルロジックＩＣの層構造を示す図面である。
【符号の説明】
【０１２９】
　４　　ディスプレイ端末（表示装置）
１２　　無線通信用ＩＣ（インターフェース回路）
１３　　ディスプレイ（画像表示装置）
１４　　コントローラ部（画像表示装置の制御回路）
１５　　メモリカード（記録媒体）
１６　　インターフェース回路用ＩＣ（インターフェース回路）
２２　　データ信号線駆動回路（駆動回路）
２３　　走査信号線駆動回路（駆動回路）
３１　　プログラマブルロジックＩＣ（プログラム可能な論理回路）
３２　　ＲＯＭ（記憶回路）

【図１】 【図２】

【図３】
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