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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号を送信する送信装置と、音声信号と映像信号とを同時に送信可能な所定のイン
タフェースを介して該送信装置に接続し、該映像信号に基づいて光源からの光を変調する
ことで映像を生成し該映像を外部に出力する映像出力装置とを備え、
　前記送信装置は、
　　前記光源が生成する光の強弱変化を前記映像信号に同期して制御するための制御信号
を、音声信号として生成する音声信号生成手段と、
　　前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成する合成信号生成手段と
、
　　前記所定のインタフェースを介して、前記合成信号を前記映像出力装置に送信する送
信手段と、を備え、
　前記映像出力装置は、
　　前記所定のインタフェースを介して送信された前記合成信号を受信する受信手段と、
　　前記受信した前記合成信号を、前記映像信号と、前記音声信号とに分離する分離手段
と、
　　前記音声信号を、前記制御信号に変換する変換手段と、
　　前記変換手段によって変換された前記制御信号に基づいて、前記光源が生成する光の
強弱変化を前記映像信号に同期して制御する制御手段と、を備えることを特徴とする映像
処理システム。



(2) JP 6460119 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記所定のインタフェースは、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（登録商標）である、ことを特徴とする請求項１に
記載の映像処理システム。
【請求項３】
　前記映像出力装置は、前記映像信号に基づいて前記光源からの光を変調する画像変調デ
バイスを備え、
　前記画像変調デバイスは、ＬＣＯＳ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｎ　Ｓｉｌｉ
ｃｏｎ）（登録商標）によって構成されている、ことを特徴とする
　請求項１または２に記載の映像処理システム。
【請求項４】
　前記音声信号生成手段は、前記映像信号の基となる入力映像から取得される情報に基づ
いて生成される信号を、音声用帯域の成分を有する信号に変換することで、前記音声信号
を生成する、ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の映像処理システム。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記合成信号を未使用の帯域を用いて送信する、ことを特徴とする請
求項１から４の何れか１項に記載の映像処理システム。
【請求項６】
　光源が生成する光の強弱変化を映像信号に同期して制御するための制御信号を、音声信
号として生成する音声信号生成手段と、
　前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成する合成信号生成手段と、
　前記制御信号に基づいて前記光源が生成する光の強弱変化を前記映像信号に同期して制
御し前記映像信号に基づいて前記光源からの光を変調することで映像を生成し該映像を外
部に出力する映像出力装置に、音声信号と映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフ
ェースを介して前記合成信号を送信する送信手段と、を備えることを特徴とする送信装置
。
【請求項７】
　光源が生成する光の強弱変化を映像信号に同期して制御するための制御信号を、音声信
号として生成し、
　前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成し、
　前記音声信号と前記映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフェースを介して、前
記合成信号を送信し、
　前記所定のインタフェースを介して送信された前記合成信号を受信し、
　前記受信した前記合成信号を、前記映像信号と、前記音声信号とに分離し、
　前記音声信号を、前記制御信号に変換し、
　前記変換された前記制御信号に基づいて、前記光源が生成する光の強弱変化を前記映像
信号に同期して制御し、
　前記映像信号に基づいて前記光源からの光を変調することで映像を生成し該映像を外部
に出力する、ことを特徴とする映像処理方法。
【請求項８】
　光源が生成する光の強弱変化を映像信号に同期して制御するための制御信号を、音声信
号として生成し、
　前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成し、
　前記制御信号に基づいて前記光源が生成する光の強弱変化を前記映像信号に同期して制
御し前記映像信号に基づいて前記光源からの光を変調することで映像を生成し該映像を外
部に出力する映像出力装置に、音声信号と映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフ
ェースを介して前記合成信号を送信する、ことを特徴とする送信方法。
【請求項９】
　光源が生成する光の強弱変化を映像信号に同期して制御するための制御信号を、音声信
号として生成する処理と、
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　前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成する処理と、
　前記制御信号に基づいて前記光源が生成する光の強弱変化を前記映像信号に同期して制
御し前記映像信号に基づいて前記光源からの光を変調することで映像を生成し該映像を外
部に出力する映像出力装置に、音声信号と映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフ
ェースを介して前記合成信号を送信する処理と、をコンピュータに実行させるプログラム
。
【請求項１０】
　音声信号と映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフェースを介して、前記音声信
号と前記映像信号とが合成された合成信号を、送信装置から受信する処理と、
　前記受信した前記合成信号を、前記映像信号と、前記音声信号とに分離する処理と、
　前記音声信号を、光源が生成する光の強弱変化を映像信号に同期して制御するための制
御信号に変換する処理と、
　前記変換された前記制御信号に基づいて、光源が生成する光の強弱変化を前記映像信号
に同期して制御する処理と、をコンピュータに実行させるプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像処理システム、送信装置、映像処理方法、送信方法および記録媒体に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、映像を生成して送信する送信装置（映像生成装置）と、映像を受信して外部に投
射（出力）する受信装置（映像出力装置）との間では、例えば、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（登録商標）規格に
準拠した通信が行われている。ＨＤＭＩ規格に準拠した通信を行う方法が、例えば、特許
文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００９／１２５５７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　映像生成装置から映像出力装置に対して、映像の出力を制御する制御信号を送信するこ
とにより、映像出力装置がより高度に制御された映像を出力することに対する需要が高ま
っている。このような映像出力装置は、映像の出力（投射）の方法として、例えば、反射
型液晶素子（例えば、ＬＣＯＳ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｎ　Ｓｉｌｉｃｏｎ
）（登録商標））を用いた画像変調デバイスと、光源（例えば、レーザ）とを利用する場
合がある。このとき、映像生成装置は、レーザを制御するための制御信号を映像出力装置
に送信することにより、映像出力装置の出力を高精度に制御している。
【０００５】
　しかしながら、制御信号を送信するためには、例えば、ＲＳ（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ
　Ｓｔａｎｄａｒｄ）２３２Ｃ等の、制御用のインタフェースを追加する必要があり、各
装置が複雑さ、大型化、高重量化ならびに高コスト化してしまうという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、装置の複雑さ、大きさ
、重量ならびにコスト面を改善する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る映像処理システムは、映像信号を送信する送信装置と、音声信号
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と映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフェースを介して該送信装置に接続し、該
映像信号を外部に出力する映像出力装置とを備え、前記送信装置は、前記映像信号に応じ
て光源の動作を制御する制御信号を、音声信号として生成する音声信号生成手段と、前記
映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成する合成信号生成手段と、前記所
定のインタフェースを介して、前記合成信号を前記映像出力装置に送信する送信手段と、
を備え、前記映像出力装置は、前記所定のインタフェースを介して送信された前記合成信
号を受信する受信手段と、前記受信した前記合成信号を、前記映像信号と前記音声信号と
に分離する分離手段と、記音声信号を、前記制御信号に変換する変換手段と、前記変換手
段によって変換された前記制御信号に基づいて、前記光源の動作を制御する制御手段と、
を備える。
【０００８】
　また、本発明の一態様に係る送信装置は、映像信号に応じて光源の動作を制御する制御
信号を、音声信号として生成する音声信号生成手段と、前記映像信号と前記音声信号とに
基づいて、合成信号を生成する合成信号生成手段と、前記制御信号に基づいて光源の動作
を制御することにより、前記映像信号を外部に出力する映像出力装置に、音声信号と映像
信号とを同時に送信可能な所定のインタフェースを介して前記合成信号を送信する送信手
段と、を備える。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係る映像処理方法は、映像信号に応じて光源の動作を制御する
制御信号を、音声信号として生成し、前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信
号を生成し、前記音声信号と前記映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフェースを
介して、前記合成信号を送信し、前記所定のインタフェースを介して送信された前記合成
信号を受信し、前記受信した前記合成信号を、前記映像信号と、前記音声信号とに分離し
、前記音声信号を、前記制御信号に変換し、前記変換された前記制御信号に基づいて、前
記光源の動作を制御し、前記映像信号を外部に出力する。
【００１０】
　本発明の一態様に係る送信方法は、映像信号に応じて光源の動作を制御する制御信号を
、音声信号として生成し、前記映像信号と前記音声信号とに基づいて、合成信号を生成し
、前記制御信号に基づいて光源の動作を制御することにより、前記映像信号を外部に出力
する映像出力装置に、音声信号と映像信号とを同時に送信可能な所定のインタフェースを
介して前記合成信号を送信する。
【００１１】
　なお、上記システム、装置または方法を、コンピュータによって実現するコンピュータ
プログラム、およびそのコンピュータプログラムが格納されている、コンピュータ読み取
り可能な記録媒体も、本発明の範疇に含まれる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、装置の複雑さ、大きさ、重量ならびにコスト面を改善することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る映像処理システムの機能構成の一例を示す機能
ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る映像処理システムの映像生成装置の処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る映像処理システムの映像出力装置の処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る映像処理システムの機能構成の一例を示す機能
ブロック図である。
【図５】各実施の形態をコンピュータ装置で実現したハードウェア構成を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図１は、本実施
の形態に係る映像処理システム１の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。なお、
図面中の矢印の方向は、一例を示すものであり、ブロック間の信号の向きを限定するもの
ではない。以降に参照する、他のブロック図においても同様に、図面中の矢印の方向は、
一例を示すものであり、ブロック間の信号の向きを限定するものではない。
【００１５】
　映像処理システム１は、図１に示す通り、映像信号を外部に出力する映像出力装置１０
０と、映像信号を映像出力装置１００に送信する映像生成装置（送信装置）２００とを備
えている。映像出力装置１００と、映像生成装置２００とは、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅ
ｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（登録商標）規格に準
拠したインタフェースを介して互いに通信可能に接続されている。なお、映像出力装置１
００と映像生成装置２００との接続形態は、有線であってもよいし、無線であってもよい
。また、映像出力装置１００と映像生成装置２００とは、ＲＳ（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ
　Ｓｔａｎｄａｒｄ）２３２Ｃに代表される制御用のインタフェースを用いない信号伝送
方式であり、映像信号と音声信号とを同時に送信可能な信号伝送方式で接続されていれば
よい。
【００１６】
　なお、図１では、説明の便宜上、映像出力装置１００と、映像生成装置２００とが１つ
ずつであることを例に説明を行うが、映像出力装置１００および映像生成装置２００は複
数であってもよい。
【００１７】
　（映像生成装置２００）
　まず、映像生成装置２００の機能構成について説明する。図１に示す通り、映像生成装
置２００は、映像信号生成部２１０と、音声信号生成部２２０と、ＨＤＭＩ信号生成部（
合成信号生成部）２３０と、ＨＤＭＩ信号送信部２４０と、を備えている。
【００１８】
　映像信号生成部２１０は、入力映像から、映像信号を生成する。映像信号は、入力映像
に含まれる各画像（入力画像）の夫々を示す信号からなる。また、映像信号生成部２１０
は、入力映像を映像出力装置１００および映像生成装置２００の外部に出力（投射）する
際に、光源（例えばレーザ）の動作を制御するための制御信号を、該入力画像から生成す
る。具体的には、映像信号生成部２１０は、各入力画像を表示するタイミング（時間）を
示す情報、各入力画像を投射した際に調整する、各画素の彩度および明度等を示す情報等
を入力画像から取得し、取得した情報を用いて制御信号を生成する。なお、制御信号に含
まれる情報は、これに限定されない。映像信号生成部２１０は、例えば、入力画像に照射
する光源の光量を示す情報を含む制御信号を生成してもよい。映像信号生成部２１０は、
この制御信号を映像信号に同期させて生成する。
【００１９】
　そして、映像信号生成部２１０は、生成した映像信号をＨＤＭＩ信号生成部２３０に出
力する。また、映像信号生成部２１０は、生成した制御信号を音声信号生成部２２０に出
力する。なお、映像信号生成部２１０は、制御信号を生成する代わりに、制御信号の生成
に用いる情報であって、映像信号に同期させた情報（制御情報とも呼ぶ）を、音声信号生
成部２２０に出力してもよい。
【００２０】
　音声信号生成部２２０は、映像信号に同期した制御信号を、映像信号生成部２１０から
受信する。そして、音声信号生成部２２０は、受信した制御信号を、音声用帯域の成分を
有する音声信号として生成する。つまり、音声信号生成部２２０は、受信した制御信号を
音声信号に変換する。
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【００２１】
　なお、音声信号生成部２２０は、映像信号生成部２１０から制御情報を受信した場合、
該制御情報に基づいて、音声信号を生成してもよい。
【００２２】
　音声信号生成部２２０は、生成した音声信号をＨＤＭＩ信号生成部２３０に出力する。
【００２３】
　ＨＤＭＩ信号生成部２３０は、映像信号生成部２１０から映像信号を受信する。また、
ＨＤＭＩ信号生成部２３０は、音声信号生成部２２０から音声信号を受信する。ＨＤＭＩ
信号生成部２３０は、受信した映像信号と音声信号とに基づいて、ＨＤＭＩ信号（合成信
号）を生成する。具体的には、ＨＤＭＩ信号生成部２３０は、映像信号と、音声信号とを
合成し、ＨＤＭＩ形式のＨＤＭＩ信号に変換する。このとき、ＨＤＭＩ信号生成部２３０
は、映像信号および音声信号が夫々、所定の帯域で送信されるように、ＨＤＭＩ信号を生
成することが好ましい。この所定の帯域は、ＨＤＭＩ信号の帯域のうち、未使用の帯域で
あってもよい。これにより、映像出力装置１００は、ＨＤＭＩ信号が使用可能な帯域をよ
り有効活用することができる。ＨＤＭＩ信号生成部２３０は、生成したＨＤＭＩ信号を、
ＨＤＭＩ信号送信部２４０に出力する。
【００２４】
　ＨＤＭＩ信号送信部２４０は、ＨＤＭＩ信号生成部２３０からＨＤＭＩ信号を受信する
。そして、ＨＤＭＩ信号送信部２４０は、受信したＨＤＭＩ信号を映像出力装置１００へ
送信する。ＨＤＭＩ信号送信部２４０は、例えば、ＨＤＭＩコネクタ等によって実現され
る。
【００２５】
　なお、映像信号生成部２１０が映像信号を生成する入力映像は、例えば、映像生成装置
２００に備えられた記憶部２５０に格納されたものであってもよい。また、入力映像は、
映像生成装置２００が図示しない通信インタフェースを介して外部から受信した映像であ
ってもよい。
【００２６】
　また、映像信号生成部２１０は、制御信号（または制御情報）を、入力映像から生成す
ることを例に説明を行ったが、本実施の形態はこれに限定されるものではない。制御信号
（または制御情報）は、外部から映像生成装置２００に入力されるものであってもよい。
【００２７】
　（映像出力装置１００）
　次に、映像出力装置１００の機能構成について説明する。図１に示す通り、映像出力装
置１００は、ＨＤＭＩ信号受信部１１０と、ＨＤＭＩ信号分離部１２０と、音声信号変換
部１３０と、映像信号変換部１４０と、レーザ生成部（制御部）１５０と、画像変調デバ
イス１６０と、を備えている。
【００２８】
　ＨＤＭＩ信号受信部１１０は、映像生成装置２００から送信されたＨＤＭＩ信号を受信
する。ＨＤＭＩ信号受信部１１０は、例えば、ＨＤＭＩコネクタ等によって実現される。
ＨＤＭＩ信号受信部１１０は、受信したＨＤＭＩ信号を、ＨＤＭＩ信号分離部１２０に出
力する。
【００２９】
　ＨＤＭＩ信号分離部１２０は、ＨＤＭＩ信号受信部１１０から受信したＨＤＭＩ信号を
、映像成分と、音声成分とに分離する。具体的には、ＨＤＭＩ信号分離部１２０は、受信
したＨＤＭＩ信号のうち、映像用帯域の成分と、音声用帯域の成分とに分離する。そして
、ＨＤＭＩ信号分離部１２０は、映像成分を映像信号として、映像信号変換部１４０に出
力する。また、ＨＤＭＩ信号分離部１２０は、音声成分を音声信号として、音声信号変換
部１３０に出力する。
【００３０】
　映像信号変換部１４０は、ＨＤＭＩ信号分離部１２０から映像信号を受信する。映像信



(7) JP 6460119 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

号変換部１４０は、受信した映像信号に応じて、画像変調デバイス１６０を駆動する駆動
信号に変換し、この駆動信号を画像変調デバイス１６０に供給することにより、画像変調
デバイス１６０を駆動する。
【００３１】
　音声信号変換部１３０は、ＨＤＭＩ信号分離部１２０から音声信号を受信する。音声信
号変換部１３０は、受信した音声信号を、光源の動作を制御するための制御信号に変換す
る。そして、音声信号変換部１３０は、変換した制御信号をレーザ生成部１５０に出力す
る。例えば、音声信号変換部１３０は、入力画像の表示のタイミングを示す情報に応じて
レーザ光の出射開始、終了を制御し、入力画像の各画素の彩度および明度を示す情報に基
づいて、レーザ光の強度を制御する制御信号を出力する。
【００３２】
　レーザ生成部１５０は、音声信号変換部１３０から制御信号を受信する。レーザ生成部
１５０は、受信した制御信号に基づいて、映像信号に同期して光源（本実施の形態では、
レーザ）の強度を制御する。レーザは、この制御に基づき、レーザ光を生成し、画像変調
デバイス１６０に照射する。
【００３３】
　画像変調デバイス１６０は、例えば、反射型液晶素子（例えば、ＬＣＯＳ（Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｎ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）（登録商標））を用いて形成されるデバイ
スである。画像変調デバイス１６０は、レーザ生成部１５０によって、レーザ光が照射さ
れることにより、出力する映像を生成する。
【００３４】
　そして、画像変調デバイス１６０によって生成された映像の光線が投射光として、映像
出力装置１００から出力される。これにより、映像出力装置１００は、外部へ映像を投射
することができる。
【００３５】
　（映像生成装置２００の処理の流れ）
　次に、図２を参照して、本実施の形態に係る映像処理システム１の映像生成装置２００
の処理の流れについて説明する。図２は、本実施の形態に係る映像処理システム１の映像
生成装置２００の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００３６】
　図２に示す通り、映像生成装置２００の映像信号生成部２１０は、映像信号を生成する
（ステップＳ１）。また、映像信号生成部２１０は、制御信号を生成する（ステップＳ２
）。もし、制御信号が外部で生成されたものである場合、映像信号生成部２１０は、ステ
ップＳ２の代わりに、外部から制御信号を受信する動作を行う。
【００３７】
　音声信号生成部２２０は、ステップＳ２において映像信号生成部２１０が生成した制御
信号に基づいて、音声信号を生成する（ステップＳ３）。そして、ＨＤＭＩ信号生成部２
３０は、ステップＳ１において生成された映像信号と、ステップＳ３において生成された
音声信号とから、ＨＤＭＩ信号を生成する（ステップＳ４）。
【００３８】
　そして、ＨＤＭＩ信号送信部２４０は、ステップＳ４において生成されたＨＤＭＩ信号
を、映像出力装置１００へ送信する（ステップＳ５）。以上により、映像生成装置２００
は処理を終了する。
【００３９】
　（映像出力装置１００の処理の流れ）
　次に、図３を参照して、本実施の形態に係る映像処理システム１の映像出力装置１００
の処理の流れについて説明する。図３は、本実施の形態に係る映像処理システム１の映像
出力装置１００の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【００４０】
　図３に示す通り、映像出力装置１００のＨＤＭＩ信号受信部１１０は、ＨＤＭＩ信号を
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受信する（ステップＳ１１）。そして、ＨＤＭＩ信号分離部１２０は、ステップＳ１１に
てＨＤＭＩ信号受信部１１０が受信したＨＤＭＩ信号を、音声信号と映像信号とに分離す
る（ステップＳ１２）。
【００４１】
　音声信号変換部１３０は、分離された音声信号を制御信号に変換する（ステップＳ１３
）。また、映像信号変換部１４０は、分離された映像信号を、画像変調デバイス１６０を
駆動する駆動信号に変換する（ステップＳ１４）。なお、ステップＳ１３とステップＳ１
４とは、同時に行われてもよいし、逆順で行われてもよい。
【００４２】
　そして、レーザ生成部１５０が制御信号に基づいて、レーザを制御し、映像信号変換部
１４０が駆動信号に基づいて、画像変調デバイス１６０を駆動することにより、映像生成
装置２００は、映像を外部へ出力（投射）する（ステップＳ１５）。
【００４３】
　（効果）
　以上により、本実施の形態に係る映像処理システム１によれば、各装置の複雑さ、大き
さ、重量ならびにコスト面を改善することができる。
【００４４】
　なぜならば、映像生成装置２００が、映像信号に応じて光源の動作を制御する制御信号
を、音声信号として生成し、生成した音声信号と映像信号とに基づいて生成されたＨＤＭ
Ｉ信号を、ＨＤＭＩを用いて送信するからである。そして、映像出力装置１００がＨＤＭ
Ｉを用いて送信されたＨＤＭＩ信号を受信し、該ＨＤＭＩ信号を音声信号と映像信号とに
分離し、音声信号を制御信号に変換し、該制御信号に基づいて光源を制御するからである
。
【００４５】
　これにより、本実施の形態に係る映像処理システム１の映像生成装置２００は、光源を
制御する制御信号を、制御信号を送信するための信号線を有した専用のインタフェースを
用いることなく、映像出力装置１００に送信することができる。このように、本実施の形
態によれば、上記専用のインタフェースを利用しないため、各装置の小型軽量化を実現す
ることができる。また、専用のインタフェースを用いるように、各装置を構築する必要が
無いため、各装置の構成を簡略化すること、および、各装置の製造コストを削減すること
ができる。
【００４６】
　また、このような専用の制御用のインタフェースを用いないため、該インタフェースに
使用される消費電力を削減することができる。
【００４７】
　＜第２の実施の形態＞
　本発明の第２の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態で
は、本発明の課題を解決するための最小の構成について説明する。図４は、本実施の形態
に係る映像処理システム２の機能構成の一例を示す機能ブロック図である。映像処理シス
テム２は、図４に示す通り、映像信号を外部に出力する映像出力装置３００と、映像信号
を映像出力装置３００に送信する送信装置４００とを備えている。
【００４８】
　映像出力装置３００と、送信装置４００とは、音声信号と映像信号とを同時に送信可能
な所定のインタフェースを介して互いに通信可能に接続されている。なお、所定のインタ
フェースとは、例えば、ＨＤＭＩ規格に準拠したインタフェースである。
【００４９】
　送信装置４００は、音声信号生成部４２０と、合成信号生成部４３０と、送信部４４０
とを備えている。音声信号生成部４２０は、映像信号に応じて光源の動作を制御する制御
信号を、音声信号として生成する。合成信号生成部４３０は、映像信号と、音声信号生成
部４２０が生成した音声信号とに基づいて、合成信号を生成する。送信部４４０は、合成
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信号生成部４３０が生成した合成信号を、所定のインタフェースを介して、映像出力装置
に送信する。
【００５０】
　映像出力装置３００は、受信部３１０と、分離部３２０と、変換部３３０と、制御部３
４０とを備えている。受信部３１０は、所定のインタフェースを介して送信された合成信
号を受信する。分離部３２０は、受信部３１０が受信した合成信号を、映像信号と、音声
信号とに分離する。変換部３３０は、分離部３２０によって分離された信号のうち、音声
信号を、光源の動作を制御する制御信号に変換する。制御部３４０は、変換部３３０によ
って変換された制御信号に基づいて、光源の動作を制御する。
【００５１】
　制御部３４０により制御された光源から照射される光が、映像出力装置３００内部また
は外部に備えられた画像変調デバイスに照射されることにより、映像出力装置３００は、
映像出力装置３００および送信装置４００の外部に映像を出力する。
【００５２】
　これにより、本実施の形態に係る映像処理システム２は、上述した第１の実施の形態に
係る映像処理システム１と同様の効果を得ることができる。
【００５３】
　（ハードウェア構成について）
　なお、図１または図４に示した映像処理システム内の各装置（映像出力装置１００、映
像生成装置２００、映像出力装置３００、送信装置４００）の各部は、図５に例示するハ
ードウェア資源で実現してもよい。すなわち、図５に示す構成は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
１０２、通信インタフェース１０３、記憶媒体１０４およびＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０５を備える。ＣＰＵ１０５は、ＲＯＭ１０２または
記憶媒体１０４に記憶された各種ソフトウェアプログラム（コンピュータプログラム）を
、ＲＡＭ１０１に読み出して実行することにより、各装置の全体的な動作を司る。すなわ
ち、上記各実施形態において、ＣＰＵ１０５は、ＲＯＭ１０２または記憶媒体１０４を適
宜参照しながら、各装置が備える各機能（各部）を実行するソフトウェアプログラムを実
行する。
【００５４】
　また、各実施形態は、各装置に対して、上記説明した機能を実現可能なコンピュータプ
ログラムを供給した後、そのコンピュータプログラムを、ＣＰＵ１０５がＲＡＭ１０１に
読み出して実行することによって達成される。
【００５５】
　また、係る供給されたコンピュータプログラムは、読み書き可能なメモリ（一時記憶媒
体）またはハードディスク装置等のコンピュータ読み取り可能な記憶デバイスに格納すれ
ばよい。そして、このような場合において、本発明の各実施の形態は、係るコンピュータ
プログラムを表すコード或いは係るコンピュータプログラムを格納した記憶媒体によって
構成されると捉えることができる。
【００５６】
　上述した各実施形態では、図１または４に示した各装置における各ブロックに示す機能
を、図５に示すＣＰＵ１０５が実行する一例として、ソフトウェアプログラムによって実
現する場合について説明した。しかしながら、図５に示した各ブロックに示す機能は、一
部または全部を、ハードウェアの回路として実現してもよい。
【００５７】
　なお、上述した各実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、上記各実施の形態
にのみ本発明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において当
業者が上記各実施の形態の修正や代用を行い、種々の変更を施した形態を構築することが
可能である。
【００５８】
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　この出願は、２０１４年１１月１７日に出願された日本出願特願２０１４－２３２５６
３を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　映像処理システム
　１００　　映像出力装置
　１１０　　ＨＤＭＩ信号受信部
　１２０　　ＨＤＭＩ信号分離部
　１３０　　音声信号変換部
　１４０　　映像信号変換部
　１５０　　レーザ生成部
　１６０　　画像変調デバイス
　２００　　映像生成装置
　２１０　　映像信号生成部
　２２０　　音声信号生成部
　２３０　　ＨＤＭＩ信号生成部
　２４０　　ＨＤＭＩ信号送信部
　２５０　　記憶部
　２　　映像処理システム
　３００　　映像出力装置
　３１０　　受信部
　３２０　　分離部
　３３０　　変換部
　３４０　　制御部
　４００　　送信装置
　４２０　　音声信号生成部
　４３０　　合成信号生成部
　４４０　　送信部
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