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(57)【要約】
【課題】複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続
したプロジェクションシステムにおいて、プロジェクタ
ーの出力する音声のずれを抑制する。
【解決手段】複数のプロジェクター２００をデイジーチ
ェーン接続したプロジェクションシステム１であって、
各プロジェクター２００は、ＨＤＭＩ信号が入力される
ＨＤＭＩ受信部２５２と、ＨＤＭＩ信号を、接続順にお
いて下位のプロジェクター２００に出力するＨＤＭＩ送
信部２５６と、プロジェクター２００における遅延を示
す遅延情報を他のプロジェクター２００に出力する通信
制御部２８４と、を備え、各々のプロジェクター２００
は、各々のプロジェクター２００にＨＤＭＩ信号が入力
されるタイミングと、接続順において最下位に位置する
プロジェクター２００に前ＨＤＭＩ信号が入力されるタ
イミングとの時間差に対応して、スピーカー２４３によ
り音声を出力するプロジェクションシステム１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続したプロジェクションシステムであって
、
　前記プロジェクターは、
　画像信号及び音声信号が入力される入力部と、
　前記入力部に入力される画像信号に基づき画像を投射する投射部と、
　前記入力部に入力される音声信号に基づき音声を出力する音声出力部と、
　前記入力部に入力される前記画像信号及び前記音声信号を、接続順において下位の前記
プロジェクターに出力する信号出力部と、
　前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を他の前記プロジェクターに出力する
遅延情報出力部と、を備え、
　前記デイジーチェーンを構成するいずれかの前記プロジェクターにおける遅延に対応す
るタイミングで、いずれか１以上の他の前記プロジェクターが、前記音声出力部により前
記音声信号に基づく音声を出力するプロジェクションシステム。
【請求項２】
　複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続したプロジェクションシステムであって
、
　前記プロジェクターは、
　画像信号及び音声信号が入力される入力部と、
　前記入力部に入力される画像信号に基づき画像を投射する投射部と、
　前記入力部に入力される音声信号に基づき音声を出力する音声出力部と、
　前記入力部に入力される前記画像信号及び前記音声信号を、接続順において下位の前記
プロジェクターに出力する信号出力部と、
　前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を他の前記プロジェクターに出力する
遅延情報出力部と、を備え、
　各々の前記プロジェクターは、各々の前記プロジェクターに前記画像信号が入力される
タイミングと、接続順において最下位に位置する前記プロジェクターに前記画像信号が入
力されるタイミングとの時間差に対応して、前記音声出力部により前記音声信号に基づく
音声を出力するプロジェクションシステム。
【請求項３】
　前記プロジェクターは、前記入力部に入力される前記画像信号に対し画像処理を実行す
る画像処理部を備え、
　前記遅延情報出力部は、前記入力部に入力される前記画像信号に対し前記画像処理部で
実行する処理に要する時間を反映した前記遅延情報を出力する請求項１又は２記載のプロ
ジェクションシステム。
【請求項４】
　前記遅延情報出力部は、前記画像信号が前記入力部に入力されてから前記信号出力部に
より出力されるまでの時間を示す前記遅延情報を出力する請求項１から３のいずれか１項
に記載のプロジェクションシステム。
【請求項５】
　前記プロジェクターは、前記画像信号が前記入力部に入力されてから前記信号出力部に
より出力されるまでの遅延時間を検出する遅延検出部を備え、
　前記遅延情報出力部は、前記遅延検出部により検出した前記遅延時間を示す前記遅延情
報を出力する請求項４記載のプロジェクションシステム。
【請求項６】
　いずれかの前記プロジェクターは、接続順において上位の前記プロジェクターが出力し
た前記遅延情報が示す時間に、前記画像信号が前記入力部に入力されてから前記信号出力
部により出力されるまでの間の時間を加えた時間を示す前記遅延情報を、前記遅延情報出
力部により出力する請求項４又は５に記載のプロジェクションシステム。
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【請求項７】
　いずれかの前記プロジェクターは、前記遅延情報出力部により、接続順において最上位
の前記プロジェクターに前記遅延情報を出力する請求項６記載のプロジェクションシステ
ム。
【請求項８】
　いずれかの前記プロジェクターは、接続順において最上位及び最下位の前記プロジェク
ターを除く前記プロジェクターのそれぞれにおける前記遅延情報を、接続順において最上
位の前記プロジェクターに出力する請求項７記載のプロジェクションシステム。
【請求項９】
　前記プロジェクターは、前記入力部に入力される前記画像信号に対し画像処理を実行す
る画像処理部を備え、
　前記プロジェクターは、前記画像処理部における処理内容が異なる複数の動作モードを
切り替えて実行可能に構成され、
　前記プロジェクターは、接続順ごと、及び複数の前記動作モードごとの遅延時間を登録
したテーブルを記憶した記憶部と、
　前記接続順、及び前記画像処理部の動作モードに対応した遅延時間で、前記入力部に入
力される音声信号に基づく音声を前記音声出力部に出力させる制御部と、
　を備えることを特徴とする請求項１又は２記載のプロジェクションシステム。
【請求項１０】
　接続順において最下位に位置する前記プロジェクターが前記音声信号に基づく音声を出
力するタイミングに対応して、最下位に位置する前記プロジェクター以外の前記プロジェ
クターが音声を出力する請求項１から９のいずれか１項に記載のプロジェクションシステ
ム。
【請求項１１】
　隣接する前記プロジェクターは、前記投射部により投射する画像が投射面において結合
するよう配置される請求項１から１０のいずれか１項に記載のプロジェクションシステム
。
【請求項１２】
　所定の接続順に従って接続される複数の前記プロジェクターにより投射される画像が投
射面において結合される請求項１から１１のいずれか１項に記載のプロジェクションシス
テム。
【請求項１３】
　画像を投射する投射部を備えるプロジェクターであって、
　音声信号が入力される入力部と、
　前記入力部に入力される音声信号に基づき音声を出力する音声出力部と、
　前記入力部に入力される前記音声信号を、外部プロジェクターに出力する信号出力部と
、
　前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を前記外部プロジェクターに出力する
遅延情報出力部と、
　前記遅延情報に基づいて、前記音声出力部及び前記外部プロジェクターにより前記音声
信号に基づき音声を出力するタイミングを決定する音声出力制御部と、
　を備えるプロジェクター。
【請求項１４】
　それぞれ画像を投射する複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続して構成される
プロジェクションシステムの制御方法であって、
　前記デイジーチェーンを構成する前記プロジェクターのいずれかから、接続順において
下位に位置する前記プロジェクターに音声信号を伝送し、
　いずれかの前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を、接続順において、より
下位に位置する前記プロジェクターに出力し、
　いずれかの前記プロジェクターにおける遅延に対応するタイミングで、いずれか１以上
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の他の前記プロジェクターにより前記音声信号に基づく音声を出力するプロジェクション
システムの制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクションシステム、プロジェクター、及びプロジェクションシステ
ムの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のプロジェクターをケーブルで接続し、接続された複数のプロジェクターに
より画像を投射するプロジェクションシステムが知られている（例えば、特許文献１参照
）。
　特許文献１は、ステレオ音声データに基づく音声を出力可能なプロジェクターを複数備
えるマルチプロジェクションシステムを開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１５４３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続したプロジェクションシステ
ムでは、上位のプロジェクターから下位のプロジェクターに音声信号を順次伝送する。こ
のため、各プロジェクターに音声信号が入力されるタイミングが異なり、各プロジェクタ
ーから出力される音声にずれが生じる場合があった。
　本発明は、複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続したプロジェクションシステ
ムにおいて、プロジェクターの出力する音声のずれを抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明は、複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続し
たプロジェクションシステムであって、前記プロジェクターは、画像信号及び音声信号が
入力される入力部と、前記入力部に入力される画像信号に基づき画像を投射する投射部と
、前記入力部に入力される音声信号に基づき音声を出力する音声出力部と、前記入力部に
入力される前記画像信号及び前記音声信号を、接続順において下位の前記プロジェクター
に出力する信号出力部と、前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を他の前記プ
ロジェクターに出力する遅延情報出力部と、を備え、前記デイジーチェーンを構成するい
ずれかの前記プロジェクターにおける遅延に対応するタイミングで、いずれか１以上の他
の前記プロジェクターが、前記音声出力部により前記音声信号に基づく音声を出力する。
　本発明によれば、いずれか１以上の他のプロジェクターが音声を出力するタイミングを
、いずれかのプロジェクターが音声を出力するタイミングに合わせることができる。この
た、め、プロジェクターの出力する音声のずれを抑制することができる。
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明は、複数のプロジェクターをデイジーチェーン接続し
たプロジェクションシステムであって、前記プロジェクターは、画像信号及び音声信号が
入力される入力部と、前記入力部に入力される画像信号に基づき画像を投射する投射部と
、前記入力部に入力される音声信号に基づき音声を出力する音声出力部と、前記入力部に
入力される前記画像信号及び前記音声信号を、接続順において下位の前記プロジェクター
に出力する信号出力部と、前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を他の前記プ
ロジェクターに出力する遅延情報出力部と、を備え、各々の前記プロジェクターは、各々
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の前記プロジェクターに前記画像信号が入力されるタイミングと、接続順において最下位
に位置する前記プロジェクターに前記画像信号が入力されるタイミングとの時間差に対応
して、前記音声出力部により前記音声信号に基づく音声を出力する。
　本発明によれば、各々のプロジェクターが音声を出力するタイミングを、接続順におい
て最下位に位置するプロジェクターが音声を出力するタイミングに合わせることができる
。このため、プロジェクターの出力する音声のずれを抑制することができる。
【０００７】
　また、本発明は、前記プロジェクターは、前記入力部に入力される前記画像信号に対し
画像処理を実行する画像処理部を備え、前記遅延情報出力部は、前記入力部に入力される
前記画像信号に対し前記画像処理部で実行する処理に要する時間を反映した前記遅延情報
を出力する。
　本発明によれば、遅延時間として、画像処理部で実行する処理に要する時間を反映した
時間が出力される。このため、画像処理部で実行する処理に要する時間を反映して各プロ
ジェクターが音声を出力するタイミングを設定することができる。
【０００８】
　また、本発明は、前記遅延情報出力部は、前記画像信号が前記入力部に入力されてから
前記信号出力部により出力されるまでの時間を示す前記遅延情報を出力する。
　本発明によれば、入力部に画像信号が入力されてから信号出力部により出力されるまで
の時間を他のプロジェクターに出力することができる。このため、他のプロジェクターに
おいて、入力部に画像信号が入力されてから信号出力部により出力されるまでの時間に基
づいて、最下位に位置するプロジェクターに画像信号が入力されるタイミングとの時間差
を求めることができる。従って、プロジェクターの出力する音声のずれをより効果的に抑
制することができる。
【０００９】
　また、本発明は、前記プロジェクターは、前記画像信号が前記入力部に入力されてから
前記信号出力部により出力されるまでの遅延時間を検出する遅延検出部を備え、前記遅延
情報出力部は、前記遅延検出部により検出した前記遅延時間を示す前記遅延情報を出力す
る。
　本発明によれば、プロジェクターにおいて、画像信号が入力部に入力されてから信号出
力部により出力されるまでの遅延時間を検出することができる。
【００１０】
　また、本発明は、いずれかの前記プロジェクターは、接続順において上位の前記プロジ
ェクターが出力した前記遅延情報が示す時間に、前記画像信号が前記入力部に入力されて
から前記信号出力部により出力されるまでの間の時間を加えた時間を示す前記遅延情報を
、前記遅延情報出力部により出力する。
　本発明によれば、上位のプロジェクターの遅延時間を反映させた遅延情報を下位のプロ
ジェクターに出力することができる。
【００１１】
　また、本発明は、いずれかの前記プロジェクターは、前記遅延情報出力部により、接続
順において最上位の前記プロジェクターに前記遅延情報を出力する。
　本発明によれば、最上位のプロジェクターにおいて、下位のプロジェクターの遅延情報
に基づいて音声の出力タイミングを設定させることができる。
【００１２】
　また、本発明は、いずれかの前記プロジェクターは、接続順において最上位及び最下位
の前記プロジェクターを除く前記プロジェクターのそれぞれにおける前記遅延情報を、接
続順において最上位の前記プロジェクターに出力する。
　本発明によれば、最上位のプロジェクターにおいて、音声の出力タイミングの設定に必
要なプロジェクターの遅延情報を、最上位のプロジェクターに入力させることができる。
【００１３】
　また、本発明は、前記プロジェクターは、前記入力部に入力される前記画像信号に対し
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画像処理を実行する画像処理部を備え、前記プロジェクターは、前記画像処理部における
処理内容が異なる複数の動作モードを切り替えて実行可能に構成され、前記プロジェクタ
ーは、接続順ごと、及び複数の前記動作モードごとの遅延時間を登録したテーブルを記憶
した記憶部と、前記接続順、及び前記画像処理部の動作モードに対応した遅延時間で、前
記入力部に入力される音声信号に基づく音声を前記音声出力部に出力させる制御部と、を
備える。
　本発明によれば、接続順、及び画像処理部の動作モードに対応した遅延時間で、音声出
力部に音声を出力させることができる。
【００１４】
　また、本発明は、接続順において最下位に位置する前記プロジェクターが前記音声信号
に基づく音声を出力するタイミングに対応して、最下位に位置する前記プロジェクター以
外の前記プロジェクターが音声を出力する。
　本発明によれば、最下位に位置するプロジェクター以外のプロジェクターが音声を出力
するタイミングを、最下位に位置するプロジェクターが音声を出力するタイミングに合わ
せることができる。
【００１５】
　また、本発明は、隣接する前記プロジェクターは、前記投射部により投射する画像が投
射面において結合するよう配置される。
　本発明によれば、隣接するプロジェクターが投射する画像を投射面において結合させる
ことができる。
【００１６】
　また、本発明は、所定の接続順に従って接続される複数の前記プロジェクターにより投
射される画像が投射面において結合される。
　本発明によれば、複数のプロジェクターが投射する画像を投射面において結合させるこ
とができる。
【００１７】
　上記課題を解決するため、本発明は、画像を投射する投射部を備えるプロジェクターで
あって、音声信号が入力される入力部と、前記入力部に入力される音声信号に基づき音声
を出力する音声出力部と、前記入力部に入力される前記音声信号を、外部プロジェクター
に出力する信号出力部と、前記プロジェクターにおける遅延を示す遅延情報を前記外部プ
ロジェクターに出力する遅延情報出力部と、前記遅延情報に基づいて、前記音声出力部及
び前記外部プロジェクターにより前記音声信号に基づき音声を出力するタイミングを決定
する音声出力制御部と、を備える。
　本発明によれば、遅延情報に基づいて、音声出力部及び外部プロジェクターが音声を出
力するタイミングが決定される。このため、プロジェクター及び外部プロジェクターの出
力する音声のずれを抑制することができる。
【００１８】
　上記課題を解決するため、本発明は、それぞれ画像を投射する複数のプロジェクターを
デイジーチェーン接続して構成されるプロジェクションシステムの制御方法であって、前
記デイジーチェーンを構成する前記プロジェクターのいずれかから、接続順において下位
に位置する前記プロジェクターに音声信号を伝送し、いずれかの前記プロジェクターにお
ける遅延を示す遅延情報を、接続順において、より下位に位置する前記プロジェクターに
出力し、いずれかの前記プロジェクターにおける遅延に対応するタイミングで、いずれか
１以上の他の前記プロジェクターにより前記音声信号に基づく音声を出力する。
　本発明によれば、いずれか１以上の他のプロジェクターが音声を出力するタイミングを
、いずれかのプロジェクターが音声を出力するタイミングに合わせることができる。この
た、め、プロジェクターの出力する音声のずれを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】プロジェクションシステムの概略を示すシステム構成図。
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【図２】画像供給装置の構成を示す構成図。
【図３】プロジェクターの構成を示す構成図。
【図４】プロジェクションシステムの動作を示すシーケンス図。
【図５】プロジェクターの動作を示すフローチャート。
【図６】テーブルの構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明を適用した実施形態のシステム構成図である。
　本実施形態のプロジェクションシステム１は、画像供給装置１００と、複数のプロジェ
クター２００とを備える。図１には、複数のプロジェクター２００としてプロジェクター
２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄの４機を示すが、プロジェクションシステム１
を構成するプロジェクター２００の台数は４機に限定されるものではない。以下の説明に
おいて、プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄを特に区別する必要が
ない場合は、プロジェクター２００と表記する。プロジェクター２００Ａは、本発明の「
接続順において最上位のプロジェクター」に相当する。また、プロジェクター２００Ｄは
、本発明の「接続順において最下位のプロジェクター」に相当する。
【００２１】
　画像供給装置１００は、プロジェクター２００Ａに接続される。画像供給装置１００は
、プロジェクター２００ＡにＨＤＭＩ（登録商標）信号を供給する。ＨＤＭＩ信号には、
画像データや音声データが含まれる。画像データは、動画像の画像データであってもよい
し、静止画像の画像データであってもよい。また、音声データは、モノラルの音声データ
であってもよいし、ステレオ（２チャンネル）の音声データであってもよい。また、ステ
レオ（２チャンネル）よりも多くの音声チャネルを用いるサラウンド方式（５．１チャン
ネルや７．１チャンネル）の音声データであってもよい。
【００２２】
　画像供給装置１００には、例えばノート型ＰＣ(Personal Computer)、デスクトップ型
ＰＣやタブレット端末、スマートフォン、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等を用
いることができる。また、画像供給装置１００として、ビデオ再生装置、ＤＶＤ（Digita
l Versatile Disk）プレーヤー、ブルーレイディスクプレーヤー、ハードディスクレコー
ダー、テレビチューナー装置、ＣＡＴＶ（Cable television）のセットトップボックス、
ビデオゲーム機等を用いてもよい。
【００２３】
　図２は、画像供給装置１００の構成を示す構成図である。
　画像供給装置１００は、制御部１１０、再生部１２０、記録媒体１３０、ＨＤＭＩ（登
録商標）インターフェイス（以下、インターフェイスをＩ／Ｆと略記する）部１４０を備
える。制御部１１０は、画像供給装置１００を制御する。再生部１２０は、制御部１１０
の制御により、ＤＶＤやＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）等の記録媒体１３０に記録されたコ
ンテンツを再生する。また、再生部１２０は、再生したコンテンツの画像データや音声デ
ータをＨＤＭＩＩ／Ｆ部１４０に出力する。
　ＨＤＭＩＩ／Ｆ部１４０は、ＨＤＭＩケーブル２１に接続される。ＨＤＭＩケーブル２
１は、一方の端部をＨＤＭＩＩ／Ｆ部１４０に接続し、他方の端部をプロジェクター２０
０ＡのＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａに接続する。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部１４０は、入力される画
像データ及び音声データを、制御部１１０の制御に基づいて、所定の伝送フォーマットの
ＨＤＭＩ信号に変換する。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部１４０は、制御部１１０の制御に基づき、Ｈ
ＤＭＩ信号をＨＤＭＩケーブル２１に出力する。
　なお、再生部１２０は、フラッシュメモリー等の半導体記憶装置やＨＤＤ等の磁気記憶
装置、光磁気記憶装置に記憶されたコンテンツを再生してもよい。また、ネットワーク上
のサーバー装置からダウンロードされたコンテンツを再生部１２０で再生する構成であっ
てもよい。
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【００２４】
　プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ及び２００Ｄは、ＨＤＭＩケーブル２２
、２３、２４によりデイジーチェーン接続される。プロジェクター２００Ｂは、ＨＤＭＩ
ケーブル２２を介してプロジェクター２００Ａに接続する。プロジェクター２００Ｃは、
ＨＤＭＩケーブル２３を介してプロジェクター２００Ｂに接続する。プロジェクター２０
０Ｄは、ＨＤＭＩケーブル２４を介してプロジェクター２００Ｄに接続する。また、プロ
ジェクター２００Ａと、末端に位置するプロジェクター２００Ｄとは、ＨＤＭＩケーブル
２５により接続される。
【００２５】
　プロジェクター２００Ａは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａを備える。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２
５０Ａは、ＨＤＭＩ受信部２５２Ａ、２５４Ａ及びＨＤＭＩ送信部２５６Ａを備える。図
１では、ＨＤＭＩ受信部を「Ｒｘ」と表記し、ＨＤＭＩ送信部を「Ｔｘ」と表記する。
　ＨＤＭＩ受信部２５２Ａは、ＨＤＭＩケーブル２１により画像供給装置１００に接続さ
れる。ＨＤＭＩ受信部２５４Ａは、ＨＤＭＩケーブル２５によりプロジェクター２００Ｄ
に接続される。また、ＨＤＭＩ送信部２５６Ａは、ＨＤＭＩケーブル２２によりプロジェ
クター２００Ｂに接続される。ＨＤＭＩ受信部２５２Ａは、本発明の「入力部」に相当し
、ＨＤＭＩ送信部２５６Ａは、本発明の「信号出力部」に相当する。
【００２６】
　プロジェクター２００Ａは、画像供給装置１００から送信されるＨＤＭＩ信号をＨＤＭ
Ｉ受信部２５２Ａで受信する。プロジェクター２００Ａは、受信したＨＤＭＩ信号を取り
込んでプロジェクター２００Ａ内の画像処理部２６０Ａ（図３参照）や音声処理部２４０
Ａ（図３参照）において処理する。また、プロジェクター２００Ａは、ＨＤＭＩ送信部２
５６Ａにより、ＨＤＭＩ信号をプロジェクター２００Ｂに送信する。また、プロジェクタ
ー２００Ａは、プロジェクター２００Ｄから送信されるＨＤＭＩ信号をＨＤＭＩ受信部２
５４Ａで受信する。
【００２７】
　プロジェクター２００Ｂは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ｂを備える。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２
５０Ｂは、ＨＤＭＩ受信部２５２Ｂと、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｂとを備える。ＨＤＭＩ受
信部２５２Ｂは、ＨＤＭＩケーブル２２によりプロジェクター２００Ａに接続される。Ｈ
ＤＭＩ送信部２５６Ｂは、ＨＤＭＩケーブル２３によりプロジェクター２００Ｃに接続さ
れる。ＨＤＭＩ受信部２５２Ｂは、本発明の「入力部」に相当し、ＨＤＭＩ送信部２５６
Ｂは、本発明の「信号送信部」に相当する。
　プロジェクター２００Ｂは、プロジェクター２００Ａから送信されるＨＤＭＩ信号をＨ
ＤＭＩ受信部２５２Ｂで受信する。プロジェクター２００Ｂは、受信したＨＤＭＩ信号を
取り込んでプロジェクター２００Ｂ内の画像処理部２６０Ｂや音声処理部２４０Ｂ（とも
に図示省略）において処理する。また、プロジェクター２００Ｂは、ＨＤＭＩ送信部２５
６Ｂにより、ＨＤＭＩ信号をプロジェクター２００Ｃに送信する。
【００２８】
　プロジェクター２００Ｃは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ｃを備える。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２
５０Ｃは、ＨＤＭＩ受信部２５２Ｃと、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｃとを備える。ＨＤＭＩ受
信部２５２Ｃは、ＨＤＭＩケーブル２３によりプロジェクター２００Ｂに接続される。Ｈ
ＤＭＩ送信部２５６Ｃは、ＨＤＭＩケーブル２４によりプロジェクター２００Ｄに接続さ
れる。ＨＤＭＩ受信部２５２Ｃは、本発明の「入力部」に相当し、ＨＤＭＩ送信部２５６
Ｃは、本発明の「信号送信部」に相当する。
　プロジェクター２００Ｃは、プロジェクター２００Ｂから送信されるＨＤＭＩ信号をＨ
ＤＭＩ受信部２５２Ｃで受信する。プロジェクター２００Ｃは、受信したＨＤＭＩ信号を
取り込んでプロジェクター２００Ｃ内の画像処理部２６０Ｃや音声処理部２４０Ｃ（とも
に図示省略）において処理する。また、プロジェクター２００Ｃは、ＨＤＭＩ送信部２５
６Ｃにより、ＨＤＭＩ信号をプロジェクター２００Ｄに送信する。
【００２９】
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　プロジェクター２００Ｄは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ｄを備える。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２
５０Ｄは、ＨＤＭＩ受信部２５２Ｄと、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｄとを備える。ＨＤＭＩ受
信部２５２Ｄは、ＨＤＭＩケーブル２４によりプロジェクター２００Ｃに接続される。Ｈ
ＤＭＩ送信部２５６Ｄは、ＨＤＭＩケーブル２５によりプロジェクター２００Ａに接続さ
れる。ＨＤＭＩ受信部２５２Ｄは、本発明の「入力部」に相当し、ＨＤＭＩ送信部２５６
Ｄは、本発明の「信号送信部」に相当する。
　プロジェクター２００Ｄは、プロジェクター２００Ｃから送信されるＨＤＭＩ信号をＨ
ＤＭＩ受信部２５２Ｄで受信する。プロジェクター２００Ｄは、受信したＨＤＭＩ信号を
取り込んでプロジェクター２００Ｄ内の画像処理部２６０Ｄや音声処理部２４０Ｄ（とも
に図示省略）において処理する。また、プロジェクター２００Ｄは、ＨＤＭＩ送信部２５
６Ｄにより、ＨＤＭＩ信号をプロジェクター２００Ａに送信する。
【００３０】
　ＨＤＭＩケーブル２１、２２、２３、２４及び２５は、画像データや音声データ、制御
情報の伝送用のデータ線を有する。このデータ線は、ＴＭＤＳ（Transition Minimized D
ifferential Signaling）チャネル＃０，＃１，＃２の３つのデータ線である。これらの
データ線は、差動信号であるＨＤＭＩ信号を一方向にシリアルに伝送するデータ線である
。また、ＨＤＭＩケーブル２１、２２、２３、２４及び２５は、この他に、ＣＥＣ（Cons
umer Electronics Control）線やＤＤＣ（Display Data Channel）線を有する。ＣＥＣ線
は、ＨＤＭＩケーブルに接続した機器間で、制御用のデータを双方向に通信する信号線で
ある。ＤＤＣ線は、Ｅ－ＥＤＩＤ（Enhanced Extended Display Identification Data）
の読み出しに使用される２本の信号線である。Ｅ－ＥＤＩＤは、ＨＤＭＩ信号の供給を受
ける側の装置であるシンク機器を特定するデバイス情報である。ＨＤＭＩケーブル２１に
接続した画像供給装置１００とプロジェクター２００Ａとの間では、プロジェクター２０
０Ａがシンク機器として動作する。ＨＤＭＩケーブル２２に接続したプロジェクター２０
０Ａとプロジェクター２００Ｂとの間では、プロジェクター２００Ｂがシンク機器として
動作する。ＨＤＭＩケーブル２３に接続したプロジェクター２００Ｂとプロジェクター２
００Ｃとの間では、プロジェクター２００Ｃがシンク機器として動作する。ＨＤＭＩケー
ブル２４に接続したプロジェクター２００Ｃとプロジェクター２００Ｄとの間では、プロ
ジェクター２００Ｄがシンク機器として動作する。ＨＤＭＩケーブル２５に接続したプロ
ジェクター２００Ｄとプロジェクター２００Ａとの間では、プロジェクター２００Ａがシ
ンク機器として動作する。
【００３１】
　図１には、プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄを横方向に一列で
配置し、各プロジェクター２００がスクリーンＳＣに画像を横並びで投射する場合を示す
。プロジェクター２００Ａは、画像をスクリーンＳＣの投射領域１０Ａに投射し、プロジ
ェクター２００Ｂは、画像をスクリーンＳＣの投射領域１０Ｂに投射する。また、プロジ
ェクター２００Ｃは、画像をスクリーンＳＣの投射領域１０Ｃに投射し、プロジェクター
２００Ｄは、画像をスクリーンＳＣの投射領域１０Ｄに投射する。
【００３２】
　プロジェクションシステム１は、プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ及び２
００Ｄが投射する画像をスクリーンＳＣにおいて結合させ、一つの大画面の画像をスクリ
ーンＳＣに投射するタイリング投射を行う。すなわち、タイリング投射では、隣接するプ
ロジェクター２００は、投射部２１０により投射する画像がスクリーンＳＣにおいて結合
するように配置される。本実施形態では、プロジェクター２００Ａ及び２００Ｂ、プロジ
ェクター２００Ｂ及び２００Ｃ、プロジェクター２００Ｃ及び２００Ｄが隣接するプロジ
ェクター２００に相当する。
【００３３】
　また、タイリング投射では、プロジェクター２００は、投射する画像の縁が隣接するプ
ロジェクター２００が投射する画像の縁と互いに重なり合うように画像を投射する。これ
は、投射される画像の境界が目立たないようにするためである。例えば、プロジェクター
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２００Ａが投射する画像と、その右側に位置するプロジェクター２００Ｂが投射する画像
とは、互いの縁が重なって重畳領域１１を形成する。同様に、プロジェクター２００Ｂが
投射する画像と、その右側に位置するプロジェクター２００Ｃが投射する画像とは、互い
の縁が重なって重畳領域１２を形成する。同様に、プロジェクター２００Ｃが投射する画
像と、その右側に位置するプロジェクター２００Ｄが投射する画像とは、互いの縁が重な
って重畳領域１３を形成する。
【００３４】
　また、本実施形態は、プロジェクター２００Ａ～２００Ｄが画像を投射する投射対象が
スクリーンＳＣ（投射面）である場合を例にして説明するが、投射対象は、スクリーンＳ
Ｃに限定されない。投射対象は、一様な平面であってもよいし、曲面、不連続面あるいは
凹凸を有する面などであってもよい。具体的には、建物の壁面や物体の表面を投射対象と
することができる。
　また、プロジェクター２００Ａ～２００Ｄの設置方法は、平置きに限定されるものでは
なく、プロジェクター２００Ａ～２００Ｄを天井から吊り下げる天吊り設置や、壁面に掛
ける壁掛け設置とすることも可能である。
　また、図１には、プロジェクター２００Ａ～２００Ｄを横一列に並べて配置した場合を
示すが、プロジェクター２００Ａ～２００Ｄを縦一列に並べて配置してもよい。また、プ
ロジェクター２００Ａ～２００Ｄを２行２列に並べて配置してもよい。
【００３５】
　図３は、プロジェクター２００Ａの構成を示す構成図である。プロジェクター２００Ａ
は、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａが２つのＨＤＭＩ受信部２５２Ａ及び２５４Ａを備える点
でプロジェクター２００Ｂ及び２００Ｃとは構成が異なる。しかし、これ以外の構成は、
プロジェクター２００Ａ～２００Ｃで共通であるため、代表してプロジェクター２００Ａ
の構成について説明する。
　また、以下の説明では、各プロジェクター２００の機能ブロックを区別するため、プロ
ジェクター２００Ａの機能ブロックには「Ａ」の符号を付し、プロジェクター２００Ｂの
機能ブロックには「Ｂ」の符号を付す。同様に、プロジェクター２００Ｃの機能ブロック
には「Ｃ」の符号を付し、プロジェクター２００Ｄの機能ブロックには「Ｄ」の符号を付
して説明する。例えば、プロジェクター２００Ａの制御部を制御部２８０Ａと表記し、プ
ロジェクター２００Ｂの制御部を制御部２８０Ｂと表記する。同様に、プロジェクター２
００Ｃの制御部を制御部２８０Ｃと表記し、プロジェクター２００Ｄの制御部を制御部２
８０Ｄと表記する。
【００３６】
　プロジェクター２００ＡのＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、ＨＤＭＩ受信部２５２Ａ、２
５４Ａと、ＨＤＭＩ送信部２５６Ａとを備える。
　ＨＤＭＩ受信部２５２Ａ及び２５４Ａは、ＨＤＭＩケーブル２１、２５のそれぞれに接
続する接続端子と、受信したＨＤＭＩ信号を処理して、画像データや音声データ、制御情
報に変換するインターフェイス回路とをそれぞれに備える。
　また、ＨＤＭＩ送信部２５６Ａは、ＨＤＭＩケーブル２２を接続する接続端子と、画像
データや音声データ、制御情報をＨＤＭＩ信号に変換するインターフェイス回路とを備え
る。
【００３７】
　プロジェクター２００Ａは、光学的な画像の形成を行い、スクリーンＳＣに画像を投射
する投射部２１０Ａを備える。投射部２１０Ａは、光源部２１１Ａ、光変調装置２１２Ａ
及び投射光学系２１３Ａを備える。
　光源部２１１Ａは、キセノンランプや、超高圧水銀ランプ、ＬＥＤ（Light Emitting D
iode）、レーザー光源等からなる光源を備える。また、光源部２１１Ａは、光源が発した
光を光変調装置２１２Ａに導くリフレクター及び補助リフレクターを備えていてもよい。
さらに、光源部２１１Ａは、投射光の光学特性を高めるためのレンズ群、偏光板、又は光
源が発した光の光量を光変調装置２１２Ａに至る経路上で低減させる調光素子等（いずれ
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も図示略）を備えていてもよい。
【００３８】
　光源部２１１Ａは、光源駆動部２２１Ａにより駆動される。光源駆動部２２１Ａは、内
部バス２９０Ａに接続され、同じく内部バス２９０Ａに接続された制御部２８０Ａの制御
によって光源部２１１Ａの光源を点灯及び消灯させる。
【００３９】
　光変調装置２１２Ａは、例えば、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）及びＢ（青）の三原色に対応した
３枚の液晶パネル２１５Ａを備える。すなわち、光変調装置２１２Ａは、Ｒ（赤）の色光
に対応した液晶パネル２１５Ａと、Ｇ（緑）の色光に対応した液晶パネル２１５Ａと、Ｂ
（青）の色光に対応した液晶パネル２１５Ａとを備える。光源部２１１Ａが発する光はＲ
ＧＢの３色の色光に分離され、それぞれ対応する液晶パネル２１５Ａに入射される。３枚
の液晶パネル２１５Ａは、透過型の液晶パネルであり、透過する光を変調して画像光を生
成する。各液晶パネル２１５Ａを通過して変調された画像光は、クロスダイクロイックプ
リズム等の合成光学系によって合成され、投射光学系２１３Ａに射出される。
【００４０】
　光変調装置２１２Ａは、光変調装置駆動部２２２Ａにより駆動される。光変調装置駆動
部２２２Ａは、内部バス２９０Ａに接続される。
　光変調装置駆動部２２２Ａには、画像処理部２６０ＡからＲ，Ｇ，Ｂの各原色に対応す
る画像データが入力される。光変調装置駆動部２２２Ａは、入力された画像データを液晶
パネル２１５Ａの動作に適したデータ信号に変換する。光変調装置駆動部２２２Ａは、変
換したデータ信号に基づいて、各液晶パネル２１５Ａの各画素に電圧を印加し、各液晶パ
ネル２１５Ａに画像を描画する。
【００４１】
　投射光学系２１３Ａは、光変調装置２１２Ａにより変調された画像光をスクリーンＳＣ
に投射して、スクリーンＳＣ上に結像させるレンズ群を備える。また、投射光学系２１３
Ａは、スクリーンＳＣに投射される画像を拡大又は縮小させるズーム機構や、フォーカス
の調整を行うフォーカス調整機構を備えていてもよい。
【００４２】
　プロジェクター２００Ａは、操作パネル２３１Ａ、リモコン受光部２３５Ａ及び入力処
理部２３３Ａを備える。操作パネル２３１Ａ及びリモコン受光部２３５Ａは、内部バス２
９０Ａに接続された入力処理部２３３Ａに接続される。
　操作パネル２３１Ａには、プロジェクター２００Ａを操作するための各種操作キーが設
けられる。操作パネル２３１Ａには、例えば、プロジェクター２００Ａの電源オン又は電
源オフを指示するための電源キー、各種設定を行うためのメニューキー等が設けられる。
入力処理部２３３Ａは、操作キーが操作されると、操作されたキーに対応した操作信号を
制御部２８０Ａに出力する。
【００４３】
　また、プロジェクター２００Ａは、ユーザーが使用するリモコン５を有する。リモコン
５は各種のボタンを備えており、これらのボタンの操作に対応して赤外線信号を送信する
。
　リモコン受光部２３５Ａは、リモコン５から送信される赤外線信号を受光する。入力処
理部２３３Ａは、リモコン受光部２３５Ａが受光した赤外線信号をデコードして、リモコ
ン５における操作内容を示す操作信号を生成し、制御部２８０Ａに出力する。
【００４４】
　プロジェクター２００Ａは、音声処理部２４０Ａ及びスピーカー２４３Ａを備える。音
声処理部２４０Ａ及びスピーカー２４３Ａは、本発明の「音声出力部」に相当する。
　音声処理部２４０Ａは、音声データに復号化、Ｄ／Ａ変換、増幅等の信号処理を施し、
アナログの音声信号に変換してスピーカー２４３Ａに出力する。
【００４５】
　プロジェクター２００Ａは、無線通信部２４７Ａを備える。無線通信部２４７Ａは、内
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部バス２９０Ａに接続され、制御部２８０Ａの制御に従って動作する。
　無線通信部２４７Ａは、図示しないアンテナやＲＦ（Radio Frequency）回路等を備え
、制御部２８０Ａの制御の下、外部の装置との間で無線通信を実行する。無線通信部２４
７Ａの無線通信方式には、例えば無線ＬＡＮ（Local Area Network）、Bluetooth（登録
商標）、ＵＷＢ（Ultra Wide Band）、赤外線通信等の近距離無線通信方式を採用できる
。また、無線通信部２４７Ａの無線通信方式として携帯電話回線を利用した無線通信方式
を採用できる。
【００４６】
　プロジェクター２００Ａは、画像処理系を備える。この画像処理系は、プロジェクター
２００Ａの全体を統合的に制御する制御部２８０Ａを中心に構成され、この他に、画像処
理部２６０Ａ、フレームメモリー２６５Ａ及び記憶部２７０Ａを備える。制御部２８０Ａ
、画像処理部２６０Ａ及び記憶部２７０Ａは、内部バス２９０Ａによりデータ通信可能に
相互に接続される。
【００４７】
　画像処理部２６０Ａは、画像供給装置１００から受信した画像データをフレームメモリ
ー２６５Ａに展開して処理する。画像処理部２６０Ａが行う処理には、例えば、解像度変
換（スケーリング）処理又はリサイズ処理、歪み補正等の形状補正処理、デジタルズーム
処理、色調補正処理、輝度補正処理等が含まれる。画像処理部２６０Ａは、制御部２８０
Ａにより指定された処理を実行し、必要に応じて、制御部２８０Ａから入力されるパラメ
ーターを使用して処理を行う。また、画像処理部２６０Ａは、上記のうち複数の処理を組
み合わせて実行することも勿論可能である。画像処理部２６０Ａは、処理が終了した画像
データをフレームメモリー２６５Ａから読み出し、光変調装置駆動部２２２Ａに出力する
。
【００４８】
　記憶部２７０Ａは、例えば、ハードディスク装置等の補助記憶装置である。記憶部２７
０Ａは、ＤＲＡＭ（Dynamic RAM）、大容量の情報の記憶が可能なフラッシュメモリー又
はＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc）等
の光ディスクで代替されてもよい。記憶部２７０Ａは、制御部２８０Ａが実行する制御プ
ログラムや各種データを記憶する。
　また、記憶部２７０Ａは、プロジェクター２００Ａや、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄ
の識別情報を記憶する。記憶部２７０Ｂ、２７０Ｃ、２７０Ｄについても同様である。各
プロジェクター２００の識別情報は、ユーザーが操作パネル２３１Ａを操作して入力して
もよいし、ＤＤＣ線を介してＥ－ＥＤＩＤから読み出した各プロジェクター２００のデバ
イス情報を使用してもよい。
【００４９】
　制御部２８０Ａは、ハードウェアとしてＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ（いずれも図示略）、
その他の周辺回路（いずれも図示略）等を備え、プロジェクター２００の各部を制御する
。ＲＯＭは、フラッシュＲＯＭ等の不揮発性の記憶装置であり、制御プログラム及びデー
タを記憶する。ＲＡＭは、ＣＰＵが演算処理を行う際のワークエリアとして使用される。
ＣＰＵは、ＲＯＭや記憶部２７０Ａから読み出した制御プログラムをＲＡＭに展開し、展
開した制御プログラムを実行してプロジェクター２００Ａの各部を制御する。
【００５０】
　制御部２８０Ａは、機能ブロックとして、投射制御部２８１Ａ、表示制御部２８２Ａ、
遅延検出部２８３Ａ及び通信制御部２８４Ａを備える。通信制御部２８４Ａは、本発明の
「遅延情報出力部」に相当する。遅延検出部２８３Ａは、本発明の「遅延検出部」及び「
音声出力制御部」に相当する。これらの機能ブロックは、ＣＰＵが制御プログラムに従っ
て演算処理を実行することで実現される機能をブロックとして便宜的に示したものであり
、特定のアプリケーションやハードウェアを示すものではない。
【００５１】
　投射制御部２８１Ａは、プロジェクター２００Ａの各部を制御して、スクリーンＳＣに
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画像を表示させる。例えば、投射制御部２８１Ａは、光変調装置駆動部２２２Ａを制御し
て液晶パネル２１５Ａに画像データに基づく画像を描画させる。また、投射制御部２８１
Ａは、光源駆動部２２１Ａを制御して光源部２１１Ａの光源の点灯と消灯とを制御し、ま
た光源の輝度を調整する。
【００５２】
　表示制御部２８２Ａは、画像処理部２６０Ａを制御して画像処理部２６０Ａに画像処理
を実行させる。
　例えば、表示制御部２８２Ａは、記憶部２７０Ａに記憶させた画像データのサムネイル
を生成して操作・表示パネル２３１Ａに表示させる。表示制御部２８２Ａは、操作・表示
パネル２３１Ａやリモコン５の操作により画像データが選択されると、選択された画像デ
ータを記憶部２７０Ａから読み出して画像処理部２６０Ａに出力する。この際、表示制御
部２８２Ａは、画像処理部２６０Ａに実行させる画像処理の指示や、実行させる画像処理
に必要なパラメーターを画像処理部２６０Ａに出力する。
　また、表示制御部２８２Ａは、操作・表示パネル２３１Ａに表示させる操作画面や操作
ボタンが表示されたＧＵＩ（Graphical User Interface）画面のデータを生成して、操作
・表示パネル２３１Ａに表示させる。
【００５３】
　また、表示制御部２８２Ａは、上位の装置（プロジェクター２００Ａの場合、画像供給
装置１００）から受信する配置情報に基づいて範囲情報を生成する。一つの大画面の画像
をスクリーンＳＣに投射するタイリング投射では、画像データを複数に分割し、プロジェ
クションシステム１を構成するプロジェクター２００の各々に、分割した画像データの各
々を投射させる。範囲情報は、分割された画像データの範囲のうち、プロジェクター２０
０Ａが投射する画像データの範囲を示す情報である。
　プロジェクター２００Ｂ～２００Ｄにおいても、各表示制御部２８２Ｂ～２８２Ｄは、
配置情報に基づいて、プロジェクター２００Ｂ～２００Ｄの各々が投射する画像データの
範囲を示す範囲情報をそれぞれに生成する。
【００５４】
　配置情報は、接続台数、接続形態（トポロジー）、先頭に位置するプロジェクター２０
０の位置情報、カウンターの値等の情報が含まれる。
　接続台数は、デイジーチェーン接続によって接続されたプロジェクター２００の台数の
情報である。本実施形態の接続台数は、プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ及
び２００Ｄの４台である。
　接続形態は、デイジーチェーン接続による接続の形態を示す情報である。接続形態には
、例えば、複数のプロジェクター２００を横一列に並べた形態や、縦一列に並べた形態、
Ｎ行Ｍ列（Ｎ及びＭは任意の自然数）に並べた形態等がある。
【００５５】
　先頭に位置するプロジェクター２００の位置情報は、画像供給装置１００に接続したプ
ロジェクター２００の位置を示す情報である。本実施形態では、プロジェクター２００Ａ
を画像供給装置１００に接続しているため、位置情報は「左」となる。プロジェクター２
００Ｄを画像供給装置１００に接続した場合、位置情報は「右」となる。また、プロジェ
クター２００Ｂを画像供給装置１００に接続した場合、位置情報は「左から２番目」とな
り、プロジェクター２００Ｃを画像供給装置１００に接続した場合、位置情報は「右から
２番目」となる。
　また、複数のプロジェクター２００を縦一列に並べた形態の場合、位置情報は、例えば
、「上」、「下」、「上から２番目」、「下から２番目」といった情報となる。また、複
数のプロジェクター２００をＮ行Ｍ列に並べた形態の場合、位置情報は、例えば、「上か
ら２行目、左から３番目」といった情報となる。
【００５６】
　カウンターの値は、各プロジェクター２００の位置を特定する情報である。
　例えば、画像供給装置１００は、値を「０」に設定したカウンターを含む配置情報をプ
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ロジェクター２００Ａに出力する。プロジェクター２００Ａの表示制御部２８２Ａは、配
置情報に含まれるカウンターの値が「０」であるため、プロジェクター２００Ａの位置が
先頭であると判定する。表示制御部２８２Ａは、カウンターの値を「１」加算して、値を
「１」に設定したカウンターを含む配置情報をプロジェクター２００Ｂに出力する。プロ
ジェクター２００Ｂの表示制御部２８２Ｂは、配置情報に含まれるカウンターの値が「１
」であるため、プロジェクター２００Ｂの位置が先頭から２番目であると判定する。
　以下、同様に、表示制御部２８２Ｂ、２８２Ｃは、カウンターの値を「１」加算して、
値を「２」、「３」にそれぞれ設定したカウンターを含む配置情報を後段のプロジェクタ
ー２００Ｃ、２００Ｄにそれぞれ出力する。配置情報が入力された後段のプロジェクター
２００Ｃ、２００Ｄは、カウンターの値に基づいて自身の位置を判定する。また、最下位
のプロジェクター２００であるプロジェクター２００Ｄは、カウンターの値と、接続台数
の情報とに基づいて、自身が最下位のプロジェクター２００であると判定する。
【００５７】
　表示制御部２８２Ａは、配置情報に含まれる接続台数、接続形態、カウンターの値等に
基づいて範囲情報を生成する。本実施形態は、４台のプロジェクター２００を横一列に配
置した接続形態であり、プロジェクター２００Ａはプロジェクションシステム１の左端に
位置する。このため、表示制御部２８２Ａは、画像データの縦方向に平行な方向で画像デ
ータを４分割した４つの範囲のうち、一番左側の範囲を範囲情報と判定し、この範囲を示
す範囲情報を生成する。
　表示制御部２８２Ａは、画像処理部２６０Ａに画像データを処理させるとき、すなわち
、画像の投射開始前に、生成した範囲情報を画像処理部２６０Ａに出力する。画像処理部
２６０Ａは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａが受信した画像データが入力されると、入力した
画像データから範囲情報が示す範囲を切り出し、切り出した範囲の画像データに対して画
像処理を行う。
【００５８】
　遅延検出部２８３Ａは、遅延時間を計測する。具体的には、遅延検出部２８３Ａは、Ｈ
ＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａが画像供給装置１００からＨＤＭＩ信号を受信してから、ＨＤＭ
ＩＩ／Ｆ部２５０ＡがＨＤＭＩ信号を後段のプロジェクター２００Ｂに出力するまでの時
間を遅延時間として計測する。遅延検出部２８３Ａの動作の詳細については後述する。
【００５９】
　通信制御部２８４Ａは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａを制御して、画像供給装置１００や
各プロジェクター２００との通信を行う。
【００６０】
　本実施形態のプロジェクションシステム１は、各プロジェクター２００から出力される
音声のずれを低減することで、多チャンネル音声データの再生が可能なシステムである。
　複数のプロジェクター２００をデイジーチェーン接続したプロジェクションシステム１
は、ＨＤＭＩ信号を上位のプロジェクター２００から下位のプロジェクター２００に順次
伝送する構成である。このため、各プロジェクター２００にＨＤＭＩ信号が入力されるタ
イミングが異なる。このため、各プロジェクター２００が入力されたＨＤＭＩ信号を処理
してそのまま再生する構成の場合、各プロジェクター２００で再生される画像や音声にズ
レが生じる場合あった。特に、複数のプロジェクター２００により、一つの画像を投射す
るタイリング投射では、画像のズレが目立ち、多チャンネル音声データを再生する場合、
音声のズレが目立つ場合があった。
【００６１】
　ＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングが最も遅いプロジェクター２００は、プロジェク
ションシステム１の最下位に位置するプロジェクター２００Ｄである。このため、プロジ
ェクター２００Ｄよりも上位に位置するプロジェクター２００Ａ、２００Ｂ及び２００Ｃ
の画像及び音声の再生タイミングを、プロジェクター２００Ｄの再生タイミングに合わせ
る制御を行う。
【００６２】
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　具体的には、プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ及び２００Ｃの各々に、ＨＤＭＩ信号
が入力されてから、ＨＤＭＩ信号を後段のプロジェクター２００に出力するまでの遅延時
間（内部遅延）を計測させる。ここでは、プロジェクター２００Ａの遅延時間を遅延時間
Ｄ１と表記し、プロジェクター２００Ｂの遅延時間を遅延時間Ｄ２と表記し、プロジェク
ター２００Ｃの遅延時間を遅延時間Ｄ３と表記する。
【００６３】
　プロジェクター２００Ａ～２００Ｃは、プロジェクター２００Ａ～２００Ｃの各々にＨ
ＤＭＩ信号が入力されるタイミングと、最下位のプロジェクター２００ＤにＨＤＭＩ信号
が入力される時間差に対応して、スピーカー２４３Ａ～２４３Ｃから音声を出力する。
　プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ及び２００Ｃ各々は、計測した遅延時間に基づいて
、プロジェクター２００Ａ、２００Ｂ及び２００Ｃの各々が、画像及び音声の再生を開始
するタイミングを決定する。
【００６４】
　プロジェクター２００ＣにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングは、プロジェクター２
００ＤにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングより、プロジェクター２００Ｃの遅延時間
Ｄ３だけ速い。このため、プロジェクター２００Ｃの画像及び音声の再生タイミングを、
遅延時間Ｄ３だけ遅延させる。
　また、プロジェクター２００ＢにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングは、プロジェク
ター２００ＤにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングより、プロジェクター２００Ｂの遅
延時間Ｄ２、及びプロジェクター２００Ｃの遅延時間Ｄ３だけ速い。このため、プロジェ
クター２００Ｂの画像及び音声の再生タイミングを、遅延時間Ｄ２＋Ｄ３だけ遅延させる
。
　また、プロジェクター２００ＡにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングは、プロジェク
ター２００ＤにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングより、遅延時間Ｄ１＋Ｄ２＋Ｄ３だ
け速い。このため、プロジェクター２００Ａの画像及び音声の再生タイミングを、遅延時
間Ｄ１＋Ｄ２＋Ｄ３だけ遅延させる。
【００６５】
　図４は、プロジェクションシステム１の動作を示すシーケンス図である。
　まず、画像供給装置１００は、プロジェクター２００Ａに配置情報を送信する（ステッ
プＳ１）。プロジェクター２００Ａの通信制御部２８４Ａは、画像供給装置１００から配
置情報を受信すると、受信した配置情報をメモリーに記憶させる。また、プロジェクター
２００Ａの通信制御部２８４Ａは、配置情報に含まれるカウンターの値を「１」加算して
カウントアップする（ステップＳ２）。プロジェクター２００Ａは、「１」加算したカウ
ンターを含む配置情報をプロジェクター２００Ｂに送信する（ステップＳ３）。
【００６６】
　プロジェクター２００Ｂの通信制御部２８４Ｂは、プロジェクター２００Ａから配置情
報を受信する。プロジェクター２００Ｂの表示制御部２８２Ｂは、受信した配置情報をメ
モリーに記憶させる。また、プロジェクター２００Ｂの通信制御部２８４Ｂは、受信した
配置情報に含まれるカウンターの値を「１」加算して、カウンターの値をカウントアップ
する（ステップＳ４）。プロジェクター２００Ｂは、値を変更したカウンターを含む配置
情報をプロジェクター２００Ｃに送信する（ステップＳ５）。
【００６７】
　プロジェクター２００Ｃの通信制御部２８４Ｃは、は、プロジェクター２００Ｂから配
置情報を受信する。プロジェクター２００Ｃの通信制御部２８４Ｃは、受信した配置情報
をメモリーに記憶させる。また、プロジェクター２００Ｃの通信制御部２８４Ｃは、受信
した配置情報に含まれるカウンターの値を「１」加算して、カウンターの値をカウントア
ップする（ステップＳ６）。プロジェクター２００Ｃの通信制御部２８４Ｃは、値を変更
したカウンターを含む配置情報をプロジェクター２００Ｄに送信する（ステップＳ７）。
【００６８】
　プロジェクター２００Ｄの通信制御部２８４Ｄは、プロジェクター２００Ｃから配置情
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報を受信すると、配置情報を受信したことを示す受信通知をプロジェクター２００Ａに送
信する（ステップＳ８）。
【００６９】
　プロジェクター２００Ａの遅延検出部２８３Ａは、プロジェクター２００Ｄから受信通
知を受信すると、遅延時間Ｄ１の計測を開始する。図５は、プロジェクター２００Ａの遅
延時間Ｄ１の計測手順を示すフローチャートである。ここで、図５に示すフローチャート
を参照しながら、プロジェクター２００Ａの遅延時間Ｄ１の計測手順を説明する。
【００７０】
　画像供給装置１００は、遅延時間の計測用のＨＤＭＩ信号を、予め設定された時間間隔
でプロジェクター２００Ａに送信する。計測用のＨＤＭＩ信号には、画像データや、垂直
同期信号、水平同期信号、音声データ等が含まれる。この画像データや音声データは、遅
延時間の計測用に予め用意したものであってもよいし、記録媒体１３０に記録された画像
データを使用して、画像供給装置１００が生成したものであってもよい。
【００７１】
　プロジェクター２００Ａは、ＨＤＭＩ受信部２５２ＡによりＨＤＭＩ信号を受信すると
（ステップＳ１）、シリアルデータからパラレルデータへの変換、デコード等の処理を行
って、ＨＤＭＩ信号に重畳されたデジタルデータを取り出す（ステップＳ２２）。
【００７２】
　次に、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、取り出したデジタルデータに垂直同期信号が含ま
れるか否かを判定する（ステップＳ２３）。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、取り出したデ
ジタルデータに垂直同期信号が含まれない場合（ステップＳ２３／ＮＯ）、ステップＳ２
６の処理に移行する。また、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、取り出したデジタルデータに
垂直同期信号が含まれる場合（ステップＳ２３／ＹＥＳ）、遅延検出部２８３Ａに割り込
み信号を出力する。遅延検出部２８３Ａは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａから割り込み信号
が入力されると、タイマーの計時を開始する（ステップＳ２４）。また、遅延検出部２８
３Ａは、画像処理部２６０Ａに画像処理の実行を指示する（ステップＳ２５）。
　ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、引き続き受信するＨＤＭＩ信号から取り出した画像デー
タを画像処理部２６０Ａに出力する。また、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、ＨＤＭＩ信号
から音声データが取り出された場合、この音声データを遅延検出部２８３Ａに出力する。
遅延検出部２８３Ａは、入力される音声データをメモリーに記憶させる。
【００７３】
　画像処理部２６０Ａは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａから画像データが入力されると、入
力された画像データに画像処理を行う（ステップＳ２６）。画像処理部２６０Ａが行う画
像処理は、予め設定された画像処理であってもよいし、画像データの種類に対応した画像
処理であってもよい。また、画像処理部２６０Ａが行う画像処理は、１つの処理であって
もよいし、例えば、デジタルズーム処理、色調補正処理、輝度補正処理等の複数の処理を
組み合わせた処理であってもよい。
　画像データの種類に対応した画像処理とは、例えば、画像処理部２６０Ａに入力された
画像データが２４コマ／秒のフィルムモードの画像データである場合、画像処理部２６０
Ａは、フレーム補間処理を行って中間フレームを生成する処理を実行する。画像処理部２
６０Ａは、画像処理が終了すると、画像処理の終了した画像データをＨＤＭＩＩ／Ｆ部２
５０Ａに出力する。
【００７４】
　遅延検出部２８３Ａは、垂直同期信号や水平同期信号の挿入タイミングをＨＤＭＩＩ／
Ｆ部２５０Ａに指示する。また、遅延検出部２８３Ａは、画像データが途切れるブランキ
ング期間に、音声データを含むＨＤＭＩ信号の生成を指示する。
【００７５】
　ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、遅延検出部２８３Ａから垂直同期信号の挿入を指示され
ると、垂直同期信号を含むデータに、エンコード、シリアル変換等の処理を行ってＨＤＭ
Ｉ信号を生成する（ステップＳ２８）。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、生成したＨＤＭＩ
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信号をＨＤＭＩ送信部２５６Ａによりプロジェクター２００Ｂに送信する（ステップＳ２
９）。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、垂直同期信号を含むＨＤＭＩ信号の送信が終了する
と、制御部２８０Ａに割り込み信号を出力する。
　遅延検出部２８３Ａは、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａから割り込み信号が入力されること
で、タイマーの計時を終了し（ステップＳ３０）、タイマーにより計時した時間を遅延時
間Ｄ１としてメモリーに記憶させる（ステップＳ３１）。プロジェクター２００Ａの遅延
検出部２８３Ａにより計測される遅延時間は、画像処理部２６０Ａが実行する画像処理に
要する時間を反映した時間である。プロジェクター２００Ｂ～２００Ｃにおいて計測され
る遅延時間も、画像処理部２６０Ｂ、２６０Ｃが実行する画像処理に要する時間を反映し
た時間である。プロジェクター２００Ａ～２００Ｃにおいて計測される遅延時間は、画像
処理部が実行する画像処理以外の処理に要する時間を含めてもよい。
【００７６】
　また、ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、垂直同期信号の挿入の指示がない場合（ステップ
Ｓ２７／ＮＯ）、画像処理部２６０Ａから入力された画像データに、エンコード、シリア
ル変換等の処理を行ってＨＤＭＩ信号を生成する（ステップＳ３２）。また、ＨＤＭＩＩ
／Ｆ部２５０Ａは、遅延検出部２８３Ａから音声データの生成が指示されると、例えば、
メモリーから音声データを読み出して、エンコード、シリアル変換等の処理を行ってＨＤ
ＭＩ信号を生成する（ステップＳ３２）。ＨＤＭＩＩ／Ｆ部２５０Ａは、生成したＨＤＭ
Ｉ信号をＨＤＭＩ送信部２５６Ａによりプロジェクター２００Ｂに送信する（ステップＳ
３３）。
【００７７】
　図４に示すシーケンス図を参照しながら引き続き説明する。
　プロジェクター２００Ａは、遅延時間Ｄ１の計測が終了すると、プロジェクター２００
Ｂに、遅延時間Ｄ２の計測を指示する（ステップＳ１０）。プロジェクター２００Ｂは、
プロジェクター２００Ａから遅延時間Ｄ２の計測を指示されると、プロジェクター２００
Ａと同様の手順で遅延時間Ｄ２の計測を行う（ステップＳ１１）。プロジェクター２００
Ｂの遅延検出部２８３Ｂは、プロジェクター２００Ａと同様に、垂直同期信号を含むＨＤ
ＭＩ信号が入力されたタイミングでタイマーの計測を開始する。また、遅延検出部２８３
Ｂは、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｂが、垂直同期信号を含むＨＤＭＩ信号をＨＤＭＩケーブル
２３に出力したタイミングでタイマーの計測を終了し、計測された時間を遅延時間Ｄ２と
してメモリーに記憶させる。
【００７８】
　プロジェクター２００Ｂが受信するＨＤＭＩ信号に含まれる画像データは、プロジェク
ター２００Ａによって画像処理が施された画像データである。例えば、プロジェクター２
００Ａは、画像処理として中間フレームを生成した場合、生成した中間フレームを含む画
像データを、ＨＤＭＩ信号としてプロジェクター２００Ｂに送信する。従って、プロジェ
クター２００Ｂは、プロジェクター２００ＡからＨＤＭＩ信号を受信すると、受信したＨ
ＤＭＩ信号から垂直同期信号や、水平同期信号、画像データ、音声データ等を取り出す。
そして、プロジェクター２００Ｂは、取り出した垂直同期信号や、水平同期信号、画像デ
ータ、音声データを含むＨＤＭＩ信号を生成し、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｂによりプロジェ
クター２００Ｃに送信する。
【００７９】
　プロジェクター２００Ｂの通信制御部２８４Ｂは、計測された遅延時間Ｄ２をプロジェ
クター２００Ｃに送信する。プロジェクター２００Ｂからプロジェクター２００Ｃに送信
される遅延時間Ｄ２は、本発明の「遅延情報」に相当する。
　また、プロジェクター２００Ｂの通信制御部２８４Ｂは、プロジェクター２００Ｃに、
遅延時間Ｄ３の計測を指示する（ステップＳ１２）。
【００８０】
　プロジェクター２００Ｃの遅延検出部２８３Ｃは、プロジェクター２００Ｂから遅延時
間Ｄ３の計測を指示されると、プロジェクター２００Ａと同様の手順で遅延時間Ｄ３の計
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測を行う（ステップＳ１３）。プロジェクター２００Ｃの遅延検出部２８３Ｃは、プロジ
ェクター２００Ａと同様に、垂直同期信号を含むＨＤＭＩ信号が入力されたタイミングで
タイマーの計測を開始する。また、遅延検出部２８３Ｃは、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｃが、
垂直同期信号を含むＨＤＭＩ信号をＨＤＭＩケーブル２４に出力したタイミングでタイマ
ーの計測を終了し、計測された時間を遅延時間Ｄ３とする。
　なお、プロジェクター２００Ｃが受信するＨＤＭＩ信号に含まれる画像データは、プロ
ジェクター２００Ａによって画像処理が施された画像データである。このため、プロジェ
クター２００Ｃは、プロジェクター２００ＢからＨＤＭＩ信号を受信すると、受信したＨ
ＤＭＩ信号から垂直同期信号や、水平同期信号、画像データ、音声データ等を取り出す。
そして、プロジェクター２００Ｃは、取り出した垂直同期信号や、水平同期信号、画像デ
ータ、音声データを含むＨＤＭＩ信号を生成し、ＨＤＭＩ送信部２５６Ｃによりプロジェ
クター２００Ｄに送信する。
【００８１】
　プロジェクター２００Ｃの遅延検出部２８３Ｃは、計測された遅延時間Ｄ３をメモリー
に記憶させる。また、通信制御部２８４Ｃは、計測された遅延時間Ｄ３と、プロジェクタ
ー２００Ｂが計測した遅延時間Ｄ２とをプロジェクター２００Ｄに送信する（ステップＳ
１４）。また、通信制御部２８４Ｃは、計測された遅延時間Ｄ３に、プロジェクター２０
０Ｂが計測した遅延時間Ｄ２を加算した時間を遅延時間としてプロジェクター２００Ｄに
送信してもよい。この後、プロジェクター２００Ｃは、プロジェクター２００ＢからＨＤ
ＭＩ信号を受信すると、受信したＨＤＭＩ信号から取り出した画像や音声の再生開始タイ
ミングを、遅延時間Ｄ３だけ遅延させる。
　プロジェクター２００Ｃは、遅延情報としての遅延時間Ｄ２及びＤ３を、最上位のプロ
ジェクター２００Ａに出力する「いずれかのプロジェクター」に相当する。
【００８２】
　プロジェクター２００Ｄは、プロジェクター２００Ｃから遅延時間Ｄ２及びＤ３を受信
すると、受信した遅延時間Ｄ２及びＤ３をプロジェクター２００Ａに送信する（ステップ
Ｓ１５）。
　プロジェクター２００Ｄも、遅延情報としての遅延時間Ｄ２及びＤ３を、最上位のプロ
ジェクター２００Ａに出力する「いずれかのプロジェクター」に相当する。
【００８３】
　プロジェクター２００Ａは、計測した遅延時間Ｄ１に、受信した遅延時間Ｄ２及びＤ３
を加算した時間を遅延時間としてメモリーに記憶させる。また、プロジェクター２００Ａ
は、プロジェクター２００Ｃの計測した遅延時間Ｄ３をプロジェクター２００Ｂに送信す
る（ステップＳ１６）。プロジェクター２００Ｂは、計測した遅延時間Ｄ２に、受信した
遅延時間Ｄ３を加算した時間を遅延時間としてメモリーに記憶させる。
【００８４】
　この後、プロジェクター２００Ａは、画像供給装置１００からＨＤＭＩ信号を受信する
と、受信したＨＤＭＩ信号から取り出した画像や音声の再生開始タイミングを、遅延時間
Ｄ１＋Ｄ２＋Ｄ３だけ遅延させる。
　また、プロジェクター２００Ｂは、プロジェクター２００ＡからＨＤＭＩ信号を受信す
ると、受信したＨＤＭＩ信号から取り出した画像や音声の再生開始タイミングを、遅延時
間Ｄ２＋Ｄ３だけ遅延させる。
　また、プロジェクター２００Ｃは、プロジェクター２００ＢからＨＤＭＩ信号を受信す
ると、受信したＨＤＭＩ信号から取り出した画像や音声の再生開始タイミングを、遅延時
間Ｄ３だけ遅延させる。
　従って、接続順において最下位に位置するプロジェクター２００Ｄが音声を出力するタ
イミングに対応して、最下位に位置するプロジェクター２００Ｄ以外のプロジェクター２
００Ａ～２００Ｃが音声を出力することができる。
【００８５】
　ＨＤＭＩに準拠した通信方式では、音声データは、画像データの送信が途切れるブラン
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キング期間を利用して送信される。また、音声データの再生タイミングは、画像データの
再生タイミングに同期させなければならない。
　このため、プロジェクター２００Ａ～２００Ｃの各々において画像処理部２６０Ａ～２
６０Ｃが実行する画像処理に要する時間を遅延時間として計測する。そして、計測した遅
延時間に対応したタイミングでプロジェクター２００Ａ～２００Ｃが音声を出力すること
で、プロジェクター２００Ａ～２００Ｃが音声を出力するタイミングを、プロジェクター
２００Ｄが音声を出力するタイミングに合わせることができる。
【００８６】
　以上説明したように本実施形態は、複数のプロジェクター２００をデイジーチェーン接
続したプロジェクションシステム１である。プロジェクター２００は、ＨＤＭＩ受信部２
５２と、投射部２１０と、スピーカー２４３と、ＨＤＭＩ送信部２５６と、通信制御部２
８４とを備える。
　ＨＤＭＩ受信部２５２には、画像データ及び音声データが重畳されたＨＤＭＩ信号が入
力される。投射部２１０は、入力された画像データに基づき画像を投射する。スピーカー
２４３は、入力された音声データを出力する。ＨＤＭＩ送信部２５６は、入力された画像
データ及び音声データが重畳されたＨＤＭＩ信号を、接続順において下位のプロジェクタ
ー２００に出力する。通信制御部２８４は、プロジェクター２００における遅延を示す遅
延情報を他のプロジェクター２００に出力する。
　プロジェクター２００Ａ～２００Ｃは、プロジェクター２００Ａ～２００Ｃの各々にＨ
ＤＭＩ信号が入力されるタイミングと、最下位のプロジェクター２００Ｄに画像信号が入
力されるタイミングとの時間差に対応して、スピーカー２４３より音声を出力する。この
ため、プロジェクター２００の出力する音声のずれを抑制することができる。
【００８７】
　また、プロジェクター２００は、受信したＨＤＭＩ信号から取り出した画像データに対
し画像処理を実行する画像処理部２６０を備える。通信制御部２８４は、受信した画像デ
ータに対し画像処理部２６０で実行する処理に要する時間を反映した遅延情報を出力する
。
　従って、遅延時間として、画像処理部２６０で実行する処理に要する時間を反映した時
間を出力することができる。このため、各プロジェクター２００に、画像処理部２６０で
実行する処理に要する時間を反映したタイミングで音声を出力させることができる。
【００８８】
　また、通信制御部２８４は、ＨＤＭＩ受信部２５２にＨＤＭＩ信号が入力されてからＨ
ＤＭＩ送信部２５６により出力されるまでの時間を示す遅延情報を出力する。
　従って、プロジェクター２００Ａ～２００Ｃにおいて、最下位に位置するプロジェクタ
ー２００ＤにＨＤＭＩ信号が入力されるタイミングとの時間差を求めることができる。こ
のため、プロジェクター２００の出力する音声のずれをより効果的に抑制することができ
る。
【００８９】
　また、プロジェクター２００は、ＨＤＭＩ信号がＨＤＭＩ受信部２５２に入力されてか
らＨＤＭＩ送信部２５６により出力されるまでの遅延時間を検出する遅延検出部２８３を
備える。通信制御部２８４は、遅延検出部２８３により検出した遅延時間を示す遅延情報
を出力する。
　従って、各プロジェクター２００において、ＨＤＭＩ受信部２５２にＨＤＭＩ信号が入
力されてからＨＤＭＩ送信部２５６により出力されるまでの遅延時間を検出することがで
きる。
【００９０】
　また、プロジェクター２００Ｃの通信制御部２８４は、プロジェクター２００Ｂが出力
した遅延情報が示す時間に、プロジェクター２００Ｃにおいて計測した時間を加えた時間
を示す遅延情報を出力する。
　従って、上位のプロジェクター２００Ｂの遅延時間を反映させた遅延情報を下位のプロ
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ジェクター２００Ｃに出力することができる。
【００９１】
　また、プロジェクター２００Ｂの通信制御部２８４Ｂ、又はプロジェクター２００Ｃの
通信制御部２８４Ｃは、接続順において最上位のプロジェクター２００Ａに遅延情報を出
力する。
　従って、最上位のプロジェクター２００Ａにおいて、下位のプロジェクター２００Ｂ、
２００Ｃの遅延情報に基づいて音声の出力タイミングを設定することができる。
【００９２】
　また、プロジェクター２００Ｂ、プロジェクター２００Ｃは、接続順において最上位の
プロジェクター２００Ａ及び最下位のプロジェクター２００Ｄを除くプロジェクター２０
０Ｂ、２００Ｃの遅延情報を、最上位のプロジェクター２００Ａに出力する。
　従って、最上位のプロジェクター２００Ａにおいて音声の出力タイミングの設定に必要
なプロジェクター２００Ｂ、２００Ｃの遅延情報を、プロジェクター２００Ａに入力させ
ることができる。
【００９３】
　また、接続順において最下位に位置するプロジェクター２００Ｄが音声信号に基づく音
声を出力するタイミングに対応して、最下位に位置するプロジェクター２００Ｄ以外のプ
ロジェクター２００Ａ～２００Ｃが音声を出力する。
　従って、最下位に位置するプロジェクター２００Ｄ以外のプロジェクター２００Ａ～２
００Ｃが音声を出力するタイミングを、最下位に位置するプロジェクター２００Ｄが音声
を出力するタイミングに合わせることができる。
【００９４】
　また、隣接するプロジェクター２００は、投射部２１０により投射する画像がスクリー
ンＳＣにおいて結合するよう配置される。隣接するプロジェクター２００は、プロジェク
ター２００Ａ及び２００Ｂと、プロジェクター２００Ｂ及び２００Ｃと、プロジェクター
２００Ｃ及び２００Ｄとである。
　従って、隣接するプロジェクター２００が投射する画像をスクリーンＳＣにおいて結合
させることができる。
【００９５】
　また、所定の接続順に従って接続される複数のプロジェクター２００により投射される
画像がスクリーンＳＣにおいて結合される。
　従って、複数のプロジェクター２００が投射する画像をスクリーンＳＣにおいて結合さ
せることができる。
【００９６】
［第２実施形態］
　次に、添付図面を参照して本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態は、上
述した第１実施形態と同様に、４台のプロジェクター２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ及び
２００Ｄを横一列に接続した構成である。また、各プロジェクター２００の構成は、図３
に示すプロジェクター２００Ａの構成と同一である。このため、各プロジェクター２００
の構成についての説明は省略する。
【００９７】
　第２実施形態のプロジェクションシステム１は、図４に示すシーケンス図のステップＳ
１～Ｓ８までの処理を行い、ステップＳ９～Ｓ１６までの処理は行わない。
　各プロジェクター２００は、上位の装置から受信した配置情報に基づいて、プロジェク
ションシステム１の接続形態や、自身の接続形態での位置等を判定する。
【００９８】
　図６は、プロジェクター２００の記憶部２７０が記憶するテーブルの構成を示す図であ
る。
　各プロジェクター２００の記憶部２７０は、接続形態や、プロジェクター２００の接続
台数、画像処理モード（動作モード）、位置ごとに、遅延時間を登録したテーブルを記憶
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している。このテーブルに登録された遅延時間は、製品の出荷前に事前に作成したもので
あってもよいし、ユーザーが上述した第１実施形態の手順を行って、遅延時間をプロジェ
クター２００に登録してもよい。
　動作モードは、プロジェクター２００の画像処理部２６０が実行する画像処理の組み合
わせを動作モードとして登録したものである。例えば、形状補正処理と色調補正処理とを
第１動作モードとし、解像度変換処理とデジタルズーム処理とを第２動作モードとしても
よい。これら複数の画像処理を組み合わせて実行した場合の遅延時間がテーブルに登録さ
れる。
【００９９】
　遅延検出部２８３は、プロジェクションシステム１の接続形態や、自身の接続形態での
位置等を判定すると、テーブルを参照して、判定した接続形態や位置、画像処理部２６０
の動作モードに対応した遅延時間の情報を取得する。遅延検出部２８３は、本発明の「制
御部」に相当する。
　遅延検出部２８３は、画像供給装置１００からＨＤＭＩ信号を受信すると、受信したＨ
ＤＭＩ信号から取り出した画像や音声の再生開始タイミングを、テーブルから取得した遅
延時間だけ遅延させる。
　従って、接続順、及び画像処理部２６０の動作モードに対応した遅延時間で、スピーカ
ー２４３に音声を出力させることができる。
【０１００】
　なお、上述した実施形態は本発明を適用した具体的態様の例に過ぎず、本発明を限定す
るものではなく、異なる態様として本発明を適用することも可能である。
　例えば、画像供給装置１００及びプロジェクター２００が備えるインターフェイスとし
て、ディスプレイポート規格に準拠したインターフェイスを用い、ケーブルとしてディス
プレイポートケーブルを用いることもできる。また、上述の画像供給装置１００及びプロ
ジェクター２００が備えるインターフェイスとして、ＵＳＢ－ＴｙｐｅＣ規格に準拠した
インターフェイスを用い、ケーブルとしてＵＳＢ－ＴｙｐｅＣの規格に準拠したケーブル
を用いることもできる。
【０１０１】
　また、上述の実施形態では、光変調装置２１２Ａが液晶パネル２１５Ａを備える構成を
例示した。液晶パネル２１５Ａは、透過型の液晶パネルであってもよいし、反射型の液晶
パネルであってもよい。また、光変調装置２１２Ａは、液晶パネル２１５Ａに代えて、デ
ジタルミラーデバイス（ＤＭＤ）を用いた構成であってもよい。また、デジタルミラーデ
バイスとカラーホイールを組み合わせた構成としてもよい。また、光変調装置２１２Ａは
、液晶パネル及びＤＭＤ以外に、光源が発した光を変調可能な構成を採用しても良い。
【０１０２】
　また、図３に示したプロジェクター２００Ａの各機能部は、機能的構成を示すものであ
って、具体的な実装形態は特に制限されない。つまり、必ずしも各機能部に個別に対応す
るハードウェアが実装される必要はなく、一つのプロセッサーがプログラムを実行するこ
とで複数の機能部の機能を実現する構成とすることも勿論可能である。また、上記実施形
態においてソフトウェアで実現される機能の一部をハードウェアで実現してもよく、また
、ハードウェアで実現される機能の一部をソフトウェアで実現してもよい。その他、プロ
ジェクターの他の各部の具体的な細部構成についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
任意に変更可能である。
【０１０３】
　また、図５に示すフローチャートの処理単位は、プロジェクター２００Ａの処理を理解
容易にするために、主な処理内容に応じて分割したものである。図５のフローチャートに
示す処理単位の分割の仕方や名称によって本発明が制限されることはない。また、制御部
２８０Ａの処理は、処理内容に応じて、さらに多くの処理単位に分割することもできるし
、１つの処理単位がさらに多くの処理を含むように分割することもできる。また、上記の
フローチャートの処理順序も、図示した例に限られるものではない。
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【０１０４】
　また、プロジェクションシステム１において、プロジェクター２００Ａに対し、プロジ
ェクター２００Ｂ～２００Ｄは、外部プロジェクターに相当する。同様に、プロジェクタ
ー２００Ｂに対し、プロジェクター２００Ａ、２００Ｃ、２００Ｄは、外部プロジェクタ
ーに相当する。同様に、プロジェクター２００Ｃに対し、プロジェクター２００Ａ、２０
０Ｂ、２００Ｄは、外部プロジェクターに相当する。同様に、プロジェクター２００Ｄに
対し、プロジェクター２００Ａ～２００Ｃは、外部プロジェクターに相当する。
【符号の説明】
【０１０５】
　１…プロジェクションシステム、５…リモコン、１０Ａ～１０Ｄ…投射領域、１１～１
３…重畳領域、２１～２５…ＨＤＭＩケーブル、１００…画像供給装置、１１０…制御部
、１２０…再生部、１３０…記録媒体、１４０…ＨＤＭＩＩ／Ｆ部、２００…プロジェク
ター、２００Ａ～２００Ｄ…プロジェクター、２１０…投射部、２１１Ａ…光源部、２１
２Ａ…光変調装置、２１３Ａ…投射光学系、２１５Ａ…液晶パネル、２２１Ａ…光源駆動
部、２２２Ａ…光変調装置駆動部、２３１Ａ…操作パネル、２３３Ａ…入力処理部、２３
５Ａ…リモコン受光部、２４０Ａ～２４０Ｄ…音声処理部（音声出力部）、２４３…スピ
ーカー（音声出力部）、２４７Ａ…無線通信部、２５０Ａ～２５０Ｄ…ＨＤＭＩＩ／Ｆ部
、２５２Ａ～２５２Ｄ…ＨＤＭＩ受信部（入力部）、２５４Ａ…ＨＤＭＩ受信部、２５６
Ａ～２５６Ｄ…ＨＤＭＩ送信部（信号出力部）、２６０Ａ～２６０Ｄ…画像処理部、２６
５Ａ…フレームメモリー、２７０Ａ～２７０Ｄ…記憶部、２８０Ａ～２８０Ｄ…制御部、
２８１Ａ～２８１Ｄ…投射制御部、２８２Ａ～２８２Ｄ…表示制御部、２８３Ａ～２８３
Ｄ…遅延検出部（音声出力制御部）、２８４Ａ～２８３Ｄ…通信制御部（遅延情報出力部
）、２９０Ａ…内部バス、Ｄ１～Ｄ３…遅延時間、ＳＣ…スクリーン。

【図１】 【図２】
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