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(57)【要約】
【課題】使用者の手の届かない環境にプロジェクタ本体
装置が設置された場合であっても、少ない電力で情報記
憶媒体に記憶されているデータに基づいて映像を表示す
ることができる投写型映像表示装置、映像表示方法を提
供する。
【解決手段】投写型映像表示装置１は、映像を表示する
プロジェクタ本体装置２と、プロジェクタ本体装置２の
動作を操作する遠隔操作機器３とを備える。遠隔操作機
器３は、情報記憶媒体であるメモリーカード５が着脱可
能な記憶媒体接続部と、信号を無線で送信する信号送信
部とを備え、プロジェクタ本体装置２は、信号を受信す
る信号受信部と、情報を記憶する記憶部とを備える。遠
隔操作機器３は、メモリーカード５に記憶されているデ
ータを無線で送信する機能を有し、プロジェクタ本体装
置２は、受信したデータを記憶部に記憶する機能と、デ
ータの受信完了後において記憶部に記憶されているデー
タに基づいて映像を表示する機能とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を投射して映像を表示するプロジェクタ本体装置と、このプロジェクタ本体装置の動
作を外部から操作する遠隔操作機器とを備える投写型映像表示装置において、
　前記遠隔操作機器は、情報記憶媒体を着脱可能な記憶媒体接続部と、前記プロジェクタ
本体装置が受信可能な信号を無線で送信する信号送信部とを備え、
　前記プロジェクタ本体装置は、前記信号送信部から送信された前記信号を受信する信号
受信部と、情報を記憶する記憶部とを備え、
　前記遠隔操作機器が、前記記憶媒体接続部に接続された前記情報記憶媒体に記憶されて
いるデータを前記信号送信部から無線で送信する機能を有し、
　前記プロジェクタ本体装置が、前記信号受信部で受信した前記データを前記記憶部に記
憶する機能と、前記信号受信部での前記データの受信完了後において前記記憶部に記憶さ
れている前記データに基づいて映像を表示する機能とを有する
　ことを特徴とする投写型映像表示装置。
【請求項２】
　前記記憶媒体接続部には前記情報記憶媒体としてメモリーカードが接続され、
　前記信号送信部は前記データを電波として送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の投写型映像表示装置。
【請求項３】
　前記遠隔操作機器及び前記プロジェクタ本体装置の少なくとも一方は、マンマシンイン
タフェースにより構成される送信データ選択用操作部を備え、
　前記遠隔操作機器が、前記情報記憶媒体に記憶されている前記データのうち前記信号送
信部から無線で送信する送信データを、前記送信データ選択用操作部の操作に基づいて決
定する機能を有する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の投写型映像表示装置。
【請求項４】
　前記遠隔操作機器及び前記プロジェクタ本体装置の少なくとも一方は、マンマシンイン
タフェースにより構成される消去データ選択用操作部を備え、
　前記プロジェクタ本体装置が、前記記憶部に記憶されている前記データを消去する機能
と、前記記憶部に記憶されている前記データのうち前記記憶部から消去する消去データを
、前記消去データ選択用操作部の操作に基づいて決定する機能とを有する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の投写型映像表示装置。
【請求項５】
　光を投射して映像を表示するプロジェクタ本体装置と、このプロジェクタ本体装置の動
作を外部から操作する遠隔操作機器とを用いる映像表示方法において、
　前記遠隔操作機器は、情報記憶媒体を着脱可能な記憶媒体接続部と、前記プロジェクタ
本体装置が受信可能な信号を無線で送信する信号送信部とを備え、
　前記プロジェクタ本体装置は、前記信号送信部から送信された前記信号を受信する信号
受信部と、情報を記憶する記憶部とを備え、
　前記記憶媒体接続部に接続された前記情報記憶媒体に記憶されているデータを前記信号
送信部から無線で送信させ、
　前記信号受信部で受信した前記データを前記記憶部に記憶させ、
　前記信号受信部での前記データの受信完了後において前記記憶部に記憶されている前記
データに基づいて映像を表示させる
　ことを特徴とする映像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を投射して映像を表示するプロジェクタ本体装置と、このプロジェクタ本
体装置の動作を外部から操作する遠隔操作機器とを備える投写型映像表示装置、映像表示
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方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶プロジェクタ等の投写型映像表示装置は、プロジェクタ本体装置の動作を遠隔から
操作するための遠隔操作機器を備えることが一般的に知られている。一般的に、遠隔操作
機器は、プロジェクタ本体装置の電源オン／オフを切り替える信号や、プロジェクタ本体
装置の動作の設定を行う信号を送信する。
【０００３】
　また、情報記憶媒体が着脱可能な記憶媒体接続部を備えるプロジェクタ本体装置におい
て、情報記憶媒体に記憶されているデータに基づいて映像を表示する機能を有するプロジ
ェクタ本体装置が知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１には、記憶媒体接続部であるＵＳＢ端子を備え、ＵＳＢ端子に接続されるＵ
ＳＢメモリーに保存されている画像データを取り込んで表示させる表示装置が記載されて
いる。特許文献１に記載の表示装置において、情報記憶媒体であるＵＳＢメモリーに記憶
されているデータに基づいて映像を表示させるためには、プロジェクタ本体装置である表
示装置に設けられたＵＳＢ端子にＵＳＢメモリーを接続する必要がある。
【０００５】
　また、特許文献２には、リモートコントローラに、ＵＳＢメモリーを接続するためのＵ
ＳＢポートと、ＵＳＢメモリーから読み出したデータを表示するために無線通信によりプ
ロジェクタ本体装置に送信する無線通信部とを備えた表示装置が記載されている。なお、
特許文献２に記載の表示装置は、無線通信によりプロジェクタ本体装置に送信されるデー
タを記憶部に記憶せず、直接映像信号処理して映像表示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２９２９９７号公報
【特許文献２】特開２０１０－２２６４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、プロジェクタ本体装置は、使用者の手の届かない天井等の高所に設置されて
使用される場合がある。このように、使用者の手の届かない環境に上記特許文献１に記載
の表示装置が設置された場合には、記憶媒体接続部に情報記憶媒体を接続することが困難
となり、情報記憶媒体に記憶されているデータに基づいて映像を表示させることができな
いという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２の表示装置においてＵＳＢメモリーに記憶されているデータに基づく
映像を表示する場合には、その都度リモートコントローラから無線通信により映像データ
を送信しなければならない。また、特許文献２の表示装置において動画データを送信する
場合には、送信されたデータを直接映像信号処理して映像を表示する動作となるため映像
表示時間中データを送信し続けなければならない。したがって、特許文献２の表示装置の
場合は、映像表示の都度送信を必要とすること、及び、動画データ送信の場合に通信時間
が長くなることから、無線通信時間が長くなり電力消費量が大きくなるという問題があっ
た。また、無線通信時間が長くなるため、遠隔操作機器の電池切れが早くなるなどの不都
合があった。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するため、使用者の手の届かない環境にプロジェクタ本体装
置が設置された場合であっても、少ない消費電力で情報記憶媒体に記憶されているデータ
に基づく映像を表示することができる投写型映像表示装置、映像表示方法を提供すること
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を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について記載する。
　請求項１に記載の発明は、光を投射して映像を表示するプロジェクタ本体装置と、この
プロジェクタ本体装置の動作を外部から操作する遠隔操作機器とを備える投写型映像表示
装置において、前記遠隔操作機器は、情報記憶媒体を着脱可能な記憶媒体接続部と、前記
プロジェクタ本体装置が受信可能な信号を無線で送信する信号送信部とを備え、前記プロ
ジェクタ本体装置は、前記信号送信部から送信された前記信号を受信する信号受信部と、
情報を記憶する記憶部とを備え、前記遠隔操作機器が、前記記憶媒体接続部に接続された
前記情報記憶媒体に記憶されているデータを前記信号送信部から無線で送信する機能を有
し、前記プロジェクタ本体装置が、前記信号受信部で受信した前記データを前記記憶部に
記憶する機能と、前記信号受信部での前記データの受信完了後において前記記憶部に記憶
されている前記データに基づいて映像を表示する機能とを有することを特徴とする。
【００１１】
　上記発明によれば、遠隔操作機器の記憶媒体接続部に接続された情報記憶媒体に記憶さ
れているデータを遠隔操作機器の信号送信部から無線で送信することにより、プロジェク
タ本体装置が、信号受信部で受信したデータを高速処理で記憶部に記憶することができる
。また、使用者の手の届かない環境にプロジェクタ本体装置が設置された場合であっても
、情報記憶媒体に記憶されているデータに基づく映像を表示したい場合に、その都度遠隔
操作機器から無線通信によりプロジェクタ本体装置へ情報記憶媒体に記憶されているデー
タを送信する必要がない。この場合には、情報記憶媒体に記憶されているデータをプロジ
ェクタ本体装置に記憶されているデータとして読み出すことにより、随時情報記憶媒体に
記憶されているデータに基づく映像を繰り返し表示することができる。また、動画データ
を送信する場合も、従来のように映像表示時間中継続してデータを送信し続ける必要もな
く、データ送信時間自体を短縮することもできる。したがって、本発明によれば、データ
を送信する無線通信時間を短縮することができ、電力消費量を節約することができるとと
もに、遠隔操作機器に用いられる電池交換サイクルの長期化を図ることができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の投写型映像表示装置において、前記記憶媒
体接続部には前記情報記憶媒体としてメモリーカードが接続され、前記信号送信部は前記
データを電波として送信することを特徴とする。
【００１３】
　上記発明によれば、映像のデータを記憶させる情報記憶媒体としてメモリーカードを使
用することができ、例えば情報記憶媒体としてリムーバブルハードディスクを使用する構
成に比べて、情報記憶媒体及び記憶媒体接続部の小型化を図ることができる。また、遠隔
操作機器の信号送信部がデータを電波として送信するため、例えばデータを赤外線として
送信する構成に比べて、データの送信において信号が空間的に広がり易い。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の投写型映像表示装置において、前
記遠隔操作機器及び前記プロジェクタ本体装置の少なくとも一方は、マンマシンインタフ
ェースにより構成される送信データ選択用操作部を備え、前記遠隔操作機器が、前記情報
記憶媒体に記憶されている前記データのうち前記信号送信部から無線で送信する送信デー
タを、前記送信データ選択用操作部の操作に基づいて決定する機能を有することを特徴と
する。
【００１５】
　上記発明によれば、情報記憶媒体に記憶されているデータのうち遠隔操作機器の信号送
信部から無線で送信する送信データが、送信データ選択用操作部の操作に基づいて決定さ
れるため、使用者は遠隔操作機器の信号送信部から無線で送信するデータを選択すること
ができる。
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【００１６】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の投写型映像表示装置に
おいて、前記遠隔操作機器及び前記プロジェクタ本体装置の少なくとも一方は、マンマシ
ンインタフェースにより構成される消去データ選択用操作部を備え、前記プロジェクタ本
体装置が、前記記憶部に記憶されている前記データを消去する機能と、前記記憶部に記憶
されている前記データのうち前記記憶部から消去する消去データを、前記消去データ選択
用操作部の操作に基づいて決定する機能とを有することを特徴とする。
【００１７】
　上記発明によれば、プロジェクタ本体装置の記憶部に記憶されているデータのうち記憶
部から消去する消去データが、消去データ選択用操作部の操作に基づいて決定されるため
、使用者はプロジェクタ本体装置の記憶部から消去するデータを選択することができる。
【００１８】
　請求項５に記載の発明は、光を投射して映像を表示するプロジェクタ本体装置と、この
プロジェクタ本体装置の動作を外部から操作する遠隔操作機器とを用いる映像表示方法に
おいて、前記遠隔操作機器は、情報記憶媒体を着脱可能な記憶媒体接続部と、前記プロジ
ェクタ本体装置が受信可能な信号を無線で送信する信号送信部とを備え、前記プロジェク
タ本体装置は、前記信号送信部から送信された前記信号を受信する信号受信部と、情報を
記憶する記憶部とを備え、前記記憶媒体接続部に接続された前記情報記憶媒体に記憶され
ているデータを前記信号送信部から無線で送信させ、前記信号受信部で受信した前記デー
タを前記記憶部に記憶させ、前記信号受信部での前記データの受信完了後において前記記
憶部に記憶されている前記データに基づいて映像を表示させることを特徴とする。
【００１９】
　上記発明によれば、遠隔操作機器の記憶媒体接続部に接続された情報記憶媒体に記憶さ
れているデータを遠隔操作機器の信号送信部から無線で送信することにより、プロジェク
タ本体装置が、信号受信部で受信したデータを高速処理で記憶部に記憶することができる
。また、使用者の手の届かない環境にプロジェクタ本体装置が設置された場合であっても
、情報記憶媒体に記憶されているデータに基づく映像を表示したい場合に、その都度遠隔
操作機器から無線通信によりプロジェクタ本体装置へ情報記憶媒体に記憶されているデー
タを送信する必要がない。この場合には、情報記憶媒体に記憶されているデータを、プロ
ジェクタ本体装置に記憶されているデータとして読み出すことにより、情報記憶媒体に記
憶されているデータに基づく映像を随時繰り返し表示することができる。また、動画デー
タを送信する場合も、従来のように映像表示時間中継続してデータを送信し続ける必要も
なく、データ送信時間自体を短縮することもできる。したがって、本発明によれば、デー
タを送信する無線通信時間を短縮することができ、電力消費量を節約することができると
ともに、遠隔操作機器に用いられる電池交換サイクルの長期化を図ることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、情報記憶媒体に記憶されているデータをプロジェクタ本体装置に無線
で送信し、これを記憶部に記憶させている。また、使用者の手の届かない環境にプロジェ
クタ本体装置が設置された場合であっても、情報記憶媒体に記憶されているデータに基づ
く映像を繰り返し表示することができる。したがって、本発明によれば、データを送信す
る無線通信時間を短縮することができ、電力消費量を節約することができるとともに、遠
隔操作機器に用いられる電池交換サイクルの長期化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態１に係るプロジェクタ本体装置及び遠隔操作機器を示す斜視
図。
【図２】同実施の形態の遠隔操作機器の外観を示す平面図。
【図３】同実施の形態のプロジェクタ本体装置の概略構成を示すブロック図。
【図４】同実施の形態の遠隔操作機器の概略構成を示すブロック図。
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【図５】同実施の形態の投写型映像表示装置の動作の流れを示すフローチャートであって
、（ａ）は遠隔操作機器の動作の流れを示すフローチャート、（ｂ）はプロジェクタ本体
装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図６】同実施の形態のプロジェクタ本体装置が表示するファイル転送用映像を示す模式
図。
【図７】同実施の形態のプロジェクタ本体装置が表示するファイル消去用映像を示す模式
図。
【図８】本発明の実施の形態２に係る遠隔操作機器の概略構成を示すブロック図。
【図９】同実施の形態の遠隔操作機器における操作画面図。
【図１０】同実施の形態の投写型映像表示装置の動作の流れを示すフローチャートであっ
て、（ａ）は遠隔操作機器の動作の流れを示すフローチャート、（ｂ）はプロジェクタ本
体装置の動作の流れを示すフローチャート。
【図１１】同実施の形態の遠隔操作機器が表示するファイル転送用映像を示す模式図。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る遠隔操作機器における操作画面図。
【図１３】同実施の形態の遠隔操作機器が表示する映像表示ファイル選択用映像を示す模
式図。
【図１４】同実施の形態の遠隔操作機器が表示するファイル消去用映像を示す模式図。
【図１５】本発明の変形例に係る遠隔操作機器の外観及び構成を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　(実施の形態１)
　以下、本発明の実施の形態１について図面を参照しながら説明する。
　図１に示すように、本発明の投写型映像表示装置１は、プロジェクタ本体装置２と、プ
ロジェクタ本体装置２の動作を外部から操作する遠隔操作機器３とを備える。プロジェク
タ本体装置２は、天井（不図示）に取り付けられた天井取付ハンガー４によって天井に吊
り下げられる。遠隔操作機器３はプロジェクタ本体装置２に付属させる専用のものである
。
【００２３】
　プロジェクタ本体装置２には、光を投射する投射レンズ１３が設けられている。プロジ
ェクタ本体装置２は、投射レンズ１３で映像の光を投射することにより、プロジェクタ本
体装置２に対向して設けられたスクリーンまたは壁等の映像表示面（不図示）に映像を表
示する。
【００２４】
　また、プロジェクタ本体装置２には、プロジェクタ本体装置２の遠隔からプロジェクタ
本体装置２の動作を操作するための赤外線受信部３３が設けられている。赤外線受信部３
３は、プロジェクタ本体装置２の外部から無線により送信されてくるリモコン信号を受信
する。
【００２５】
　遠隔操作機器３には、メモリーカード５が装着されている。メモリーカード５は、リム
ーバブルメディアであって、読み書き可能な不揮発性のメモリーを有する駆動部の無い情
報記憶媒体である。メモリーカード５には、例えば、ビットマップファイル、ＰＮＧファ
イル、またはＧＩＦファイル等の画像に係るデータが記憶されている。
【００２６】
　遠隔操作機器３には、複数の押しボタンスイッチにより構成される操作部５０が設けら
れている。操作部５０が操作されたとき、即ち押しボタンスイッチを構成する押しボタン
が押されたとき、遠隔操作機器３は、押された押しボタンに応じてリモコン信号を送信す
る。
【００２７】
　図２に示すように、操作部５０は、電源ボタンスイッチ５１と、スタンバイボタンスイ
ッチ５２と、メニュー表示ボタンスイッチ５３と、キャンセルボタンスイッチ５４と、項
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目選択ボタンスイッチ５５と、ポインタ移動ボタンスイッチ５６と、アップロードボタン
スイッチ５７と、デリートスイッチ５８とを有している。
【００２８】
　各スイッチ５１～５８は、押しボタンスイッチにより構成されるマンマシンインタフェ
ースである。押しボタンスイッチは、図２に図示したユーザインタフェースである押しボ
タンと、回路基板上に設けられたスイッチ（図示略）とにより構成される。以下、説明を
簡略化するために、電源ボタンスイッチ５１を「スイッチ５１」、スタンバイボタンスイ
ッチ５２を「スイッチ５２」、メニュー表示ボタンスイッチ５３を「スイッチ５３」、キ
ャンセルボタンスイッチ５４を「スイッチ５４」という。同様に、項目選択ボタンスイッ
チ５５を「スイッチ５５」、ポインタ移動ボタンスイッチ５６を「スイッチ５６」と、ア
ップロードボタンスイッチ５７を「スイッチ５７」、デリートスイッチ５８を「スイッチ
５８」という。
【００２９】
　スイッチ５１～５８の各々には、プロジェクタ本体装置２に行わせる動作が割り当てら
れている。スイッチ５１は、映像を表示していない状態のプロジェクタ本体装置２に対し
て映像の表示動作の開始させるための押しボタンスイッチである。また、スイッチ５２は
、映像を表示している状態のプロジェクタ本体装置２に対して映像の表示動作を停止させ
るための押しボタンスイッチである。また、スイッチ５３は、映像を表示している状態の
プロジェクタ本体装置２に対してメニュー映像を表示させるための押しボタンスイッチで
ある。メニュー映像には、プロジェクタ本体装置２が実行可能な機能の一覧と、この一覧
に含まれる選択肢のうちいずれかを指し示すポインタとが含まれる。また、スイッチ５４
は、操作部５０の操作を取り消すための押しボタンスイッチである。
【００３０】
　スイッチ５５は、メニュー映像においてポインタが指し示す項目を選択するための押し
ボタンスイッチである。また、スイッチ５６は、メニュー映像においてポインタを移動さ
せるための押しボタンスイッチである。また、スイッチ５７は、ファイル転送用映像Ｐ（
図６参照）をプロジェクタ本体装置２に表示させるための押しボタンスイッチである。ま
た、スイッチ５８は、ファイル消去用映像Ｑ（図７参照）をプロジェクタ本体装置２に表
示させるための押しボタンスイッチである。
【００３１】
　図３を参照して、プロジェクタ本体装置２の構成について説明する。
　プロジェクタ本体装置２は、映像表示用の光学部品として、光源１１と、電気光学装置
により構成される映像生成部１２と、投射レンズ１３とを備えている。また、これらの光
学部品の他に、プロジェクタ本体装置２は、例えばインテグレータレンズ（図示略）等を
備えている。
【００３２】
　光源１１は、例えば超高圧水銀ランプまたはメタルハライドランプ等の放電ランプによ
り構成される。映像生成部１２は、ドットマトリクス型の液晶ライトバルブにより構成さ
れる。投射レンズ１３は、複数のレンズを組み合わせたレンズ群により構成される。光源
１１から出射されて液晶ライトバルブを透過した光が投射レンズ１３で投射されることに
より、映像が拡大されて表示される。
【００３３】
　また、プロジェクタ本体装置２は、プロジェクタ本体装置２の外部から映像信号が入力
される映像信号入力部２１と、映像信号に対して所定の信号処理を施す映像信号処理部２
２とを備えている。
【００３４】
　映像信号入力部２１は、例えば映像信号用ケーブル（不図示）が接続される映像信号入
力用の端子、または電波により送信された映像信号を受信する無線モジュールにより構成
される。映像信号処理部２２は、映像生成部１２に入力される映像信号に対して、ＯＳＤ
（O n Screen Display）処理やスケーリング処理等の種々の信号処理を施す信号処理回路
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により構成されている。
【００３５】
　映像信号は映像生成部１２に入力され、映像生成部１２は入力される映像信号に基づい
て駆動する。そして、映像信号に基づいて映像生成部１２の液晶ライトバルブが駆動され
、光源１１から液晶ライトバルブに入射した光が、液晶ライトバルブを透過することによ
って、映像信号に基づいた映像が生成される。
【００３６】
　また、プロジェクタ本体装置２は、プロジェクタ本体装置２の動作を操作するための操
作部３１と、不揮発性のメモリーにより構成され、情報を記憶する記憶部３２と、赤外線
を受光して信号を受信する赤外線受信部３３と、電波により信号を送受信する電波送受信
部３４とを備えている。
【００３７】
　操作部３１は、例えば、押しボタンスイッチ、ダイヤル、またはタッチパネル等のマン
マシンインタフェースにより構成される。使用者は操作部３１を操作することにより、遠
隔操作機器３を使用せずにプロジェクタ本体装置２を操作することもできる。即ち、操作
部３１を操作部５０の代替手段として用いることができる。
【００３８】
　赤外線受信部３３は、フォトダイオードを含む赤外線受光モジュールにより構成される
。赤外線受信部３３は、遠隔操作機器３から送信された信号を受信する。プロジェクタ本
体装置２は、赤外線送信部６１で受信した信号に含まれるリモコンコードに基づいて動作
する。
【００３９】
　電波送受信部３４は、アンテナを含む無線モジュールにより構成される。電波送受信部
３４は、電波として無線で送信された信号を受信する信号受信部であって、遠隔操作機器
３から送信された信号を受信する。
【００４０】
　また、プロジェクタ本体装置２は、光源１１及び映像信号処理部２２等のプロジェクタ
本体装置２の各部を制御する制御部４１を備えている。
　制御部４１は、１つまたは複数の集積回路により構成される。制御部４１は、記憶部３
２に記憶されているプロジェクタ本体装置２の動作に係るプログラムに基づいて、プロジ
ェクタ本体装置２の動作を制御する。
【００４１】
　図４を参照して、遠隔操作機器３の構成について説明する。
　遠隔操作機器３は、赤外線を発光して信号を送信する赤外線送信部６１と、電波により
信号を送受信する電波送受信部６２と、メモリーカード５が着脱可能な記憶媒体接続部６
３と、不揮発性のメモリーにより構成され、情報を記憶する記憶部６４とを備えている。
【００４２】
　赤外線送信部６１は、発光ダイオードを含む赤外線発光モジュールにより構成される。
赤外線送信部６１は、操作部５０の操作に応じたリモコンコードを含む信号をプロジェク
タ本体装置２に送信する。
【００４３】
　電波送受信部６２は、アンテナを含む無線モジュールにより構成される。電波送受信部
６２は、プロジェクタ本体装置２の電波送受信部３４が受信可能な信号を電波として無線
で送信する信号送信部である。
【００４４】
　記憶媒体接続部６３は、メモリーカード５が接続されるカードコネクタにより構成され
る。メモリーカード５は、記憶媒体接続部６３から取り外すことにより、持ち運ぶことが
可能である。
【００４５】
　また、遠隔操作機器３は、赤外線送信部６１及び電波送受信部６２等の遠隔操作機器３
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の各部を制御する制御部７１と、遠隔操作機器３の各部の電源となる電源部７２とを備え
ている。
【００４６】
　制御部７１は、１つまたは複数の集積回路により構成される。制御部７１は、記憶部６
４に記憶されている遠隔操作機器３の動作に係るプログラムに基づいて、遠隔操作機器３
の動作を制御する。電源部７２は乾電池等の化学電池により構成される。
【００４７】
　プロジェクタ本体装置２及び遠隔操作機器３が有する機能について説明する。
　上記構成のプロジェクタ本体装置２は、電波送受信部６２が送信された信号を電波送受
信部３４で受信する機能と、受信データ記憶機能と、表示データ選択機能と、記憶データ
表示機能と、消去データ選択機能と、データ消去機能とを有している。
【００４８】
　受信データ記憶機能は、電波送受信部３４で受信したデータを記憶部３２に記憶する機
能である。この機能において、制御部４１は、電波送受信部３４で受信した信号に含まれ
るデータを、記憶部３２に情報として記憶させる。
【００４９】
　表示データ選択機能は、記憶部３２に記憶されているデータのうち映像として表示する
表示データを決定する機能である。この機能において、制御部４１は、表示データ選択用
操作部として構成される操作部５０のスイッチ５５，５６，５７の操作に基づいて、表示
データを決定する。
【００５０】
　記憶データ表示機能は、電波送受信部３４でのデータの受信完了後において記憶部３２
に記憶されているデータに基づいて映像を表示する機能である。この機能において、制御
部４１は、記憶部３２に記憶されているデータに基づく映像信号が映像生成部１２に入力
されるように、映像信号処理部２２を制御する。なお、表示データ選択機能において表示
データが決定されている場合には、表示データ選択用操作部を用いて使用者により選択さ
れた表示データに基づいて映像を表示する。
【００５１】
　消去データ選択機能は、記憶部３２に記憶されているデータのうち記憶部３２から消去
する消去データを決定する機能である。この機能において、制御部４１は、消去データ選
択用操作部として構成される操作部５０のスイッチ５５，５６，５８の操作に基づいて、
消去データを決定する。
【００５２】
　データ消去機能は、記憶部３２に記憶されているデータを消去する機能である。この機
能において、制御部４１は、電波送受信部３４で受信して記憶部３２に記憶されているデ
ータを、記憶部３２から消去させる。なお、消去データ選択機能において消去データが決
定されている場合には、消去データ選択用操作部を用いて使用者により選択された消去デ
ータを記憶部３２から消去する。
【００５３】
　また、プロジェクタ本体装置２は、ＯＳＤ映像表示機能を有している。ＯＳＤ映像表示
機能は、映像信号入力部２１に入力された映像信号に基づく映像とは異なる映像（以下、
「ＯＳＤ映像」）を表示する機能である。この機能において、制御部４１は、ＯＳＤ映像
の映像信号が映像生成部１２に入力されるように、ＯＳＤ処理を実行する映像信号処理部
２２を制御する。
【００５４】
　上記構成の遠隔操作機器３は、送信データ選択機能とデータ送信機能とを有している。
　送信データ選択機能は、記憶媒体接続部６３に接続されたメモリーカード５に記憶され
ているデータのうち電波送受信部６２から無線で送信する送信データを決定する機能であ
る。この機能において、制御部７１は、送信データ選択用操作部として構成される操作部
５０のスイッチ５５，５６の操作に基づいて、送信データを決定する。
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【００５５】
　データ送信機能は、記憶媒体接続部６３に接続されたメモリーカード５に記憶されてい
るデータを電波送受信部６２から無線で送信する機能である。この機能において、制御部
７１は、メモリーカード５に記憶されているデータを読み取り、このデータを含む信号を
電波送受信部６２に送信させる。なお、送信データ選択機能において送信データが決定さ
れている場合には、送信データ選択用操作部を用いて使用者により選択された送信データ
を電波送受信部６２から無線で送信する。
【００５６】
　図５（ａ）を参照して、遠隔操作機器３のデータ送信動作を説明する。データ送信動作
は、使用者により操作部５０のスイッチ５７が押されたことに基づいてスタートする。
　スイッチ５７が押されたことに基づいて、制御部７１は、スイッチ５７の操作に応じた
リモコンコードを生成するとともに、スイッチ５７の操作に応じたリモコンコードを含む
アップロード信号を赤外線送信部６１に送信させる（ステップＳ１１）。
【００５７】
　次いで、制御部７１は、電源部７２から電波送受信部６２へ電力を供給させて、電波送
受信部６２を起動させる（ステップＳ１２）。起動した電波送受信部６２は、プロジェク
タ本体装置２において起動した電波送受信部３４と通信チャネルを確立する（ステップＳ
１３）。
【００５８】
　通信チャネルを確立した後に、電波送受信部６２でファイル名要求信号を受信したこと
に基づいて、制御部７１は、メモリーカード５に記憶されているデータを読み込むととも
に、メモリーカード５に記憶されているデータのファイル名を電波送受信部６２に送信さ
せる（ステップＳ１４）。これにより、図６のようなファイル転送用映像Ｐが表示される
。ファイル転送用映像Ｐには、メモリーカード５に記憶されているファイル名の一覧、即
ち、メモリーカード５に記憶されているデータ一覧を示す映像Ｐ１が含まれている。また
、ファイル転送用映像Ｐには、転送されるファイル名の一覧、即ち、送信データとして選
択されたデータ一覧を示す映像Ｐ２が含まれている。また、ファイル転送用映像Ｐには、
選択されたデータ一を送信するためのＵＰ　ＬＯＡＤキーを示す映像Ｐ３及び選択された
データの送信状況を示す映像Ｐ４が含まれている。
【００５９】
　次いで、制御部７１は、プロジェクタ本体装置２に送信するファイルを選択するための
ファイル選択処理を実行する（ステップＳ１５）。即ち、ステップＳ１５のファイル選択
処理において、制御部７１は、使用者による操作部５０の操作に基づいて、プロジェクタ
本体装置２に送信する送信データを決定する。
【００６０】
　上記におけるファイル選択処理は、次のように行われる。メモリーカード５に記憶され
ているデータ一覧を示す映像Ｐ１において、スイッチ５６によりポインタを上下移動させ
て送信したいファイルを選択し、スイッチ５５を押圧する。これにより、送信したいファ
イル名が映像Ｐ２に表示される。このようにして送信したいファイルを選択する。
【００６１】
　ステップＳ１５で使用者による送信データの選択が完了した後に、使用者がスイッチ５
６によりポインタを下方に移動させて、ＵＰ　ＬＯＡＤキーを示す映像Ｐ３を選択する。
そこで、スイッチ５５を押圧すると、映像Ｐ３の外周線が太くなる。そして、制御部７１
は、ステップＳ１５で選択されたファイル、即ち、プロジェクタ本体装置２に送信するデ
ータとして選択された送信データを電波送受信部６２に送信させる（ステップＳ１６）。
ファイル転送中は、映像Ｐ４に「ＵＰ　ＬＯＡＤ」と表示されているが、ファイル転送が
完了すると「ＣＯＭＰＬＥＴＥ」と表示が変更される。
【００６２】
　そして、ファイルの転送完了後、即ちデータの送信完了後に、制御部７１は、電源部７
２から電波送受信部６２への電力の供給を遮断して、電波送受信部６２を停止させる（ス
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テップＳ１７）。こうして電力の消費が抑制される。
【００６３】
　なお、ステップＳ１１～Ｓ１６において操作部５０のスイッチ５４が押されたとき、制
御部７１は電波送受信部６２を停止させて、遠隔操作機器３はデータ送信動作を終了する
。また、ステップＳ１３で通信チャネルの確立ができなかったとき、及び確立した通信チ
ャネルの維持ができなくなったときも、制御部７１は電波送受信部６２を停止させて、遠
隔操作機器３はデータ送信動作を終了する。
【００６４】
　図５（ｂ）を参照して、プロジェクタ本体装置２のデータ受信動作を説明する。データ
受信動作は、赤外線受信部３３でアップロード信号を受信したことに基づいてスタートす
る。
【００６５】
　アップロード信号を受信したことに基づいて、制御部４１は、プロジェクタ本体装置２
の外部に設けられている外部電源（不図示）から電波送受信部３４へ電力を供給させて、
電波送受信部３４を起動させる（ステップＳ２１）。起動した電波送受信部３４は、遠隔
操作機器３において起動した電波送受信部６２と通信チャネルを確立する（ステップＳ２
２）。
【００６６】
　電波送受信部６２でメモリーカード５に記憶されているデータのファイル名通信チャネ
ルを確立した後、制御部４１は、ファイル名要求信号を電波送受信部３４に送信させて、
メモリーカード５に記憶されているデータのファイル名の送信を遠隔操作機器３に対して
要求する（ステップＳ２３）。
【００６７】
　次いで、制御部４１は、ファイル転送に供する映像を表示するためのファイル転送用映
像表示処理を実行する（ステップＳ２４）。即ち、ステップＳ２４のファイル転送用映像
表示処理において、制御部４１は、ＯＳＤ映像の映像信号が映像生成部１２に入力される
ように、ＯＳＤ処理を実行する映像信号処理部２２を制御する。ＯＳＤ映像の映像内容は
、前述の図６に示すファイル転送用映像Ｐであって、操作部５０の操作に応じて適宜更新
される。
【００６８】
　次いで、ステップＳ１５で使用者による送信データの選択が完了した後に、制御部４１
は、ステップＳ１６において遠隔操作機器３の電波送受信部６２から送信されたデータを
、電波送受信部３４に受信させる（ステップＳ２５）。また、制御部４１は、電波送受信
部３４で受信したデータを、記憶部３２に記憶させる。
【００６９】
　そして、ファイルの転送完了後、即ちデータの受信完了後に、制御部４１は、ファイル
転送完了したことを報知する転送完了メッセージを表示させる（ステップＳ２６）。即ち
、制御部４１は、ＯＳＤ映像として転送完了メッセージを含む映像を表示させる。
【００７０】
　そして、制御部４１は、外部電源から電波送受信部３４への電力の供給を遮断して、電
波送受信部３４を停止させる（ステップＳ２７）。こうして電力の消費が抑制される。な
お、ステップＳ２２で通信チャネルの確立ができなかったとき、及び確立した通信チャネ
ルの維持ができなくなったときも、制御部４１は電波送受信部３４を停止させて、プロジ
ェクタ本体装置２はデータ受信動作を終了する。
【００７１】
　本実施の形態における遠隔操作機器３からプロジェクタ本体装置２へのファイルの送受
信動作は以上のようなものであって、ファイル転送用映像Ｐがプロジェクタ本体装置２に
よって表示されている。これによって、遠隔操作機器３の使用者は、ファイル転送用映像
を参照して、メモリーカード５に記憶されているデータ、送信するデータとして選択した
送信データ、及び遠隔操作機器３からのデータ送信状況を確認することができる。
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【００７２】
　また、プロジェクタ本体装置２は、記憶部３２に記憶されているデータを表示する際に
、ＯＳＤ映像としてファイル選択用映像（図示略）を表示する。
　ファイル選択用映像には、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧、または記憶
部３２に記憶されているファイルのサムネイルを示す映像が含まれている。即ち、ファイ
ル選択用映像には、記憶部３２に記憶されているデータ一覧を示す映像が含まれている。
【００７３】
　ファイル選択用映像をプロジェクタ本体装置２が表示することによって、遠隔操作機器
３の使用者は、ファイル選択用映像を参照して記憶部３２に記憶されているデータのうち
映像として表示する表示データを選択することができる。
【００７４】
　また、プロジェクタ本体装置２は、遠隔操作機器３のスイッチ５８が操作されることに
より、記憶部３２に記憶されているデータを消去する際のＯＳＤ映像として図７に示すフ
ァイル消去用映像Ｑを表示する。
【００７５】
　ファイル消去用映像Ｑには、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧、即ち、記
憶部３２に記憶されているデータ一覧を示す映像Ｑ１が含まれている。また、ファイル消
去用映像Ｑには、消去されるファイル名の一覧、即ち、消去データとして選択されたデー
タ一覧を示す映像Ｑ２が含まれている。また、ファイル消去用映像Ｑには、選択されたフ
ァイルを消去するためのＤＥＬＥＴＥキーを示す映像Ｑ３及びプロジェクタ本体装置２の
データ消去状況を示す映像Ｑ４が含まれている。
【００７６】
　ファイル消去処理は、次のように行われる。記憶部３２に記憶されているファイル名の
一覧を示す映像Ｑ１において、スイッチ５６によりポインタを上下移動させて消去したい
ファイルを選択しスイッチ５５を押圧する。こうすると、消去したいファイル名が映像Ｑ
２に表示される。このようにして消去したいファイルを選択する。
【００７７】
　次いで、スイッチ５６及びスイッチ５５を使用して消去したい全てのファイルが映像Ｑ
２に表示された後に、使用者がスイッチ５６によりポインタを下方に移動させて、ＤＥＬ
ＥＴＥキーを示す映像Ｑ３を選択する。そこで、スイッチ５５を押圧すると、映像Ｑ３の
外周線が太くなり、消去したいファイルが消去される。ファイル消去中は、映像Ｑ４に「
ＤＥＬＥＴＥ」と表示されているが、ファイル消去が完了すると「ＣＯＭＰＬＥＴＥ」と
表示される。
【００７８】
　このように、本実施の形態においては、ファイル消去用映像Ｑをプロジェクタ本体装置
２が表示することによって、使用者は、ファイル消去用映像Ｑを参照して、記憶部３２に
記憶されているデータ、消去するデータとして選択した消去データ、及びプロジェクタ本
体装置２のデータ消去状況を確認することができる。
【００７９】
　投写型映像表示装置１の動作について説明する。
　投写型映像表示装置１は、遠隔操作機器３の送信データ選択機能により、メモリーカー
ド５に記憶されているデータのうちプロジェクタ本体装置２へ送信される送信データを決
定する。そして、投写型映像表示装置１は、遠隔操作機器３のデータ送信機能により、メ
モリーカード５に記憶されているデータを、遠隔操作機器３からプロジェクタ本体装置２
へ送信する。プロジェクタ本体装置２は、遠隔操作機器３からプロジェクタ本体装置２へ
送信されたデータ、即ちメモリーカード５から転送されたデータを受信する。投写型映像
表示装置１は、プロジェクタ本体装置２の受信データ記憶機能により、プロジェクタ本体
装置２に転送されたデータを記憶部３２に記憶する。
【００８０】
　また、投写型映像表示装置１は、プロジェクタ本体装置２の表示データ選択機能により
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、記憶部３２に記憶されているデータのうち映像として表示する表示データを決定する。
そして、投写型映像表示装置１は、プロジェクタ本体装置２の記憶データ表示機能により
、記憶部３２に記憶されているデータ、即ちメモリーカード５に記憶されたデータを映像
として表示する。また、投写型映像表示装置１は、プロジェクタ本体装置２の消去データ
選択機能により、記憶部３２に記憶されているデータのうち記憶部３２から消去する消去
データを決定する。投写型映像表示装置１は、プロジェクタ本体装置２の表示データ選択
機能により、記憶部３２に記憶されているデータのうち映像として表示する表示データを
決定する。投写型映像表示装置１は、プロジェクタ本体装置２のデータ消去機能により、
選択された消去データを記憶部３２から消去する。
【００８１】
　本実施の形態の投写型映像表示装置１によれば、以下の効果を得ることができる。
　（１）遠隔操作機器３は、記憶媒体接続部６３と、信号送信部である電波送受信部６２
とを備え、プロジェクタ本体装置２は、信号受信部である電波送受信部３４と、記憶部３
２とを備えている。そして、遠隔操作機器３は、データ送信機能を有し、プロジェクタ本
体装置２は、受信データ記憶機能と記憶データ表示機能とを有している。このため、遠隔
操作機器３の記憶媒体接続部６３に接続されたメモリーカード５に記憶されているデータ
を遠隔操作機器３の電波送受信部６２から無線で送信することにより、プロジェクタ本体
装置２が、電波送受信部３４で受信したデータに基づいて映像を表示することができる。
したがって、使用者の手の届かない環境にプロジェクタ本体装置２が設置された場合であ
っても、メモリーカード５に記憶されているデータに基づいて映像を表示することができ
る。
【００８２】
　（２）また、プロジェクタ本体装置２は、電波送受信部３４で受信したデータを記憶部
３２に記憶し、電波送受信部３４でのデータの受信完了後において記憶部３２に記憶され
ているデータに基づいて映像を表示するため、プロジェクタ本体装置２が映像を表示する
際に遠隔操作機器３はデータを無線で送信し続ける必要がない。したがって、プロジェク
タ本体装置２が映像を表示する際に遠隔操作機器３からデータを送信し続ける構成に比べ
て、遠隔操作機器３の消費電力を低減することができる。
【００８３】
　（３）遠隔操作機器３の記憶媒体接続部６３には情報記憶媒体としてメモリーカード５
が接続され、電波送受信部６２はデータを電波として送信する。このため、映像のデータ
を記憶させる情報記憶媒体としてメモリーカード５を使用することができ、例えば情報記
憶媒体としてリムーバブルハードディスクを使用する構成に比べて、情報記憶媒体及び記
憶媒体接続部６３の小型化を図ることができる。また、遠隔操作機器３の電波送受信部６
２がデータを電波として送信するため、例えばデータを赤外線として送信する構成に比べ
て、データの送信において信号が空間的に広がり易い。
【００８４】
　（４）遠隔操作機器３はマンマシンインタフェースにより構成される送信データ選択用
操作部として操作部５０を備え、遠隔操作機器３は、使用者による操作部５０の操作に基
づいて送信データを決定する送信データ選択機能を有する。したがって、メモリーカード
５に記憶されているデータのうち遠隔操作機器３の電波送受信部６２から無線で送信する
送信データが、操作部５０の操作に基づいて決定されるため、使用者は遠隔操作機器３の
電波送受信部６２から無線で送信するデータを選択することができる。
【００８５】
　（５）遠隔操作機器３はマンマシンインタフェースにより構成される消去データ選択用
操作部として操作部５０を備え、遠隔操作機器３は、使用者による操作部５０の操作に基
づいて消去データを決定する消去データ選択機能を有する。したがって、プロジェクタ本
体装置２の記憶部３２に記憶されているデータのうち記憶部３２から消去する消去データ
が、操作部５０の操作に基づいて決定されるため、使用者はプロジェクタ本体装置２の記
憶部３２から消去するデータを選択することができる。
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【００８６】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について図８～図１１に基づいて説明する。なお、前記実
施の形態１との共通の要素については、同一の符号を用いその説明を省略または簡略化す
る。
【００８７】
　実施の形態１に係る投写型映像表示装置１は、前述のように、遠隔操作機器として専用
の遠隔操作機器３を用い、赤外線通信によりプロジェクタ本体装置２を操作可能とすると
共に、無線通信によりメモリーカード５に記憶された画像に係るデータをプロジェクタ本
体装置２に対し送信可能としたものである。
【００８８】
　これに対し、実施の形態２に係る投写型映像表示装置１は、遠隔操作機器３としてスマ
ートフォン（図８参照）を用い、無線通信によりメモリーカード５に記憶された画像に係
るデータを送信可能とするとともに、プロジェクタ本体装置２を操作可能としている。こ
の場合のスマートフォンは、汎用品に対しプロジェクタ本体装置２を遠隔操作する遠隔操
作用アプリケーション（以下リモコンアプリという）をインストールしたものとなる。な
お、本実施の形態に係る投写型映像表示装置１は、メモリーカード５に記憶されたデータ
を送信する必要のない場合の利便性を加味して、従来一般のものと同様に赤外線を用いた
リモコンによってもプロジェクタ本体装置２を操作可能としている。
【００８９】
　したがって、実施の形態２における遠隔操作機器３は、厳密には前記スマートフォンと
前記従来一般のリモコンとを合わせたものを意味するが、本明細書における実施の形態２
の説明は、スマートフォンが遠隔操作機器として用いられる場合についてのものを主とす
る。したがって、本明細書において、実施の形態２に関し遠隔操作機器と単に称する場合
は、以下に説明するようなリモコンアプリを搭載したスマートフォンのことをいうものと
する。また、上記における従来一般のリモートコントローラは、プロジェクタ本体装置２
の電源オン／オフを切り替える信号や、プロジェクタ本体装置２の動作の設定を行う信号
を送信する一般的なものでよく、本明細書においてはその詳細説明を省略する。
【００９０】
　また、実施の形態２におけるプロジェクタ本体装置２は、実施の形態１におけるものと
同様な構成（図３参照）となる。すなわち、実施の形態２のプロジェクタ本体装置２は、
操作部３１、記憶部３２、赤外線受信部３３、電波送受信部３４及び制御部４１を備えた
ものであって、これらはそれぞれ次のようなものとなる。
【００９１】
　操作部３１は、実施の形態１における構成と全く同一でよく、遠隔操作機器３を使用せ
ずにプロジェクタ本体装置２を操作することもできる。
　記憶部３２は、実施の形態１における構成と全く同一でよく、プロジェクタ本体装置２
の動作に係るプログラム、及び電波送受信部３４で受信した信号に含まれるデータを記憶
する。
【００９２】
　赤外線受信部３３は、実施の形態１におけるものと同一でよく、従来一般のプロジェク
タ本体装置２用のリモートコントローラを使用可能とする。
　電波送受信部３４は、実施の形態１におけるものと同一でよく、電波として無線で送信
された信号を受信する信号受信部である。すなわち、電波送受信部３４は、遠隔操作機器
３としてのスマートフォンから送信される操作信号及びメモリーカード５に記憶された画
像に係る信号を受信する。
【００９３】
　制御部４１は、実施の形態１のものと同様、記憶部３２に記憶されているプロジェクタ
本体装置２の動作に係るプログラムに基づいて、プロジェクタ本体装置２の動作を制御す
る。したがって、実施の形態２における制御部４１は、遠隔操作機器３としてのスマート
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フォンから送信される操作コマンドに基づきプロジェクタ本体装置２を駆動する。また、
制御部４１は、遠隔操作機器３としてのスマートフォンから送信されるメモリーカード５
に記憶された画像に係るデータを、記憶部３２に記憶させる。
【００９４】
　次に、遠隔操作機器３としてのスマートフォン（以下、単に遠隔操作機器３という）に
ついて、具体的に説明する。
　遠隔操作機器３は、図８に示すように、実施の形態１におけると同様に、メモリーカー
ド５を装着可能とした記憶媒体接続部８１、制御部８２、記憶部８３、電波送受信部８４
、電源部８５、映像信号処理部８６、表示部８７などを備えている。
【００９５】
　記憶媒体接続部８１は、メモリーカード５が所定位置に装着されることにより、メモリ
ーカード５が接続されるカードコネクタにより構成される。メモリーカード５は、実施の
形態１において説明したものと同様のものであり、記憶媒体接続部８１から取り外すこと
により、持ち運びすることができる。
【００９６】
　制御部８２は、一つまたは複数の集積回路により構成される。制御部８２は、記憶部８
３に記憶されている遠隔操作に係わるプログラムに基づき遠隔操作機器３の動作を制御す
る。
【００９７】
　記憶部８３は、ハードディスク、フラッシュメモリーなどで構成されたものであって、
遠隔操作機器３としてのスマートフォンの動作に係わるプログラムや、リモコンアプリな
どのアプリケーションプログラムを記憶する。また、内蔵するカメラ（不図示）により撮
影された映像データ、インターネットやメールなどから取得された種々のデータを記憶す
る。
【００９８】
　電波送受信部８４は、アンテナを含む無線モジュールにより構成されたものであって、
プロジェクタ本体装置２の電波送受信部３４が受信可能な信号を電波として無線送信する
信号送信部である。
【００９９】
　電源部８５は、リチウムイオン電池などの２次電池により構成される。
　映像信号処理部８６は、遠隔操作機器３のディスプレイに表示する映像信号を生成する
ための映像信号処理を行う。
【０１００】
　表示部８７は、映像信号処理部８６で処理された映像信号に基づく画像を表示するディ
スプレイ８７ａを備えている。図９に遠隔操作機器３の外観図が示されるように、操作面
の上方大部分がディスプレイ８７ａとして形成されており、リモコンアプリが駆動された
ときには、遠隔操作に必要な画像がこのディスプレイ８７ａに表示される。
【０１０１】
　また、遠隔操作機器３は、リモコンアプリを起動してプロジェクタ本体装置２を遠隔操
作を可能とするための操作部９０を有する。図９において、ディスプレイ８７ａの下方に
スマートフォンとして基本操作を行う基本操作キー９１が設けられている。この基本操作
キー９１は、本実施の形態における操作部９０の一部を構成する。
【０１０２】
　基本操作キー９１は、押しボタン式のキーにより構成されるマンマシンインタフェース
であり、図９に示すようにホームキー９１ａ、ｂａｃｋキー９１ｂ、メニューキー９１ｃ
を有する。ホームキー９１ａは、押圧されると、全てのアプリケーション（以下アプリと
いう）がディスプレイ８７ａに表示される。ｂａｃｋキー９１ｂは、押圧されると、一つ
前の画面が表示される。メニューキー９１ｃは、押圧されると、利用できるオプションメ
ニューがディスプレイ８７ａに表示される。
【０１０３】
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　遠隔操作機器３は、ディスプレイ８７ａに表示された全アプリの中からリモコンアプリ
を選択して駆動することにより、図９に示すような、プロジェクタ本体装置２を遠隔操作
するための遠隔操作画面がディスプレイ８７ａに表示される。この遠隔操作画面は、実施
の形態１に示すような遠隔操作機器３をイメージするように表示されている。
【０１０４】
　遠隔操作画面は、図９に示すように、電源キー９２、スタンバイキー９３、メニュー表
示キー９４、キャンセルキー９５、選択キー９６．ポインタ移動キー９７、アップロード
キー９８、デリートキー９９を有している。これらキーは、タッチ式キーにより構成され
るマンマシンインタフェースであって、基本操作キー９１とともに操作部９０を構成する
。
【０１０５】
　電源キー９２は、実施の形態１におけるスイッチ５１に相当するものであって、映像を
表示していない状態のプロジェクタ本体装置２に対し映像の表示動作を開始させるキーで
ある。
【０１０６】
　スタンバイキー９３は、実施の形態１におけるスイッチ５２に相当するものであって、
映像を表示している状態のプロジェクタ本体装置２に対して映像の表示動作を停止させる
ためのキーである。
【０１０７】
　メニュー表示キー９４は、実施の形態１におけるスイッチ５３に相当するものであって
、映像を表示している状態のプロジェクタ本体装置２に対してメニュー映像を表示させる
ためのキーである。メニュー映像には、プロジェクタ本体装置実行可能な機能の一覧と、
この一覧に含まれる選択肢のうちのいずれかを指し示すポインタとが含まれる。
【０１０８】
　キャンセルキー９５は、実施の形態１におけるスイッチ５４に相当するものであって、
操作部９０の操作を取り消すためのキーである。
　選択キー９６は、実施の形態１におけるスイッチ５５に相当するものであって、プロジ
ェクタ本体装置２にＯＳＤ映像を表示させるメニュー映像においてポインタが指し示す項
目を選択するためのキーである。
【０１０９】
　ポインタ移動キー９７は、実施の形態１におけるスイッチ５６に相当するものであって
、前記メニュー映像においてポインタを移動させるためのキーである。
　アップロードキー９８は、ファイル転送用映像Ｐｓ（図１１参照）を遠隔操作機器３の
ディスプレイ８７ａに表示させるためのキーである。デリートキー９９はファイル消去用
映像Ｑ（図７参照）をプロジェクタ本体装置２に表示させるためのキーである。
【０１１０】
　上記構成の投写型映像表示装置１において、プロジェクタ本体装置２は、実施の形態１
の場合と同様に、電波送受信部６２が送信された信号を電波送受信部３４で受信する機能
と、受信データ記憶機能と、表示データ選択機能と、記憶データ表示機能と、消去データ
選択機能と、データ消去機能と、操作画面に係るＯＳＤ映像表示機能とを有している。こ
れら機能は、実施の形態１の場合と同様であるので、説明の重複を避ける。ただし、表示
データ選択機能における表示データ選択用操作部は、実施の形態１のスイッチ５５，５６
，５７に相当するキー、すなわち、操作部９０の選択キー９６、ポインタ移動キー９７及
びアップロードキー９８により構成される。また、消去データ選択機能における消去デー
タ選択用操作部は、実施の形態１のスイッチ５５，５６，５８に相当するキー、すなわち
、操作部９０の選択キー９６、ポインタ移動キー９７及びデリートキー９９により構成さ
れる。
【０１１１】
　また、遠隔操作機器３は、実施の形態１の場合と同様に、プロジェクタ本体装置２を遠
隔操作する一般機能以外に送信データ選択機能と、データ送信機能とを有している。
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　送信データ選択機能は、記憶媒体接続部８１に接続されたメモリーカード５に記憶され
ているデータのうち、電波送受信部８４から無線で送信する送信データを決定する機能で
ある。データ送信機能は、記憶媒体接続部８１に接続されたメモリーカード５に記憶され
ているデータを、電波送受信部８４から無線で送信する機能である。
【０１１２】
　遠隔操作機器３のデータ送信動作及びプロジェクタ本体装置２における受信動作は、実
施の形態１とは異なり、次のように行われる。これを図１０及び図１１を参照して説明す
る。
【０１１３】
　実施の形態２に係る投写型映像表示装置１の使用者は、データ送信動作を行う場合、先
ず遠隔操作機器３の操作面のホームキー９１ａを押圧してリモコンアプリを起動させ（ス
テップＳ３１）、リモコンアプリ画面（図９参照）をディスプレイ８７ａに表示させる（
ステップＳ３２）。一方、プロジェクタ本体装置２は、電源ケーブルが接続された状態に
おいて常に遠隔操作機器３からの無線通信を受信できるように電波送受信部３４が起動さ
れた待機状態とされている（ステップＳ４１）。
【０１１４】
　そして、上記のようにリモコンアプリが起動されたときに、遠隔操作機器３の電波送受
信部６２が起動され、プロジェクタ本体装置２の電波送受信部３４との間で通信チャンネ
ルが確立される（ステップＳ３３、ステップＳ４２）。これにより、遠隔操作機器３は、
プロジェクタ本体装置２を遠隔操作する信号を、プロジェクタ本体装置２に対し無線送信
することができる。また、遠隔操作機器３は、メモリーカード５に記憶されているデータ
を、プロジェクタ本体装置２に対し無線送信することができる状態となる。
【０１１５】
　次いで、使用者が遠隔操作機器３のアップロードキー９８を操作すると（ステップＳ３
４）、プロジェクタ本体装置２に送信するファイルを選択するためのファイル転送用映像
表示処理が実行される（ステップＳ３５）。そして、ファイル転送用映像表示処理が実行
されると、ディスプレイ８７ａに図１１のファイル転送用映像Ｐｓが表示される。ファイ
ル転送用映像Ｐｓは、実施の形態１においてプロジェクタ本体装置２にＯＳＤ映像として
表示させていたファイル転送用映像Ｐと略同様の内容のものである。すなわち、ファイル
転送用映像Ｐｓには、メモリーカードに記憶されているファイル名一覧、すなわちメモリ
ーカードに記憶されているデータ一覧を示す映像Ｐｓ１が含まれている。また、ファイル
転送用映像Ｐｓには、転送されるファイル名の一覧、即ち、送信データとして選択された
データ一覧を示す映像Ｐｓ２が含まれている。また、ファイル転送用映像Ｐには、選択さ
れたデータを送信するためのＵＰ　ＬＯＡＤキーを示す映像Ｐｓ３、及び選択されたデー
タの送信状況を示す映像Ｐｓ４が含まれている。
【０１１６】
　この実施の形態においては、送信すべきファイルデータは、データ一覧を示す映像Ｐｓ
１に記載されたファイル名の中から選択される。ファイル名の選択は、映像Ｐｓ１に示さ
れたファイル名のうちの、送信すべきファイル名にタッチする、所謂タッチ式操作により
行われる。実施の形態２における遠隔操作機器３の送信データ選択機能は、このように実
行される機能をいう。また、この送信データ選択機能における送信データ選択用操作部は
、タッチ操作により送信すべきファイルの選択を可能とした映像Ｐｓ１により構成されて
いる。
【０１１７】
　映像Ｐｓ１におけるタッチ操作により選択されたデータファイルは、選択されたデータ
一覧を示す映像Ｐｓ２に表示される（ステップＳ３６）。また、ファイル転送用映像Ｐｓ
においては、映像Ｐｓ２に表示されたデータファイル名を例えば異なる色で表示される。
【０１１８】
　そして、ステップＳ３６で使用者による送信データの選択が完了した後に、使用者がＵ
Ｐ　ＬＯＡＤキーを示す映像Ｐ３にタッチすると、映像Ｐｓ３の外周線が太くなる。そし
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て、制御部７１は、ステップＳ３６で選択されたファイル、即ち、プロジェクタ本体装置
２に送信するデータとして選択された送信データを送信し（ステップＳ３７）、電波送受
信部６２に受信させる（ステップＳ４３）。
【０１１９】
　映像Ｐｓ４における表示「ＵＰ　ＬＯＡＤ」は、選択されたデータファイルが送信中で
あることを示しており、送信が完了するとその表示が変わる。例えば、その表示が「ＣＯ
ＭＰＬＥＴＥ」に変化する（ステップＳ３８）。このようにして、データファイルの送信
動作が終了する。
【０１２０】
　上記のように、メモリーカード５に記憶されたデータは、遠隔操作機器３からプロジェ
クタ本体装置２へ送信される。そして、受信されたデータは、プロジェクタ本体装置２の
記憶部３２に記憶される。
【０１２１】
　次に、記憶部３２に記憶されたデータの取り扱い動作について述べる。
　以上のごとき投写型映像表示装置１は、実施の形態１の場合と同様に、映像表示すべき
ファイルを選択するためのファイル選択用映像（不図示）をプロジェクタ本体装置２に表
示することによって、記憶部３２に記憶されているデータの中から映像表示させるデータ
を選択することができる。なお、選択された映像の表示は、その都度遠隔操作機器３から
データを無線送信する必要がないので、随時繰り返し映像を表示しても無線送信のために
電力が消費されることがない。
【０１２２】
　また、投写型映像表示装置１は、実施の形態１の場合と同様に、プロジェクタ本体装置
２の消去データ選択機能及びデータ消去機能により、記憶部３２に記憶されているデータ
の中から消去する消去データを決定し、これを記憶部３２から消去することができる。
【０１２３】
　このデータ消去作業は次のように行われる。使用者は、遠隔操作機器３のリモコンアプ
リを起動したときに表示される遠隔操作画面を用い、デリートキー９９をタッチすること
により、プロジェクタ本体装置２に図７に表示されているファイル消去用映像Ｑを表示さ
せる。そして、使用者は、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧を示す映像Ｑ１
において、消去データ選択用操作部として操作部９０の選択キー９６及びポインタ移動キ
ー９７を操作して記憶データファイル名の中から消去すべきデータファイル名を選択し、
選択キー９６にタッチしてこれを映像Ｑ２に表示させる。
【０１２４】
　次いで、選択キー９６及びポインタ移動キー９７を操作して消去したい全てのファイル
が映像Ｑ２に表示された後に、使用者がポインタ移動キー９７によりポインタを下方に移
動させて、ＤＥＬＥＴＥキーを示す映像Ｑ３を選択する。そこで、選択キー９６にタッチ
すると、映像Ｑ４の外周線が太くなり、消去したいファイルが消去される。ファイル消去
中は、映像Ｑ４に「ＤＥＬＥＴＥ」と表示されているが、ファイル消去が完了すると「Ｃ
ＯＭＰＬＥＴＥ」と表示される。
【０１２５】
　以上のように構成された実施の形態２に係る投写型映像表示装置１は、前述の実施の形
態１に係る（１）～（５）に相当する効果を奏することができることに加え、下記の効果
を奏することができる。
【０１２６】
　（６）プロジェクタ本体装置を遠隔操作する機能、及びメモリーカード５などの情報記
憶媒体に記憶されているデータをプロジェクタ本体装置２に転送する機能を遠隔操作機器
３に集約することができるので、使用者の使い勝手が向上する。また、従来一般のリモー
トコントローラも使用できるので、情報記憶媒体に記憶されているデータをプロジェクタ
本体装置２に転送する必要のないときには、このリモートコントローラも使用することも
できる。
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【０１２７】
　（７）情報記憶媒体に記憶されているデータをプロジェクタ本体装置２に転送する際に
は、手元の遠隔操作機器３のディスプレイ８７ａを見ながら操作することができるので、
離れたプロジェクタ本体装置２の投写画面を見る必要がなく、操作性が向上する。
【０１２８】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について図１２～図１４に基づいて説明する。
　実施の形態３に係る投写型映像表示装置１は、実施の形態２において、プロジェクタ本
体装置２の記憶部３２に記憶されたデータの取扱いを変更したものである。以下この相違
点を中心に実施の形態３について説明する。なお、以下の説明において、実施の形態２と
の共通の要素には同一の符号を用い、その説明を省略又は簡略化するものとする。また、
この実施の形態に関する以下の説明において単に遠隔操作機器３というときは、スマート
フォンを意味するものとする。
【０１２９】
　実施の形態２との比較における第１の変更点は、映像表示すべきファイルを選択するた
めのファイル選択用映像の表示である。ファイル選択用映像は、実施の形態２においては
プロジェクタ本体装置２によってＯＳＤ表示されていたが、実施の形態３においては遠隔
操作機器３のディスプレイ８７ａに表示するように構成されている。
【０１３０】
　また、実施の形態２との比較における変更の第２は、記憶部３２に表示されているデー
タの中から消去するデータを選択するためのファイル消去用映像の表示である。ファイル
消去用映像は、実施の形態２においてはプロジェクタ本体装置２によってＯＳＤ表示され
ていたが、実施の形態３においてはこれを遠隔操作機器３のディスプレイ８７ａに表示す
るように構成されている。
【０１３１】
　このような変更を行うために、図１２に図示するように、実施の形態３に係る遠隔操作
機器３の遠隔操作画面は、ファイル選択用映像Ｒｓをディスプレイ８７ａに表示するため
の表示キー１０１と、ファイル消去用映像Ｑｓ（図１４参照）をディスプレイ８７ａに表
示するためのデリートキー１０２とを備えている。デリートキー１０２は、実施の形態２
におけるデリートキー９９に代わり設けられるものである。
【０１３２】
　そして、この実施の形態においては、前記第１の変更点に係わる、記憶部３２に記憶さ
れているデータの中から映像表示するデータを選択する表示データ選択機能、及び選択さ
れたデータを表示する表示機能が、次のように行われる。
【０１３３】
　遠隔操作機器３の操作面のホームキー９１ａを押圧してリモコンアプリを起動させた状
態において、使用者が表示キー１０１にタッチする。これにより、プロジェクタ本体装置
２の記憶部３２に記憶されているデータファイル名がダウンロードされ、遠隔操作機器３
のディスプレイ８７ａに図１３に示すようなファイル選択用映像Ｒｓが表示される。この
表示は、図１２のような遠隔操作画面に切り替わって表示されるものであってもよいし、
同一ディスプレイ８７ａに並列的に表示されるものであってもよい。
【０１３４】
　ファイル選択用映像Ｒｓには、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧、即ち、
記憶部３２に記憶されているデータ一覧を示す映像Ｒｓ１が含まれている。
　次に、使用者は、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧を示す映像Ｒｓ１の中
から所望のファイルを選択し、このファイル名にタッチする。これにより、選択されたフ
ァイル情報がプロジェクタ本体装置２へ送信される。そして、プロジェクタ本体装置２の
制御部４１が選択されたファイルを映像処理し、これを映像として表示する。
【０１３５】
　次に、この実施の形態においては、前記第２の変更点に係わる、記憶部３２に記憶され
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ているデータの中から消去する消去データを選択する消去データ選択機能、及び選択され
たデータを消去するデータ消去機能が、次のように行われる。
【０１３６】
　遠隔操作機器３の操作面のホームキー９１ａを押圧してリモコンアプリを起動させた状
態において、デリートキー１０２にタッチする。これにより、プロジェクタ本体装置２の
記憶部３２に記憶されているデータファイル名がダウンロードされ、遠隔操作機器３のデ
ィスプレイ８７ａにファイル消去用映像Ｑｓ（図１４参照）が表示される。この表示は、
図１２のような遠隔操作画面に切り替わって表示されるものであってもよいし、同一ディ
スプレイ８７ａに並列的に表示されるものであってもよい。
【０１３７】
　ファイル消去用映像Ｑｓには、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧、即ち、
記憶部３２に記憶されているデータ一覧を示す映像Ｑｓ１が含まれている。また、ファイ
ル消去用映像Ｑｓには、消去されるファイル名の一覧、即ち、この映像に基づき消去デー
タとして選択されたデータ一覧を示す映像Ｑｓ２が含まれている。また、ファイル消去用
映像Ｑｓには、選択されたファイルを消去するためのＤＥＬＥＴＥキーを示す映像Ｑｓ３
及びプロジェクタ本体装置２のデータ消去状況を示す映像Ｑｓ４が含まれている。
【０１３８】
　使用者は、ファイル消去用映像Ｑｓが表示された後、次のようにして消去したいファイ
ルの選択及びその実行を行う。
　まず、使用者は、記憶部３２に記憶されているファイル名の一覧を示す映像Ｑｓ１にお
いて所望のファイルを選択し、このファイル名にタッチする。こうすると、消去したいフ
ァイル名が映像Ｑｓ２に表示される。このようにして選択された消去したいファイルは全
て映像Ｑｓ２に表示される。
【０１３９】
　次に、使用者は、ディスプレイ８７ａに表示されているＤＥＬＥＴＥキーを示す映像Ｑ
ｓ３にタッチすることにより、選択したファイルの消去を実行することができる。使用者
により消去が実行されると、プロジェクタ本体装置２側に消去するファイル名のリストが
送信され、プロジェクタ本体装置２の制御部４１が記憶部３２に記憶されて該当ファイル
を消去する。この間、映像Ｑｓ３は、外周線が太くなり消去中であることが表示される。
一方、映像Ｑｓ４は、ファイル消去中は「ＤＥＬＥＴＥ」と表示され、全てのファイルの
消去が完了すると「ＣＯＭＰＬＥＴＥ」と変更して表示される。
【０１４０】
　以上のごとく、使用者は、ファイル消去用映像Ｑｓが遠隔操作機器３に表示されること
により、ファイル消去用映像Ｑｓを参照して、記憶部３２に記憶されているデータ、消去
するデータとして選択した消去データ、及びプロジェクタ本体装置２のデータ消去状況を
確認することができる。
【０１４１】
　以上のように構成された実施の形態３に係る投写型映像表示装置１は、前述の実施の形
態１に係る（１）～（５）に相当する効果、並びに、前述の実施の形態２に係る（６）～
（７）に相当する効果を奏することができることに加え、下記の効果を奏することができ
る。
【０１４２】
　（８）使用者は、メモリーカード５に記憶されているデータをプロジェクタ本体装置２
に転送する操作、同装置の記憶部３２に記憶されているファイルの映像表示操作、及び、
同記憶部３２に記憶されているファイルの消去操作を、全て手元の遠隔操作機器３のディ
スプレイ８７ａを見ながら行うことができる。したがって、使用者は、これら操作につい
ては離れたプロジェクタ本体装置２の投写画面を見る必要がなく、操作性が向上する。
【０１４３】
　（９）この投写型映像表示装置によれば、記憶部３２に記憶されているファイルの消去
のために、プロジェクタ本体装置２にＯＳＤ表示させる必要がない。したがって、使用者
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は、所望の映像の投射を継続しながら、不要なファイルの消去作業を行うことができる。
【０１４４】
　（１０）また、記憶部３２に記憶されているファイルの消去は、プロジェクタ本体装置
２にＯＳＤ表示させる必要がないので、プロジェクタ本体装置がランプを点灯しないスタ
ンバイ状態において行うことができる。したがって、ファイル消去作業に要する所要電力
を節減することができる。
【０１４５】
　（変形例）
　なお、本発明は、上記実施の形態に限られず、本発明の趣旨に基づいて種々の設計変更
をすることが可能であって、それらを本発明の範囲から除外するものではない。例えば、
上記実施の形態を以下のように変更してもよく、以下の変更を組み合わせて実施してもよ
い。
【０１４６】
　・上記各実施の形態では、プロジェクタ本体装置２は表示データ選択機能を有している
が、この機能を省略することもできる。このような構成においては、プロジェクタ本体装
置２が、記憶部３２に記憶されている複数のファイルを映像として順次表示することによ
って、記憶部３２に記憶されているデータに基づく映像を順次表示することができる。
【０１４７】
　・上記各実施の形態では、プロジェクタ本体装置２は消去データ選択機能を有している
が、この機能を省略することもできる。このような構成においては、プロジェクタ本体装
置２が、データ消去機能において、プロジェクタ本体装置２が記憶部３２に記憶されてい
る全てのファイルを削除する構成を採用することができる。
【０１４８】
　・上記各実施の形態では、遠隔操作機器３は送信データ選択機能を有しているが、この
機能を省略することもできる。このような構成においては、遠隔操作機器３が、データ送
信機能において、メモリーカード５に記憶されているデータの全てを送信する構成を採用
することができる。
【０１４９】
　・上記実施の形態１では、遠隔操作機器３の信号送信部である電波送受信部３４は電波
としてデータを送信する構成であるが、メモリーカード５に記憶されているデータを赤外
線として送信することもできる。即ち、信号受信部は、例えば、赤外線としてデータを送
信する赤外線送信部６１により構成することもできる。このような構成の変更に併せて、
プロジェクタ本体装置２の信号受信部を、例えば、赤外線受信部３３により構成すること
もできる。
【０１５０】
　・上記実施の形態１では、プロジェクタ本体装置２がファイル転送用映像Ｐを表示する
が、図１５に示すように、遠隔操作機器３に例えば液晶パネルにより構成される表示部１
０５を設けて、この表示部１０５にファイル転送用映像を表示させる構成を採用すること
もできる。このような構成によれば、プロジェクタ本体装置２がファイル転送用映像Ｐを
ＯＳＤ映像として表示する必要がなくなる。
【０１５１】
　・上記実施の形態１では、ＯＳＤ映像として転送完了メッセージを含む映像を表示させ
ることによりファイル転送完了したことを報知する構成であるが、図１５に示すように、
遠隔操作機器３に例えばスピーカーにより構成される報知部１０６を設けて、この報知部
１０６によりファイル転送完了したことを報知する構成を採用することもできる。また、
図１５に示す表示部１０５によりファイル転送完了したことを報知する構成を採用するこ
ともできる。即ち、遠隔操作機器３の表示部１０５により報知部を構成することもできる
。
【０１５２】
　・上記実施の形態１では、電源部７２から電波送受信部６２への電力の供給の遮断は、
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制御部７１により行われているが、図１５に示すように、例えば操作部５０にスライドス
イッチ５９を設けて、この操作部５０のスライドスイッチ５９により、電源部７２から電
波送受信部６２への電力の供給のオン／オフを切り替える構成を採用することもできる。
【０１５３】
　・上記各実施の形態では、プロジェクタ本体装置２は映像信号入力部２１及び操作部３
１を備える構成であるが、映像信号入力部２１及び操作部３１を省略することもできる。
また、プロジェクタ本体装置２に、メモリーカード５が接続される記憶媒体接続部を設け
る構成を採用することもできる。
【０１５４】
　・上記実施の形態１では、操作部５０は押しボタンスイッチにより構成されているが、
押しボタンスイッチ以外のマンマシンインタフェースにより構成することもできる。例え
ばタッチパネルにより操作部５０を構成することもできる。
【０１５５】
　・上記各実施の形態では、映像生成部１２はドットマトリクス型の液晶ライトバルブに
より構成されているが、映像生成部１２が微小鏡を格子状に配列したＤＭＤ（Digital Mi
cromirror Device）により構成することもできる。このような構成の場合には、映像信号
に基づいてＤＭＤが駆動され、そして、光源１１からＤＭＤに入射した光が、ＤＭＤで反
射されることによって、映像信号に基づいた映像が生成される。
【０１５６】
　・上記各実施の形態における記憶部３２は、プロジェクタ本体装置２に内蔵されたメモ
リーである。しかし、この記憶部３２を、プロジェクタ本体装置２に内蔵されたメモリー
に加え、例えばメモリーカードのように着脱可能に取り扱えるメモリーを使用できるよう
にしてもよい。このようにすれば、着脱自在のメモリーを増設メモリーとして利用するこ
とができる。また、プロジェクタ本体装置２を卓上設置した場合のように、プロジェクタ
本体装置２を手の届く位置に設置した場合には、この外部メモリーを直接プロジェクタ本
体装置２に装着して使用することもできる。このように、記憶部３２において着脱可能な
メモリーを使用可能とすることにより、より一層利便性が向上する。
【０１５７】
　・実施の形態２において、接続されたメモリーカードを、遠隔操作機器３が外部から受
信したデータを記憶させる記憶部の一部として利用できるように構成してもよい。
　・上記実施の形態２及び３では、プロジェクタ本体装置２の電源オン／オフを切り替え
る信号や、プロジェクタ本体装置２の動作の設定を行う信号を送信する従来一般のリモー
トコントローラを使用可能としているが、遠隔操作機器３としてのスマートフォンのみに
より遠隔操作させるようにしてもよい。
【０１５８】
　・上記実施の形態２及び３では、遠隔操作機器３によるデータ送信作業において、ファ
イル転送用映像Ｐｓを遠隔操作機器３としてのスマートフォンのディスプレイ８７ａに表
示させていたが、実施の形態１の場合のように、これに代わる映像をプロジェクタ本体装
置２側にＯＳＤ映像として表示させる方法とすることも可能である。
【０１５９】
　・上記実施の形態２及び３では、スマートフォンのカメラにより撮影された映像データ
や、インターネット或いはメールから得られたデータを、一端記憶部にファイル名を付し
て記憶させるなど適宜の処理をした後に、遠隔操作機器３の電波送受信部８４からプロジ
ェクタ本体装置２へ送信するようにしてもよい。このように構成すれば、遠隔操作機器の
付加価値が向上する。
【符号の説明】
【０１６０】
　１…投写型映像表示装置、２…プロジェクタ本体装置、３…遠隔操作機器、４…天井取
付ハンガー、５…メモリーカード（情報記憶媒体）、３２…記憶部、３３…赤外線受信部
、３４…電波送受信部（信号受信部）、４１…制御部、５０，９０…操作部、６１…赤外
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線送信部、６２…電波送受信部（信号送信部）、６３，８１…記憶媒体接続部。
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