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(57)【要約】
【課題】携帯機器の携帯性を損なわせることなく、携帯
機器が保有する画像等を容易に拡大投写させることがで
きるようにする。
【解決手段】充電ホルダ２は、携帯機器１を保持するた
めにキャビネット１００の上面に設けられた凹部１０２
と、凹部１０２によって保持された携帯機器１に電力を
供給する電力供給ユニット２００と、携帯機器１から入
力された映像信号に基づく画像を生成し、被投写面に投
写する投写表示ユニット３００とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯機器用ホルダにおいて、
　携帯機器を保持する保持部と、
　前記保持部に保持された携帯機器に電力を供給する電力供給部と、
　前記携帯機器から入力された映像信号に基づく画像を生成し、被投写面に投写する投写
表示部と、
を備えたことを特徴とする携帯機器用ホルダ。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯機器用ホルダにおいて、
　前記投写表示部への電源ラインを接続または遮断するためのスイッチ部を備える、
ことを特徴とする携帯機器用ホルダ。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯機器用ホルダにおいて、
　前記スイッチ部は、前記携帯機器からの映像信号が入力可能な状態となったときに前記
電源ラインを接続する、
ことを特徴とする携帯機器用ホルダ。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一項に記載の携帯機器用ホルダにおいて、
　前記投写表示部は、前記映像信号の入力が予め設定された時間だけ途切れると、投写動
作を停止する、
ことを特徴とする携帯機器用ホルダ。
【請求項５】
　携帯機器と、携帯機器を保持するホルダとを備えた携帯装置において、
　前記携帯機器は、映像信号を出力するための出力部を有し、
　前記ホルダは、
　携帯機器を保持する保持部と、
　前記保持部に保持された携帯機器に電力を供給する電力供給部と、
　前記携帯機器から入力された映像信号に基づく画像を生成し、被投写面に投写する投写
表示部と、を有する、
ことを特徴とする携帯装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯装置において、
　前記携帯機器は、前記投写表示部に対する操作を行うための操作部を備え、
　前記投写表示部は、前記操作部による操作に応じて投写動作を行う。
ことを特徴とする携帯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電の際に携帯機器が装着される携帯機器用ホルダに関する。また、本発明
は、携帯機器と前記携帯機器用ホルダとを備える携帯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機やデジタルカメラ等の携帯機器には、文字や画像を表示するため、液
晶パネル等からなる表示部が配されている。近年、かかる携帯機器において、機器本体の
表示部とは別に、プロジェクタを内蔵し、文字や画像をスクリーン等に拡大投写できるよ
うにした構成が提案されている（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８－２９８８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、かかる携帯機器にプロジェクタを内蔵すると、その分、機器自身の体積
や重量が増加するため、携帯性が損なわれてしまう惧れがある。
【０００５】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、携帯機器の携帯性を損なわせるこ
となく、携帯機器が保有する画像等を容易に拡大投写させることができるようにすること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る携帯機器用ホルダは、携帯機器を保持する保持部と、前記保
持部に保持された携帯機器に電力を供給する電力供給部と、前記携帯機器から入力された
映像信号に基づく画像を生成し、被投写面に投写する投写表示部とを備える。
【０００７】
　第１の態様に係る携帯機器用ホルダの構成によれば、携帯機器の充電に用いる携帯機器
用ホルダを利用して、携帯機器が保有する画像等を容易に拡大投写させることができる。
【０００８】
　第１の態様に係る携帯機器用ホルダは、前記投写表示部への電源ラインを接続または遮
断するためのスイッチ部を備えるような構成とされ得る。
【０００９】
　このような構成とすれば、被運転時に投写表示部への電力供給を停止できるので、携帯
機器用ホルダの消費電力を抑制することができる。
【００１０】
　ここで、前記スイッチ部は、前記携帯機器からの映像信号が入力可能な状態となったと
きに前記電源ラインを接続するような構成とされ得る。
【００１１】
　このような構成とすれば、電力供給のための操作を行うことなく、投写表示部へ電力供
給を行うことができるので、ユーザの利便性が向上する。
【００１２】
　第１の態様に係る携帯機器用ホルダにおいて、前記投写表示部は、前記映像信号の入力
が予め設定された時間だけ途切れると、投写動作を停止するような構成とされ得る。
【００１３】
　このような構成とすれば、映像信号が正常に入力されない状態で投写動作が継続される
ことがないので、携帯機器用ホルダの無駄な電力消費を回避できる。
【００１４】
　本発明の第２の態様は、携帯装置に関する。本態様に係る携帯装置は、携帯機器と、携
帯機器を保持するホルダとを備える。ここで、前記携帯機器は、映像信号を出力するため
の出力部を有する。一方、前記ホルダは、携帯機器を保持する保持部と、前記保持部に保
持された携帯機器に電力を供給する電力供給部と、前記携帯機器から入力された映像信号
に基づく画像を生成し、被投写面に投写する投写表示部とを有する。
【００１５】
　第２の態様に係る携帯装置の構成によれば、第１の態様と同様、携帯機器の充電に用い
るホルダを利用して、携帯機器が保有する画像等を容易に拡大投写させることができる。
【００１６】
　第２の態様に係る携帯装置において、前記携帯機器は、前記投写表示部に対する操作を
行うための操作部を備えるような構成とされ得る。この場合、前記投写表示部は、前記操
作部による操作に応じて投写動作を行う。
【００１７】
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　このような構成とすれば、携帯機器の操作部を用いて、投写表示部の運転操作を行うこ
とができるので、運転操作のための操作部をホルダに設ける必要がなく、ホルダを簡素化
できる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のとおり、本発明によれば、携帯機器の携帯性を損なわせることなく、携帯機器が
保有する画像等を容易に拡大投写させることができる。
【００１９】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって
、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施の形態に係る携帯装置の構成を示す図である。
【図２】実施の形態に係る光学エンジンおよび投写レンズの構成を示す図である。
【図３】実施の形態に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態に係る投写表示ユニットの運転制御について説明するための図である
。
【図５】変更例１に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。
【図６】変更例２に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。
【図７】変更例３に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、実施の形態に係る携帯装置について説明する。
【００２２】
　図１は、携帯装置の構成を示す図である。図１（ａ）は、携帯機器１が充電ホルダ２に
セットされている状態を示す側面図である。図１（ｂ）および（ｃ）は、それぞれ、充電
ホルダ２の構成を示す上面図および側面透視図である。
【００２３】
　図１（ａ）に示すように、携帯装置は、携帯機器１と、充電ホルダ２とを備えている。
携帯機器１は、たとえば、携帯電話機であり、二次電池からの電力供給により通話等、所
定の動作を行う。携帯機器１は、携帯電話機に限らず、デジタルカメラやＰＤＡであって
もよい。携帯機器１は、充電される際、たとえば、卓上に配された充電ホルダ２にセット
される。
【００２４】
　充電ホルダ２は、携帯機器１がセットされた状態において、携帯機器１の二次電池を充
電するための電力供給を行う。充電ホルダ２は、携帯機器１への電力供給機能に加えて、
プロジェクタ機能を有する。携帯機器１が保有する画像データは、通信ケーブル３を介し
て充電ホルダ２に入力され、充電ホルダ２によって、被投写面（部屋の壁面やスクリーン
）に拡大投写される。
【００２５】
　図１（ｂ）、（ｃ）に示すように、充電ホルダ２は、キャビネット１００と、電力供給
ユニット２００と、投写表示ユニット３００と、ＡＣアダプタ４００とを備えている。
【００２６】
　キャビネット１００は、後部が低くなるよう上面が緩く傾斜している。キャビネット１
００の上面には、携帯機器１の背面部の形状に対応する凹部１０１が形成されている。携
帯機器１の背面側が凹部１０１に収容されることにより、携帯機器１が充電ホルダ２に保
持される。（図１（ａ）参照）。
【００２７】
　電力供給ユニット２００には、ＡＣアダプタ４００のケーブル４０１が接続されている
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。ＡＣアダプタ４００は、商用電源の交流電圧を直流電圧に変換し、電力供給ユニット２
００へ出力する。電力供給ユニット２００は、ＡＣアダプタ４００から入力された直流電
圧を、携帯機器１の二次電池の充電に適する直流電圧に変換する。
【００２８】
　凹部１０１の後端部には、電力供給ユニット２００の出力端子部２００ａが配されてお
り、携帯機器１が凹部１０１に収容されると、出力端子部２００ａが携帯機器１の入力端
子部（図示せず）に接触する。また、凹部１０１の底面には、作動ボタン１０２が配され
ている。携帯機器１が凹部１０１に収容され、作動ボタン１０２が携帯機器１によってホ
ルダ内部に押し込まれると、電力供給ユニット２００で変換された直流電圧が、出力端子
部２００ａを介して携帯機器１へ供給される。
【００２９】
　また、電力供給ユニット２００は、ＡＣアダプタ４００から入力された直流電圧を、投
写表示ユニット３００へ供給する。
【００３０】
　投写表示ユニット３００は、光学エンジン３１０と、投写レンズ３２０と、駆動回路部
３３０とを備えている。携帯機器１から映像信号が入力されると、駆動回路部３３０によ
る駆動制御の下、光学エンジン３１０により当該映像信号に基づく画像が生成され、生成
された画像が投写レンズ３２０によって被投写面へ拡大投写される。
【００３１】
　図２（ａ）は、光学エンジン３１０および投写レンズ３２０の構成を示す図である。
【００３２】
　光学エンジン３１０は、光源部３１１と、自由曲面レンズ３１２と、ＰＢＳアレイ３１
３と、ＰＢＳ３１４と、光変調部３１５とを備えている。
【００３３】
　光源部３１１は、白色光を発するＬＥＤからなる。光源部３１１から出射された光は、
自由曲面レンズ３１２に入射される。自由曲面レンズ３１２は、入射された光が光変調部
３１５に適正に照射されるよう、レンズ作用を付与する。自由曲面レンズ３１２から出射
された光は、ＰＢＳアレイ３１３を通過することにより、ＰＢＳ３１４に対してＳ偏光と
なるよう偏光方向が揃えられる。ＰＢＳアレイ３１３を通過したＳ偏光の光は、ＰＢＳ３
１４で反射され、光変調部３１５に照射される。
【００３４】
　光変調部３１５は、ＲＧＢのカラーフィルタを有する反射型液晶パネルからなる。光変
調部３１５は、ＲＧＢ各色のカラーフィルタを通過した赤色波長帯の光（以下、Ｒ光とい
う）、緑色波長帯の光（以下、Ｇ光という）および青波長帯の光（以下、Ｂ光という）を
、映像信号に基づいて変調し反射する。
【００３５】
　光変調部３１５から出射されたＲ光、Ｇ光およびＢ光は、その偏光方向に応じてＰＢＳ
３１４を透過し、映像光として投写レンズ３２０に入射される。
【００３６】
　投写レンズ３２０は、光学エンジン３１０から出射された映像光を、被投写面へ拡大投
写する。投写レンズ３２０は、その光軸方向に移動可能なフォーカスレンズ（図示せず）
を含む。フォーカスレンズを前後に移動させることにより、フォーカス調整が行われる。
【００３７】
　図３は、携帯装置の構成を示すブロック図である。なお、図３において、実線矢印は信
号ラインを示し、破線矢印は電源ラインを示す。
【００３８】
　まず、図３を参照して、充電ホルダ２における電力供給ユニット２００および投写表示
ユニット３００の更なる詳細な構成について説明する。
【００３９】
　電力供給ユニット２００は、電源入力部２０１と、電圧変換部２０２と、充電スイッチ
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２０３と、電源出力部２０４とを備えている。
【００４０】
　電源入力部２０１には、ＡＣアダプタ４００から直流電圧が入力される。電源入力部２
０１は、電源入力用の端子を有するコネクタにより構成され、このコネクタにＡＣアダプ
タ４００から延びるケーブル４０１の電源出力用端子が接続される。
【００４１】
　電源入力部２０１に入力された直流電圧は、電圧変換部２０２へ出力される。電圧変換
部２０２は、入力された直流電圧を携帯機器１の充電に適する大きさの直流電圧（以下、
「充電電圧」という）に変換し、充電スイッチ２０３を介して電源出力部２０４へ出力す
る。
【００４２】
　充電スイッチ２０３は、電源出力部２０４への電源ラインを接続または遮断する。前述
のように携帯機器１が充電ホルダ２にセットされると、作動ボタン１０２に押されて充電
スイッチ２０３がオンし、電源ラインが接続される。一方、携帯機器１が充電ホルダ２か
ら外されると、作動ボタン１０２が元に戻って充電スイッチ２０３がオフし、電源ライン
が遮断される。即ち、充電スイッチ２０３がオンしている間、電源出力部２０４に充電電
圧が入力される。
【００４３】
　電源出力部２０４は、前述した出力端子部２００ａを含み、出力端子部２００ａを通じ
て、携帯機器１へ充電電圧を供給する。
【００４４】
　投写表示ユニット３００において、駆動回路部３３０は、制御部３３１と、記憶部３３
２と、映像信号処理部３３３と、制御信号入力部３３４と、映像信号入力部３３５と、電
源部３３６と、待機スイッチ３３７とを備えている。
【００４５】
　映像信号処理部３３３は、映像信号入力部３３４を介して入力された映像信号に各種処
理を施して光変調部３１５に適する映像信号を生成し、光変調部３１５へ出力する。
【００４６】
　記憶部３３２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等で構成されている。記憶部３３２には、制御部３３
１に制御機能を付与するための制御プログラムが記憶されている。
【００４７】
　制御部３３１は、ＣＰＵを備える。制御部３３１には、制御信号入力部３３４を介して
、携帯機器１から投写表示ユニット３００の運転操作に係る制御信号が入力される。制御
部３３１は、携帯機器１から入力された制御信号に基づき、記憶部３３２に記憶された制
御プログラムに従って、光源部３１１や映像信号処理部３３３を制御する。
【００４８】
　なお、制御信号入力部３３４および映像信号入力部３３５は、制御信号入力用端子と映
像信号入力用端子とを有するコネクタにより構成され、このコネクタに通信ケーブル３の
充電ホルダ２側の端子が接続される。
【００４９】
　電源部３３６には、電力供給ユニット２００から待機スイッチ３３７を介して直流電圧
が入力される。電源部３３６は、入力された直流電圧を、制御部３３１等、投写表示ユニ
ット３００の各部に適する大きさの直流電圧に変換し、各部へ供給する。
【００５０】
　待機スイッチ３３７は、ユーザにより操作される操作スイッチ部３３７ａを有し、電源
部３３６への電源ラインを接続または遮断する。ユーザによって電源をオンする操作がな
されると、待機スイッチ３３７がオンする。これにより、電源ラインが接続され、電源部
３３６へ直流電圧が供給される。一方、ユーザによって電源をオフする操作がなされると
、待機スイッチ３３７がオフする。これにより、電源ラインが遮断され、電源部３３６へ
の直流電圧の供給が停止される。待機スイッチ３３７には、たとえば、トグルスイッチや
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レバースイッチ、ロッカースイッチ（シーソースイッチ）等が用いられる。
【００５１】
　次に、同じく図３を参照し、携帯機器１の詳細な構成について説明する。
【００５２】
　携帯機器１は、制御部５０１と、記憶部５０２と、操作部５０３と、映像信号処理部５
０４と、表示部５０５と、制御信号出力部５０６と、映像信号出力部５０７とを備えてい
る。
【００５３】
　操作部５０３は、各種操作キーを備え、ユーザのキー操作に応じた操作信号を制御部５
０１へ出力する。操作部５０３は、携帯機器１の本来の機能（たとえば、携帯電話機であ
れば、通話やメール送受信等）を実行するための操作キーの他、充電ホルダ２の投写表示
ユニット３００の運転操作を行うための操作キーを備えている。
【００５４】
　記憶部５０２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等で構成されている。記憶部５０２には、制御部５０
１に制御機能を付与するための制御プログラムが記憶されている。また、記憶部５０２に
は、携帯機器１の各種操作画面の画像データや、写真、ビデオ等の画像データが記憶され
ている。
【００５５】
　映像信号処理部５０４は、記憶部５０２から出力された画像データを処理して、表示部
５０５に適する映像信号を生成し、表示部５０５へ出力する。表示部５０５は、例えば、
液晶ディスプレイであり、入力された映像信号に応じた画像を表示する。
【００５６】
　また、映像信号処理部５０４は、生成した映像信号を、映像信号出力部５０７を介して
充電ホルダ２（投写表示ユニット３００）へ出力する。
【００５７】
　制御部５０１は、ＣＰＵを備える。制御部５０１は、操作部５０３からの操作信号に基
づき、記憶部５０２に記憶された制御プログラムに従って、映像信号処理部５０４等の各
部を制御する。また、制御部５０１は、操作部５０３から投写表示ユニット３００の運転
操作に係る操作信号が入力されると、運転操作に係る制御信号を、制御信号出力部５０６
を介して充電ホルダ２（投写表示ユニット３００）へ出力する。
【００５８】
　なお、制御信号出力部５０６および映像信号出力部５０７は、制御信号出力用端子と映
像信号出力用端子とを有するコネクタにより構成され、このコネクタに通信ケーブル３の
携帯機器１側の端子が接続される。制御信号出力部５０６からの制御信号および映像信号
出力部５０７からの映像信号は、通信ケーブル３を通じて、それぞれ、制御信号入力部３
３４および映像信号入力部３３５へ送信される。
【００５９】
　携帯機器１は、さらに、電源入力部５０８と、電池充電部５０９と、二次電池５１０と
、電源部５１１とを備えている。
【００６０】
　電源入力部５０８には、携帯機器１が充電ホルダ２にセットされた状態において、充電
ホルダ２から充電電圧が入力される。入力された充電電圧は、電池充電部５０９へ出力さ
れる。
【００６１】
　電池充電部５０９は、二次電池５１０を充電する。このとき、二次電池５１０が過充電
とならないよう、電池充電部５０９により充電制御が行われる。また、電池充電部５０９
からは、充電状況等が制御部５０１に出力される。
【００６２】
　二次電池５１０は、電源部５１１へ直流電圧を出力する。電源部５１１は、入力された
直流電圧を、制御部５０１等、携帯機器１の各部に適する大きさの直流電圧に変換し、各
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部へ供給する。なお、携帯機器１が充電ホルダ２にセットされているときには、電源入力
部５０８から電源部５１１へ直流電圧が直接供給される。
【００６３】
　図４は、投写表示ユニット３００の運転制御について説明するための図である。図４（
ａ）は、投写表示ユニット３００の制御部３３１により実行される処理フローを示し、図
４（ｂ）は、携帯機器１の制御部５０１により実行される処理フローを示す。
【００６４】
　なお、以下の運転制御に関する説明においては、便宜上、携帯機器１の制御部５０１を
携帯制御部５０１と称し、投写表示ユニット３００の制御部３３１を投写制御部３３１と
称する。
【００６５】
　充電ホルダ２が商用電源に接続されている状態において、投写表示ユニット３００が使
用されないときには、通常、待機スイッチ３３７がオフされている。これにより、投写表
示ユニット３００へは電力が供給されず、投写表示ユニット３００の消費電力はゼロとな
っている。このとき、電力供給ユニット２００へは電力供給がなされているため、携帯機
器１が充電ホルダ２にセットされれば、携帯機器１への充電が行われる。
【００６６】
　携帯機器１が保有する画像を投写ユニット３００によって投写する場合、ユーザは、携
帯機器１を充電ホルダ２にセットし、あるいは、携帯機器１を充電ホルダ２の近くに置き
、携帯機器１と充電ホルダ２とを通信ケーブル３により接続する。そして、操作スイッチ
部３３７ａを操作し、待機スイッチ３３７をオンする。
【００６７】
　待機スイッチ３３７がオンし、電源部３３６へ電力供給がなされると、投写制御部３３
１が起動する。これにより、投写表示ユニット３００は待機状態となる。
【００６８】
　図４（ａ）に示すように、投写制御部３３１は、携帯機器１からの起動信号を監視する
（Ｓ１０１）。
【００６９】
　図４（ｂ）に示すように、携帯機器１では、携帯制御部５０１が投写表示ユニット３０
０を起動するための操作を監視する（Ｓ２０１）。
【００７０】
　ユーザが操作部５０３により投写表示ユニット３００の起動操作を行うと（Ｓ２０１：
ＹＥＳ）、携帯制御部５０１は、投写表示ユニット３００へ起動信号を送信する（Ｓ２０
２）。
【００７１】
　起動信号が投写制御部３３１に送信されると（Ｓ１０１：ＹＥＳ）、投写制御部３３１
は、光源部３１１を点灯する等、投写表示ユニット３００を運転状態とするためのセット
アップ処理を行う（Ｓ１０２）。そして、セットアップ処理が完了すると、携帯機器１へ
起動が完了したことを知らせる起動完了信号を送信する（Ｓ１０３）。
【００７２】
　携帯制御部５０１は、起動完了信号を受信すると（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、ユーザの送信
操作に基づいて、投写する画像の映像信号を投写表示ユニット３００へ送信する（Ｓ２０
４）。
【００７３】
　投写制御部３３１は、映像信号を受信すると（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、投写を開始する（
Ｓ１０５）。前述のように、映像信号処理部３３３から映像信号が光変調部３１５に出力
され、映像信号に基づく画像が投写レンズ３２０を通じて被投写面に投写される。
【００７４】
　次に、携帯機器１において、ユーザにより運転を終了する操作がなされと（Ｓ２０５：
ＹＥＳ）、携帯制御部５０１は、映像信号の送信を停止し（Ｓ２０６）、運転を停止する
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ための停止信号を投写表示ユニット３００へ送信する（Ｓ２０７）。
【００７５】
　投写制御部３３１は、停止信号を受信すると（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、投写表示ユニット
３００を待機状態に移行させるべく、光源部３１１を消灯する等、所定のシャットダウン
処理を行う（Ｓ１０７）。そして、シャットダウン処理が完了すると、携帯機器１へ運転
が停止したことを知らせる停止完了信号を送信する（Ｓ１０８）。
【００７６】
　その後、投写制御部３３１は、待機状態において、ユーザの操作に基づいて待機スイッ
チ３３７がオフしなければ（Ｓ１０９：ＮＯ）、再び起動信号を監視する（Ｓ１０１）。
この間に、待機スイッチ３３７がオフすれば（Ｓ１０９：ＹＥＳ）、運転制御が終了する
。
【００７７】
　一方、携帯制御部５０１は、停止信号を受信した後（Ｓ２０８：ＹＥＳ）、携帯機器１
の電源がオフされなければ（Ｓ２０９：ＮＯ）、投写表示ユニット３００の起動操作を再
び監視する（Ｓ２０１）。この間に、ユーザの操作によって携帯機器１の電源がオフされ
れば（Ｓ２０９：ＹＥＳ）、運転制御が終了する。
【００７８】
　なお、通信ケーブル３が外される等の原因により、携帯機器１からの映像信号の送信中
に、投写表示ユニット３００との通信が遮断されると（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、携帯制御部
５０１は、映像信号の送信を停止する（Ｓ２１１）。
【００７９】
　たとえば、通信ケーブル３を介して制御信号入力部３３４と制御信号出力部５０６とが
接続されると、制御信号出力部５０６を構成するコネクタの所定の端子の入力信号が一定
の電圧レベルに立ち上がるよう、制御信号入力部３３４および制御信号出力部５０６と、
携帯制御部５０１とが構成されている。携帯制御部５０１は、通信ケーブル３が外される
ことにより、前記入力信号が前記電圧レベルから立ち下がると、通信が遮断されたと判断
する。
【００８０】
　一方、投写制御部３３１は、通信が遮断されることにより、予め設定された一定時間、
映像信号が受信されなくなると（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、シャットダウン処理を実行し（Ｓ
１１１）、運転を停止する。これにより、投写表示ユニット３００は待機状態となる。
【００８１】
　以上、説明したとおり、本実施の形態によれば、充電ホルダ２を利用して、携帯機器１
が保有する画像を拡大投写することができる。よって、携帯機器１の携帯性を損なうこと
なしに、携帯機器１に保存された画像を、容易に大きな画面で見ることが可能となる。
【００８２】
　また、本実施の形態では、充電ホルダ２のみを携帯機器とともに持ち運びするだけで投
写が可能となるので、ユーザの利便性が高くなる。充電ホルダは、携帯機器とともに持ち
運ばれることが多い。よって、ユーザは、充電のために同時に持ち運ばれ易い充電ホルダ
をもって、手軽に投写を行うことができる。
【００８３】
　また、たとえば、携帯電話機にプロジェクタを内蔵した場合、投写中に電話がかかって
くると、机等に固定した携帯電話機が、通話のために一旦動かされることとなる。この場
合、通話が終わった後に、再び、フォーカス調整等のセッティング作業を行わなければな
らず、煩わしいという問題がある。この点、本実施の形態では、携帯機器１が携帯電話機
である場合、電話がかかってくれば、携帯電話機を充電ホルダ２から外せばよく、充電ホ
ルダ２自身を動かす必要がない。よって、上記のようにセッティング作業をやり直す必要
がない。
【００８４】
　さらに、本実施の形態によれば、携帯機器１の操作部５０３を用いて、投写表示ユニッ
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ト３００の運転操作を行うようにしているので、充電ホルダ２側に設ける操作部を少なく
することができる。よって、充電ホルダ２を簡素化できる。
【００８５】
　また、本実施の形態によれば、投写表示ユニット３００への電源ラインに待機スイッチ
３３７を配し、電力供給ユニット２００による携帯機器１の充電は可能としたまま、投写
表示ユニット３００への電力供給を遮断できるようにしたので、充電ホルダ２の消費電力
を抑制することができる。
【００８６】
　さらに、本実施の形態によれば、映像信号が正常に受信されなくなれば、自動的に投写
表示ユニット３００の運転が停止されるので、無駄な電力消費を回避できる。
【００８７】
　＜変更例１＞
　図５は、変更例１に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。なお、図５において
、実線矢印は信号ラインを示し、破線矢印は電源ラインを示す。
【００８８】
　本変更例では、上記実施の形態に対し、投写表示ユニット３００の待機スイッチ３３７
が、図５に示す待機スイッチ３３８に変更されている。その他の構成は、上記実施の形態
と同様である。
【００８９】
　待機スイッチ３３８は、ケーブル接続検出部３３８ａを有する。待機スイッチ３３８は
、ケーブル接続検出部３３８ａによって、通信ケーブル３が充電ホルダ２に接続されたか
否かを検出する。通信ケーブル３が充電ホルダ２に接続され、映像信号が入力可能になる
と、待機スイッチ３３８がオンし、電源部３３６へ直流電圧が供給される。また、通信ケ
ーブル３が充電ホルダ２から外され、映像信号が入力できなくなると、待機スイッチ３３
８がオフし、電源部３３６への直流電圧の供給が停止される。
【００９０】
　ケーブル接続検出部３３８ａは、たとえば、図１（ａ）に示す作動ボタン１０２と同様
なボタン部を備え、通信ケーブル３の充電ホルダ２側の端子が、充電ホルダ２のコネクタ
に接続されると、ボタン部が端子によって、ホルダ内部に押し込まれるような構成とする
ことができる。この場合、押し込まれたボタン部が待機スイッチ３３８のスイッチ部を押
すことにより、待機スイッチ３３８がオンする。
【００９１】
　本変更例の構成によれば、ユーザは、映像信号を送信するため作業の一環として通信ケ
ーブル３の充電ホルダ２への接続を行うだけで、投写表示ユニット３００への電源投入を
行えるので、別途、電源投入操作が不要となり、ユーザの利便性が向上する。
【００９２】
　＜変更例２＞
　図６は、変更例２に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。なお、図６において
、実線矢印は信号ラインを示し、破線矢印は電源ラインを示す。
【００９３】
　上記実施の形態では、通信ケーブル３によって制御信号および映像信号を送信するよう
にしているが、本変更例のように、無線通信によって制御信号および映像信号を送信する
ような構成とすることもできる。
【００９４】
　携帯機器１および投写表示ユニット３００には、それぞれ、無線通信部５１２、３３９
が配されている。その他の構成は、上記実施の形態と同様である。
【００９５】
　携帯機器１において、ユーザによって無線通信の設定がなされると、制御部５０１は、
投写表示ユニット３００の運転操作に係る制御信号を無線通信部５１２に出力する。また
、映像信号処理部５０４は、映像信号を無線通信部５１２に出力する。無線通信部５１２
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は、制御信号および映像信号を無線信号に変換して、投写表示ユニット３００の無線通信
部３３９へ送信する。無線通信部３３９は、受信した無線信号を制御信号および映像信号
に変換し、それぞれ、制御部３３１および映像信号処理部３３３へ出力する。
【００９６】
　本変更例の構成によれば、通信ケーブル３を接続する作業が不要となるため、ユーザの
利便性が向上する。
【００９７】
　なお、本変更例は、上記変更例１の携帯装置にも適用可能である。
【００９８】
　＜変更例３＞
　図７は、変更例３に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。なお、図７において
、実線矢印は信号ラインを示し、破線矢印は電源ラインを示す。また白ぬき矢印は、信号
と電源の混合ラインを示す。
【００９９】
　上記実施の形態のように、通信ケーブル３によって制御信号および映像信号を送信する
ような構成や、変更例２のように、無線通信によって制御信号および映像信号を送信する
ような構成に替えて、本変更例のように、電源ラインを利用して制御信号および映像信号
を送信するような構成とすることもできる。
【０１００】
　携帯機器１には、電源入力部５０８に替えて、重畳・分離部５１３および電源・信号入
出力部５１４が配されている。また、電力供給ユニット２００には、電源出力部２０４に
替えて、重畳・分離部２０５および電源・信号入出力部２０６が配されている。電源・信
号入出力部２０６は、電源出力部２０４と同様、出力端子部２００ａを備えている。
【０１０１】
　電圧変換部２０２で生成された充電電圧は、重畳・分離部２０５、電源・信号入出力部
２０６、電源・信号入出力部５１４、重畳・分離部５１３を通じて電池充電部５０８や電
源部５１１へ供給される。
【０１０２】
　一方、制御部５０１は、投写表示ユニット３００の運転操作に係る制御信号を重畳・分
離部５１３に出力する。また、映像信号処理部５０４は、映像信号を重畳・分離部５１３
に出力する。重畳・分離部５１３は、入力された制御信号および映像信号を変調して電源
ラインに重畳させ、電源・信号入出力部５１４、電源・信号入出力部２０６を通じて、重
畳・分離部２０５へ送信する。重畳・分離部２０５は、電源ラインに重畳された制御信号
および映像信号を分離し、さらに復調して、それぞれ、制御部３３１および映像信号処理
部３３３へ出力する。
【０１０３】
　本変更例の構成によれば、変更例２の構成と同様、通信ケーブル３を接続する作業が不
要となるため、ユーザの利便性が向上する。
【０１０４】
　なお、本変更例は、上記変更例１の携帯装置にも適用可能である。
【０１０５】
　＜その他＞
　本発明の実施形態は、上記以外にさらに種々の変更が可能である。
【０１０６】
　たとえば、図２（ａ）に示す光学エンジン３１０に替えて、図２（ｂ）に示す光学エン
ジン３４０を充電ホルダ２に搭載することもできる。
【０１０７】
　図２（ｂ）に示すように、光学エンジン３４０は、３つの光源部３４１Ｒ、３４１Ｇ、
３４１Ｂを備えている。光源部３４１Ｒは、Ｒ光を発するＬＥＤからなる。また、光源部
３４１Ｇは、Ｇ光を発するＬＥＤからなり、光源部３４１Ｂは、Ｂ光を発するＬＥＤから
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なる。各光源部３４１Ｒ、３４１Ｇ、３４１Ｂからは、時分割で光が出射される。
【０１０８】
　光源部３４１Ｒから出射されたＲ光は、レンズ３４２Ｒを通ってダイクロイックミラー
３４３に入射する。ダイクロイックミラー３４３は、Ｂ光およびＧ光を反射し、Ｒ光を透
過する。Ｒ光は、ダイクロイックミラー３４３を透過して、フライアイレンズアレイ３４
６に入射する。
【０１０９】
　光源部３４１Ｇから出射されたＧ光は、レンズ３４２Ｇを通ってダイクロイックミラー
３４４に入射する。ダイクロイックミラー３４４は、Ｇ光を反射し、Ｂ光を透過する。Ｇ
光は、ダイクロイックミラー３４４で反射され、さらにダイクロイックミラー３４３で反
射されて、フライアイレンズアレイ３４６に入射する。
【０１１０】
　光源部３４１Ｂから出射されたＢ光は、レンズ３４２Ｂを通ってミラー３４５で反射さ
れる。そして、ダイクロイックミラー３４４を透過し、さらにダイクロイックミラー３４
３で反射されて、フライアイレンズアレイ３４６に入射する。
【０１１１】
　フライアイレンズアレイ３４６は、一対のレンズからなり、各レンズは、蠅の目状に配
された多数のセルから構成されている。これらセルによって入射された光（Ｒ光、Ｂ光、
Ｇ光）が分割される。分割された各光は、コンデンサレンズ３４７のレンズ作用およびミ
ラー３４８での反射により、ＤＭＤ３４９に重畳される。これにより、ＤＭＤ３４９に照
射される光の光量分布が均一化される。
【０１１２】
　ＤＭＤ３４９は、個々に独立駆動するマイクロミラーを含み、時分割で照射されるＲ光
、Ｇ光およびＢ光を、映像信号に基づいて変調する。変調されたＲ光、Ｇ光およびＢ光は
、順次、投写レンズ３２０によって被投写面に拡大投写される。
【０１１３】
　Ｒ光、Ｇ光およびＢ光の出射の切り替えは、非常に高速で行われため、投写されたＲ光
、Ｇ光およびＢ光は、被投写面上で合成され、ユーザの目には１つのカラー画像として映
る。
【０１１４】
　また、上記実施の形態では、投写表示ユニット３００の運転操作を行うための操作部が
充電ホルダ２に設けられていないが、このような操作部を充電ホルダ２に設けるようにし
てもよい。
【０１１５】
　このようにすれば、携帯機器１との間で通信ができなくても、投写表示ユニット３００
の運転が可能となる。これにより、携帯機器１がないときでも、充電ホルダ２をプロジェ
クタとして単独で活用でき、パソコン等、他の機器からの画像を投写することができる。
よって、充電ホルダ２の付加価値を高めることができる。
【０１１６】
　さらに、上記実施の形態のように通信ケーブル３を用いるのではなく、携帯機器１に、
映像信号等の出端子部を設けるとともに、充電ホルダ２にコネクタ部を設け、携帯機器１
が充電ホルダ２にセットされたときに、出力端子部がコネクタ部に直接接続されるような
構成としてもよい。さらに、このような構成とした場合、出力端子部がコネクタ部に接続
されたときに、変更例１の待機スイッチ３３８がオンするような構成としてもよい。
【０１１７】
　さらに、上記実施の形態では、キャビネット１００に設けた凹部１０１によって、携帯
機器１の背面を収容することにより、携帯機器１を保持するようにしている。しかしなが
ら、これに限らず、携帯機器１が保持されるのであれば、どのような保持機構がキャビネ
ット１００に設けられてもよい。また、上記実施の形態のように、携帯機器１を寝かせる
ように保持するのではなく、立てて保持するような保持機構がキャビネット１００に設け



(13) JP 2011-123148 A 2011.6.23

10

られてもよい。
【０１１８】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１１９】
　　　１　携帯機器
　　　２　充電ホルダ（携帯機器用ホルダ、ホルダ）
　　　１０１　凹部（保持部）
　　　２００　電力供給ユニット（電力供給部）
　　　３００　投写表示ユニット（投写表示部）
　　　３３７、３３８　待機スイッチ（スイッチ部）
　　　５０３　操作部
　　　５０７　映像信号出力部（出力部）

【図１】 【図２】



(14) JP 2011-123148 A 2011.6.23

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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