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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の画像表示装置に画像を供給する画像供給装置であって、
　表示部と、
　前記表示部内にＮ個の表示領域を形成するとともに、前記画像表示装置が表示するＮ個
の表示画像と前記Ｎ個の表示領域との間で、一対一の対応関係が視覚的に認識されるよう
に前記Ｎ個の表示領域を前記表示部内に配置する画像表示制御部と、
　前記各表示領域に表示された画像を対応する前記画像表示装置に供給する画像供給部と
、
を備え、
　前記画像表示制御部は、
　　ユーザにより１つの表示領域が選択されると、前記選択された表示領域に表示された
画面に対して操作可能な機能を選択させるための選択手段を表示し、
　　ユーザによりいずれの表示領域も選択されていない時には、前記選択手段を表示しな
い、ことを特徴とし、
　前記選択可能な機能は、前記表示領域に表示されている画面と同一の画面を他表示領域
にも表示させるミラーリング機能、前記表示領域に表示されている画面を他の表示領域と
で分割して表示するマルチスクリーン機能、前記表示領域に表示されている画面を編集す
るための編集機能のうち少なくとも１つを含む、画像供給装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の画像供給装置において、
　前記選択可能な機能のうち前記編集機能が実行される場合には、前記画像表示制御部は
、前記表示領域に表示されている画面の編集を編集するための編集画面を形成して表示す
る、ことを特徴とする画像供給装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像供給装置において、
　前記画像表示制御部は、ユーザに対して前記表示領域を選択させるためのカーソルを表
示するとともに、
　　ユーザにより前記表示領域上に前記カーソルが移動されると、前記表示領域に表示さ
れた画面に対して操作可能な機能を選択させるための選択手段を表示し、
　　ユーザにより前記表示領域上に前記カーソルが移動されていない場合には、表示領域
上に前記選択手段を表示しない、ことを特徴とする画像供給装置。
【請求項４】
　Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の画像表示装置に画像を供給する画像供給装置における画像
表示制御プログラムであって、
（ａ）前記画像表示装置とは異なる表示部に前記Ｎ個の画像表示装置と対応するＮ個の表
示領域を形成するとともに、前記画像供給装置が表示するＮ個の表示画像と前記Ｎ個の表
示領域との間で、一対一の対応関係が視覚的に認識されるように前記Ｎ個の表示領域を前
記表示部内に配置する機能と、
（ｂ）前記各表示領域に表示された画像を対応する前記画像表示装置に供給する機能と、
（ｃ）ユーザ対し前記Ｎ個の表示領域のうちの１つの表示領域を選択させる機能と、
（ｄ）前記ユーザにより選択された表示領域に表示された画面に対して操作可能な機能を
選択させるための選択手段を表示し、選択されない表示領域に表示された画面に対して前
記選択手段を表示しない機能と、
　をコンピュータに実現させ、
　前記選択可能な機能は、前記表示領域に表示されている画面と同一の画面を他表示領域
にも表示させるミラーリング機能、前記表示領域に表示されている画面を他の表示領域と
で分割して表示するマルチスクリーン機能、前記表示領域に表示されている画面を編集す
るための編集機能のうち少なくとも１つを含む、画像表示制御プログラム。
【請求項５】
　Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の画像表示装置に画像を供給する画像供給装置における画像
表示制御方法であって、
（ａ）前記画像表示装置とは異なる表示部に前記Ｎ個の画像表示装置と対応するＮ個の表
示領域を形成するとともに、前記画像供給装置が表示するＮ個の表示画像と前記Ｎ個の表
示領域との間で、一対一の対応関係が視覚的に認識されるように前記Ｎ個の表示領域を前
記表示部内に配置する工程と、
（ｂ）前記各表示領域に表示された画像を対応する前記画像表示装置に供給する工程と、
（ｃ）ユーザ対し前記Ｎ個の表示領域のうちの１つの表示領域を選択させる工程と、
（ｄ）前記ユーザにより選択された表示領域に表示された画面に対して操作可能な機能を
選択させるための選択手段を表示し、選択されない表示領域に表示された画面に対して前
記選択手段を表示しない工程と、
　を備え、
　前記選択可能な機能は、前記表示領域に表示されている画面と同一の画面を他表示領域
にも表示させるミラーリング機能、前記表示領域に表示されている画面を他の表示領域と
で分割して表示するマルチスクリーン機能、前記表示領域に表示されている画面を編集す
るための編集機能のうち少なくとも１つを含む、画像表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像供給装置と画像表示装置における画像表示制御に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　プレゼンテーションを行う場合、表示装置に表示された全画面ではなく特定のウィンド
ウの画面のみを外部モニタに表示したい場合がある。これに関し、表示装置上に表示され
ている複数のウィンドウの中から、マウスポインタによって選択されたウィンドウのデー
タのみを外部モニタに出力させる技術が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３３９１３０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、従来の技術では、画像供給装置に対して複数の画像表示装置が同時に接続され
ている場合に、複数の画像表示装置に対して同一の画像を表示させたり、複数の画像表示
装置に１つの画像を分割して表示させたりすることが難しいという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記課題の少なくとも１つを解決し、画像供給装置の操作の利便性を高めるこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述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
形態または適用例として実現することが可能である。
【０００７】
[適用例１]
　Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の画像表示装置に画像を供給する画像供給装置における画像
表示制御方法であって、（ａ）前記画像表示装置とは異なる表示部に前記Ｎ個の画像表示
装置と対応するＮ個の表示領域を形成するとともに、前記画像供給装置が表示するＮ個の
表示画像と前記Ｎ個の表示領域との間で、一対一の対応関係が視覚的に認識されるように
前記Ｎ個の表示領域を前記表示部内に配置する工程と、（ｂ）前記各表示領域に表示され
た画像を対応する前記画像表示装置に供給する工程と、を含むことを特徴とする画像表示
制御方法。
　この適用例によれば、画像供給装置の表示部の表示領域に表示される画像を用いて、画
像表示装置が表示する画像を視覚的に認識することが可能となるので、画像供給装置の操
作の利便性を高めることが可能となる。
【０００８】
［適用例２］
　適用例１に記載の画像供給装置において、前記（ａ）の工程は、ユーザによる前記Ｎ個
の表示領域の配置位置の移動を許容する、ことを特徴とする画像表示制御方法。
　この適用例によれば、各画像表示装置が表示する画像の配置を変更した時に、その配置
に合わせて表示領域の配置を変更することが可能となる。
【０００９】
［適用例３］
　適用例１または適用例２に記載の画像供給装置において、前記（ａ）の工程は、デスク
トップ画面を縮小した縮小デスクトップ領域を前記表示部内に形成する、ことを特徴とす
る画像表示制御方法。
　この適用例によれば、デスクトップ画面を用いた画像供給装置の操作が可能となる。
【００１０】
［適用例４］
　適用例３に記載の画像供給装置において、前記（ａ）の工程は、前記縮小デスクトップ
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領域内に１つ以上のウィンドウを形成し、前記表示部上において１つのウィンドウと前記
表示領域との対応関係が指定されたときに、前記選択された表示領域に前記選択されたウ
ィンドウに表示されている画像を表示する、ことを特徴とする画像表示制御方法。
　この適用例によれば、ウィンドウに表示されている画像を表示領域に表示するとともに
、画像表示装置に供給することが可能となる。
【００１１】
［適用例５］
　適用例１から適用例４のいずれかに記載の画像供給装置において、前記（ａ）の工程は
、１つの表示領域が選択されると、前記選択された表示領域に表示された画面に対して操
作可能な機能を表示する、ことを特徴とする画像表示制御方法。
　この適用例によれば、表示領域に表示された画面に対して操作可能な機能が表示される
ので、画像供給装置の操作性を向上させることが可能となる。
【００１２】
［適用例６］
　適用例１から適用例４のいずれかに記載の画像供給装置において、前記（ａ）の工程は
、表示領域を選択するためのカーソルを表示し、１つの表示領域上に前記カーソルが移動
すると、前記表示領域に表示された画面に対して操作可能な機能を表示する、ことを特徴
とする画像表示制御方法。
　この適用例によれば、表示領域を選択しなくともカーソルを表示領域上に移動させるだ
けで操作可能な機能が表示されるので、画像供給装置の操作性を向上させることが可能と
なる。
【００１３】
［適用例７］
　適用例５又は適用例６に記載の画像供給装置において、前記選択可能な機能は、前記表
示領域に表示されている画面と同一の画面を他表示領域にも表示させるミラーリング機能
、前記表示領域に表示されている画面を他の表示領域とで分割して表示するマルチスクリ
ーン機能、前記表示領域に表示されている画面を編集するための編集機能のうち少なくと
も１つを含む、ことを特徴とする画像表示制御方法。
　この適用例によれば、これらの機能により、画像供給装置の操作性を向上させることが
可能となる。
【００１４】
［適用例８］
　適用例７に記載の画像供給装置において、前記編集機能が実行される場合には、前記画
像表示制御部は、前記表示領域に表示されている画面の編集を編集するための編集画面を
形成して表示する、ことを特徴とする画像表示制御方法。
　この適用例によれば、画面の編集が容易となる。
【００１５】
　なお、本発明は、種々の形態で実現することが可能であり、例えば、画像表示制御方法
の他、画像供給装置、画像表示制御プログラム、画像表示制御プログラムを格納した記憶
媒体等、様々な形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施例に係る画像供給装置を含む画像供給システムの概略構成を示す説明
図である。
【図２】第１の実施例に係る画像供給装置の内部構成を模式的に示す機能ブロック図であ
る。
【図３】識別画像管理ファイルＦ１の構成の一例を示す説明図である。
【図４】第１の実施例において用いられる画像表示装置の内部構成を模式的に示す機能ブ
ロック図である。
【図５】識別画像管理ファイルＦ３４の構成の一例を示す説明図である。
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【図６】画像表示装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】画像供給装置の動作を示すフローチャートである。
【図８】画像供給装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】プロジェクタ情報Ｉ３３を取得中における表示用ディスプレイ４０に表示される
画面を示す説明図である。
【図１０】画像表示装置３０の選択画面を示す説明図である。
【図１１】画像表示装置選択時における画像供給システムの全体図を示す説明図である。
【図１２】画像表示装置が選択された状態を示す説明図である。
【図１３】表示用画像データを格納するウィンドウ記憶領域Ａ１～Ａ３とプロジェクタ供
給用記憶領域、ＳＰＪ１～ＳＰＪ３との対応関係の一例を示す説明図である。
【図１４】操作画面を示す説明図である。
【図１５】選択完了時の画像表示システムを示す説明図である。
【図１６】コンテンツと画像表示装置３０の対応付け動作の一例を示す説明図である。
【図１７】コンテンツと画像表示装置３０の対応付け動作の一例を示す説明図である。
【図１８】画像表示装置に画像を表示している画像表示システムを示す説明図である。
【図１９】２台の画像表示装置３０（ＰＪ１、ＰＪ３）にそれぞれウィンドウを表示して
いる画像表示システムを示す説明図である。
【図２０】第２の実施例における操作画面を示す説明図である。
【図２１】図２０に示す操作画面においてミラーアイコン５９１が選択された状態を示す
説明図である。
【図２２】ドロップ画面５３３が小画面５３４にドロップされた直後の画像表示システム
の全体図である。
【図２３】図２０に示す操作画面においてマルチ画面アイコン５９２が選択された状態を
示す説明図である。
【図２４】ドロップ画面５３３が小画面５３４にドロップされた直後の画像表示システム
の全体図である。
【図２５】図２３に示す状態からドロップ画面５３３が小画面５３６にドロップされた直
後の画像表示システムの全体図である。
【図２６】編集画面を示す説明図である。
【図２７】切り替え後の編集画面を示す説明図である。
【図２８】変形例を示す説明図である。
【図２９】変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る画像供給システムについて、図面を参照しつつ、実施例に基づいて
説明する。
【００１８】
　第１の実施例：
　・画像供給システムの構成
　図１は第１の実施例に係る画像供給装置を含む画像供給システムの概略構成を示す説明
図である。画像供給システム１０は、画像供給装置２０および画像表示装置３０を備えて
いる。なお、画像供給システム１０を画像表示システム１０とも呼び、画像供給装置２０
を画像転送装置とも呼ぶ。画像供給装置２０には複数の画像表示装置３０が接続されてい
る。画像供給装置２０と画像表示装置３０とは、例えば、無線式ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）を介して接続されている。
【００１９】
　・画像供給装置の構成：
　図２は、第１の実施例に係る画像供給装置の内部構成を模式的に示す機能ブロック図で
ある。画像供給装置２０は、例えば、パーソナルコンピュータであり、表示用ディスプレ
イ４０、キーボードおよびマウスといった入力機器４１と接続されている。画像供給装置
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２０は、中央処理装置（ＣＰＵ）２００、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２１０、ハ
ードディスクドライブ（ＨＤＤ）２２０、描画用メモリ（ＶＲＡＭ）２３０、入出力イン
ターフェース２４０を備えている。ＣＰＵ２００、ＲＡＭ２１０、ＨＤＤ２２０、ＶＲＡ
Ｍ２３０および入出力インターフェース２４０は、共通のバス２５０を介して双方向通信
可能に接続されている。
【００２０】
　ＣＰＵ２００は、各種演算処理を実行する論理回路であり、例えば、ＨＤＤ２２０に格
納されている各種プログラム、モジュールをＲＡＭ２１０に展開して実行する。ＲＡＭ２
１０は揮発性のメモリであり、ＣＰＵ２００の演算結果、画像表示装置３０に供給する表
示用画像データを一時的に格納する。ＶＲＡＭ２３０は、データに基づいて描画された表
示用画像データを展開し、一時的にバッファしておくためのメモリであり、一般的に、Ｒ
ＡＭ２１０よりも高速なデータの読み書きが可能である。
【００２１】
　ＨＤＤ２２０は、画像供給プログラムＰ１や識別画像管理プログラムＰ２を格納する磁
気ディスク式記憶装置である。なお、ＨＤＤ２２０に代えて、不揮発性の半導体メモリが
備えられても良い。ＨＤＤ２２０に格納されている画像供給プログラムＰ１は、ウィンド
ウ選択モジュールＭ１、プロジェクタ指定モジュールＭ２、格納制御モジュールＭ３、表
示用画像データ生成モジュールＭ４、画像処理モジュールＭ５、通信制御モジュールＭ６
、プロジェクタ情報取得モジュールＭ７、接続プロジェクタ管理モジュールＭ８および表
示制御モジュールＭ９を備えている。識別画像管理プログラムＰ２は、識別画像管理ファ
イルＦ１と識別画像ファイルＦ２を備えている。なお、各モジュールは、ＣＰＵ２００に
よって実行されることによって各種機能を実現する。
【００２２】
　画像供給プログラムＰ１は、画像供給装置２０に接続されている表示用ディスプレイ４
０上に表示されている画像を、外部の画像出力機器に供給するためのプログラムである。
より具体的には、本実施例における画像供給プログラムＰ１は、表示用ディスプレイ４０
上に表示されている複数のコンテンツを各コンテンツ単位にて、各画像出力機器に供給す
ることができる。ここで、コンテンツとは、アプリケーション単位にて提供される表示画
面であり、ワードプロセッサソフトウェアにおける各文書作成画面、プレゼンテーション
ソフトウェアにおける各プレゼンテーション画面、ストリーム配信された動画コンテンツ
を再生する再生画面、静止画像の編集画面・表示画面を含む。また、表示用ディスプレイ
４０の背景として表示されている、いわゆるデスクトップ画面もコンテンツに含まれる。
なお、これらコンテンツは、例えば、ウィンドウズ（登録商標）をオペレーティングシス
テムとする場合、ウィンドウと呼ばれているので、以下では、「ウィンドウ」とも呼ぶ。
【００２３】
　ウィンドウ選択モジュールＭ１は、表示用ディスプレイ４０上に表示されている複数の
ウィンドウの中から、所望のウィンドウを選択するために実行されるモジュールである。
具体的には、入力機器４１を介してオペレータによって複数のウィンドウの中から選択さ
れたウィンドウを特定する。例えば、表示用ディスプレイ４０上に表示されているウィン
ドウ（開いているウィンドウ）に対して一意の番号を付すことによって、各ウィンドウを
識別し、選択されたウィンドウを特定することができる。なお、表示用ディスプレイ４０
上に表示されているウィンドウが１つの場合もあるが、この場合には、ウィンドウ選択モ
ジュールＭ１は、入力機器４１を介してオペレータによって決定されたウィンドウを特定
する。
【００２４】
　プロジェクタ指定モジュールＭ２は、ウィンドウ選択モジュールＭ１によって選択され
たウィンドウを出力する画像表示装置３０を指定するためのモジュールである。
【００２５】
　格納制御モジュールＭ３は、選択されたウィンドウと指定された画像表示装置３０とを
関連付けて、ＲＡＭ２１０またはＨＤＤ２２０に格納するためのモジュールである。格納
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制御モジュールＭ３はまた、表示用ディスプレイ４０に少なくとも一部が表示されている
ウィンドウの数、画像供給装置２０に接続されている画像表示装置３０の数および、表示
用ディスプレイ４０の最大解像度に応じて、予めＲＡＭ２１０上にウィンドウの表示用画
像データを格納するためのウィンドウ記憶領域（コンテンツ記憶領域）と画像表示装置３
０に送る画像データを格納するためのプロジェクタ供給用記憶領域とを確保する。なお、
ウィンドウの数に応じたウィンドウ記憶領域と、画像表示装置３０の数に応じたプロジェ
クタ供給用記憶領域、の少なくともいずれか一方がＲＡＭ２１０またはＨＤＤ２２０に確
保されれば良い。
【００２６】
　表示用画像データ生成モジュールＭ４は、表示用ディスプレイ４０上に表示されている
各ウィンドウの表示用画像データを生成するためのモジュールである。表示用画像データ
生成モジュールＭ４は、表示用ディスプレイ４０上に存在しているウィンドウ、換言すれ
ば、他のウィンドウに隠れているウィンドウ、一部が表示用ディスプレイ４０の表示画面
からはみ出して表示されていないウィンドウについても、ウィンドウの全てについて表示
用画像データを生成することができる。この処理は、例えば、操作中のウィンドウ（アク
ティブウィンドウ）のみならず、他のウィンドウについても、選択された時点で表示用画
像データをＶＲＡＭ２３０上に一旦、描画し、描画した表示用画像データをＲＡＭ２１０
の所定の位置に格納することによって実現される。この場合には、アクティブウィンドウ
以外の他のウィンドウが選択される度に、他のウィンドウについての描画処理を実行する
ことによって他のウィンドウの表示を更新することができる。あるいは、ＶＲＡＭ２３０
の容量が大きい場合には、ＶＲＡＭ２３０上に複数のウィンドウの表示用画像データを格
納しても良い。
【００２７】
　画像処理モジュールＭ５は、画像表示装置３０に対して供給する表示用画像データに対
して種々の画像処理を実行するためのモジュールである。画像処理モジュールＭ５によっ
て実行される画像処理には、例えば、解像度変換処理、シャープネス、輝度調整、カラー
バランスといった画像処理が含まれる。さらに、本実施例では、表示用ディスプレイ４０
上のレイアウト表示用域内に表示されているレイアウト表示ウィンドウに対する各種操作
、例えば、移動、変形（リサイズ）に応じて、画像表示装置３０に対して送信するための
表示用画像データを変更する処理を実行する。具体的には、レイアウト表示ウィンドウに
対する移動操作に対応して画像表示装置３０によって投射される画像の投射位置を移動さ
せ、レイアウト表示ウィンドウに対する変形操作に対応して画像表示装置３０によって投
射される画像を変形させる。
【００２８】
　通信制御モジュールＭ６は、画像表示装置３０に対する接続情報の送信や接続確立およ
び表示用画像データの送信を制御する、あるいは、画像表示装置３０からのプロジェクタ
情報Ｉ３３の受信を行うために入出力インターフェース２４０を制御するモジュールであ
る。
【００２９】
　プロジェクタ情報取得モジュールＭ７は、画像表示装置３０からプロジェクタ情報Ｉ３
３（図４参照）を取得するためのモジュールである。プロジェクタ情報Ｉ３３には、例え
ば、画像表示装置３０がサポートする最大解像度、画像表示装置３０のカラープロファイ
ル（例えば、ＩＣＣプロファイル）、画像表示装置３０を特定するための識別情報、その
他画像表示装置３０の画像再生特性に関する情報が含まれる。
【００３０】
　接続プロジェクタ管理モジュールＭ８は、画像供給装置２０に接続されている画像表示
装置３０の台数、すなわち、画像供給装置２０に対する画像表示装置３０の着脱を管理す
るためのモジュールである。
【００３１】
　表示制御モジュールＭ９は、表示用ディスプレイ４０上に表示用画像データを用いて画
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像を表示すると共に、表示用ディスプレイ４０上の所定の領域にレイアウト表示用領域、
レイアウト表示ウィンドウを表示するためのモジュールである。表示制御モジュールＭ９
はまた、レイアウト表示ウィンドウに対する操作、例えば、移動、変形（リサイズ）に基
づいて、レイアウト表示ウィンドウの表示を変更する。表示制御モジュールＭ９は、レイ
アウト表示ウィンドウに対する操作が変形（リサイズ）の場合には、表示用ディスプレイ
４０上に表示されているウィンドウのサイズも変更する。さらに、表示制御モジュールＭ
９は、表示用ディスプレイ４０の画面をはみ出るウィンドウのレイアウト表示用ウィンド
ウについては、複数のレイアウト表示用領域を表示し、表示用ディスプレイ４０の画面を
はみ出た部分を含めて複数のレイアウト表示用領域に亘って表示する。
【００３２】
　識別画像管理プログラムＰ２は識別画像管理ファイルＦ１と識別画像ファイルＦ２とを
用いて、画像表示装置３０と識別画像との対応付けを管理する。図３は識別画像管理ファ
イルＦ１の構成の一例を示す説明図である。識別画像管理ファイルＦ１には、画像表示装
置３０ごとの識別画像、識別色の対応付けが格納されている。識別画像ファイルＦ２は識
別画像のデータを格納している。本実施例では、識別画像ファイルＦ２には、「ひまわり
」「りんご」「ブロッコリー」「ぶどう」の画像データが格納されているが、他の画像と
識別可能な画像であれば何であっても良い。
【００３３】
　図２に示す入出力インターフェース２４０は、画像供給装置２０と外部機器、例えば、
画像表示装置３０との間で、例えば無線によって信号をやりとりし、例えば、アンテナお
よび送受信を切り替えるためのスイッチを含む送受信部を備える。送受信部を備えること
によって、送受信信号を送受信するアンテナアクセスポイント（ＡＰ）機能またはステー
ション（ＳＴＡ）機能を実現する。入出力インターフェース２４０はまた、キーボードお
よびマウスといった入力機器４１から入力信号を受信し、表示用ディスプレイ４０に対し
て表示用画像データを出力する。
【００３４】
　装置決定／選択部は、例えばプロジェクタ指定モジュールＭ２、格納制御モジュールＭ
３、プロジェクタ情報取得モジュールＭ７、接続プロジェクタ管理モジュールＭ８、表示
制御モジュールＭ９、識別画像管理プログラムＰ２を用いて実現される。ウィンドウと画
像表示装置３０を対応付ける際には、装置決定／選択部として、さらに、ウィンドウ選択
モジュールＭ１も用いられる。画像供給部は、例えば表示用画像データ生成モジュールＭ
４、画像処理モジュールＭ５、通信制御モジュールＭ６を用いて実現される。
【００３５】
　・画像表示装置の構成：
　図４は第１の実施例において用いられる画像表示装置の内部構成を模式的に示す機能ブ
ロック図である。画像表示装置３０は、例えば、プロジェクタである。画像表示装置３０
は、図４に示すように、中央処理装置（ＣＰＵ）３００、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）３１０、不揮発性メモリ（ＲＯＭ）３２０、描画用メモリ（ＶＲＡＭ）３３０、画像
表示部３４０、光学系３５０、入出力インターフェース３６０および操作部３８０を備え
ている。ＣＰＵ３００、ＲＡＭ３１０、ＥＰＲＯＭ３２０、ＶＲＡＭ３３０、画像表示部
３４０、入出力インターフェース３６０及び操作部３８０は、共通のバス３７０を介して
双方向通信可能に接続されている。
【００３６】
　ＣＰＵ３００は、各種演算処理を実行する論理回路であり、例えば、ＥＰＲＯＭ３２０
に格納されている各種プログラム、モジュールをＲＡＭ３１０に展開して実行する。ＲＡ
Ｍ３１０は揮発性のメモリであり、ＣＰＵ３００の演算結果を一時的に格納する。ＶＲＡ
Ｍ３３０は、表示用画像データに基づいて描画された描画データを、一時的にバッファし
ておくためのメモリである。
【００３７】
　ＥＰＲＯＭ３２０は、プロジェクタ情報送信モジュールＭ３１、描画モジュールＭ３２
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、プロジェクタ情報Ｉ３３、識別画像管理ファイルＦ３４及び識別画像ファイルＦ３５を
格納する半導体メモリである。なお、ＥＰＲＯＭ３２０に代えて、磁気ディスク式記憶装
置が用いられても良い。
【００３８】
　プロジェクタ情報送信モジュールＭ３１は、格納されているプロジェクタ情報を画像供
給装置２０に対して送信するためのモジュールである。例えば、画像表示装置３０と画像
供給装置２０との接続が確立された際に、格納されているプロジェクタ情報Ｉ３３を取得
し、入出力インターフェース３６０を介して、画像供給装置２０に対してプロジェクタ情
報Ｉ３３を送信する。
【００３９】
　描画モジュールＭ３２は、入出力インターフェース３６０を介して画像供給装置２０か
ら受信した表示用画像データを解析し、ＶＲＡＭ３３０上に描画する。具体的には、描画
モジュールＭ３２は、受信した表示用画像データを解析して、色数、サイズ（縦、横）、
座標、画像フォーマットといった情報を取得し、取得した情報を用いてＶＲＡＭ３３０上
に、例えば、ビットマップ方式にて画素値が配置される。
【００４０】
　図５は識別画像管理ファイルＦ３４の構成の一例を示す説明図である。識別画像管理フ
ァイルＦ３４は、識別画像、識別色のリストと、どの識別画像がデフォルトの識別画像と
して用いられるかを示すフラグとを格納している。識別画像ファイルＦ３５は、識別画像
のデータを格納している。本実施例では、識別画像ファイルＦ３５には、「ひまわり」「
りんご」「ブロッコリー」「ぶどう」の画像データが格納されており、「ひまわり」の画
像がデフォルトの画像とされている。なお、デフォルトの識別画像は、画像表示装置３０
ごとに異なるように設定されているが、デフォルトの識別画像が重複した時には、操作部
３８０での操作あるいは画像供給装置２０からの指示によりデフォルトの識別画像を変更
することが可能である。
【００４１】
　画像表示部３４０は、ＶＲＡＭ３３０に格納されている描画データを用いて投射用の画
像を生成するために用いられる。画像表示部３４０はその方式は問わず、例えば、ＲＧＢ
光源からの光を液晶パネルを用いて変調する画像表示部、デジタル・マイクロミラー・デ
バイス（ＤＭＤ）や反射型液晶を用いて変調する画像表示部などを用いることができる。
【００４２】
　光学系３５０は、複数のレンズから構成され、画像表示部３４０において生成された画
像を所望の大きさにて投射面に投射するために用いられる。
【００４３】
　操作部３８０は画像表示装置３０のマニュアル動作時や各種設定の設定／変更時に用い
られる。ここで各種設定には、たとえば、ネットワークの設定や、どの識別画像をデフォ
ルトの識別画像にするか、の設定が含まれる。
【００４４】
　・画像表示装置の動作：
　図６は画像表示装置の動作を示すフローチャートである。画像供給装置２０の画像供給
プログラムＰ１が起動すると、画像供給装置２０からプロジェクタ情報Ｉ３３の要求が送
られる。ステップＳ１２０において、ＣＰＵ３００は画像供給装置２０に対してプロジェ
クタ情報Ｉ３３を発信する。具体的には、各画像表示装置３０は、ＣＰＵ３００がプロジ
ェクタ情報送信モジュールＭ３１を実行して、ＲＯＭ３２０からプロジェクタ情報Ｉ３３
を取得し、画像供給装置２０に対して送信する。なお、このプロジェクタ情報Ｉ３３には
、画像表示装置３０がどの識別画像をデフォルトの識別画像として用いるかを示す情報も
含まれている。
【００４５】
　ステップＳ１５０において、ＣＰＵ３００は画像表示部３４０及び光学系３５０を用い
てスクリーン５０に識別画像を投射する。これにより、利用者は、どの画像表示装置３０
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にどの識別画像が対応しているか、が分かる。
【００４６】
　ステップＳ１６０において、画像供給装置２０から表示データを受信すると、ステップ
Ｓ１７０において、ＣＰＵ３００は画像表示部３４０及び光学系３５０を用いてスクリー
ンに表示データを投射する。また、ステップＳ１８０において、画像供給装置２０から表
示データが送られなくなると、ステップＳ１９０において、ＣＰＵ３００は画像表示部３
４０及び光学系３５０を用いてスクリーンに識別画像を投射する。
【００４７】
　画像供給装置の動作：
　図７及び図８は画像供給装置の動作を示すフローチャートである。ステップＳ２１０に
おいて画像供給プログラムＰ１が起動すると、ステップＳ２３０において、ＣＰＵ２００
は画像表示装置３０からプロジェクタ情報Ｉ３３を受信し、各画像表示装置３０から取得
した各プロジェクタ情報Ｉ３３を用いて、各画像表示装置３０のサポート最大解像度、カ
ラープロファイル、識別情報、その他の画像再生特性を各画像表示装置３０に対応付けて
ＨＤＤ２２０に格納する。上述したように、このプロジェクタ情報Ｉ３３には画像表示装
置３０がどの識別画像を用いるかを示す情報も含まれている。ステップＳ２４０において
、ＣＰＵ２００は、異なる画像表示装置３０から送られた識別画像が重複しているか否か
を判断し、識別画像が重複している場合には、ステップＳ２５０において識別画像を変更
するよう表示用ディスプレイ４０に表示を行う。
【００４８】
　図９はプロジェクタ情報Ｉ３３を取得中における表示用ディスプレイ４０に表示される
画面を示す説明図である。プロジェクタ情報取得画面５００では、インジケータ５０２と
接続ボタン５０４が表示されており、画像表示装置３０からプロジェクタ情報Ｉ３３を受
信すると、ステップＳ２６０において、ＣＰＵ２００は画像表示装置３０の選択画面を表
示する。
【００４９】
　図１０は画像表示装置３０の選択画面を示す説明図である。選択画面５１０には、プロ
ジェクタ情報Ｉ３３を受信した全ての画像表示装置３０を示す選択欄５１２～５１５とマ
ウスカーソル５２４と接続ボタン５０４が表示されている。選択欄５１２～５１５には、
識別画像表示欄５１６、装置名表示欄５１８、ＩＰアドレス表示欄５２０、電波強度表示
欄５２２が設けられている。
【００５０】
　図１１は、画像表示装置選択時における画像供給システムの全体図を示す説明図である
。表示用ディスプレイ４０には、図１０に示す選択画面５１０が表示され、スクリーン５
０には各画像表示装置３０からの投射画像が表示されている。ここで、選択画面５１０に
は、４台の画像表示装置３０に対応して、４つの識別画像が表示されているのに対し、ス
クリーン５０には、ＰＪ１からＰＪ３の画像表示装置３０に対応する３つの識別画像が表
示されている。これは、選択画面５１０には、異なる会議室に配置された画像表示装置３
０（ＰＪ４）も含め、検知された（プロジェクタ情報Ｉ３３を受信した）全ての画像表示
装置３０（ＰＪ１～ＰＪ４）の識別画像が表示されるためである。識別画像表示欄５１６
に表示される識別画像は、対応する画像表示装置３０から投射されている画像と同一の画
像である。したがって、本実施例によれば、識別画像表示欄５１６に表示された識別画像
を用いて利用者が画像表示装置３０を選択できるので、画像表示装置３０の決定又は選択
が容易であり、画像供給システム１０の操作の利便性を高めることが可能となる。ステッ
プＳ２７０において、ＣＰＵ２００は画像表示装置３０の選択を検知する。
【００５１】
　図１２は画像表示装置が選択された状態を示す説明図である。この図では選択欄５１２
～５１５のうち選択欄５１２～５１４が反転表示されており、これらの選択欄５１２～５
１４に対応する３台の画像表示装置３０が選択されている。なお、ＣＰＵ２００は、選択
欄５１２～５１４へのマウスカーソル５２４によるクリックを検知することにより、画像
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表示装置３０の選択を検知することが可能である。接続ボタン５０４がマウスカーソル５
２４でクリックされると、選択された画像表示装置３０との接続が完了する。
【００５２】
　ＣＰＵ２００は、接続プロジェクタ管理モジュールＭ８を実行して、入出力インターフ
ェース２４０に接続されている画像表示装置３０の数を特定し、格納制御モジュールＭ３
を実行して、接続されている画像表示装置３０の数に応じた、プロジェクタ供給用記憶領
域、をＲＡＭ２１０上またはＨＤＤ２２０上に確保する（ステップＳ２８０）。ＣＰＵ２
００は、格納制御モジュールＭ３を実行して、ウィンドウ数に応じたウィンドウ記憶領域
をＲＡＭ２１０上に確保する（ステップＳ２９０）。
【００５３】
　図１３は表示用画像データを格納するウィンドウ記憶領域Ａ１～Ａ３とプロジェクタ供
給用記憶領域、ＳＰＪ１～ＳＰＪ３との対応関係の一例を示す説明図である。図１３の例
では、画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ３）に対して、それぞれプロジェクタ供給用記憶
領域ＳＰＪ１～ＳＰＪ３が確保（割り当て）されている。画像表示装置３０の数の特定は
、例えば、ＣＰＵ２００は、無線通信における接続確立の検出に基づいて、画像表示装置
３０が接続されている無線ポート数を検出することにより実行される。なお、プロジェク
タ供給用記憶領域ＳＰＪ１～ＳＰＪ３と、表示用画像データを格納するウィンドウ記憶領
域Ａ１～Ａ３は、必ずしも各記憶領域が連続していなくても良い。また、プロジェクタ供
給用記憶領域ＳＰＪ１～ＳＰＪ３には、表示用ディスプレイ４０のプライマリディスプレ
イ（デスクトップ画面）の解像度に対応する容量が確保されている。
【００５４】
　例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）では、各ウィンドウはハンドルと呼ばれる番号で
管理されており、ＣＰＵ２００がＡＰＩ関数「EnumWindows」を実行することによって、
表示用ディスプレイ４０上に表示されている（開かれている）全てのウィンドウのハンド
ルを取得することができる。したがって、ＣＰＵ２００は、取得されたハンドル数に応じ
て、全ウィンドウを格納するために必要な複数のウィンドウ記憶領域をＲＡＭ２１０に確
保する。なお、各ウィンドウ記憶領域の容量は、表示用ディスプレイ４０のデスクトップ
画面（プライマリディスプレイ）の解像度に応じた容量が確保されている。
【００５５】
　図８のステップＳ３００において、ＣＰＵ２００は操作画面５３０を表示する。図１４
は操作画面を示す説明図である。図１５は選択完了時の画像表示システムを示す説明図で
ある。図１４に示すように、操作画面５３０には、小画面５３２～５３６とデスクトップ
ウィンドウ５４０とが表示されている。小画面５３２～５３６の数は選択された画像表示
装置３０の数と対応している。小画面５３２～５３６に表示される画像は、図１５に示す
ように画像表示装置３０が投射する識別画像と同一の画像であり、例えば識別画像ファイ
ルＦ２の中から対応する画像をＶＲＡＭ２３０の小画面５３２～５３６に対応するアドレ
スに書き込むことにより表示される。デスクトップウィンドウ５４０は画面供給プログラ
ムＰ１起動前のデスクトップ画面全体を縮小表示する。
【００５６】
　ＣＰＵ２００は、表示用画像データ生成モジュールＭ４を実行して表示用ディスプレイ
４０上に表示されている全てのウィンドウについて表示用画像データを生成（キャプチャ
）する。図１４の例では、デスクトップウィンドウ５４０の中に２つのウィンドウ５４５
、５５０が表示されている。これら２つのウィンドウ５４５、５５０は、アプリケーショ
ンによって提供されるコンテンツということができる。なお、ウィンドウの一部がデスク
トップウィンドウ５４０からはみ出た場合には、はみ出た部分はデスクトップウィンドウ
５４０上には表示されないが、はみ出た部分を含めてウィンドウ全体の表示用画像データ
が生成される。また、はみ出た部分は、ウィンドウの位置がオフセットされている場合、
あるいは、ウィンドウ全体がデスクトップウィンドウ５４０に収まらない場合の双方を含
む。前者の場合には、生成された表示用画像データは一のウィンドウ記憶領域に格納する
ことができるが、後者の場合には、生成された表示用画像データは複数のウィンドウ記憶
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領域に跨って格納される。
【００５７】
　例えば、オペレーティングシステムがＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）の場合には、レイヤ
ードウィンドウ化することによって、表示用ディスプレイ４０上に表示されている全ての
ウィンドウに対応する表示用画像データが生成される。ＣＰＵ２００は、先に取得した各
ウィンドウのハンドルを用いて、現在のウィンドウの設定値を取得するためのＡＰＩ関数
である「GetWindowLong」、「GetWindowLong」で取得した現在のウィンドウスタイルにレ
イヤード設定ＡＰＩ「WS_EX_LAYERED」をORして登録するためのＡＰＩ関数「SetWindowLo
ng」、指定したウィンドウのレイヤードパラメータを設定するためのＡＰＩ関数「SetLay
eredWindowAttributes」を順次実行することによって、各ウィンドウをレイヤードウィン
ドウ化する。レイヤードウィンドウ化された各ウィンドウは、ウィンドウ全体がキャプチ
ャされる、すなわち、ウィンドウ全体に対応する表示用画像データが生成される。
【００５８】
　表示用画像データ生成モジュールＭ４は、各ウィンドウに対応するアプリケーションデ
ータに基づいて表示用画像データを展開（描画）することによって表示用画像データを生
成する。生成された各表示用画像データは、順次、先にＲＡＭ２１０上に確保されたウィ
ンドウ記憶領域に格納される。図１３の例では、デスクトップウィンドウ５４０の表示用
画像データが第１のウィンドウ記憶領域Ａ１に、ウィンドウ５５０、５４５の表示用画像
データが第２、第３のウィンドウ記憶領域Ａ２、Ａ３にそれぞれ格納されている。本実施
例では、格納制御モジュールＭ３は、座標（Ｘ、Ｙ）を用いて各ウィンドウ記憶領域Ａ１
～Ａ３を管理しており、例えば、表示用ディスプレイ４０の表示画面上におけるウィンド
ウ（表示用画像データ）の位置は、左上座標を基準として管理されている。また、投射さ
れた際の投射枠に対する画像の投射位置は、各ウィンドウ記憶領域に格納されている表示
用画像データの格納位置に対応しており、各ウィンドウ記憶領域における座標を特定する
ことによって、投射された画像の位置を特定することができる。また、表示用画像データ
を構成する各画素データについてもウィンドウ記憶領域に適用されている座標を用いて特
定することができる。
【００５９】
　ステップＳ３１０において、ＣＰＵ２００は、コンテンツの選択を検知し、ステップＳ
３２０において、ＣＰＵ２００は、プロジェクタ指定モジュールＭ２を実行して、コンテ
ンツ供給先の画像表示装置３０の選択を検知する。
【００６０】
　図１６、図１７はコンテンツと画像表示装置３０の対応付けの動作の一例を示す説明図
である。ウィンドウ５４５のタイトルバー５４７上でマウスカーソル５２４がクリックさ
れると、当該ウィンドウ５４５が選択され、図１６に示すように、表示可能な画像表示装
置３０に対応する小画面５３２～５３６に対する矢印５７０が表示される。図１７に示す
ように、マウスカーソル５２４が矢印５７０で示される先の小画面、例えば小画面５３２
にドラッグ＆ドロップされると、ＣＰＵ２００は格納制御モジュールＭ３を実行して、ウ
ィンドウ５４５と小画面５３２に対応する画像表示装置３０とを対応付ける。具体的には
、ＣＰＵ２００は格納制御モジュールＭ３を実行して、選択されたウィンドウに対応する
表示用画像データを格納するウィンドウ記憶領域と、指定された画像表示装置に対応する
プロジェクタ供給用記憶領域、とを対応付ける。
【００６１】
　ステップＳ３３０では、ＣＰＵ２００は、選択されたウィンドウ５４５の内容を選択さ
れた画像表示装置３０に送る。具体的には、ＣＰＵ２００は格納制御モジュールＭ３を実
行して、ウィンドウ記憶領域に格納されているウィンドウ５４５の表示用画像データを画
像表示装置３０（ＰＪ１）に対する供給用の記憶領域であるプロジェクタ供給用記憶領域
、に複写または移動させる。なお、各画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ３）と各記憶領域
との対応付けは、例えば、各画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ３）が接続されているポー
ト番号、または各画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ３）の通信制御モジュールのＭＡＣア
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ドレスと、各記憶領域を定義する座標情報とを対応付けることによって実現することがで
きる。
【００６２】
　ＣＰＵ２００は選択ウィンドウと指定画像表示装置との対応付けが完了すると、画像処
理モジュールＭ５を実行して、必要に応じた表示用画像データに対する画像処理を実行す
る。本実施例では、表示用画像データに対する画像処理は、各プロジェクタ供給用記憶領
域、ＳＰＪ１～ＳＰＪ３上において実行される。画像処理では、例えば、プロジェクタ情
報Ｉ３３を用いた、解像度変換処理、シャープネス、輝度調整、カラーバランスといった
画質調整処理、表示用画像データの合成処理が実行される。合成処理によって、複数のウ
ィンドウを１台の画像表示装置３０に投射することが要求された場合に、表示用ディスプ
レイ４０上に表示されているイメージに従った表示用画像データを画像表示装置３０に供
給することができる。
【００６３】
　ＣＰＵ２００は、さらに、通信制御モジュールＭ６を実行して、画像処理が施された、
各プロジェクタ供給用記憶領域、ＳＰＪ１～ＳＰＪ３に格納されている表示用画像データ
を対応する各画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ３）に供給する。なお、ウィンドウと画像
表示装置３０との対応付けが終了した後、表示用ディスプレイ４０上のウィンドウの表示
用画像データの生成および各画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ３）への表示用画像データ
の送信は、所定のタイミングで繰り返し実行される。あるいは、コンテンツが時間変遷を
伴わないコンテンツである場合には、ウィンドウがアクティブとなったタイミングにて、
該当するウィンドウの表示用画像データの生成および各画像表示装置３０（ＰＪ１～ＰＪ
３）への表示用画像データの送信が行われても良い。これによって、ウィンドウと画像表
示装置３０とが対応付けられた後も、常に、最新のウィンドウに対応する画像を投射させ
ることができる。
【００６４】
　図１８は画像表示装置に画像を表示している画像表示システムを示す説明図である。ウ
ィンドウ５４５に表示されていた内容（図１４）が、小画面５３２及び画像表示装置３０
（ＰＪ１）の投影画面に表示されている。なお、小画面５３４、５３６及び画像表示装置
３０（ＰＪ２、ＰＪ３）の投影画面には、識別画像が表示されている。
【００６５】
　図１９は２台の画像表示装置３０（ＰＪ１、ＰＪ３）にそれぞれウィンドウを表示して
いる画像表示システムを示す説明図である。ウィンドウ５４５に表示されていた内容（図
１４）が、小画面５３２及び画像表示装置３０（ＰＪ１）の投影画面に表示され、ウィン
ドウ５５０に表示されていた内容が、小画面５３６及び画像表示装置３０（ＰＪ３）の投
影画面に表示されている。このように、複数のウィンドウの画像を複数の画像表示装置３
０に供給することも可能である。
【００６６】
　以上のように、本実施例によれば、識別画像を用いて画像表示装置３０の選択を行うこ
とができるので、画像表示装置３０の決定又は選択を容易にし、画像供給システム１０の
操作の利便性を高めることが可能となる。なお、画像表示装置３０が表示する識別画像と
、画像供給装置２０の表示用ディスプレイ４０に表示される識別画像は、同じ画像である
ことが好ましいが、対応する画像であれば、異なっていてもよい。
【００６７】
　また、表示する画像を供給する供給予定先の画像表示装置を決定／選択するタイミング
（図１０から図１２）、及び、選択された供給予定先画像表示装置の中から実際に画像を
供給する画像供給装置を選択するタイミング（図１４～図１７）の少なくとも一方で識別
画像を用いた画像表示装置の決定／選択が行えればよい。
【００６８】
　本実施例では、画像表示装置３０に対応する識別画像が重複する場合には、画像供給装
置２０が画像表示装置３０に対応する識別画像を変更させるので、識別画像が重複するこ
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とはない。
【００６９】
　また、本実施例では、画像表示装置３０が表示する表示画像と小画面５３２～５３６と
の間で、一対一の対応関係が視覚的に認識されるように、小画面５３２～５３６が配置し
ているので、小画面５３２～５３６の見え方から画像表示装置の投射画像の見え方を想定
でき、画像供給装置２０の操作の利便性を高めることが可能となる。
【００７０】
　さらに、本実施例では、ＣＰＵ２００はデスクトップウィンドウ５４０を表示するので
、デスクトップウィンドウ５４０中のウィンドウを用いた、画像表示装置に供給する画像
の選択が容易となる。その結果、画像供給装置２０の操作の利便性を高めることが可能と
なる。
【００７１】
　本実施例では、小画面５３２～５３６の位置は、画像表示装置３０が表示する表示画像
と小画面５３２～５３６との間で、一対一の対応関係が視覚的に認識されるように配置さ
れるが、画像表示装置３０が表示する表示画像の位置が変わった時に、例えば、ユーザの
操作、例えばドラッグ操作、により位置や大きさを変えることが可能となるように構成し
てもよい。
【００７２】
　・第２の実施例：
　図２０は、第２の実施例における操作画面を示す説明図である。操作画面５３０の小画
面５３２の四隅には、４つの機能アイコン５９１～５９４が表示されている。これらの機
能アイコン５９１～５９４は、それぞれ、ミラーリング機能、マルチ画面機能、編集機能
、画像表示装置３０への画像送信停止機能を実現するために用いられる。以後、機能アイ
コン５９１～５９４を、それぞれ「ミラーアイコン５９１」、「マルチ画面アイコン５９
２」、「編集アイコン５９３」、「送信停止アイコン５９４」とも呼ぶ。ここで、ミラー
リング機能とは、同じウィンドウを２以上の画像表示装置３０に表示する機能をいい、マ
ルチ画面機能とは、１つのウィンドウを２つ以上のプロジェクタで分割表示することをい
う。これらの機能アイコン５９１～５９４は、マウスカーソル５２４により小画面５３２
が選択されたとき、小画面５３２の四隅に表示される。ここで、例えば小画面５３２上が
マウスカーソル５２４でクリックされることにより、ＣＰＵ２００は、小画面５３２が選
択されたことを検知する。なお、マウスカーソル５２４のクリックに依らず、単にマウス
カーソル５２４が小画面５３２上に移動してきたことを検知したときに、機能アイコン５
９１～５９４が表示されるように構成してもよい。
【００７３】
　図２１は、図２０に示す操作画面においてミラーアイコン５９１が選択された状態を示
す説明図である。例えばミラーアイコン５９１がマウスカーソル５２４でクリックされる
ことにより、ミラーアイコン５９１が選択される。ミラーアイコン５９１が選択されると
、操作画面５３０にドロップ画面５３３及び矢印５７０が表示される。またこの時、ドロ
ップ先として選択可能な小画面（本実施例では小画面５３４、５３６）にミラーアイコン
５９５が表示される。ドロップ画面５３３は、小画面５３２と同じ画面であるが、ドロッ
プ画面５３３であることを利用者に知らしめるために、例えば、小画面５３２より薄い色
で表示されている。矢印５７０及びミラーアイコン５９５は、ドロップ画面５３３のドロ
ップ先として選択可能な小画面や、ドロップにより実現される機能を示すために用いられ
る。この画面では、小画面５３４、５３６へのドロップ画面５３３のドロップが可能であ
ること、及び、ドロップによりミラー画面が表示されることを表している。
【００７４】
　図２２は、ドロップ画面５３３が小画面５３４にドロップされた直後の画像表示システ
ムの全体図である。小画面５３２と小画面５３４に、同じウィンドウ５４５（図８）が表
示され、ＳＰＪ１とＳＰＪ２の画像表示装置３０にはウィンドウ５４５の内容が表示され
ている。画像表示装置３０が表示する表示画像と小画面５３２～５３６との間で、一対一
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の対応関係が視覚的に認識されている。
【００７５】
　図２３は、図２０に示す操作画面においてマルチ画面アイコン５９２が選択された状態
を示す説明図である。ここでは、ミラーアイコン５９５の代わりにマルチ画面アイコン５
９６が、小画面５３４、５３６に表示される。
【００７６】
　図２４は、ドロップ画面５３３が小画面５３４にドロップされた直後の画像表示システ
ムの全体図である。ウィンドウ５４５が左右に２分割され、小画面５３２にウィンドウ５
４５（図１４）の左半分が表示され、小画面５３４に右半分が表示される。また、ＳＰＪ
１にウィンドウ５４５の左半分が表示され、ＳＰＪ２に右半分が表示される。この場合で
あっても、画像表示装置３０が表示する表示画像と小画面５３２～５３６との間で、一対
一の対応関係が視覚的に認識されている。なお、ウィンドウ５４５の大きさによっては、
小画面５３４や画像表示装置３０（ＳＰＪ２）に表示される画面は、ウィンドウ５４５の
右側に隠れている部分の画像であってもよい。
【００７７】
　図２５は、図２３に示す状態から、ドロップ画面５３３が小画面５３６にドロップされ
た直後の画像表示システムの全体図である。この場合には、ウィンドウ５４５の画面は３
分割されて、小画面５３２～５３６のそれぞれに、及びＳＰＪ１～ＳＰＪ３のそれぞれに
表示される。
【００７８】
　図２６は、編集画面を示す説明図である。例えば、図２０において、編集アイコン５９
３が選択されると、小画面５３２の内容を表示用ディスプレイ４０の全体の大きさに広げ
た編集画面６００が表示される。編集画面６００には、復帰アイコン６０２、送信停止ア
イコン６０４、プログラム停止アイコン６０６が表示される。復帰アイコン６０２は、編
集画面６００を操作画面５３０に戻すために用いられる。送信停止アイコン６０４は、画
像表示装置３０への画像の転送を停止するために用いられる。プログラム停止アイコン６
０６は、画像供給プログラムＰ１の実行を停止するために用いられる。また、マウスカー
ソル５２４が画面の端（本実施例では右端）に移動させられたことを検知すると、ＣＰＵ
２００は矢印６０８を表示する。この状態でマウスカーソル５２４により矢印６０８がク
リックされたことを検知すると、ＣＰＵ２００は、編集画面６００に表示する画面を小画
面５３６の内容に切り替える。図２７は切り替え後の編集画面を示す説明図である。マウ
スカーソル５２４が画面の端（本実施例では左端）に移動させられたことを検知すると、
ＣＰＵ２００は、小画面５３４の編集に戻るための矢印６１０を表示する。なお、矢印６
０８、６１０の代わりにスクロールバースライダを表示させ、スクロールバースライダを
移動させることにより編集画面６００に表示された内容を移動させるように構成してもよ
い。
【００７９】
　編集画面６００では、ＣＰＵ２００は、ユーザに対し、コンテンツの内容の修正／変更
を許容する。小画面５３２～５３６に比べ、編集画面６００は大きいため、編集が容易で
あり、画像供給装置２０の操作の利便性を向上させることができる。
【００８０】
　以上第２の実施例によれば、ミラーリング機能、マルチ画面機能、編集機能等様々な機
能を実現しているので、画像供給装置の利便性を向上させることができる。また、第２の
実施例では、操作可能な機能を視覚的に表示して、これらの機能を選択させるので、画像
供給装置２０の利便性を向上させることが可能となる。
【００８１】
　変形例：
　図２８は、変形例を示す説明図である。上記実施例では、画像表示装置３０の投射画面
が水平に並んでいるため、ＣＰＵ２００は、小画面５３２～５３６を水平に並べて表示し
ているが、投射画面の並び方によっては、小画面５３２～５３６の並べ方を変えてもよい
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。例えば、画像表示装置３０の投射画像が２×２の碁盤目状に配置される場合には、ＣＰ
Ｕ２００は、小画面５３２～５３８を２×２の碁盤目状に配置してもよい。一般的には、
画像表示装置３０の投射画像がｎ×ｍの碁盤目状に配置される場合には、ＣＰＵ２００は
、小画面をｎ×ｍの碁盤目状に配置してもよい。
【００８２】
　図２９は、他の変形例を示す説明図である。画像表示装置３０が投射する画像の大きさ
が異なる場合には、その大きさに合わせて小画面の大きさを変更してもよい。図２９に示
すように画像表示装置３０（ＰＪ２）が表示する画像に大きさが、画像表示装置３０（Ｐ
Ｊ１、ＰＪ３）が表示する画像の大きさよりも大きい場合には、ＣＰＵ２００は、小画面
５３４の大きさを大きく、小画面５３２、５３６の大きさを小さく表示してもよい。
【００８３】
　以上、いくつかの実施例に基づいて本発明の実施の形態について説明してきたが、上記
した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定す
るものではない。本発明は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、
改良され得るとともに、本発明にはその等価物が含まれることはもちろんである。
【符号の説明】
【００８４】
　　１０…画像表示システム、２０…画像供給装置、３０…画像表示装置、４０…表示用
ディスプレイ、４１…入力機器、５０…スクリーン、２００…ＣＰＵ、２１０…ＲＡＭ、
２２０…ハードディスク、２３０…ＶＲＡＭ、２４０…入出力インターフェース、２５０
…バス、３００…ＣＰＵ、３１０…ＲＡＭ、３２０…ＲＯＭ、３３０…ＶＲＡＭ、３４０
…画像表示部、３５０…光学系、３６０…入出力インターフェース、３７０…バス、３８
０…操作部、５００…プロジェクタ情報取得画面、５０２…インジケータ、５０４…接続
ボタン、５１０…選択画面、５１２～５１５…選択欄、５１６…識別画像表示欄、５１８
…装置名表示欄、５２０…ＩＰアドレス表示欄、５２２…電波強度表示欄、５２４…マウ
スカーソル、５３０…操作画面、５３２…小画面、５３３…小画面（ドロップ画面）、５
３５～５３６…小画面、５４０…デスクトップウィンドウ、５４５…ウィンドウ、５４７
…タイトルバー、５５０…ウィンドウ、５７０…矢印、５９１、５９５…ミラーアイコン
、５９２、５９６…マルチ画面アイコン、５９３…編集アイコン、５９４…送信停止アイ
コン、６００…編集画面、６０２…復帰アイコン、６０４…送信停止アイコン、６０６…
プログラム停止アイコン、６０８…矢印、６１０…矢印、Ａ１～Ａ３…ウィンドウ記憶領
域、Ｆ１…識別画像管理ファイル、Ｆ２…識別画像ファイル、Ｆ３４…識別画像管理ファ
イル、Ｆ３５…識別画像ファイル、Ｉ３３…プロジェクタ情報、Ｍ１…ウィンドウ選択モ
ジュール、Ｍ２…プロジェクタ指定モジュール、Ｍ３…格納制御モジュール、Ｍ４…表示
用画像データ生成モジュール、Ｍ５…画像処理モジュール、Ｍ６…通信制御モジュール、
Ｍ７…プロジェクタ情報取得モジュール、Ｍ８…接続プロジェクタ管理モジュール、Ｍ９
…表示制御モジュール、Ｍ３１…プロジェクタ情報送信モジュール、Ｍ３２…描画モジュ
ール、Ｐ１…画像転送プログラム、Ｐ２…識別画像管理プログラム、ＳＰＪ１～ＳＰＪ３
…プロジェクタ供給用記憶領域
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