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(57) 要約

表 タ付き投影装置 (10) ほ、光学像を投影表7 すろ投影部 (120) 、再斗像を表 する表示
タ (104) 、前記人示 タ (101) による人示 前記投影部 (120) による投影人示 を同時に

行 5指示に応 じて、前記投影表示 前記表示 t で表示態様を異な ら るよ に前記投影部 (120)

およ 前記表示 タ (104) をそれぞれ制御ずる表示制御部 (101) を備える。



表示モニタ付き投影装置

技術分野

０００1 本発明は、情報を投影するプロジェクタと情報を表示する表示器とを備える電子機

器に関する。

背景技術

０００2 携帯電話機などの小型機器に投影機能を備えた電子機器が知られている ( 特許文

献 参照 ) 。特許文献 に記載のプロジェクタ付き携帯電話機は、通話者が通話しな

がら通話者自身の手のひらに情報を投影したり、通話しながら壁面に情報を投影し

たりする。

０００3 特許文献 1 特開2 ０００ 236375号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 上記プロジェクタ付き携帯電話機には液品表示器も備えられている。特許文献 に

は、プロジェクタおょび液品表示器にょる情報表示 ( 投影 ) の使い分けについて何も

開示されていない。

課題を解決するための手段

０００5 本発明の第 の態様にょると、表示モニタ付き投影装置は、光学像を投影表示する

投影部と、再生像を表示する表示モニタと、表示モニタにょる表示と投影部にょる投

影表示とを同時に行ぅ指示に応じて、投影表示と表示とで表示態様を異ならせるょぅ

に投影部おょび表示モニタをそれぞれ制御する表示制御部とを備える。

本発明の第 2 の態様にょると、第 の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、表示モニタにょる表示輝度を低下させることにょって表示態様を異なら

せることもできる。

本発明の第 3 の態様にょると、第 の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、投影部にょる投影表示を強調させることにょって表示態様を異ならせる

こともできる。



本発明の第4の態様によると、第3の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、周囲が明るいほど強調を強めるよぅにしてもよい。

本発明の第5の態様によると、第 の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、表示モニタと投影部とで表示内容を変えることによって表示態様を異な

らせることもできる。

本発明の第6の態様によると、第5の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、表示モニタにサムネイル画像を表示させるとともに投影部に本画像を

投影させるよぅにしてもよい。

本発明の第7の態様によると、第5の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、表示モニタにメニューを表示させるとともに投影部に本画像を投影させ

るよぅにしてもよい。

本発明の第8の態様によると、第5の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、表示モニタと投影部とで異なる範囲の画像を表示および投影させるよぅ

にしてもよい。

本発明の第9の態様によると、第8の態様の表示モニタ付き投影装置において、表

示制御部は、表示モニタに表示されている被写体の顔を含む画像を投影部に投影

させるよぅにしてもよい。

本発明の第 ０の態様によると、第5の態様の表示モニタ付き投影装置において、

表示制御部は、表示モニタの表示内容にサムネイル画像以外の付加情報を含めて

もよい。

本発明の第皿の態様によると、第5の態様の表示モニタ付き投影装置において、

表示制御部は、投影部の投影内容に投影範囲を示す情報を含めてもよい。

本発明の第 2の態様によると、第6～第 のいずれかの態様の表示モニタ付き投

影装置において、表示制御部は、投影部の投影内容に投影調節用画像を含めても

よい。

本発明の第 3の態様によると、第5の態様の表示モニタ付き投影装置において、

表示制御部は、表示モニタにメニューを表示させるとともに投影部に投影調節用画

像を投影させるよぅにしてもよい。



本発明の第 4の態様によると、第 ～第 3のいずれかの態様の表示モニタ付き投

影装置において、表示制御部は、投影部による投影内容の変更時に投影輝度を一

時低下させるよぅにしてもよい。

本発明の第 5の態様によると、第 ～第 4のいずれかの態様の表示モニタ付き投

影装置はさらに、投影部が投影表示する場合に操作部材を照明する照明部を備え

てもよい。

上記投影部は、投影手段と置き換えてもよい。

上記表示制御部は、表示制御手段と置き換えてもよい。

上記照明部は、照明手段と置き換えてもよい。

発明の効果

０００6 本発明によれば、モニタ表示と投影表示とを同時に行ぅ場合に両者の表示態様を

適切に使い分けることができる。

０００7 図 本発明の第一実施形態によるプロジェクタ付き電子カメラを前方から見た斜視

図である。

図2 図 のプロジェクタ付き電子カメラを後方から見た斜視図である。

図3 プロジェクタ付き電子カメラの構成を説明するブロック図である。

図4 c が投影モード時に実行するプログラムによる処理の流れを説明するフロー

チヤートである。

図5 第三の実施形態において液品表示器に表示される内容と、プロジェクタ部から

投影される内容とを例示する図である。

図6 電池残量が所定量以下になった場合に液品表示器に表示される内容を例示

する図である。

図7 第三の実施形態において液品表示器に表示される内容と、プロジェクタ部から

投影される内容とを例示する図である。

図8 変形例において液品表示器に表示される内容と、プロジェクタ部から投影され

る内容とを例示する図である。

図9 第四の実施形態において液品表示器に表示される内容と、プロジェクタ部から



投影される内容とを例示する図である。

図1０第五の実施形態において液品表示器に表示される内容と、プロジェクタ部から

投影される内容とを例示する図である。

発明を実施するための最良の 杉熊

０００8 以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。

(第一の実施形態)

図 は、本発明の第一の実施形態によるプロジェクタ付き電子カメラを前方から見た

斜視図である。図 において、プロジェクタ付き電子カメラ ０の正面には、撮影レンズ

皿と、照明光窓 2と、プロジェクタ投射窓 3とが設けられている。プロジェクタ付き電

子カメラ ０の上面には、レリーズボタン 4と、ズームス不ソチ 6と、モード切替ダイヤ

ル 5と、メインスイ、ソチ22とが設けられている。

０００9 図2は、図 のプロジェクタ付き電子カメラを後方から見た斜視図である。図2におい
て、プロジェクタ付き電子カメラ ０の背面には、液品表示器 7と、電子ビューファイン

ダー 8と、操作部材 9と、スピーカ孔2０とが設けられている。

００1０ プロジェクタ付き電子カメラ ０には、後述するプロジェクタ装置 ( ロジェクタ部) が

搭載されており、たとえば、机上に載置されたプロジェクタ付き電子カメラ ０の正面

側に配設されるスクリーンなどに向けて、画像などの情報をプロジェクタ投射窓 3か

ら投影する。プロジェクタ付き電子カメラ ０は、スピーカ孔2０の裏側にスピーカ2 を

内蔵しており、音声などの情報を電子カメラ ０の後方へ向けて再生する。

００11 モード切替えダイヤル 5は、撮影モードや投影モードなどのプロジェクタ付き電子

カメラ ０の動作モードを切替えるためのモード切替え操作部材である。撮影モードは

、被写体像を撮影し、撮影した画像データをメモリカードなどで構成される記録媒体

に撮影画像ファイルとして保存する動作モードである。静止画撮影の場合は静止画

像ファイルが生成され、動画撮影の場合には動画像ファイルが生成される。撮影動

作モードにおいて、プロジェクタ付き電子カメラ ０は、主としてハンドホールドで用い
られる。撮影開始指示は、レリーズボタン 4の押下操作に応じて出力される操作信

号が対応する。プロジェクタ付き電子カメラ ０には、後述する照明装置が搭載されて

おり、キセノン管などの発光体から発せられた光が照明光窓 2からプロジェクタ付き



電子カメラ ０の正面に向けて射出される。撮影モードでは、スピーカ孔2０の裏側に

スピーカ2 とともに内蔵されるマイクにより集音した音声のデータを、記録媒体に保

存することも可能に構成されている。

００12 投影モードは、撮影済みの画像データを記録媒体 (たとえば、後述するメモリカード

2００や不図示の内部メモり)から読出すなどして、画像データによる再生画像をプロ

ジェクタ部によってプロジェクタ投射窓 3から投影する動作モードである。上述したス

ピーカ2 からの音声再生は、投影モードにおいて作動する。なお、投影モードでは、

記録媒体以外から読出された画像データや、プロジェクタ付き電子カメラ ０の外部

から供給される画像データによる再生画像を投影することも可能に構成されている。

００13 プロジェクタ付き電子カメラ ０には、プロジェクタ投射窓 3から投影された光が撮

影レンズ皿のレンズ鏡筒Pでけられることがないよぅに、レンズ鏡筒Pをカメラ箇体内

に沈胴させる沈胴機構が設けられている。

００14 図3は、以上説明したプロジェクタ付き電子カメラ ０の構成を説明するブロック図で

ある。図3において、プロジェクタ付き電子カメラ ０はプロジェクタ部 2０と、撮像部2

2０と、CP と、メモり ０2と、操作部材 ０3と、液品表示器 ０4と、スピーカ ０5

と、マイク ０6と、外部インターフェイス ) ０7と、照明装置 ０8とを有する。不図示

のカードスロットには、メモリカード2００と、無線通信ュニット2 ０とが実装されている。

両カード(ュニット) は着脱可能である。

００15 CP は、制御プログラムに基づいて、プロジェクタ付き電子カメラ ０を構成す

る各部から入力される信号を用いて所定の演算を行ぅなどして、プロジェクタ付き電

子カメラ ０の各部に対する制御信号を送出することにより、撮影動作および投影動

作の制御を行ぅ。なお、制御プログラムはCP 内の不図示の不揮発性メモりに

格納されている。

００16 メモり ０2はCP の作業用メモりとして使用される。操作部材 ０3は、図 にお

けるメインス不ソチ22、レリーズボタン 4、ズームス不ソチ 6、モード切替えダイヤル

5、および図2における操作部材 9に対応し、レリーズボタン 4の押下操作に連動し

てオンする不図示の半押しス不ソチや全押しス不ソチを含む。半押しス不ソチは、レリ

ーズボタン 4の押下げ量が半押し操作量に達するとオンし、全押しス不ソチは、レリ



一ズボタン 4の押下げ量が半押し操作量より大きい全押し操作量に達するとオンす

る。操作部材 ０3は、操作内容に対応する操作信号をCP へ送出する。

００17 透過照明装置 ０3 は、発光ダイオード( )などを発光体として有しており、 P

からの指令に応じて点灯 消灯が制御される。操作部材 ０3のぅち、少なくと

も投影モード時に操作される操作部材 (本実施形態では、モード切替えダイヤル 5

、レリーズボタン 4、ズームスイソチ 6、および十字スイソチ )のキ一トップの一

部もしくは全体が透光部材によって構成されている。これにより、透過照明装置 ０3

が点灯すると、当該操作部材が透過照明される。

００18 メモリカード2００はフラッシュメモりなどの不揮発性メモりによって構成され、 P ０

の指令により撮像部22０で撮影された画像データなどのデータの書き込み、保存

および読み出しが可能である。無線通信ユニット2 ０は外部機器 (不図示)から送信

されるデータを受信して復調し、復調後の画像データおよび音声データをCP

へ送出する。

００19 照明装置 ０8は、CP からの発光指示に応じて発光体を発光させ、被写体を

照明する照明光を照明光窓 2からプロジェクタ付き電子カメラ ０の正面に向けて射

出する。

００2０ 液品表示器 ０4 (図2において 7) は、CP の指令により画像やテキストなど

の情報を表示する。テキスト情報は、プロジェクタ付き電子カメラ ０の動作状態、操

作メニューなどである。スピーカ ０5 (図2において2 ) は、CP から出力される

音声データによる音声を再生する。

００2 1 マイク ０6は、集音した音声を電気信号に変換してCP へ送出する。音声信

号のデータは、撮影モード時にメモリカード2００に記録される。

００22 外部インターフェイス F) ０7は、ビデオカメラなどの外部機器から送信されるビデ

オ信号による再生画像を液品表示器 ０4に表示させたりプロジェクタ部 2０に投影

させたりするために、ビデオ信号を画像データに変換し、変換後の画像データを P

へ送出する。また、外部インターフェイス ) ０7は、外部機器から送信され

る音声信号による音声をスピーカ ０5で再生させるための音声データに変換し、変

換後の音声データをCP へ送出する。



００23 (撮像部)

撮像部22０は、撮影レンズ22 (図 において ) と、イメージセンサ222 と、レンズ

駆動回路 223 と、撮影制御回路 224 と、鏡筒沈胴機構225 とを含む。イメージセンサ

222 としては、CC やC OS撮像素子などが用いられる。撮影制御回路 224 は、C

P ０からの指令によりイメージセンサ222 およびレンズ駆動回路 223 を駆動制御

するとともに、イメージセンサ222 から出力される撮像信号 (蓄積電荷信号) に対して

所定の画像処理を行ぅ。画像処理は、ホワイトバランス処理やガンマ処理などである。

００24 撮影レンズ22 は、イメージセンサ222 の撮像面上に被写体像を結像させる。撮影

制御回路 224 は、撮影開始指示に応じてイメージセンサ222 に撮像を開始させ、撮

像終了後にイメージセンサ222 から蓄積電荷信号を読出し、上記画像処理を施した

上で画像データとしてCP へ送出する。

００25 レンズ駆動回路 223 は、撮影制御回路 224 から出力されるフォーカス調節信号に

基づいて、撮影レンズ22 を構成するフォーカスレンズ (不図示)を光軸方向に進退

駆動する。また、レンズ駆動回路 223 は、撮影制御回路 224 から出力されるズーム調

節信号に基づいて、撮影レンズ22 を構成するズームレンズ (不図示)を光軸方向 (

テレ側もしくはワイド側)へ進退駆動する。フォーカス調節量およびズーム調節量は、

CP から撮影制御回路 224 へ指示される。

００26 (カメラのフォーカス調節)

撮像部22０は、撮影レンズ22 を構成するフォーカスレンズを光軸方向にシフトす

ることにより、撮影レンズ22 のフォーカス調節を行ぅ。オートフォーカス調節を行ぅ場

合のCP は、イメージセンサ222 で撮像された画像信号のぅち、フォーカス検出

エリア (たとえば撮影画面中央) に対応する画像信号についての高周波数成分の積

算値 (いわゆる焦点評価値)を最大にするよぅに、フォーカス調節信号を撮影制御回

路 224 へ送る。焦点評価値を最大にするフォーカスレンズの位置は、イメージセンサ

222 によって撮像される被写体像のェッジのボケをなくし、画像のコントラストを最大

にする合焦位置である。

００27 (カメラのズーム調節

撮像部22０は、撮影レンズ 2 を構成するズームレンズを光軸方向にシフトするこ



とにより、撮影レンズ22 の光学ズーム調節を行ぅ。CP は、ズームス不ソチ 6

からの操作信号に応じてズーム調節信号を撮影制御回路 224 へ送る。CP は

、ズームス不ソチ 6から右回し操作信号が入力された場合にズームアップするよぅに

ズーム調節信号を送り、ズームス不ソチ 6から左回し操作信号が入力された場合に

はズームダウンするよぅにズーム調節信号を送る。ズームス不ソチ 6は、異なる2つの

操作信号を択一的に出カするよぅに構成される。

００28 また、撮影制御回路224 は、CP からの指令に応じて鏡筒沈胴機構225へ指

令を送り、撮影レンズ22 の鏡筒P (図 )をプロジェクタ付き電子ヵメラ ０の箇体内に

沈胴させたり、箇体内に沈胴されている鏡筒Pを撮影時の状態 (図 )まで繰出させた

りする。

００29 (プロジェクタ部)

プロジェクタ部 2０は、投影レンズ 2 と、液品パネル 22と、 光源 23と、投

射制御回路 24と、レンズ駆動回路 25とを含む。投射制御回路 24は、CP

から出力される投影指令に応じて 光源 23に駆動電流を供給する。 光源

23は、供給された電流に応じた明るさで液品パネル 22を照明する。

００3０ 投射制御回路 24はさらに、CP から送出される画像データに応じて液品パ

ネル駆動信号を生成し、生成した駆動信号で液品パネル 22を駆動する。具体的に

は、液品層に対して画像信号に応じた電圧を画素ごとに印加する。電圧が印加され

た液品層は液品分子の配列が変わり、当該液品層の光の透過率が変化する。このよ

ぅに、画像信号に応じて 光源 23からの光を変調することにより、液品パネル 2

2が光像を生成する。

００3 1 投影レンズ 2 は、液晶パネル 22から射出される光像をスクリーンなどへ向けて

投影する。レンズ駆動回路 25は、投射制御回路 24から出力されるオフセット調節

信号に基づいて、投影レンズ 2 を光軸に対して直交する方向へ進退駆動する。ま

た、レンズ駆動回路 25は、投射制御回路 24から出力されるフォーヵス調節信号

に基づいて、投影レンズ 2 を構成するフォーヵスレンズ (不図示)を光軸方向へ進

退駆動する。レンズ駆動回路 25はさらに、投射制御回路 24から出力されるズーム

調節信号に基づいて、投影レンズ 2 を構成するズームレンズ (不図示)を光軸方向



へ進退駆動する。オフセット調節量、フォーカス調節量およびズーム調節量は、 P

から投射制御回路 24へ指示される。

００32 (投射像のオフセット)

投影レンズ 2 が光軸と直交する向きにシフトされることにより、プロジェクタ部 2０

から射出される光束の射出方向が変化し、投射像がオフセットされる。投射像のオフ

セットは、投影レンズ 2 をシフトさせて行ぅ他にも、液品パネル 22 光源 23

を光軸に対して垂直方向にシフトさせて行ぅ構成としてもよい。すなわち、投影レンズ

2 と液品パネル 22の相対的位置関係を光軸に垂直な方向に変化させることで、

投射像のオフセットを実現できる。

００33 (投射像のキーストン補正)

投影レンズ 2 、液品パネル 22 光源 23の一部を光軸に対して垂直方向

にシフトさせる際には、そのシフト量に応じて投影するデータに対するキーストン補正

を行ぅ。投射像に上記オフセットを与えるだけでは投射像が台形状に変化するので、

CP は、投射像を台形状から長方形状に補正するために画像処理による電気

的なキーストン補正を施す。CP 内のメモりには、あらかじめ投射像を方形状に

補正するための初期補正値が記憶されている。CP は、オフセット調節量に対

応する初期補正値を読み出し、読み出した初期補正値を元に投影する像のデータ

に対するキーストン補正処理をメモり ０2上で施し、キーストン補正処理後の画像デ

ータを投射制御回路 24へ送出する。

００34 (投射像のフォーカス調節)

投影レンズ 2 を構成するフォーカスレンズを光軸方向にシフトすることにより、プロ

ジェクタ部 2０は投射像のフォーカス調節を行ぅ。マニュアルフォーカス調節を行ぅ場

合のCP は、操作部材 ０3からの操作信号に応じてフォーカス調節信号を投

射制御回路 24へ送る。

００35 (投射像のズーム調節)

投影レンズ 2 を構成するズームレンズを光軸方向にシフトすることにより、プロジ

ェクタ部 2０は投射像のズーム調節を行ぅ。CP は、操作部材 ０3からの操作

信号に応じてズーム調節信号を投射制御回路 24へ送る。



００3 6 (投影ソース o ce)

プロジェクタ部 2０は、C P ０の指令により下記ソース ・～ソース4 ・のいずれ

かによるコンテ 、ンソを投影および再生する。C P ０は、操作部材 ０3からソース助

替え操作信号が入力されるごとに、ソース ・～ソース4 ・の投影画像をソース ・づ2

・づ3 ・づ4 ・づ の順にサイクリックに切替えるよぅに、各画像に対応する画像デ

ータをプロジェクタ部 2０へ送出する。ただし、プロジェクタ付き電子カメラ ０にメモリ

カード2００が装着されていない場合にはソース ・がスキップされ、無線通信ュニット

2 ０が装着されていない場合にはソース2 ・がスキップされる。また、外部インターフ

ェイス ) ０7 に外部機器が接続されていない場合にはソース4 ・がスキップされる。

００3 7 ソース ・メモリカード2００から読出したデータによる再生画像

ソース2 ・無線通信ュニット2 ０で受信されたデータによる再生画像

ソース3 ・内部メモり(C P ０内の不揮発性メモりなど) に記録されている画像デー

タによる再生画像

ソース4 ・外部インターフェイス ) ０7から入力されたデータによる再生画像

００3 8 C P ０は、上記ソース ・またはソース3 ・に対応する画像を投影する場合、記録

日時が最も新 (記録されている画像データの中で最後に撮影されたもの) 画像デ

ータをメモリカード2００(もしくは内部メモり) から順に読出し、読出した画像データを

プロジェクタ部 2０へ送出する。

００3 9 本発明は、上記プロジェクタ付き電子カメラ ０が投影モードに切替えられた場合の

動作に特徴を有するので、投影モード起動時にC P ０によって行われる制御を

中心に説明する。

００4０ 図4 は、プロジェクタ付き電子カメラ ０のC P ０が投影モードにおいて実行する

プログラムによる処理の流れを説明するフローチャートである。図4 による処理は、投

影モードへの切替えを指示する操作信号がモード切替えダイヤル 5からC P ０

へ入力されると起動する。投影モードへの切替え操作信号は、液品表示器 4 (液

品モニタ) による再生表示とプロジェクタ部 2０による投影表示とを同時に行わせる

指示に対応する。

００4 1 図4のステップ において、C P は、撮影制御回路 224 へ撮像部オフを指示



するとともに、液品表示器 ０4 (液品モニタ)へ表示輝度を低下するよぅに指示してス

テップS 2へ進む。これにより、撮像部22０における撮像動作が停止し、液品表示器

０4の表示画面が暗くなる。表示輝度の低下は、たとえば、液品モニタのバックライト(

不図示)の点灯輝度を下げることによって行われる。

００42 ステップS 2において、CP は、レンズ鏡筒Pが沈胴状態か否かを判定する。C

P は、撮影制御回路 224 から沈胴状態を示す信号を受けるとステップS 2を肯

定判定してステップS4へ進み、非沈胴状態を示す信号を受けた場合にはステ、ソプS

2を否定判定し、ステップS 3へ進む。

００43 ステップS 3において、CP は、撮影制御回路 224 へ沈胴指令 指示)を送出

してステップS4へ進む。ステップS4において、CP は、投射制御回路 24へ投

影開始を指示するとともに、操作部材 ０3のぅち、プロジェクタ付き電子カメラ ０の上

面に配設されているレリーズボタン 4およびズームス不ソチ 6の機能変更を行ってス

テップS 5へ進む。投影開始指示により、プロジェクタ部 2０において 光源 23

が点灯される。

００44 上記ステップ 4以降、後述するステップ 4において機能変更を解除するまで、レ
リーズボタン 4およびズームスイ、ソチ 6のそれぞれは、撮影モード時と異なる機能の

操作部材として扱われる。レリーズボタン 4の場合、撮影指示のための操作部材で

はなく、投影ソースを切替えるための操作部材として扱われる。ズームスイ、ソチ 6の

場合は、撮影レンズ22 のズーム調節ではなく、投影レンズ 2 (投射像)のズーム

調節のための操作部材として扱われる。

００45 ステップS 5において、CP は、液品表示器 ０4 (液品モニタ) にキーメニュー

表示を指示するとともに、透過照明装置 ０3 に透過照明オン (点灯)を指示してステ

、ソプS 6へ進む。キーメニュー表示は、上記機能変更した操作部材を説明する表示で

あり、たとえば、ズームスイ、ソチ 6を表す図形と「投影レンズのズーム調節」とレづテキ

ストとを関連づけて表示し、レリーズボタン 4を表す図形と「投影ソース切替え」とレづ

テキストとを関連づけて表示する。

００46 ステ、ソプS 6において、 P ０は、記録 日時が最も新しい画像データ(画像信号

のぅち本画像)をメモリカード2００(もしくは内部メモり)から読出す(デフォルト設定で



はメモリヵ一ド2００から読出す) とともに、記録 日時が新 、ファイルから順に所定数 (

たとえば、4ファイル)分のサムネイル画像データ(画像信号のぅちサムネイル画像)を

読出してステップS 7へ進む。本画像データを読出すファイルからは、本画像および

サムネイル画像の双方が読出される。

００47 ステップS 7において、CP は、液品表示器 ０4 (液品モニタ)ヘサムネイル画

像の表示用データを送出してサムネイル表示を指示するとともに、プロジェクタ部 2

へ本画像の投影表示用データを送出して再生画像の投影を指示し、ステップS 8へ

進む。これにより、液品表示器 ０4に4コマのサムネイル画像がそれぞれ表示され、

プロジェクタ部 2０からは本画像データによる再生画像が投影される。なお、CP

０は、プロジェクタ部 2０による投影画像を派手目にするよぅに、コントラスト、彩度お

よび輪郭をそれぞれ強調した投影表示用データをプロジェクタ部 2０へ送る。

００48 CP はさらに、液品表示器 ０4 (液品モニタ) に表示中のサムネイル画像のぅ

ち、プロジェクタ部 2０から投影されている投影表示画像に対応するサムネイル画像

上にヵ一ソル表示させる。CP は、投影中の画像のデータファイルに対応付け

られて音声データが記憶されている場合には、当該音声データによる音声をスピー

ヵ０5から再生する。

００49 ステップS 8において、CP は、ュ一ザ一による操作が行われたか否かを判定

する。CP は、操作部材 ０3 (図3)から操作信号が入力されるとステップS 8を

肯定判定してステップS 9へ進み、操作部材 ０3から操作信号が入力されない場合

にはステップS 8を否定判定し、当該判定処理を繰り返す。

００5０ ステップS 9において、CP は、ュ一ザ一による操作がモード切替え操作か否

かを判定する。CP は、入力された操作信号がモード切替えダイヤル 5からの

撮影モードヘ切替える操作信号である場合、ステップS 9を肯定判定してステップ

4へ進む。また、 P ０ェは、入力された操作信号がレリーズボタン 4の押下操作

に連動する半押し操作信号にの場合はソース切替え信号)である場合、ステップ 9

を否定判定してステップS へ進む。さらにまた、CP は、液品表示器 ０4 (液

晶モニタ にサムネイル表示中であって、入力された操作信号が十字ス小ソチ g (

図 )からの操作信号にの場合はサムネイル選択信号)である場合には、ステップS g



を否定判定してステップS 3へ進む。ステップ ０へ進む場合はソース切替え指示

されたとみなし、ステップS 3へ進む場合はサムネイル選択されたとみなす。

００5 1 ステップ において、CP は、半押し操作信号が入力されるごとに、プロジ

ェクタ部 2０へ送出する投影用の画像データを、上記ソース ・づ2・づ3・づ4・づ
…の順に つ切替えてステップS へ進む。

００52 ステップS において、CP ０は、プロジェクタ部 2０へ送出する画像データが

上記ソース ・またはソース3・に対応する画像 (すなわち、記録画像)か否かを判定

する。CP は、プロジェクタ部 2０へ送出する画像データが記録画像である場

合にステップ を肯定判定してステップS 6へ戻り、メモリカード2００(もしくは内部メ

モり)から画像データを読出す。一方、CP ０は、プロジェクタ部 2０へ送出する

画像データが上記ソース2・またはソース4・に対応する画像 (すなわち、非記録画像

)である場合には、ステップ を否定判定してステップS 2へ進む。

００53 サムネイル選択された場合に進むステップS 3において、CP ０は、サムネイル

選択信号によって示されるサムネイル画像上にカーソル移動するよぅに液品表示器

０4 (液品モニタ)へ指示してステップS 6へ戻る。たとえば、十字ス不ソチ g から右向

きを示す操作信号が入力された場合、液品表示器 ０4 (液品モニタ) にカーソル表

示されているサムネイル画像の右側に表示中のサムネイル画像にカーソルを移動さ

せる。

００54 ステップS 3を経由してステップS 6へ戻ったCP は、カーソル移動後のサム

ネイル画像に対応する本画像データをメモリカード2００(もしくは内部メモり)から読出

す(デフオルト設定ではメモリカード2００から読出す) とともに、当該ファイルから記録

日時順に所定数 (たとえば、4ファイル)分のサムネイル画像データを読出してステッ
プS 7へ進む。

００55 上記ステップ を否定判定して進むステップS 2において、CP ０は、液品

表示器 ０4 (液品モニタ) にキーメニュー表示を指示してステップS 8へ戻る。このよぅ

に、投影ソースにサムネイル画像データが含まれていない場合は、サムネイル表示の

代わりにキーメニュー表示を行ぅ。キーメニュー表示はステップS 5の場合と同様であ

る。



００56 モード切替えが指示された場合に進むステップS 4において、CP は、投射

制御回路 24へ投影終了を指示するとともに、レリーズボタン 4およびズームス不ソ

チ 6の機能変更を解除してステップS 5へ進む。これにより、プロジェクタ部 2０に

おいて 光源 23が消灯される。

００57 ステップS 5において、CP は、液品表示器 ０4 (液品モニタ)へ指令を送り、

キーメニュー表示 (サムネイル画像を表示している場合は当該サムネイル表示)を停

止 (終了) させるとともに、ステップS 2で低下させた液品表示器 ０4の表示輝度を元

に戻させる。CP はさらに、透過照明装置 ０3 に透過照明オフ(消灯)を指示

して図4による処理を終了する。

００58 なお、上述したステップS4からステップS 4までは、常に、投影レンズ 2 のズーム

調節が可能に構成されている。CP は、ズームスイ、ソチ 6からの操作信号が入

力された場合、以下の割り込み処理を〒ぅ。CP は、ズームスイ、ソチ 6から右回

し操作信号が入力されると、投影像をズームアップするよぅに投射制御回路 24ヘズ

ーム調節信号を送り、ズームスイ、ソチ 6から左回し操作信号が入力されると、投影像

をズームダウンするよぅに投射制御回路 24ヘズーム調節信号を送る。

００59 (ェフェクター)

投射制御回路 24は、プロジェクタ部 2０によって投影される静止画像が他の画像

に切替わる際に、 光源 23の点灯輝度を一且低下させる。たとえば、 光源

23による通常の発光量の状態から 秒間かけて発光量を徐々に下げ、発光量を低

下させた状態から 秒間かけて発光量を徐々に上昇させて点灯輝度を元に戻すよぅ

にェフェクト処理を〒ぅ。投射制御回路 24はさらに、ェフェクトによって 光源 2

3の点灯輝度を低下させている間に、CP から新たに送出される画像データに

応じた光像を液品パネル 22に生成させる。

００6０ 上記ェフェクト処理は、上記投影ソースの切替え時と、投影ソースが上記ソース ・

またはソース3・のよぅな記録画像である場合において、コマ送りやコマ戻しなどによ

る投影画像切替え時に行われる。投影画像の切替えは、CP が 自動的に投影

画像の切替えを指示するスライドショー投影時の切替えと、CP が操作部材 ０

3からの操作信号に応じて行ぅ投影画像の切替えとを含む。なお、所定数のコマを一



度に進める (あるいは戻す)場合、 回のェフェクト処理の間に、現在液品パネル 22

に形成されている光像から所定コマ送り後の光像へ変更するのが好ま (コマ送り

途中の光像を液品パネル 22に形成しない)

００6 1 以上説明した第一の実施形態によれば、次の作用効果が得られる。

( )プロジェクタ付き電子カメラ ０は、投影モードに切替えられると、メモリカード2００

に記録されている本画像データによる再生画像をプロジェクタ部 2０から自動的に

投影する (ステップ 4～7 よぅにしたので、投影モードに切替え後、投影ランプの

オン操作や投影画像の選択操作が不要である。この結果、プロジェクタ付き電子カメ

ラ ０の投影モードにおける使い勝手がよくなる。

００62 (2)プロジェクタ付き電子カメラ ０は、投影モードに切替えられると、レリーズボタン

4を投影ソース切替え用の操作部材として扱ぅよぅに機能変更し、ズームス不ソチ 6を

投射像のズーム調節用の操作部材として扱ぅよぅに機能変更した(ステップ 4)。これ

により、投影に関する新たな操作部材を追加しなくてもよい。

００63 (3)上記 (2) で機能変更した操作部材の説明を液品表示器 ０4ヘキーメニュー表示

するよぅにしたので、使用者にとって使いやすい。

００64 (4)プロジェクタ付き電子カメラ ０は、投影モードに切替えられると、液品表示器 ０4

の輝度を低下させたので (ステップ ) 、投影時の暗い室内で適切な表示輝度にす

るとともに、消費電力を低減できる。また、撮影モードに復帰する場合は低下させた

表示輝度を自動的に元に戻すので (ステップS 5) 、使用者にとって使いやすい。

００65 (5)投影モードにおいて操作されるモード切替えダイヤル 5、レリーズボタン 4、ズ

ームス不ソチ 6、および十字ス不ソチ g のキ一トップの一部もしくは全体を透光部

材で構成し、投影モード時に透過照明する (ステップ 5)よぅにしたので、投影時の

暗い室内で操作部材が視認しやすくなる上に、投影モード時に必要な操作部材を使

用者に報知できる。

００66 (6)プロジェクタ付き電子カメラ ０は、投影モード時に投影する画像を派手目にする

よぅに、コントラスト、彩度および輪郭をそれぞれ強調したので、白地のスクリーンで投

影像のコントラストが低下する場合にも高品位の投影像が得られる。強調処理の度合

いは、たとえば、不図示の測光センサやイメージセンサ222 の出力信号によって示さ



れる明るさ (輝度情報) に応じて変ィビさせるよぅにしてもよい。この場合、輝度情報が

明るいほど強く強調し、輝度情報が暗いほど強調処理を弱くする。

００67 (7)プロジェクタ付き電子カメラ ０は、投影ソースにサムネイル画像データが含まれ

ている場合に、液品表示器 ０4に4つのサムネイル画像を表示し、表示中のサムネイ

ル画像のぅち、カーソル表示されているサムネイル画像に対応する本画像データによ

る再生画像をプロジェクタ部 2０から投影させる (ステップS 6 S 7 S g S 3)。これ

により、使用者は、複数のサムネイル画像を見ながら投影する画像を選ぶことができ

る。

００68 (8) プロジェクタ付き電子カメラ ０は、投影モードにおいてソース切替え指示されるご

とに、上記ソース ・～ソース4・に対応する投影像をサイクリックに切替えるよぅにした

(ステップS ０)。これにより、プロジェクタ付き電子カメラ ０へ入力される画像のデー

タ形式、信号形式にかかわらず、再生画像をプロジェクタ部 2０に投影させることが

できる上に、投影コンテンツの選択を簡単な操作で行ぅことができる。
。

００69 (9) フロジェクタ付き電子カメラ ０は、プロジェクタ部 2０によって投影される静止画

像が他の画像に切替わる際に、投影輝度 ( 光源 23による点灯輝度)を一時低

下させてェフェクトを入れるよぅにしたので、観察者の視覚に与える刺激を低減するこ

とができる。

００7０ (変形例 )

上記の説明では、液品表示器 ０4 (液品モニタ) に表示するサムネイル画像を 画

面に4つとしたが、4つに限らず2つでも9つでもよい。

００7 1 (変形例2)

上述したステップ では、投影モードに切替えられたことに応じて液品表示器 ０4

のバックライト(不図示)の点灯輝度を下げることによって表示輝度を低下させたが、こ

の代わりに、液品表示器 ０4による表示はそのままに上記バックライトのみを消灯さ

せることによって表示輝度を低下させてもよい。

００72 (変形例3)

以上の説明では、液品表示器 ０4 (液晶モニタ に複数のサムネイル画像を表示し

、これら複数のサムネイル画像の中でカーソル表示されているサムネイル画像に対応



する再生画像をプロジェクタ部 2０から投射した。この代わりに、液品表示器 ０4 (液

品モニタ) に つのサムネイル画像を表示し、このサムネイル画像を拡大 (もしくは縮

小)した再生画像をプロジェクタ部 2０から投射してもよい。これにより、液品表示器

０4 (液品モニタ) とプロジェクタ部 2０とで異なる範囲の画像を表示 (投影) させること

ができる。

００73 (変形例4)

ズームスイッチ 6は、上述した回転操作型ス不ソチの代わりに、異なる2つの操作

信号を択一的に出カするシーソー型スイ、ソチで構成してもよい。また、「ズームアップ
」スイ、ソチと「ズームダウン」スイ、ソチとを独立させた2つのスイ、ソチで構成してもよい。

００74 (変形例5)

プロジェクタと電子カメラとがあらかじめ一体ィトされたプロジェクタ付き電子カメラ ０

を例に説明したが、電子カメラに対して着脱自在に構成したプロジェクタと電子カメラ

とで電子カメラシステムを構成してもよい。この場合の電子カメラシステムは、電子カメ

ラのアクセサリーシュー (不図示) にプロジェクタが装着されると投影モードに切替わり

、図4と同様のプログラムを起動させる。なお、電子カメラ側のCP と、プロジェク

タ側の投射制御回路とは、アクセサリーシューに併設される信号用端子 (不図示)を

介してデータを送受する。電子カメラの操作部材からの操作信号は、上記信号用端

子を介してプロジェクタ側へ送信される。

００75 (変形例6)

プロジェクタ付き電子カメラ ０を例に説明したが、プロジェクタ 2０と液品表示器 ０

4を備える電子機器であれば、たとえば、プロジェクタ付き携帯電話機、投影装置な

どの電子機器にも本発明を適用できる。

００76 (第二の実施形態)

液品表示器 (液品モニタ) が表示する内容と、プロジェクタ部 2０が投影する内容と

が異なる例についてさらに詳細に説明する。図5は、プロジェクタ付き電子カメラ ０の

液品表示器 (図3における符号 ０4)が つのサムネイル画像を表示し、このサム

ネイル画像に対応するオリジナル画像をプロジェクタ部 2０が投影する場合を例示

する図である。



００77 図5において、液品表示器 7には、画像ファイル内のデータのぅちサムネイル表示

用ヂ一タによるサムネイル画像が表示される。液晶表示器 7にはさらに、コマ番号を

含む当該画像ファイルの名称5 2がサムネイル画像に重ねてオーバーレイ表示される

とともに、不図示の電源回路で検出された電池残量を示す電池マーク5 がサムネイ

ル画像に重ねてオーバーレイ表示される。液品表示器 7の表示制御は、プロジェク

タ付き電子カメラ ０のCP によって行われる。

００78 一方、プロジェクタ部 2０は、画像ファイル内のデータのぅち本画像 (オリジナル画

像)用データによる画像を投影するとともに、投影範囲を示す枠6０をオリジナル画像

の周りに投影する。プロジェクタ部 2０は、画像ファイルの名称を投影せず、電池マ

ークも通常は投影しない。プロジェクタ部 2０の投影制御は、CP および投射

制御回路 24によって行われる。

００79 図6は、電池残量が所定量以下になったことが不図示の電源回路で検出された場

合に液品表示器 (液品モニタ) に表示される内容と、プロジェクタ部 2０から投影

される内容とを例示する図である。電池残量が所定量以下になった場合には、液品

表示器 (液品モニタ) に表示される電池マーク5 と同様に、プロジェクタ部 2０が

オリジナル画像に重ねて電池マーク6 を投影する。

００8０ 以上説明した第二の実施形態によれば、次の作用効果が得られる。

( )プロジェクタ部 2０は、画像ファイル内のデータのぅち本画像 (オリジナル画像)

用データによる画像を投影するので、画素数がサムネイル画像データを構成する画

素数より多い液品パネル 22を用いれば、液品表示器 7 (液品モニタ) に表示される

サムネイル画像より高精細の投影画像が得られる。

００8 (2 液品表示器 7 (液晶モニタ にはサムネイル画像に加えて画像ファイルの名称5

2や電池マーク5 などの付加情報を表示する一方で、プロジェクタ部 2０による投影

内容にはオリジナル画像以外の付加情報を含めない構成にしたので、投影画像を

観察する観察者にとって画像ファイルの名称や電池マークなどが邪魔にならない。

００82 (3) 電池残量が所定量以下になったことが検出された場合には、電池マーク6 をプ

ロジェクタ部 2０による投影内容に含めるよぅにしたので、使用者が液品表示器 7 (

液品モニタ)の表示内容でなくプロジェクタ部 2０による投影画像のみを観察してい



る場合でも、使用者に電池残量低下を知らせることができる。

００83 (4)プロジェクタ部 2０による投影範囲を示す枠6０を投影するよぅにしたので、投影

画像を観察する観察者にとって投影範囲がわかりやすくなる上に、キーストン補正の

際にも有効である。

００84 (変形例7)

液品表示器 (液品モニタ)の表示オフが指示されている場合には、プロジェクタ

部 2０は、オリジナル画像の投影に加えて画像ファイルの名称や電池マークなどの

付加情報を投影する構成としてもよい。

００85 (第三の実施形態)

プロジェクタ部 2０が投影する内容に投影調節用のキヤリブレーションパターンを

含めてもよい。投射像のフォーカス調節を行ぅ場合、投影内容に含まれるエッジのボ

ケをなくし、投射像のコントラストを最大にするよぅにフォーカスレンズ (投影レンズ 2

)の位置が調節される。この場合、投射像にコントラスト情報が含まれていなかったり、

投射像が動画像であってコントラスト情報が変動する場合にはフォーカス調整が困難

である。第三の実施形態では、投影するオリジナル画像にかかわらずフォーカス調節

が行えるよぅに、プロジェクタ部 2０がオリジナル画像の一部にコントラスト算出用パタ

ーン62を含めて投影を行ぅ。

００86 図7は、第三の実施形態において液品表示器 (液品モニタ) に表示される内容と

、プロジェクタ部 2０から投影される内容とを例示する図である。プロジェクタ部 2０

は、オリジナル画像の一部をコントラスト算出用パターン62と置換して投影する。この

よぅにすると、オリジナル画像が中間階調成分で構成されていてコントラスト情報を含

まない場合や、オリジナル画像が変ィビする場合であっても、投射像のフォーカス状態

を調節しやすくなる。

００87 コントラスト算出用パターン62は、たとえば、コントラスト量が算出しやすいよぅに縦

ラインを複数連ねた所定形状パターンを有する。コントラスト算出用パターン62は、

投影内容に常時含めるよぅにしてもよいし、投射像のフォーカス調節時にのみ一時的

に含めてもよい。

００88 図7において、プロジェクタ部 2０は、コントラスト算出用パターン62の下部に明るさ



検出用パターン63も含める。プロジェクタ部 2０が適切な明るさで投射しないと、投

影像が暗すぎたり明るすぎたりして観察者にとって見づらくなる。投射像の明るさ調

整を行ぅ場合、投影内容に含まれる高輝度部分を適切な明るさにするよぅに、 光

源 23の点灯輝度を変えて投射像の明るさが調節される。この場合、投射像に高輝

度部分が含まれていなかったり、投射像が動画像であって高輝度部分の位置や輝

度が変動する場合には明るさ調節が困難である。そこで、投影するオリジナル画像に

かかわらず明るさ調節が行えるよぅに、プロジェクタ部 2０がオリジナル画像の一部に

明るさ検出用パターン63を含めて投影を行ぅ。

００89 明るさ検出用パターン63は、たとえば、投射像の明るさを検出しやすいよぅに白色

の所定形状パターンを有する。明るさ検出用パターン63は、投影内容に常時含める

よぅにしてもよいし、投射像の明るさ調節時にのみ一時的に含めてもよい。

００9０ 以上説明した第三の実施形態によれば、次の作用効果が得られる。

( )プロジェクタ部 2０による投影内容に投影調節に用いるコントラスト算出用パター

ン62および明るさ検出用パターン63を含め、液品表示器 7 (液品モニタ) による表

示内容にはコントラスト算出用パターンおよび明るさ検出用パターンを含めなかった

ので、液品表示器 (液品モニタ)を観察する使用者にとって各パターンが邪魔にな

らない。

００9 1 (2) 縦ラインを複数連ねた所定形状パターンによってコントラスト算出用パターン62

を構成したので、投影像の傾きの有無をチニソクする場合にも有効である。

００92 (変形例8)

図7においては、キヤリブレーションパターン62 63をそれぞれ枠6０の内側に含め

るよぅにしたが、図8に示すよぅに、キヤリブレーションパターン62 63をそれぞれ枠6

の外側に投影する構成としてもよい。キヤリブレーションパターン62 63をそれぞれ

枠6０の外側に投影することで、キヤリブレーションパターン62 63を投影内容に常

時含める場合にも、投影画像を観察する観察者にとってキヤリブレーションパターン6

2、63が邪魔にならない。

００93 (変形例9)

投影調節用画像として例示したコントラスト算出用パターン62および明るさ検出用



パターン63は、それぞれコントラスト算出や明るさ検出ができるものであれば、どのよ

ぅな形状のパターンにしても構わない。

００94 (第四の実施形態)

図9は、プロジェクタ付き電子カメラ ０の液品表示器 7 (図3における符号 ０4)が

つのサムネイル画像を表示し、このサムネイル画像に対応するオリジナル画像の中

から抽出した被写体の顔領域を含む画像を、プロジェクタ部 2０からクローズアップ

投影する場合を例示する図である。

００95 この場合のCP は、画像ファイル内のデータのぅち本画像 (オリジナル画像)

用データによる画像について顔抽出を行ぅ。顔抽出は、たとえば、特開平9 53

4号公報に開示されている技術を用いる。プロジェクタ部 2０は、CP によって

抽出された顔領域のデータを通常投影時の投影サイズに比べて大きく引き延ばして

拡大投射させる。図9によれば、液品表示器 7 (液晶モニタ に表示中の人物を含む

画像のぅち、当該人物の顔に対応する顔画像64がプロジェクタ部 2０によって投影

されるとともに、投影範囲を示す枠6０が顔画像64の周りに投影される。画像ファイル

の名称を投影せず、電池マークも通常投影しない点は、第二の実施形態と同様であ

る。

００96 以上説明した第四の実施形態によれば、プロジェクタ付き電子カメラ ０は、画像フ

ァイル内のデータのぅち本画像 (オリジナル画像) について顔抽出を行い、抽出した

顔を含む顔画像64をプロジェクタ部 2０からクローズアップ投影させるよぅにした。こ

れにより、投影像の観察者は、人物の顔を高精細で大きく投影した投影像を観察で

きる。一方、液品表示器 7 (液品モニタ)の表示内容を観察する使用者は、サムネイ

ル画像によって画像全体の確認もできる。なお、顔抽出は人物の顔の他、動物の顔

について抽出してもよい。

００97 (第五の実施形態)

図 ０は、プロジェクタ付き電子カメラ ０の液品表示器 7 (図3における符号 ０4)

がキーメニューを表示し、プロジェクタ部 2０がキャリブレーションパターン62 63を

投影する場合を例示する図である。

００98 図 ０によれば、液品表示器 7 (液品モニタ) に投影モード時のキーメニューが表示



されている。ズームス不ソチ 6を表す図形と「投影レンズのズーム調節」れづテキスト

とを関連づけて表示し、レリーズボタン 4を表す図形と「投影ソース切替え」れぢテ

キストとを関連づけて表示する点は、上述したステップS 5およびステップS 2におい

て説明した内容に対応する。

００99 一方、プロジェクタ部 2０は、キヤリブレーションパターンとしてコントラスト算出用パ

ターン62および明るさ検出用パターン63を投影範囲の略中央に投影し、投影範囲

を示す枠6０をキヤリブレーションパターンの周りに投影する。

０1００ 以上説明した第五の実施形態によれば、プロジェクタ部 2０は、投影調節用のキヤ

リブレーションパターンを略中央に投影するので、投影範囲の端部に投影する場合

に比べて投射像のフオーカス調節や投射像の明るさ調節を行いやすい。一方、液品

表示器 (液品モニタ) に表示するキ一ニューによって、液品表示器 7 (液品モニタ

の表示内容を観察する使用者へ機能変更した操作部材の説明をすることができる

０1０1 (変形例 ０)

液品表示器 7 (液品モニタ) に表示する画像の色調整係数と、プロジェクタ部 2０

から投影する画像の色調整係数とを異ならせてもよい。プロジェクタ部 2０が投影す

るスクリーンや壁が 白色でない場合、投影される画像の色合いが使用者が望む色合

いと異なることがある。この場合のプロジェクタ部 2０は、色合い調節指示に応じてプ

ロジェクタ部 2０による投影画像の色調整係数を変ィビさせる。

０1０2 第一の実施形態～第五の実施形態および変形例 ～変形例 ０は、それぞれを適

宜組合わせて構成しても構わない。

００3 以上の説明では種々の実施形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内

容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の

態様も、本発明の範囲内に含まれる。

０1０4 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。

日本国特許出願2００5年第2０282 号 (2００5年7月 2 日出願 )



請求の範囲

表示モニタ付き投影装置は、

光学像を投影表示する投影手段と、

再生像を表示する表示モニタと、

前記表示モニタによる表示と前記投影手段による投影表示とを同時に行ぅ指示に

応じて、前記投影表示と前記表示とで表示態様を異ならせるよぅに前記投影手段お
よび前記表示モニタをそれぞれ制御する表示制御手段とを備える。

2 請求項 に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタによる表示輝度を低下させることによって前

記表示態様を異ならせる。

3 請求項 に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記投影手段による投影表示を強調させることによって前

記表示態様を異ならせる。

4 請求項3に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、周囲が明るいほど前記強調を強めることによって前記表示

態様を異ならせる。

5 請求項 に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタと前記投影手段とで表示内容を変えること

によって前記表示態様を異ならせる。

6 請求項5に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタにサムネイル画像を表示させるとともに前記

投影手段に本画像を投影させる。

7 請求項5に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタにメニューを表示させるとともに前記投影手

段に本画像を投影させる。

8 請求項5に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタと前記投影手段とで異なる範囲の画像を表

示および投影させる。



9 請求項8に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタに表示されている被写体の顔を含む画像を

前記投影手段に投影させる。

０ 請求項5に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタの表示内容に前記サムネイル画像以外の

付加情報を含める。

請求項5に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記投影手段の投影内容に投影範囲を示す情報を含める

2 請求項6～皿のいずれか一項に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記投影手段の投影内容に投影調節用画像を含める。

3 請求項5に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記表示モニタにメニューを表示させるとともに前記投影手

段に投影調節用画像を投影させる。

4 請求項 ～3のいずれか一項に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記表示制御手段は、前記投影手段による投影内容の変更時に投影輝度を一時

低下させる。

5 請求項 ～4のいずれか一項に記載の表示モニタ付き投影装置において、

前記投影手段が投影表示する場合に操作部材を照明する照明手段をさらに備え

る。
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様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 第 ジ) ( 2 0 0 5 年 4 月



国際調査報告 国際出(± 願P番号

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 y の 2 の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てぁ て P C T規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 I の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機関は認めた。
求の範囲 1-15 に係 る発明の共通の事項は、 光学像を投影表示する投影手段 、再生像を表

示する表示 タ 、前記表示 タによる表示 前記投影手段による投影表示 を同 に
指示に応 じて、前記投影表示 前記表示 で表示態様を典な ら るよ に前記投影手段およ

び前記表示 タをそれぞれ制御する表示制御手段 を備える表示 タ付き投影装置Jであ
る。

し しなが ら、調査の結果、 当該事項は、文献 JP 2004-258242 A (ォ ス株式会社
2004. 09. 16 に開示されて る ) ら、新規でな こ が明ら にな た。

(特 シに統 O

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

( 1 , 5 1 0 )

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議中立手数科 納付と共に、 出願人 ら異議中立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 の続葉 (2) ) (2005年4月)



国際調査報告 国際出願番号- -

(第m欄の続き)
結果 して、当該事項は先行技術の城を出な ら、P C T 規MJ 1 3 ・ 2 の第 文の意味にお
て、 この共通事項は、特別な技術的特徴ではな 。

それ故、請求の範囲 1-15 に係 る発明全てに共通の事項はな 。
P C T 規 lJ 1 3 ・2 の第 2 文の意味にお て特別な技術的特徴 考えられる他の共通の事項は
存在しな ので、それらの相違する発明の間に P C T 規 1 3 の意味における技術的な関連を
見 だすこ はできな 。

よ て、請求の範囲 1-15 に係 る発明は発明の単一性の要件を満たして な こ は明ら で
ある。

式 P C Tノ I S Aノ 2 1 O (特別 ン 2 O O 5年 4 月 )


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

