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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像又は文字の表示情報を入力する入力手段と、
　上記入力手段により入力された画像又は文字の表示情報を記憶しておく記憶手段と、
　拡大表示領域を示す内部信号を生成する内部信号生成手段と、
上記記憶手段から読み出される画像又は文字の表示情報と上記内部信号生成手段により生
成される内部信号を合成して出力する合成手段と、
　上記入力手段によって入力された上記画像又は文字の表示情報の所望の領域を拡大又は
縮小表示する命令を入力する操作入力手段と、
　上記操作入力手段の命令に応じて、上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、そ
の拡大表示領域を示す内部信号を上記内部信号生成手段により生成して、上記記憶手段か
ら読み出される上記画像又は文字の表示情報と上記内部信号を上記合成手段により合成し
て、上記拡大表示領域と、それ以外の領域との表示形態に差異を付ける制御を行う制御手
段と、
　上記画像又は文字の表示情報を光学的に投影して出力する出力手段と、
　を備え、
　上記内部信号生成手段は、上記出力手段により画像又は文字の表示情報を光学的に投影
して出力する表示画面を当該表示画面と相似な形の複数のブロックに分割し、倍率に応じ
た数のブロックに対応する拡大表示領域を示す内部信号を生成し、
　上記制御手段は、上記入力手段により入力された画像又は文字の表示情報を上記記憶手
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段から読み出してそのまま上記出力手段を介して出力する初期状態において、上記操作入
力手段による拡大表示命令を受け付けると、拡大モードに入り、上記記憶手段から読み出
される上記画像又は文字の表示情報と上記拡大表示領域を示す内部信号とを上記合成手段
により合成して、上記拡大表示領域と、それ以外の領域との表示形態に差異を付けた合成
信号を上記出力手段を介して出力し、上記拡大モードにおいて、上記操作入力手段による
拡大表示命令を受け付けると、上記記憶手段から上記倍率に応じた数のブロックに対応す
る拡大表示領域の上記画像又は文字の表示情報を読み出して、上記合成手段により上記内
部信号と合成し、その合成信号を上記出力手段を介して出力する制御を行う表示装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、上記拡大表示領域と
、それ以外の領域との表示形態を輝度によって差異を付けることを特徴とする請求項１記
載の表示装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、上記拡大表示領域と
、それ以外の領域との表示形態を色によって差異を付けることを特徴とする請求項１記載
の表示装置。
【請求項４】
　画像又は文字の表示情報を入力する入力手段と、上記入力手段により入力された画像又
は文字の表示情報を記憶しておく記憶手段と、拡大表示領域を示す内部信号を生成する内
部信号生成手段と、上記記憶手段から読み出される画像又は文字の表示情報と上記内部信
号生成手段により生成される内部信号を合成して出力する合成手段と、上記入力手段によ
って入力された上記画像又は文字の表示情報の所望の領域を拡大又は縮小表示する命令を
入力する操作入力手段と、上記操作入力手段の命令に応じて、上記画像又は文字の表示情
報を拡大表示する際、その拡大表示領域を示す内部信号を上記内部信号生成手段により生
成して、上記記憶手段から読み出される上記画像又は文字の表示情報と上記内部信号を上
記合成手段により合成して、上記拡大表示領域と、それ以外の領域との表示形態に差異を
付ける制御を行う制御手段と、上記画像又は文字の表示情報を光学的に投影して出力する
出力手段とを備える表示装置における表示方法であって、
　上記出力手段により画像又は文字の表示情報を光学的に投影して出力する表示画面を当
該表示画面と相似な形の複数のブロックに分割し、倍率に応じた数のブロックに対応する
拡大表示領域を示す内部信号を生成し、
　上記入力手段により入力された画像又は文字の表示情報を上記記憶手段から読み出して
そのまま上記出力手段を介して出力する初期状態において、上記操作入力手段による拡大
表示命令を受け付けると、拡大モードに入り、上記記憶手段から読み出される上記画像又
は文字の表示情報と上記拡大表示領域を示す内部信号とを上記合成手段により合成して、
上記拡大表示領域と、それ以外の領域との表示形態に差異を付けた合成信号を上記出力手
段を介して出力し、
　上記拡大モードにおいて、上記操作入力手段による拡大表示命令を受け付けると、上記
記憶手段から上記倍率に応じた数のブロックに対応する拡大表示領域の上記画像又は文字
の表示情報を読み出して、上記合成手段により上記内部信号と合成し、その合成信号を上
記出力手段を介して出力する表示方法。
【請求項５】
　上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、上記拡大表示領域と、それ以外の領域
との表示形態を輝度によって差異を付けることを特徴とする請求項４記載の表示方法。
【請求項６】
　上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、上記拡大表示領域と、それ以外の領域
との表示形態を色によって差異を付けることを特徴とする請求項４記載の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、画像又は文字の表示情報の表示をする表示装置及び表示方法に関し、詳しくは
、画像又は文字の表示情報の一部を拡大して表示する機能を備えた表示装置及び表示方法
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータ（以下パソコンという。）を接続し、その画像をプロジェクタで
、スクリーン上に投影することで、多人数を相手にしたプレゼンテーションを行う際、プ
レゼンテーションを担うプレゼンテーターは、表示した画面の一部の領域を拡大表示させ
、視聴者に画像の情報を見やすく表示し、説明することがある。
【０００３】
拡大表示をするには、拡大操作に入る前、リモートコントローラ（以下リモコンという。
）等が備える機能を使用して画面上に矢印アイコン等を表示させ、所望の拡大領域を選択
する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような矢印アイコン等は表示した画面との輝度や色が類似している場合、視
聴者はもちろんプレゼンテーターも、その位置を判別しにくいことから、見失ってしまい
、拡大操作を行ってもどこを拡大しているのか分からなくなることがある。
【０００５】
また、一度、矢印アイコンを見失うと、矢印アイコンの表示、非表示を切り替えるスイッ
チを再び操作するといった、煩雑さを伴ってしまう。
【０００６】
結果として、拡大操作以前に拡大領域の確認をすることが困難となるため、円滑に拡大表
示を行えない、といった問題がある。
【０００７】
そこで、本発明は上述したような問題を解決するために案出されたものであり、拡大表示
又は縮小表示する際、拡大表示領域と、その他の領域との表示形態の差異を明確にし、視
聴者及び操作者が拡大表示領域を拡大操作を行う前に容易に認識できる表示装置及び表示
方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、本発明に係る表示装置は、画像又は文字の表示情報を入
力する入力手段と、上記入力手段により入力された画像又は文字の表示情報を記憶してお
く記憶手段と、拡大表示領域を示す内部信号を生成する内部信号生成手段と、上記記憶手
段から読み出される画像又は文字の表示情報と上記内部信号生成手段により生成される内
部信号を合成して出力する合成手段と、上記入力手段によって入力された上記画像又は文
字の表示情報の所望の領域を拡大又は縮小表示する命令を入力する操作入力手段と、上記
操作入力手段の命令に応じて、上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、その拡大
表示領域を示す内部信号を上記内部信号生成手段により生成して、上記記憶手段から読み
出される上記画像又は文字の表示情報と上記内部信号を上記合成手段により合成して、上
記拡大表示領域と、それ以外の領域との表示形態に差異を付ける制御を行う制御手段と、
上記画像又は文字の表示情報を光学的に投影して出力する出力手段とを備え、上記内部信
号生成手段は、上記出力手段により画像又は文字の表示情報を光学的に投影して出力する
表示画面を当該表示画面と相似な形の複数のブロックに分割し、倍率に応じた数のブロッ
クに対応する拡大表示領域を示す内部信号を生成し、上記制御手段は、上記入力手段によ
り入力された画像又は文字の表示情報を上記記憶手段から読み出してそのまま上記出力手
段を介して出力する初期状態において、上記操作入力手段による拡大表示命令を受け付け
ると、拡大モードに入り、上記記憶手段から読み出される上記画像又は文字の表示情報と
上記拡大表示領域を示す内部信号とを上記合成手段により合成して、上記拡大表示領域と
、それ以外の領域との表示形態に差異を付けた合成信号を上記出力手段を介して出力し、
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上記拡大モードにおいて、上記操作入力手段による拡大表示命令を受け付けると、上記記
憶手段から上記倍率に応じた数のブロックに対応する拡大表示領域の上記画像又は文字の
表示情報を読み出して、上記合成手段により上記内部信号と合成し、その合成信号を上記
出力手段を介して出力する制御を行うことを特徴とする。
【０００９】
以上のように構成された本発明に係る表示装置は、拡大表示する領域とそれ以外の領域の
表示形態に差異を付けることで、２つの領域を視覚的に区別する。
【００１０】
　また、上述の目的を達成するために、本発明は、画像又は文字の表示情報を入力する入
力手段と、上記入力手段により入力された画像又は文字の表示情報を記憶しておく記憶手
段と、拡大表示領域を示す内部信号を生成する内部信号生成手段と、上記記憶手段から読
み出される画像又は文字の表示情報と上記内部信号生成手段により生成される内部信号を
合成して出力する合成手段と、上記入力手段によって入力された上記画像又は文字の表示
情報の所望の領域を拡大又は縮小表示する命令を入力する操作入力手段と、上記操作入力
手段の命令に応じて、上記画像又は文字の表示情報を拡大表示する際、その拡大表示領域
を示す内部信号を上記内部信号生成手段により生成して、上記記憶手段から読み出される
上記画像又は文字の表示情報と上記内部信号を上記合成手段により合成して、上記拡大表
示領域と、それ以外の領域との表示形態に差異を付ける制御を行う制御手段と、上記画像
又は文字の表示情報を光学的に投影して出力する出力手段とを備える表示装置における表
示方法であって、上記出力手段により画像又は文字の表示情報を光学的に投影して出力す
る表示画面を当該表示画面と相似な形の複数のブロックに分割し、倍率に応じた数のブロ
ックに対応する拡大表示領域を示す内部信号を生成し、上記入力手段により入力された画
像又は文字の表示情報を上記記憶手段から読み出してそのまま上記出力手段を介して出力
する初期状態において、上記操作入力手段による拡大表示命令を受け付けると、拡大モー
ドに入り、上記記憶手段から読み出される上記画像又は文字の表示情報と上記拡大表示領
域を示す内部信号とを上記合成手段により合成して、上記拡大表示領域と、それ以外の領
域との表示形態に差異を付けた合成信号を上記出力手段を介して出力し、上記拡大モード
において、上記操作入力手段による拡大表示命令を受け付けると、上記記憶手段から上記
倍率に応じた数のブロックに対応する拡大表示領域の上記画像又は文字の表示情報を読み
出して、上記合成手段により上記内部信号と合成し、その合成信号を上記出力手段を介し
て出力することを特徴とする。
【００１１】
以上のように構成された本発明に係る表示方法は、拡大表示する領域とそれ以外の領域と
に差異を付け２つの領域を視覚的に区別できるよう制御をする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る表示装置及び表示方法の実施の形態を図面を参照にして詳細に説明す
る。
【００１３】
なお本発明の実施の形態では、表示装置としてパソコン（以下パソコンという。）を接続
して、光学的に画像又は文字の表示情報を投影するプロジェクタを用いた場合の一例につ
いて説明をする。
【００１４】
まず、図１に、プロジェクタの回路構成を説明するブロック図を示す。
【００１５】
プロジェクタ１は、信号受光部２と、外部信号入力部３と、記憶部４と、内部信号生成部
５と、内部信号・外部信号合成部６と、メインＣＰＵ（Central Processing Unit）７と
、出力部８とを備えている。
【００１６】
信号受光部２は、拡大又は縮小表示領域の選択、移動等の命令を入力しプロジェクタ１を
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遠隔操作するリモコン（以下リモコンという。）１１からの入力信号を受け取りメインＣ
ＰＵ７へと伝える。
【００１７】
外部信号入力部３は、外部信号として画像又は文字の表示情報を入力するパソコン１０と
プロジェクタ１とを接続するインターフェースであり、入力された外部信号をメインＣＰ
Ｕ７の制御により内部信号・外部信号合成部６へと送出する。
【００１８】
記憶部４は、情報の随時読み出し、書き込みが可能な、例えばＳＤＲＡＭ（Static Dynam
ic Random Access Memory）等であり、外部信号入力部３及び内部信号・外部信号合成部
６を介し、パソコン１０から入力された外部信号が書き込まれる。
【００１９】
内部信号生成部５は、メインＣＰＵ７の制御によって、拡大表示の際に、内部信号として
、矩形状ウインドパターンを示すための矩形信号及び輝度レベル信号又は色制御信号を生
成し、内部信号・外部信号合成部６へ送出する。
【００２０】
矩形信号は、例えば、表示画面の１６分の１の相似図形である矩形状ウインドパターンを
生成し、矩形状ウインドパターンの枠内にある外部信号を拡大表示領域として表示させる
ための信号である。
【００２１】
輝度レベル信号は、表示画面上の輝度を調節する信号である。例えば、上述した矩形信号
で指定された領域を強調するために輝度を１とし、その他の領域の輝度を２分の１として
画像を表示させるための信号である。
【００２２】
色制御信号は、出力表示される画像の色の色調を制御するための信号である。例えば、色
制御信号は、画像の上述した矩形信号で指定された領域内を、赤色以外の緑及び青色の色
調を２分の１とすることで、赤色で強調して表示させるように制御し、その他の領域を青
色以外の赤及び緑色の色調を２分の１にして表示させるための信号である。
【００２３】
内部信号・外部信号合成部６は、記憶部４に記憶されている外部信号を読み出し、読み出
した外部信号と、内部信号生成部６で生成された矩形信号及び輝度レベル信号又は色制御
信号とを合成する。合成された外部信号と内部信号は、出力部８へと送出される。
【００２４】
また、内部信号・外部信号合成部６は、内部信号の入力がない場合は、パソコン１０から
入力された外部信号をそのまま出力部８へと送出する。その際、内部信号・外部信号合成
部６は、出力部８へと送出した外部信号と同じ信号を記憶部４へ書き込む。
【００２５】
メインＣＰＵ７は、外部信号入力部３、内部信号生成部５、内部信号・外部信号合成部６
を統括的に制御する。
【００２６】
出力部８は、内部信号・外部信号合成部６から送出された画像又は文字を光学的に投影す
る。
【００２７】
続いて、図２に示すリモコン１１の正面概略図を用いてリモコン１１の主機能について説
明する。
【００２８】
リモコン１１は、拡大ボタン１２と、縮小ボタン１３と、位置選択コントローラ１４と、
入力信号出力部１５とを備えている。
【００２９】
拡大ボタン１２は、拡大倍率を上げるためのスイッチである。拡大ボタン１２は、”＋”
印が記されており、ボタンを１回押すごとに所定の倍率だけ上がる。選択された拡大表示
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領域は、例えば、等倍状態から最大倍率１６倍まで３０ｓｔｅｐ、つまり拡大ボタン１２
を３０回押すことで、到達する。なお、拡大ボタンは、押し続けても拡大倍率は上がって
いく。
【００３０】
また、拡大ボタン１２は、矩形状ウインドパターンの表示、非表示を切り替えるスイッチ
も兼ねている。初期状態で拡大ボタン１２を１回押すと、例えば、画面の１６分の１の矩
形状ウインドが画面の中心に表示される。
【００３１】
縮小ボタン１３は、縮小倍率を下げるためのスイッチである。縮小ボタン１３は、”－”
が記されており、ボタンを１回押すごとに所定の倍率だけ下がる。
【００３２】
位置選択コントローラ１４は、例えば、十字キー等であり、矩形状ウインドを表示画面上
で上下左右に移動させることができ、拡大表示領域の選択をする。例えば、矩形状ウイン
ドパターンの大きさを表示画面の１６分の１とし、表示画面を縦、横それぞれ８分割する
と、矩形状ウインドパターンの取りうる位置は４９通りとなる。
【００３３】
また、位置選択コントローラ１４は、十字キーの操作により、拡大表示後も拡大表示した
まま、拡大表示領域の変更又は縮小表示領域の選択をすることができる。
【００３４】
入力信号出力部１５は、拡大ボタン１２、縮小ボタン１３、位置選択コントローラ１４等
からの入力信号を出力し、プロジェクタ１の信号受光部２へ入力する。
【００３５】
なお、リモコン１１の拡大ボタン１２、縮小ボタン１３、位置選択コントローラ１４は、
プロジェクタ１本体にも同等の機能のコントローラがあり、プロジェクタ１のみでも操作
できる。
【００３６】
なお、リモコン１１は、入力状況を示す表示パネル等を備えていてもよい。例えば、表示
パネルは、バックライトを備えたＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等であり、倍率の情
報等を表示し操作者に視覚的に知らせる。
【００３７】
次に、図３に示すフローチャートを用いて、拡大表示動作について説明する。
【００３８】
なお、ステップへ進む前に、初期状態として、出力部８からは外部信号のみで形成される
画像が出力されているとする。例えば、出力部８からは、初期状態として、図４に示すよ
うな１～８までの数字と、Ａ～Ｈまでのアルファベットが等間隔且つ同サイズで表示され
た画像が出力される。
【００３９】
なお、表示画面上に記した点線は、矩形状ウインドパターンの移動の説明をするためのも
のであり、実際の表示画面には表示されない。点線は、表示画面を６４のブロックに分割
し、ブロックは表示画面と相似な形である。例えば、表示画面のアスペクト比が４対３で
あるならばブロックも４対３となっている。この点線で囲まれたブロックの最小単位を、
矩形状ウインドパターンの縦又は横移動の最小単位とする。
【００４０】
まず、ステップＳ１で、メインＣＰＵ７は、リモコン１１の拡大ボタン１２が押されたか
どうかの判断をする。拡大ボタン１２が押されると入力信号は入力信号出力部１５から送
出され、プロジェクタ１の信号受光部２を介し、メインＣＰＵ７へと伝わる。信号受光部
２からの入力信号を受け取ったメインＣＰＵ７は、拡大・縮小モードに入り、ステップＳ
２へ進む。また、拡大ボタン１２が押されないと表示画面は初期状態のままであり、例え
ば、図４で示したようになる。
【００４１】
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ステップＳ２で、メインＣＰＵ７は、内部信号生成部５を制御して、内部信号である矩形
信号と輝度レベル信号を生成する。なお、輝度レベル信号は、色制御信号であってもよい
。内部信号・外部信号合成部６は、記憶部４に書き込まれた外部信号である初期状態の画
像を読み出し、内部信号と合成する。合成された信号は、出力部８から画像として出力さ
れる。
【００４２】
出力された画像は、矩形状ウインドパターンが表示画面中央に表示され、表示画面の輝度
は、矩形状ウインドパターンで囲まれた領域の輝度を変化させず、その他の領域の輝度を
２分の１だけ落とした状態で表示される。
【００４３】
例えば、図４に示した初期状態の表示画面は、拡大・縮小モードに入ることで、図５に示
すように、表示画面の１６分の１の相似図形の矩形状ウインドパターンが表示画面の中央
に表示され、矩形状ウインドパターンで示される拡大表示領域以外の輝度は、２分の１に
落とされる。これにより、矩形状ウインドパターンで示された拡大表示領域と、それ以外
の領域とは明確な区別が可能となる。
【００４４】
また、図５のように矩形状ウインドパターンの大きさを表示画面の１６分の１の相似図形
とすると、拡大表示領域は４９通りある。
【００４５】
続いて、ステップＳ３で、メインＣＰＵ７は、矩形状ウインドパターンを上下左右のいず
れかに移動させるための位置選択コントローラ１４の入力がなされたかどうかの判断をす
る。位置選択コントローラ１４で上下左右、いずれかの入力がなされた場合、入力信号は
、リモコン１１の入力信号出力部１５から送出され、プロジェクタ１の信号受光部２を介
し、メインＣＰＵ７へと伝わり、ステップＳ４へ進む。位置選択コントローラ１４による
入力がない場合はステップＳ５へと進む。
【００４６】
ステップＳ４で、メインＣＰＵ７は、入力信号に応じて内部信号生成部５を制御し、内部
信号の矩形状ウインドパターンを動かす。例えば、位置選択コントローラ１４の右方向入
力がなされると、内部信号生成部５は、表示画面上の中央に位置している矩形状ウインド
パターンを生成する矩形信号を一旦送るのをやめ、新たに、中央より右の位置に矩形状ウ
インドパターンが現れるような矩形信号を生成し、内部信号・外部信号合成部６へ送出す
る。内部信号・外部信号合成部６は、この新しい矩形信号と外部信号とを合成し、出力部
８へと送出する。
【００４７】
これに伴い、内部信号生成部５は、新たな矩形状ウインドパターンが現れる領域を初期状
態と同じ輝度にし、それ以外の領域の輝度が初期状態の輝度の２分の１となるような輝度
レベル信号を生成し、内部信号・外部信号合成部６で外部信号と合成させる。
【００４８】
したがって、矩形状ウインドパターンを表示画面の中央から移動させても拡大表示領域の
輝度は、初期状態と同じであり、その他の領域の輝度は２分の１となったままである。
【００４９】
ステップＳ５で、メインＣＰＵ７は、拡大ボタン１２が押されたかどうかの判断をする。
拡大ボタン１２が押されない場合はステップＳ６へと進む。拡大ボタン１２が押された場
合、拡大ボタン１２から入力された入力信号は、リモコン１１の入力信号出力部１５から
送出され、プロジェクタ１の信号受光部２を介し、メインＣＰＵ７へと伝わり、ステップ
Ｓ７へと進む。
【００５０】
ステップＳ６で、メインＣＰＵ７は、縮小ボタン１３が押されたかどうかの判断をする。
縮小ボタン１３が押された場合、縮小ボタン１３から入力された入力信号は、リモコン１
１の入力信号出力部１５から送出され、プロジェクタ１の信号受光部２を介し、メインＣ
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ＰＵ７へと伝わり、ステップＳ８へと進む。縮小ボタン１３が押されない場合はステップ
Ｓ３へと戻る。
【００５１】
なお、最小縮小倍率は、初期状態で表示した倍率であるため表示画面が拡大表示されてい
ない場合は、必ず、ステップＳ３へと進む。つまり、表示画面が初期状態と同じ倍率の際
に、縮小ボタン１３を押してもステップＳ８へは進まず、縮小表示はなされない。
【００５２】
また、矩形状ウインドパターンを所望の位置に移動させる場合は、ステップＳ３で位置選
択コントローラ１４が押され、ステップＳ４でステップＳ３の入力に応じて、矩形状ウイ
ンドパターンが移動させられ、ステップＳ５で拡大ボタン１２が押されず、ステップＳ６
で縮小ボタン１３が押されずステップＳ３へ戻る、というループを繰り返せばよい。
【００５３】
例えば、図６に示すように表示画面左上の端に矩形状ウインドパターンを移動させるには
、ステップＳ３で位置選択コントローラ１４から上方向への入力がなされ、ステップＳ４
で矩形状ウインドパターンが上へ１ブロック移動させられ、ステップＳ５で拡大ボタン１
２が押されず、ステップＳ６で縮小ボタン１３が押されずステップＳ３へ戻る、というル
ープを３回繰り返し、続けて、ステップＳ３で位置選択コントローラ１４から左方向への
入力がなされ、ステップＳ４で矩形状ウインドパターンが左へ１ブロック移動させられ、
ステップＳ５で拡大ボタン１２が押されず、ステップＳ６で縮小ボタン１３が押されずス
テップＳ３へ戻る、というループを３回繰り返せばよい。
【００５４】
ステップＳ７で、メインＣＰＵ７は、内部信号・外部信号合成部６を制御して、記憶部４
から選択した拡大表示領域に該当する外部信号を読み出し、拡大ボタン１２が１回押され
ることで得られる倍率の信号に変換する。変換された信号は、出力部８へと送出される。
このとき、表示画面は、初期状態の輝度で、拡大表示された領域のみが表示される。
【００５５】
また、所望の拡大倍率で拡大表示領域を表示させるためには、ステップＳ７からステップ
Ｓ３へと戻り、ステップＳ３で位置選択コントローラ１４による入力がなされず、ステッ
プＳ５で拡大ボタン１２が押され、ステップＳ７で拡大表示しステップＳ３へ戻る、とい
うループを繰り返せばよい。
【００５６】
例えば、図７に示すように図６で示した拡大表示領域を４倍に拡大させるには、ステップ
Ｓ４終了後、ステップＳ５で拡大ボタン１２が押され、ステップＳ７で拡大表示をしステ
ップＳ３へ戻り、ステップＳ３で位置選択コントローラ１４による入力がなされずステッ
プＳ５へ進む、というループを４倍の倍率になるまで繰り返せばよい。
【００５７】
さらに、例えば、図８に示すように図６で示した拡大表示領域を１６倍に拡大させるには
、４倍に拡大したときと同様に、ステップＳ４終了後、ステップＳ５で拡大ボタン１２が
押され、ステップＳ７で拡大表示をしステップＳ３へ戻り、ステップＳ３で位置選択コン
トローラ１４による入力がなされずステップＳ５へ進む、というループを１６倍の倍率に
なるまで繰り返せばよい。
【００５８】
また、矩形状ウインドパターンの大きさを表示画面の１６分の１の相似図形とすると最大
倍率は１６倍なので、図８に示すように、図６で矩形状ウインドパターンが示す拡大表示
領域が表示画面全体に表示される。
【００５９】
図７、図８で示したように拡大ボタン１２によって拡大表示領域を拡大させると、表示画
面中に輝度の明暗はなくなり、表示画面は初期状態と同じ輝度となる。
【００６０】
また、図９に示すように拡大表示領域を拡大したまま移動をさせるには、例えば、図８に
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示したように１６倍に拡大表示してから、つまりステップＳ７から、ステップＳ３へと戻
り、ステップＳ３で位置選択コントローラ１４の右方向の入力がなされ、ステップＳ４で
表示画面を右へ１ブロック移動させ、ステップＳ５で拡大ボタン１２が押されず、ステッ
プＳ６で縮小ボタン１３が押されずステップＳ３へ戻る、というループを３回繰り返せば
よく、拡大表示画面は、点線で囲んだ最小ブロック３つ分だけ移動させられる。
【００６１】
ステップＳ８で、メインＣＰＵ７は、内部信号・外部信号合成部６を制御して、記憶部４
から選択した表示領域に該当する外部信号を読み出し、縮小ボタン１３が１回押されるこ
とで得られる倍率の信号に変換する。変換された信号は出力部８へと送出され、ステップ
Ｓ９へと進む。
【００６２】
ステップＳ９で、表示画面が初期状態と同じ倍率であるかどうかの判断をする。表示画面
が初期状態と同じ倍率である場合は拡大・縮小モードは解除され終了する。表示画面が初
期状態と同じ倍率でない場合は、ステップＳ３へと戻る。
【００６３】
また、所望の倍率まで表示画面を縮小させるためには、ステップＳ９で表示画面が初期状
態と同じ倍率ではないと判断しステップＳ３へと戻り、ステップＳ３で位置選択コントロ
ーラ１４の入力がなされずステップＳ５へ進み、ステップＳ５で拡大ボタン１２が押され
ず、ステップＳ６で縮小ボタン１３が押され、ステップＳ８で縮小表示する、というルー
プを繰り返すとよい。
【００６４】
例えば、図１０に示すように拡大表示領域を１６倍から４倍へ縮小させるには、図９に示
す表示画面をステップＳ９で初期状態と同じ倍率かどうかの判断をしステップＳ３へと戻
り、ステップＳ３で位置選択コントローラ１４の入力がなされず、ステップＳ５で拡大ボ
タン１２が押されず、ステップＳ６で縮小ボタン１３が押され、ステップＳ８で縮小表示
をする、というループを４倍になるまで繰り返すとよい。
【００６５】
図９と、図１０に示す表示画面は、位置選択コントローラ１４の上方向のキーが３回押さ
れることで、矩形状ウインドパターンを表示画面中央から３ブロック上に移動させ、拡大
ボタン１２がそれぞれ１６倍、４倍になるまで押され、それに応じて拡大表示したのと同
じである。
【００６６】
以上より、表示画面の１６分の１の大きさの矩形状ウインドパターンで選択される拡大表
示領域とそれ以外の領域との輝度に差異を付け、拡大表示領域をあらかじめ視覚的に示す
ことで、４倍、１６倍と拡大倍率を上げても拡大表示領域を見失うことがなくなる。
【００６７】
なお、出力部８は、画像又は文字を光学的に投影するものに限らず、プラズマディスプレ
イパネル、液晶ディスプレイパネル、発光ダイオードをマトリクス上に配列した大型ディ
スプレイパネル等であってもよい。
【００６８】
さらに、本発明は、プレゼンテーションでの使用に限らず、低い画素数でしか表示するこ
とができない表示装置で、画素数の高い画像を表示する際にも適用可能である。例えば、
画素数が１０２４×７６８の画像を、最大表示画素数が５００×５００のパーソナルユー
ス目的とする表示装置に入力した場合、画像全体は１０２４×７６８から５００×５００
へ画素数が間引かれて表示されるが、拡大表示機能を用いることで拡大表示領域を１０２
４×７６８の画素数で表示させることができる。
【００６９】
【発明の効果】
以上の説明からも明らかなように、本発明の表示装置は、拡大表示する領域とそれ以外の
領域の表示形態に差異を付けることで、２つの領域を視覚的に区別し、視聴者及び操作者
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【００７０】
また本発明の表示方法は、拡大表示する領域とそれ以外の領域とに差異を付け２つの領域
を視覚的に区別できるよう制御をすることで、視聴者及び操作者が拡大表示領域を容易に
認識することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態として示す表示装置の構成を説明するブロック図である。
【図２】同表示装置を操作するリモコンについて説明するための正面概略図である。
【図３】同表示装置において、表示画面を拡大する際の動作を説明するためのフローチャ
ートである。
【図４】同表示装置において、外部信号のみが出力部から出力された初期状態の表示画面
の一例を示す図である。
【図５】同表示装置において、拡大表示領域を表す矩形状ウインドパターンを表示した際
の表示画面の一例を示す図である。
【図６】同表示装置において、矩形状ウインドパターンをリモコンの位置選択コントロー
ラによって移動させた際の表示画面の一例を示す図である。
【図７】同表示装置において、拡大表示領域を４倍に拡大した際の表示画面の一例を示す
図である。
【図８】同表示装置において、拡大表示領域を１６倍に拡大した際の表示画面の一例を示
す図である。
【図９】同表示装置において、拡大表示領域を１６倍に拡大したまま移動した際の表示画
面の一例を示す図である。
【図１０】同表示装置において、拡大表示領域を１６倍から４倍へ縮小した際の表示画面
の一例を示す図である。
【符号の説明】
１　プロジェクタ、２　信号受光部、３　外部信号入力部、４　記憶部、５　内部信号生
成部、６　内部信号・外部信号合成部、７　メインＣＰＵ、８　出力部
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