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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像情報を処理する情報処理装置と、光源装置から射出された光束を前記情報処理装置
にて処理された前記画像情報に基づいて変調して拡大投射するプロジェクタと、前記情報
処理装置および前記プロジェクタ間を情報の送受信可能に接続する情報伝送手段とを備え
たプロジェクションシステムであって、
　前記情報伝送手段は、前記情報処理装置の処理装置電源部からの電力を前記プロジェク
タに供給可能とする電力伝送路を有し、
　前記プロジェクタは、
　内部の前記光源装置を冷却する冷却装置と、
　前記電力伝送路を介して供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置に駆動電圧
を供給し、外部電源から供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置を除く他の構
成要素に駆動電圧を供給する電源生成部とを備え、
　前記情報処理装置は、前記冷却装置を駆動制御するための制御指令を生成して前記情報
伝送手段を介して前記冷却装置に出力する冷却装置制御部を備えている
　ことを特徴とするプロジェクションシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクションシステムにおいて、
　前記プロジェクタは、前記光源装置近傍の温度を検出する温度検出部を備え、
　前記電源生成部は、前記電力伝送路を介して供給された電力に基づいて前記温度検出部
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に駆動電圧を供給し、
　前記冷却装置制御部は、前記情報伝送手段を介して前記温度検出部にて検出された前記
光源装置近傍の温度に関する温度情報を取得し、前記温度情報に基づいて前記冷却装置を
駆動制御するための制御指令を生成して前記情報伝送手段を介して前記冷却装置に出力す
る
　ことを特徴とするプロジェクションシステム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のプロジェクションシステムにおいて、
　前記プロジェクタは、前記光源装置近傍の温度を検出する温度検出部を備え、
　前記電源生成部は、前記電力伝送路を介して供給された電力に基づいて前記温度検出部
に駆動電圧を供給し、
　前記情報処理装置は、
　前記情報伝送手段を介して前記温度検出部にて検出された前記光源装置近傍の温度に関
する温度情報を取得し、前記温度情報に基づいて前記光源装置を冷却するために前記冷却
装置を駆動させる駆動必要時間を算出する駆動必要時間算出部と、
　前記駆動必要時間算出部にて算出された駆動必要時間に関する情報を報知部に報知させ
る報知制御部とを備えている
　ことを特徴とするプロジェクションシステム。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のプロジェクションシステムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　前記電源生成部をＯＮ状態として前記プロジェクタを起動させる旨、および前記電源生
成部をＯＦＦ状態として前記プロジェクタの駆動を停止させる旨の状態切替情報を設定入
力させる設定入力部と、
　前記状態切替情報に基づいて前記電源生成部をＯＮ状態またはＯＦＦ状態とするための
制御指令を生成して前記情報伝送手段を介して前記電源生成部に出力する処理装置側電源
制御部とを備えている
　ことを特徴とするプロジェクションシステム。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載のプロジェクションシステムにおいて、
　前記プロジェクタは、
　該プロジェクタおよび前記情報処理装置間が前記情報伝送手段にて接続されているか否
かを認識するプロジェクタ側接続認識部と、前記プロジェクタ側接続認識部にて非接続状
態であると認識された場合に、前記電源生成部に外部電源から供給された電力に基づいて
前記冷却装置に駆動電圧を供給させるプロジェクタ側電源制御部とを備えている
　ことを特徴とするプロジェクションシステム。
【請求項６】
　請求項５に記載のプロジェクションシステムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　該情報処理装置および前記プロジェクタ間が前記情報伝送手段にて接続されているか否
かを認識する処理装置側接続認識部と、
　前記処理装置側接続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前記外部電源か
らの電力の供給状態を維持する旨の情報を報知部に報知させる報知制御部とを備えている
　ことを特徴とするプロジェクションシステム。
【請求項７】
　光源装置から射出された光束を、情報処理装置にて処理された後に情報伝送手段を介し
て伝送された画像情報に基づいて変調して拡大投射するプロジェクタであって、
　前記情報伝送手段は、前記情報処理装置の処理装置電源部からの電力を当該プロジェク
タに供給可能とする電力伝送路を有し、
　内部の前記光源装置を冷却する冷却装置と、
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　前記電力伝送路を介して供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置に駆動電圧
を供給し、外部電源から供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置を除く他の構
成要素に駆動電圧を供給する電源生成部とを備え、
　前記冷却装置は、前記情報処理装置から前記情報伝送手段を介して伝送された制御指令
に基づいて駆動する
　ことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項８】
　請求項７に記載のプロジェクタにおいて、
　当該プロジェクタおよび前記情報処理装置間が前記情報伝送手段にて接続されているか
否かを認識するプロジェクタ側接続認識部と、
　前記プロジェクタ側接続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前記電源生
成部に外部電源から供給された電力に基づいて前記冷却装置に駆動電圧を供給させるプロ
ジェクタ側電源制御部とを備えている
　ことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項９】
　画像情報を処理し、情報伝送手段を介して前記処理した画像情報をプロジェクタに伝送
する情報処理装置であって、
　前記情報伝送手段は、当該情報処理装置の処理装置電源部からの電力を前記プロジェク
タに供給可能とする電力伝送路を有し、
　前記プロジェクタは、内部の光源装置を冷却する冷却装置と、前記電力伝送路を介して
供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置に駆動電圧を供給し、外部電源から供
給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置を除く他の構成要素に駆動電圧を供給す
る電源生成部とを備え、
　前記冷却装置を駆動制御するための制御指令を生成して前記情報伝送手段を介して前記
冷却装置に出力する冷却装置制御部を備えている
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の情報処理装置において、
　前記プロジェクタは、前記光源装置近傍の温度を検出する温度検出部を備え、
　前記電源生成部は、前記電力伝送路を介して前記処理装置電源部から供給された電力に
基づいて前記温度検出部に駆動電圧を供給し、
　前記情報伝送手段を介して前記温度検出部にて検出された前記光源装置近傍の温度に関
する温度情報を取得し、前記温度情報に基づいて前記光源装置を冷却するために前記冷却
装置を駆動させる駆動必要時間を算出する駆動必要時間算出部と、
　前記駆動必要時間算出部にて算出された駆動必要時間に関する情報を報知部に報知させ
る報知制御部とを備えている
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０に記載の情報処理装置において、
　前記電源生成部をＯＮ状態として前記プロジェクタを起動させる旨、または前記電源生
成部をＯＦＦ状態として前記プロジェクタの駆動を停止させる旨の状態切替情報を設定入
力させる設定入力部と、
　前記状態切替情報に基づいて前記電源生成部をＯＮ状態またはＯＦＦ状態とするための
制御指令を生成して前記情報伝送手段を介して前記電源生成部に出力する処理装置側電源
制御部を備えている
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１２】
　請求項９から請求項１１のいずれかに記載の情報処理装置において、
　前記プロジェクタは、該プロジェクタおよび当該情報処理装置間が前記情報伝送手段に
て接続されているか否かを認識するプロジェクタ側接続認識部と、前記プロジェクタ側接
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続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前記電源生成部に外部電源から供給
された電力に基づいて前記冷却装置に駆動電圧を供給させるプロジェクタ側電源制御部と
を備え、
　当該情報処理装置および前記プロジェクタ間が前記情報伝送手段にて接続されているか
否かを認識する処理装置側接続認識部と、
　前記処理装置側接続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前記外部電源か
らの電力の供給状態を維持する旨の情報を報知部に報知させる報知制御部とを備えている
　ことを特徴とする情報処理装置。
【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、および情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源装置と、光源装置から射出された光束を画像情報に応じて変調する光変調装
置と、変調された光束を拡大投射する投射光学装置とを備えたプロジェクタが知られてい
る。
　このようなプロジェクタにおいて、光源装置は光束を射出すると同時に熱を生成するた
め、高温になりやすい。このため、従来のプロジェクタでは、光源装置を冷却するための
冷却ファン等の冷却装置が設けられている。そして、光源装置の点灯時や、プロジェクタ
の電源ＯＦＦ（光源装置の消灯）後の一定期間、冷却装置を駆動し、光源装置を冷却して
いる。
　ところで、従来のプロジェクタでは、一般的に、外部電源からＡＣケーブルを介して供
給された電力を内部の各構成部材（光源装置や冷却装置等）に供給している。このため、
光源装置の点灯時や、光源装置の消灯直後に、誤ってＡＣケーブルをプロジェクタやコン
セントから抜いてしまった場合には、冷却装置の駆動が停止し、光源装置が破損したり、
プロジェクタ内部の構成部材に不具合が生じたりする、という問題がある。
【０００３】
　また、従来、映像ソースの形状補正や色調補正を行うパーソナルコンピュータ（以下、
ＰＣと記載する）と、ＰＣで補正処理された画像をスクリーンに投射するプロジェクタと
、ＰＣおよびプロジェクタ間をデータの送受信可能に接続するＵＳＢ(Universal Serial 
Bus)等のシリアルケーブルとを備えた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に記載のプロジェクションシステムでは、プロジェクタ内に内蔵電池を備え
、内蔵電池からプロジェクタの各構成部材に電力を供給可能としている。このような構成
では、光源装置の点灯時や、光源装置の消灯直後に、誤ってＡＣケーブルをプロジェクタ
やコンセントから抜いてしまった場合であっても、内蔵電池により冷却装置を駆動するこ
とが可能となり、上述した問題を解決することが可能となる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－６９９９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のプロジェクションシステムでは、プロジェクタ内に
内蔵電池を備える必要があり、プロジェクタの低コスト化を図ることが難しい、という問
題がある。
　したがって、プロジェクタの低コスト化を図りつつ、外部電源からプロジェクタに供給
される電力が停止した状態であっても冷却装置を駆動できる技術が要望されている。
【０００６】
　本発明の目的は、プロジェクタの低コスト化を図りつつ、外部電源からプロジェクタに
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供給される電力が停止した状態であっても冷却装置を駆動できるプロジェクションシステ
ム、プロジェクタ、および情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のプロジェクションシステムは、画像情報を処理する情報処理装置と、光源装置
から射出された光束を前記情報処理装置にて処理された前記画像情報に基づいて変調して
拡大投射するプロジェクタと、前記情報処理装置および前記プロジェクタ間を情報の送受
信可能に接続する情報伝送手段とを備えたプロジェクションシステムであって、前記情報
伝送手段は、前記情報処理装置の処理装置電源部からの電力を前記プロジェクタに供給可
能とする電力伝送路を有し、前記プロジェクタは、内部の発熱体を冷却する冷却装置と、
前記電力伝送路を介して供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置に駆動電圧を
供給し、外部電源から供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置を除く他の構成
要素に駆動電圧を供給する電源生成部とを備え、前記情報処理装置は、前記冷却装置を駆
動制御するための制御指令を生成して前記情報伝送手段を介して前記冷却装置に出力する
冷却装置制御部を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　ここで、プロジェクタ内部の発熱体としては、例えば、光源装置が例示できる。
　本発明では、プロジェクタにおける電源生成部は、外部電源からＡＣケーブル等を介し
て電力が供給されかつ、情報伝送手段の電力伝送路を介して情報処理装置から電力が供給
される通常の駆動状態において、情報伝送手段を介した情報処理装置からの電力に基づい
て少なくとも冷却装置に駆動電圧を供給し、外部電源からの電力に基づいて少なくとも冷
却装置を除く他の構成要素に駆動電圧を供給する。このことにより、通常の駆動状態にお
いて、光源装置の点灯時や、光源装置の消灯直後に、誤ってＡＣケーブル等がプロジェク
タやコンセントから引き抜かれ、外部電源からプロジェクタに供給される電力が停止した
場合であっても、情報伝送手段を介した情報処理装置からの電力に基づいて少なくとも冷
却装置を駆動することが可能となり、発熱体としての光源装置の消灯後の冷却を実施でき
る。また、このような構成であれば、従来のようにプロジェクタ内に内蔵電池を備える必
要がなく、プロジェクタの低コスト化を図れる。
　また、情報処理装置は、冷却装置制御部を備えているので、情報伝送手段を介してプロ
ジェクタ側に制御指令を伝送して情報処理装置側で冷却装置を駆動制御できる。このこと
により、プロジェクタ側にて冷却装置を駆動制御する構成が不要となり、プロジェクタ内
部の回路構成を簡素化し、プロジェクタの低コスト化を図れる。また、外部電源からプロ
ジェクタに供給される電力が停止した場合であっても、情報処理装置側で冷却装置を駆動
制御でき、光源装置の消灯後の冷却を効率的に実施できる。
【０００９】
　本発明のプロジェクションシステムでは、前記プロジェクタは、前記発熱体近傍の温度
を検出する温度検出部を備え、前記電源生成部は、前記電力伝送路を介して供給された電
力に基づいて前記温度検出部に駆動電圧を供給し、前記冷却装置制御部は、前記情報伝送
手段を介して前記温度検出部にて検出された前記発熱体近傍の温度に関する温度情報を取
得し、前記温度情報に基づいて前記冷却装置を駆動制御するための制御指令を生成して前
記情報伝送手段を介して前記冷却装置に出力することが好ましい。
　本発明では、冷却装置制御部は、情報伝送手段を介してプロジェクタ側から取得した発
熱体近傍の温度に関する温度情報に基づいて冷却装置を駆動制御する。このことにより、
発熱体としての光源装置の温度を目標とする温度まで効率的に低減させることができる。
また、光源装置近傍の温度に基づいて冷却装置を駆動制御することで、必要以上に冷却装
置の駆動力を高めることなく、必要最小限の駆動力で冷却装置を駆動させることができ、
冷却装置の駆動による音を低減させ、プロジェクタの静粛性を確保できる。
【００１０】
　本発明のプロジェクションシステムでは、前記プロジェクタは、前記発熱体近傍の温度
を検出する温度検出部を備え、前記電源生成部は、前記電力伝送路を介して供給された電
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力に基づいて前記温度検出部に駆動電圧を供給し、前記情報処理装置は、前記情報伝送手
段を介して前記温度検出部にて検出された前記発熱体近傍の温度に関する温度情報を取得
し、前記温度情報に基づいて前記発熱体を冷却するために前記冷却装置を駆動させる駆動
必要時間を算出する駆動必要時間算出部と、前記駆動必要時間算出部にて算出された駆動
必要時間に関する情報を報知部に報知させる報知制御部とを備えていることが好ましい。
　ところで、通常の駆動状態において、誤ってＡＣケーブル等がプロジェクタやコンセン
トから引き抜かれた後、発熱体としての光源装置の消灯後の冷却装置による光源装置の冷
却が終了する前に、情報伝送手段としてのシリアルケーブル等が情報処理装置やプロジェ
クタから不用意に引き抜かれた場合には、情報処理装置からプロジェクタに供給される電
力が停止することとなり、冷却装置を駆動して光源装置を冷却できない。
　本発明によれば、情報処理装置は、駆動必要時間算出部を備えているので、駆動必要時
間算出部により、情報伝送手段を介してプロジェクタ側から取得した発熱体としての光源
装置近傍の温度に関する温度情報に基づいて、例えば、発熱体としての光源装置の消灯後
、光源装置を冷却するために冷却装置を駆動させる駆動必要時間を算出できる。また、情
報処理装置は、報知制御部を備えているので、報知制御部により、駆動必要時間に関する
情報を報知部に報知させることができる。このため、報知部に、駆動必要時間に関する情
報として、例えば、駆動必要時間が経過するまでは情報伝送手段によるプロジェクタおよ
び情報処理装置間の接続状態を維持する旨の情報を報知させることで、利用者に前記情報
を認識させることができる。したがって、ＡＣケーブル等がプロジェクタやコンセントか
ら引き抜かれた後、冷却装置による光源装置の冷却が終了する前に、シリアルケーブル等
が情報処理装置やプロジェクタから引き抜かれることを回避でき、冷却装置により光源装
置を良好に冷却できる。
【００１１】
　本発明のプロジェクションシステムでは、前記情報処理装置は、前記電源生成部をＯＮ
状態として前記プロジェクタを起動させる旨、または前記電源生成部をＯＦＦ状態として
前記プロジェクタの駆動を停止させる旨の状態切替情報を設定入力させる設定入力部と、
前記状態切替情報に基づいて前記電源生成部をＯＮ状態またはＯＦＦ状態とするための制
御指令を生成して前記情報伝送手段を介して前記電源生成部に出力する処理装置側電源制
御部とを備えていることが好ましい。
　ところで、従来においては、プロジェクタの電源ＯＮ・ＯＦＦ制御は、一般的に、プロ
ジェクタに設けられた操作パネル等を利用者が操作することにより実行される。このため
、利用者は、プロジェクタの使用後に片付ける際、プロジェクタの操作パネルを操作して
電源をＯＦＦした後、ＡＣケーブル等や、情報伝送手段としてのシリアルケーブル等を、
プロジェクタや情報処理装置から引き抜く。しかしながら、このような構成では、プロジ
ェクタの電源ＯＦＦ（光源装置の消灯）後、冷却装置による光源装置の冷却が終了する前
に、シリアルケーブル等がプロジェクタや情報処理装置から引き抜かれる虞がある。すな
わち、情報処理装置からプロジェクタに供給される電力が停止し、光源装置の消灯後、冷
却装置を駆動して光源装置を良好に冷却できない虞がある。
　本発明によれば、情報処理装置は、設定入力部および処理装置側電源制御部を備えてい
るので、情報処理装置側にてプロジェクタの電源ＯＮ・ＯＦＦ制御を実行できる。このた
め、利用者による設定入力部の操作により処理装置側電源制御部がプロジェクタの電源Ｏ
ＦＦ（光源装置の消灯）制御を実施した後、例えば、情報伝送手段によるプロジェクタお
よび情報処理装置間の接続状態を維持する旨の情報を情報処理装置の報知部に報知させる
構成とすれば、利用者に前記情報を確実に認識させることができる。したがって、情報処
理装置の設定入力部を操作してプロジェクタの電源をＯＦＦした（光源装置を消灯した）
後、冷却装置による光源装置の冷却が終了する前に、シリアルケーブル等が情報処理装置
やプロジェクタから引き抜かれることを回避でき、冷却装置により光源装置を良好に冷却
できる。
【００１２】
　本発明のプロジェクションシステムでは、前記プロジェクタは、該プロジェクタおよび
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前記情報処理装置間が前記情報伝送手段にて接続されているか否かを認識するプロジェク
タ側接続認識部と、前記プロジェクタ側接続認識部にて非接続状態であると認識された場
合に、前記電源生成部に外部電源から供給された電力に基づいて前記冷却装置に駆動電圧
を供給させるプロジェクタ側電源制御部とを備えていることが好ましい。
　ところで、通常の駆動状態において、誤って情報伝送手段としてのシリアルケーブル等
が情報処理装置やプロジェクタから引き抜かれた場合には、情報処理装置からプロジェク
タに供給される電力が停止することとなり、冷却装置を駆動して発熱体としての光源装置
を冷却できない。
　本発明によれば、プロジェクタは、プロジェクタ側接続認識部およびプロジェクタ側電
源制御部を備えているので、プロジェクタおよび情報処理装置間の情報伝送手段による接
続状態を検出し、非接続状態であると認識した場合に、冷却装置に供給する駆動電圧を外
部電源から供給された電力に基づく駆動電圧に切り替えることができる。このため、通常
の駆動状態において、誤ってシリアルケーブル等が情報処理装置やプロジェクタから引き
抜かれた場合であっても、外部電源から供給された電力に基づいて冷却装置を駆動して光
源装置を冷却できる。
【００１３】
　本発明のプロジェクションシステムでは、前記情報処理装置は、該情報処理装置および
前記プロジェクタ間が前記情報伝送手段にて接続されているか否かを認識する処理装置側
接続認識部と、前記処理装置側接続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前
記外部電源からの電力の供給状態を維持する旨の情報を報知部に報知させる報知制御部と
を備えていることが好ましい。
　ところで、通常の駆動状態において、誤って情報伝送手段としてのシリアルケーブル等
が情報処理装置やプロジェクタから引き抜かれた際に、冷却装置に供給する駆動電圧を外
部電源から供給された電力に基づく駆動電圧に切り替えて冷却装置を駆動させた場合であ
っても、ＡＣケーブル等がプロジェクタやコンセントから引き抜かれた際には、外部電源
からプロジェクタに供給される電力が停止することとなり、冷却装置を駆動して発熱体と
しての光源装置を冷却できない。
　本発明によれば、情報処理装置は、処理装置側接続認識部および報知制御部を備えてい
るので、プロジェクタおよび情報処理装置間の情報伝送手段による接続状態を検出し、非
接続状態であると認識した場合に、外部電源からの電力の供給状態を維持する旨の情報を
報知部に、報知させることができる。このため、報知部に、外部電源からの電力の供給状
態を維持する旨の情報として、例えば、ＡＣケーブル等をプロジェクタやコンセントから
引き抜かない旨の情報を報知させることで、利用者に前記情報を認識させることができる
。したがって、シリアルケーブル等が情報処理装置やプロジェクタから引き抜かれ、外部
電源から供給された電力に基づいて冷却装置を駆動している際に、ＡＣケーブル等がプロ
ジェクタやコンセント等から引き抜かれることを回避でき、冷却装置により光源装置を良
好に冷却できる。
【００１４】
　本発明のプロジェクタは、光源装置から射出された光束を、情報処理装置にて処理され
た後に情報伝送手段を介して伝送された画像情報に基づいて変調して拡大投射するプロジ
ェクタであって、前記情報伝送手段は、前記情報処理装置の処理装置電源部からの電力を
当該プロジェクタに供給可能とする電力伝送路を有し、内部の発熱体を冷却する冷却装置
と、前記電力供給路を介して供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置に駆動電
圧を供給し、外部電源から供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置を除く他の
構成要素に駆動電圧を供給する電源生成部とを備え、前記冷却装置は、前記情報処理装置
から前記情報伝送手段を介して伝送された制御指令に基づいて駆動することを特徴とする
。
【００１５】
　また、本発明のプロジェクタでは、当該プロジェクタおよび前記情報処理装置間が前記
情報伝送手段にて接続されているか否かを認識するプロジェクタ側接続認識部と、前記プ
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ロジェクタ側接続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前記電源生成部に外
部電源から供給された電力に基づいて前記冷却装置に駆動電圧を供給させるプロジェクタ
側電源制御部とを備えていることが好ましい。
【００１６】
　上述した本発明のプロジェクタでは、上述したプロジェクションシステムに好適なプロ
ジェクタとすることができる。
【００１７】
　本発明の情報処理装置は、画像情報を処理し、情報伝送手段を介して前記処理した画像
情報をプロジェクタに伝送する情報処理装置であって、前記情報伝送手段は、当該情報処
理装置の処理装置電源部からの電力を前記プロジェクタに供給可能とする電力伝送路を有
し、前記プロジェクタは、内部の発熱体を冷却する冷却装置と、前記電力伝送路を介して
供給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置に駆動電圧を供給し、外部電源から供
給された電力に基づいて少なくとも前記冷却装置を除く他の構成要素に駆動電圧を供給す
る電源生成部とを備え、前記冷却装置を駆動制御するための制御指令を生成して前記情報
伝送手段を介して前記冷却装置に出力する冷却装置制御部を備えていることを特徴とする
。
【００１８】
　また、本発明の情報処理装置では、前記プロジェクタは、前記発熱体近傍の温度を検出
する温度検出部を備え、前記電源生成部は、前記電力伝送路を介して前記処理装置電源部
から供給された電力に基づいて前記温度検出部に駆動電圧を供給し、前記情報伝送手段を
介して前記温度検出部にて検出された前記発熱体近傍の温度に関する温度情報を取得し、
前記温度情報に基づいて前記発熱体を冷却するために前記冷却装置を駆動させる駆動必要
時間を算出する駆動必要時間算出部と、前記駆動必要時間算出部にて算出された駆動必要
時間に関する情報を報知部に報知させる報知制御部とを備えていることが好ましい。
【００１９】
　さらに、本発明の情報処理装置では、前記電源生成部をＯＮ状態として前記プロジェク
タを起動させる旨、または前記電源生成部をＯＦＦ状態として前記プロジェクタの駆動を
停止させる旨の状態切替情報を設定入力させる設定入力部と、前記状態切替情報に基づい
て前記電源生成部をＯＮ状態またはＯＦＦ状態とするための制御指令を生成して前記情報
伝送手段を介して前記電源生成部に出力する処理装置側電源制御部を備えていることが好
ましい。
【００２０】
　さらにまた、本発明の情報処理装置では、前記プロジェクタは、該プロジェクタおよび
当該情報処理装置間が前記情報伝送手段にて接続されているか否かを認識するプロジェク
タ側接続認識部と、前記プロジェクタ側接続認識部にて非接続状態であると認識された場
合に、前記電源生成部に外部電源から供給された電力に基づいて前記冷却装置に駆動電圧
を供給させるプロジェクタ側電源制御部とを備え、当該情報処理装置および前記プロジェ
クタ間が前記情報伝送手段にて接続されているか否かを認識する処理装置側接続認識部と
、前記処理装置側接続認識部にて非接続状態であると認識された場合に、前記外部電源か
らの電力の供給状態を維持する旨の情報を報知部に報知させる報知制御部とを備えている
ことが好ましい。
【００２１】
　上述した本発明の情報処理装置では、上述したプロジェクションシステムに好適な情報
処理装置とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の一形態を図面に基づいて説明する。
　〔１．プロジェクションシステムの構成〕
　図１は、プロジェクションシステム１の外観図である。
　プロジェクションシステム１は、図１に示すように、映像ソースの画像に所定の画像処
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理を行ったうえで画像データ信号を出力する情報処理装置としてのＰＣ２と、ＰＣ２から
の画像データ信号に基づいて現画像フレームを生成してスクリーンＳｃに向けて投射する
プロジェクタ３と、ＰＣ２およびプロジェクタ３間をデータの送受信可能に接続する情報
伝送手段としてのＵＳＢケーブル４とを備える。
【００２３】
　〔２．ＰＣの構成〕
　図２は、ＰＣ２の概略構成を示すブロック図である。
　ＰＣ２は、図２に示すように、設定入力部としての操作部２１と、表示部２２と、制御
装置２３とで大略構成されている。
　操作部２１は、例えば、キーボードおよびマウス等で入力操作される各種操作ボタンを
有している。この操作ボタンの入力操作を実施することにより、制御装置２３を適宜動作
させるとともに、例えば、表示部２２に表示される情報に対して、制御装置２３の動作内
容の設定等が実施される。そして、利用者による操作部２１の入力操作により、操作部２
１から適宜所定の操作信号を制御装置２３に出力する。
　なお、この操作部２１としては、操作ボタンの入力操作に限らず、例えば、タッチパネ
ルによる入力操作や、音声による入力操作等により、各種条件を設定入力する構成として
もできる。
【００２４】
　表示部２２は、制御装置２３に制御され、所定の情報を表示する。例えば、制御装置２
３にて処理された情報の表示、または、操作部２１の入力操作により、制御装置２３の後
述するメモリに格納する情報を設定入力または更新する際、制御装置２３から出力される
メモリ内のデータを適宜表示させる。この表示部２２は、例えば、液晶や有機ＥＬ(Elect
roluminescence)、ＰＤＰ(Plasma Display Panel)、ＣＲＴ(Cathode-Ray Tube)等が用い
られる。
【００２５】
　制御装置２３は、操作部２１からの操作信号の入力に応じて、所定のプログラムを実行
し、ＰＣ２全体を制御する。この制御装置２３は、図２に示すように、ＵＳＢコントロー
ラ２３１と、メインメモリ２３２と、補助メモリ２３３と、画像補正パラメータ記憶部２
３４と、画像処理部２３５と、制御部本体２３６等を備える。これら各構成要素２３１～
２３６は、図示しないバスにより接続され、必要な情報が伝送可能に構成されている。
　ＵＳＢコントローラ２３１は、ＵＳＢケーブル４を介してプロジェクタ３と電気的に接
続し、プロジェクタ３とＵＳＢ規格でデータの入出力を実施する部分である。
　ここで、ＵＳＢ（ＵＳＢケーブル４）は、具体的な図示は省略するが、Ｄ＋／Ｄ－の信
号ラインと、電力伝送路としての電源ラインのＶＣＣ（＋５Ｖ）およびＧＮＤの４線で構
成される。そして、ＵＳＢ（ＵＳＢケーブル４）により、プロジェクタ３との間でデータ
の入出力を可能とするとともに、ＰＣ２内部の図示しない電源部（処理装置側電源部）か
ら電源ラインを介してプロジェクタ３に電力を供給可能としている。
【００２６】
　メインメモリ２３２は、各種データを記憶する。各種データとしては、例えば、操作部
２１から出力された操作信号、ＵＳＢコントローラ２３１を介して入力したデータ、画像
処理部２３５および制御部本体２３６等で処理するためのデータ等がある。
　補助メモリ２３３としては映像ソースのメディアが利用され、例えば、デジタルデータ
として映像と音声とを記録したＤＶＤ(Digital Versatile Disc)等が例示できる。
　画像補正パラメータ記憶部２３４は、プロジェクタ３の特性に応じた画像補正のための
補正パラメータを記憶している。
【００２７】
　ここで、画像補正処理としては、各画素の色、輝度、解像度をプロジェクタ３の表示特
性に合わせて変換処理などのように画素単位で完結する補正処理と、他の画素の影響を受
けて生じる色ムラを補正するゴースト補正やクロストーク補正のように近隣の複数画素に
またがって行われる補正処理とがある。
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　ＰＣ２で行う画像処理は、主として画像中の画素単位で完結する処理であり、主として
画素の色、輝度、解像度を変換する補正処理である。
　すなわち、画像補正パラメータ記憶部２３４に記憶される補正パラメータとしては、例
えば、解像度変換、輪郭強調、白黒伸長、色変換、γ補正、ＶＴ－γ補正等のための各種
補正パラメータが例示できる。
　これらの補正処理では、各画素のデータが所定の変換を受けるだけであり、補正処理前
の元画像の段階で画像フレーム間の差分データをとる場合と、補正処理後の画像フレーム
間で差分データをとる場合と、を比較しても差分データの大きさがそれほど変化しない。
　なお、本実施形成では、差分データをそれほど大きくしないことから、形状補正もＰＣ
２で行う補正処理とし、形状補正の補正パラメータも画像補正パラメータ記憶部２３４に
記憶する。
【００２８】
　なお、これら補正パラメータを記録したメモリカードやＣＤ－ＲＯＭをＰＣ２に挿入し
て、画像補正パラメータ記憶部２３４に補正パラメータをインストールしてもよい。
　または、ＰＣ２とプロジェクタ３とをＵＳＢケーブル４で接続した際にＰＣ２が所定の
補正パラメータをプロジェクタ３から読み取って画像補正パラメータ記憶部２３４に記憶
してもよい。
【００２９】
　画像処理部２３５は、例えば、ＧＰＵ(Graphics Processor Unit)等を含んで構成され
、上述した補正処理を実施する部分である。この画像処理部２３５は、図２に示すように
、画像生成部２３５１と、画像補正演算処理部２３５２と、差分データ生成部２３５３と
、エンコーダ２３５４とを備える。
【００３０】
　画像生成部２３５１は、図２に示すように、デコーダ２３５１ＡおよびＩＰ変換部２３
５１Ｂを備え、補助メモリ２３３からの映像ソースに対して記録方式に応じた解凍を行っ
てフレーム毎に画像データ（画像情報）を復号する。そして、画像生成部２３５１は、復
号した画像データを画像補正演算処理部２３５２に出力する。
　画像補正演算処理部２３５２は、画像生成部２３５１により復号された画像データをプ
ロジェクタ３の特性に応じて補正する。そして、画像補正演算処理部２３５２は、補正処
理した画像データを差分データ生成部２３５３に出力する。補正処理としては、解像度変
換処理、輪郭強調処理、白黒伸長処理、色変換処理、γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理、形
状補正処理が例示できる。
【００３１】
　差分データ生成部２３５３は、画像補正演算処理部２３５２にて補正された画像データ
に対し、最新の画像データと一つ前の画像データとを対比して、一つ前の画像データから
最新の画像データを見て変化した分を差分データとして検出する。つまり、差分データは
、一つ前の画像データに対して最新の画像データが有する空間的変化量と色調的変化量と
を含む。そして、差分データ生成部２３５３は、差分データをエンコーダ２３５４に出力
する。
　エンコーダ２３５４は、差分データ生成部２３５３にて生成された差分データを符号化
する。そして、エンコーダ２３５４にて符号化された差分データは、ＵＳＢコントローラ
２３１およびＵＳＢケーブル４を介してプロジェクタ３に伝送される。
【００３２】
　制御部本体２３６は、例えば、ＣＰＵ(Central Processing Unit)等を含んで構成され
、メインメモリ２３２等に記憶された所定のプログラムにしたがって、ＰＣ２全体を制御
する部分である。この制御部本体２３６は、図２に示すように、接続認識部２３６１と、
冷却装置制御部２３６２と、駆動必要時間算出部２３６３と、表示制御部２３６４と、電
源制御部２３６５等を備える。
　接続認識部２３６１は、ＰＣ２のＵＳＢコネクタＣ１（図２）とプロジェクタ３のＵＳ
ＢコネクタＣ２（図４参照）とにＵＳＢケーブル４が接続され、ＰＣ２およびプロジェク
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タ３間がＵＳＢケーブル４にて接続されているか否かを認識する。例えば、接続認識部２
３６１は、ＰＣ２およびプロジェクタ３間がＵＳＢケーブル４にて接続されている際に、
ＵＳＢケーブル４およびＵＳＢコントローラ２３１を介して、プロジェクタ３側から伝送
される接続状態である旨の通知情報を取得することで、接続状態であると認識する。すな
わち、接続認識部２３６１は、通知情報を取得していない状態の場合に、非接続状態であ
ると認識する。
【００３３】
　冷却装置制御部２３６２は、ＵＳＢコントローラ２３１およびＵＳＢケーブル４を介し
てプロジェクタ３側に所定の制御指令を伝送し、プロジェクタ３を構成する後述する冷却
装置の駆動制御を実施する。より具体的に、冷却装置制御部２３６２は、ＵＳＢケーブル
４およびＵＳＢコントローラ２３１を介してプロジェクタ３側から伝送された後述する光
源装置近傍の温度に関する温度情報を取得し、該温度情報に基づいて制御指令を生成して
伝送し前記冷却装置を駆動制御する。冷却装置制御部２３６２における前記冷却装置の駆
動制御としては、例えば、以下の方法が例示できる。
【００３４】
　例えば、冷却装置制御部２３６２は、プロジェクタ３側から伝送された前記温度情報に
基づいて前記光源装置の温度を順次認識し、認識した検出温度と、メインメモリ２３２等
に記憶された所定の目標温度との偏差量を算出し、該偏差量に基づいて前記冷却装置に印
加する電圧値を変更させて前記光源装置の温度が前記目標温度になるようにフィードバッ
ク制御を実施する。なお、このフィードバック制御としては、検出温度と目標温度との偏
差量に基づいて前記冷却装置に印加する電圧値を変更するフィードバック制御であればよ
く、比例制御、ＰＩ(Proportional Integral)制御、PID（Proportional Integral Differ
ential）制御等のいずれを採用してもよい。
　また、例えば、メインメモリ２３２等に、温度に関する温度情報、および前記温度に応
じて前記冷却装置を駆動させるための電圧値に関する電圧値情報が関連付けられた電圧温
度関連情報を記憶しておく。そして、冷却装置制御部２３６２は、プロジェクタ３側から
伝送された前記温度情報に基づいて前記光源装置近傍の温度を順次認識し、認識した検出
温度、および前記電圧温度関連情報に基づいて、前記検出温度に応じた電圧値で前記冷却
装置を駆動させる温度対応制御を実施する。
【００３５】
　なお、上述した駆動制御以外の駆動制御で前記冷却装置を駆動制御する方法を採用して
もよい。
　また、前記光源装置の点灯時および消灯時の双方において、同一の駆動制御方法で前記
冷却装置を駆動させる構成としてもよいし、異なる駆動制御方法で前記冷却装置を駆動さ
せる構成としてもよい。例えば、前記光源装置の消灯後には、該消灯直後の前記光源装置
近傍の温度に応じて、前記冷却装置を常に一定の電圧値で駆動させる制御等を実施しても
よい。
【００３６】
　駆動必要時間算出部２３６３は、前記光源装置の消灯後において、前記光源装置を冷却
するために前記冷却装置を駆動し続ける駆動必要時間を算出する。駆動必要時間算出部２
３６３における駆動必要時間の算出方法としては、例えば、以下の方法が例示できる。
　例えば、メインメモリ２３２等に、温度に関する温度情報、および冷却装置制御部２３
６２による駆動制御により前記光源装置近傍の温度を目標温度まで冷却するのに掛かる時
間に関する時間情報が関連付けられた温度時間関連情報を記憶しておく。そして、駆動必
要時間算出部２３６３は、プロジェクタ３側から伝送された前記光源装置の消灯直後の前
記温度情報に基づいて前記光源装置近傍の温度を認識し、認識した検出温度、および前記
温度時間関連情報に基づいて、前記検出温度に応じた時間情報に基づく駆動必要時間を算
出する。
【００３７】
　また、本実施形態では、詳細については後述するが、前記光源装置の消灯直後、ＵＳＢ
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ケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かれた場合、すなわち、冷却装置制御
部２３６２にて前記冷却装置の駆動制御を実施できない場合には、プロジェクタ３側が独
自で前記冷却装置を駆動させる構成としている。このため、例えば、メインメモリ２３２
等に、前記光源装置の消灯後、プロジェクタ３側が独自で前記冷却装置を駆動する時間に
関する必要時間情報を記憶しておく。また、駆動必要時間算出部２３６３は、前記光源装
置が消灯してから接続認識部２３６１にて非接続状態であると認識されるまでの消灯-非
接続時間を算出する。そして、駆動必要時間算出部２３６３は、前記必要時間情報に基づ
く時間から前記消灯‐非接続時間を差し引いて、駆動必要時間を算出する。なお、前記必
要時間情報に基づく時間を、駆動必要時間として算出しても構わない。
【００３８】
　表示制御部２３６４は、表示部２２を駆動制御し、表示部２２に所定の情報を表示させ
る。表示制御部２３６４による表示部２２の駆動制御により、表示部２２に表示される情
報としては、例えば、以下の情報がある。
　図３は、表示部２２に表示される情報の一例を示す図である。
　例えば、メインメモリ２３２等に、プロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦ制御や、補正パ
ラメータの設定を実施するためのメニュー表示欄に関するメニュー情報を記憶しておく。
なお、補正パラメータの設定を実施するためのメニュー情報としては、例えば、色調整、
明るさ調整等がある。また、補正パラメータとしては、例えば、解像度変換、輪郭強調、
白黒伸長、色変換、γ補正、ＶＴ－γ補正、形状変換、ゴースト補正、クロストーク補正
、色ムラ補正等の補正パラメータが例示できる。
　そして、表示制御部２３６４は、操作部２１から出力される所定の操作信号に基づいて
、図３に示すように、表示部２２に前記メニュー情報に基づくメニュー表示欄２２Ａを表
示させる。そして、このメニュー表示欄２２Ａを利用者が操作部２１により操作すること
で、プロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦ制御や、補正パラメータの設定等が実施される。
【００３９】
　また、例えば、表示制御部２３６４は、駆動必要時間算出部２３６３にて駆動必要時間
が算出された場合に、駆動必要時間に関する情報を表示部２２に表示させる。
　ここで、表示制御部２３６４は、接続認識部２３６１にて接続状態であると認識された
場合には、駆動必要時間に関する情報として、駆動必要時間が経過するまでＵＳＢケーブ
ル４をＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かない旨の情報（例えば、図３参照）を表示
部２２に表示させる。
　また、表示制御部２３６４は、接続認識部２３６１にて非接続状態であると認識された
場合には、駆動必要時間に関する情報として、駆動必要時間が経過するまで後述するＡＣ
ケーブルをプロジェクタ３またはコンセントから引き抜かない旨の情報を表示部２２に表
示させる。
　すなわち、表示部２２が本発明に係る報知部に相当し、表示制御部２３６４が本発明に
係る報知制御部に相当する。
【００４０】
　電源制御部２３６５は、プロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦを制御する。
　例えば、電源制御部２３６５は、操作部２１によりメニュー表示欄２２Ａが操作され、
プロジェクタ３を起動させる旨、およびプロジェクタ３の駆動を停止する旨の状態切替情
報が設定入力された場合に、操作部２１から出力される状態切替情報としての操作信号を
入力する。そして、電源制御部２３６５は、前記状態切替情報に基づいて、プロジェクタ
３を起動させる旨の制御指令や、プロジェクタ３の駆動を停止させる旨の制御指令を、Ｕ
ＳＢコントローラ２３１およびＵＳＢケーブル４を介してプロジェクタ３側に伝送し、プ
ロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦを制御する。プロジェクタ３の駆動を停止させる旨の制
御指令としては、前記光源装置を消灯する旨の第１の制御指令と、前記光源装置が消灯し
てから駆動必要時間算出部２３６３にて算出された駆動必要時間が経過した後、プロジェ
クタ３の電源をＯＦＦさせてプロジェクタ３の駆動を停止させる旨の第２の制御指令とが
ある。
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【００４１】
　〔３．プロジェクタの構成〕
　図４は、プロジェクタ３の概略構成を示すブロック図である。
　プロジェクタ３は、図４に示すように、画像投射部３１と、温度検出部としてのサーミ
スタ３２と、冷却装置３３と、電源生成部３４と、制御装置３５とで大略構成されている
。
　画像投射部３１は、制御装置３５による制御の下、光学像を形成してスクリーンＳｃに
拡大投射する。この画像投射部３１は、図４に示すように、光源装置３１１と、光変調素
子としての液晶ライトバルブ３１２と、投射光学装置３１３等を備える。
　光源装置３１１は、制御装置３５による制御の下、光束を液晶ライトバルブ３１２に向
けて射出する。この光源装置３１１は、発熱体としての光源ランプ３１１１と、ランプド
ライバ３１１２とを備える。
【００４２】
　光源ランプ３１１１は、超高圧水銀ランプにて構成されている。なお、超高圧水銀ラン
プに限らず、メタルハライドランプ、キセノンランプ等の他の放電発光型の光源ランプを
採用してもよい。さらに、放電発光型の光源ランプに限らず、発光ダイオード、レーザダ
イオード、有機ＥＬ素子、シリコン発光素子等の各種自己発光素子を採用してもよい。
　ランプドライバ３１１２は、制御装置３５による制御の下、所定の駆動電圧で光源ラン
プ３１１１を駆動する。
【００４３】
　液晶ライトバルブ３１２は、透過型の液晶パネルであり、制御装置３５からの駆動信号
に基づいて、液晶セル（図示略）に封入された液晶分子の配列を変化させ、光源ランプ３
１１１から射出された光束を、透過若しくは遮断することによりＰＣ２にて処理された画
像データに応じた光学像を投射光学装置３１３に射出する。
　投射光学装置３１３は、液晶ライトバルブ３１２から射出された光学像をスクリーンＳ
ｃに向けて拡大投射する。
　なお、図示は省略したが、プロジェクタ３は、ＲＧＢの３色に対応する３枚の液晶ライ
トバルブ３１２を備えている。また、光源装置３１１は、光源光を３色の光に分離する色
光分離光学系を備えている。さらに、投射光学装置３１３は、３色の画像光を合成してカ
ラー画像を表す光学像を生成する合成光学系を有している。なお、このような光学系の構
成については、種々の一般的なプロジェクタの光学系の構成が利用可能である。
【００４４】
　サーミスタ３２は、冷却対象である光源ランプ３１１１近傍に配設され、光源ランプ３
１１１近傍の温度を検出する。そして、サーミスタ３２は、検出した検出温度に応じた温
度情報としての所定の信号を制御装置３５に出力する。
【００４５】
　冷却装置３３は、光源ランプ３１１１に冷却空気を送風、あるいは、光源ランプ３１１
１近傍の空気を吸入して、光源ランプ３１１１を冷却する。この冷却装置３３は、図４に
示すように、光源ランプ３１１１に冷却空気を送風、あるいは、光源ランプ３１１１近傍
の空気を吸入する冷却ファン３３１と、ＰＣ２側からＵＳＢケーブル４を介して伝送され
た制御指令に応じて、所定の駆動電圧で冷却ファン３３１を駆動させるファンドライバ３
３２とを備える。
【００４６】
　電源生成部３４は、外部電源と接続したＡＣケーブル５（図４）を介して外部から供給
される電力、およびＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から供給される電力を、プロジェ
クタ３内の各構成要素に供給する部分である。すなわち、電源生成部３４は、ＡＣケーブ
ル５を介して外部から供給される交流電力をＡＣ／ＤＣ変換して所定のレベルに安定した
駆動電圧とする電源変換回路や、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から供給されるＶＣ
Ｃ電圧をＤＣ／ＤＣ変換して駆動電圧を生成する電源変換回路等を含んで構成されている
。
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　そして、電源生成部３４は、以下に示すように、動作する。
　例えば、通常の駆動状態の場合、すなわち、ＡＣケーブル５を介して外部から電源生成
部３４に電力が供給されかつ、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から電源生成部３４に
電力が供給されている場合には、以下に示す通りである。
　すなわち、電源生成部３４は、ＡＣケーブル５を介して外部から供給される交流電力を
ＡＣ／ＤＣ変換して所定のレベルに安定した駆動電圧を生成し、該駆動電圧を、光源装置
３１１、サーミスタ３２、制御装置３５にそれぞれ供給する。
　また、電源生成部３４は、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から供給されるＶＣＣ電
圧をＤＣ／ＤＣ変換して駆動電圧を生成し、該駆動電圧を、冷却装置３３に供給する。
【００４７】
　また、例えば、前記通常の駆動状態において、ＡＣケーブル５がプロジェクタ３やコン
セント（図示略）から引き抜かれた場合、すなわち、ＡＣケーブル５を介して外部からの
電力供給が遮断されている場合には、以下に示す通りである。
　すなわち、電源生成部３４は、ＡＣケーブル５を介して外部からの電力供給が遮断され
た旨を認識し、内部の図示しないメモリ等に記憶されたプログラムにしたがって、サーミ
スタ３２および制御装置３５に供給する駆動電圧を、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側
から供給される電力に基づいて生成した駆動電圧に切り替える。したがって、電源生成部
３４は、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から供給されるＶＣＣ電圧をＤＣ／ＤＣ変換
して駆動電圧を生成し、該駆動電圧を、サーミスタ３２、制御装置３５、および冷却装置
３３に供給する。
【００４８】
　さらに、例えば、前記通常の駆動状態において、ＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ
１，Ｃ２から引き抜かれた場合、すなわち、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側からの電
力供給が遮断されている場合には、以下に示す通りである。
　すなわち、電源生成部３４は、制御装置３５から出力される電源切替信号に基づいて、
冷却装置３３に供給する駆動電圧を、ＡＣケーブル５を介して供給される電力に基づいて
生成した駆動電圧に切り替える。また、電源生成部３４は、光源装置３１１への駆動電圧
の供給を停止する。したがって、電源生成部３４は、ＡＣケーブル５を介して外部から供
給される交流電力をＡＣ／ＤＣ変換して所定のレベルに安定した駆動電圧を生成し、該駆
動電圧を、サーミスタ３２、制御装置３５、および冷却装置３３に供給する。
【００４９】
　また、例えば、前記通常の駆動状態において、電源生成部３４は、制御装置３５による
制御の下、より具体的には、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から伝送されたプロジェ
クタ３を起動させる旨の制御指令や、プロジェクタ３の駆動を停止させる旨の制御指令に
応じて、駆動電圧の供給状態を変更する。具体的に、電源生成部３４は、プロジェクタ３
を起動させる旨の制御指令に応じて、ＯＮ状態となり各構成要素に駆動電圧をそれぞれ供
給する。また、電源生成部３４は、プロジェクタ３の駆動を停止する旨の制御指令（上述
した第１の制御指令および第２の制御指令）に応じて、光源装置３１１への駆動電圧の供
給を停止し、所定時間（駆動必要時間）が経過した後、ＯＦＦ状態となり他の各構成要素
への駆動電圧の供給を停止する。
【００５０】
　制御装置３５は、ＰＣ２側からの制御指令にしたがって、プロジェクタ３全体を制御す
る。この制御装置３５は、図４に示すように、ＵＳＢコントローラ３５１と、画像補正パ
ラメータ記憶部３５２と、制御部本体３５３等を備える。これら各構成要素３５１～３５
３は、図示しないバスにより接続され、必要な情報が伝送可能に構成されている。
　ＵＳＢコントローラ３５１は、ＰＣ２のＵＳＢコントローラ２３１と同様のものであり
、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２と電気的に接続し、ＰＣ２とＵＳＢ規格でデータの入
出力を実施する部分である。
【００５１】
　画像補正パラメータ記憶部３５２は、送信用補正パラメータ記憶部３５２１と、内部処
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理用補正パラメータ記憶部３５２２とを備えている。
　送信用補正パラメータ記憶部３５２１は、ＰＣ２で画像補正するための補正パラメータ
を記憶している。
　送信用補正パラメータ記憶部３５２１に記憶される補正パラメータとしては、解像度変
換、輪郭強調、白黒伸長、色変換、γ補正、ＶＴ‐γ補正、形状変換のための補正パラメ
ータがある。
　ＰＣ２とプロジェクタ３とがＵＳＢケーブル４で接続された際には、ＰＣ２が送信用補
正パラメータ記憶部３５２１に記憶された補正パラメータの情報を読み出して画像補正パ
ラメータ記憶部２３４に記憶する。
【００５２】
　内部処理用補正パラメータ記憶部３５２２は、プロジェクタ３で画像処理するための補
正パラメータを記憶している。
　内部処理用補正パラメータ記憶部３５２２に記憶される補正パラメータとしては、ゴー
スト補正、クロストーク補正、色ムラ補正のための補正パラメータがある。
　ここで、プロジェクタ３の構成により、他の画素の影響を受けて起こる色ムラをクロス
トークまたはゴーストと称し、クロストークとは、隣の画素に対する信号の漏れ電流によ
り画素が駆動されることによる画像のムラであり、ゴーストとは、映像がずれて重なって
見えることをいう。
【００５３】
　ここで、ゴースト補正、クロストーク補正をプロジェクタ３側で行うのは、ＰＣ２側で
ゴースト補正およびクロストーク補正を行ってしまうと、差分データが大きくなってしま
うため、ＵＳＢケーブル４の伝送レートではデータ伝送が間に合わないためである。
　また、色ムラ補正をプロジェクタ３側で行うのは、色ムラ補正は最後に行うことが望ま
しいため、プロジェクタ３においてゴースト補正およびクロストーク補正を行った後に、
続いて色ムラ補正を行うからである。
【００５４】
　制御部本体３５３は、例えば、ＣＰＵ等を含んで構成され、ＰＣ２側からの制御指令や
図示しないメモリに記憶されたプログラムにしたがって、プロジェクタ３全体を制御する
部分である。この制御部本体３５３は、図４に示すように、接続認識部３５３１と、電源
制御部３５３２と、液晶パネル駆動制御部３５３３等を備える。
　液晶パネル駆動制御部３５３３は、図４に示すように、画像生成部３５３３Ａと、画像
補正演算処理部３５３３Ｂとを備える。
　画像生成部３５３３Ａは、図４に示すように、デコーダ３５３３Ａ１と、現画像生成部
３５３３Ａ２とを備える。
【００５５】
　デコーダ３５３３Ａ１は、ＰＣ２から伝送された画像データを復調する。すなわち、Ｐ
Ｃ２からの画像データは、エンコーダ２３５４にて符号化されているところ、デコーダ３
５３３Ａ１で復調することにより差分データが得られる。
　現画像生成部３５３３Ａ２は、現在投影している画像データに対して復調された差分デ
ータを合成して、新たに現画像データを生成する。
　画像補正演算処理部３５３３Ｂは、現画像生成部３５３３Ａ２にて生成された現画像デ
ータに対して、ゴースト補正処理、クロストーク補正処理、色ムラ補正処理等の各補正処
理を行う。そして、画像補正演算処理部３５３３Ｂにて各補正処理が施された現画像デー
タに基づく駆動信号が液晶ライトバルブ３１２に出力され、液晶ライトバルブ３１２にて
現画像データに基づく光学像が形成される。
【００５６】
　接続認識部３５３１は、プロジェクタ３のＵＳＢコネクタＣ２（図４）とＰＣ２のＵＳ
ＢコネクタＣ１とにＵＳＢケーブル４が接続され、プロジェクタ３およびＰＣ２間がＵＳ
Ｂケーブル４にて接続されているか否かを認識する。例えば、接続認識部３５３１は、Ｕ
ＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から伝送される電力供給の有無を検出（ＶＣＣ電圧の監
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視）することで、接続状態であるか非接続状態であるかを認識する。すなわち、接続認識
部３５３１は、ＰＣ２側からの電力供給があると検出した場合に、接続状態であると認識
する。そして、接続認識部３５３１は、ＵＳＢコントローラ３５１およびＵＳＢケーブル
４を介してＰＣ２側に接続状態である旨の通知情報を伝送する。また、接続認識部３５３
１は、ＰＣ２側からの電力供給がないと検出した場合に、非接続状態であると認識する。
【００５７】
　電源制御部３５３２は、ＰＣ２側からの制御指令や図示しないメモリに記憶されたプロ
グラムにしたがって、電源生成部３４を駆動制御する。
　例えば、電源制御部３５３２は、ＰＣ２側から伝送されたプロジェクタ３を起動させる
旨の制御指令にしたがって、電源生成部３４をＯＮ状態とし電源生成部３４からプロジェ
クタ３の各構成要素に駆動電圧をそれぞれ供給させる。
　また、例えば、電源制御部３５３２は、ＰＣ２側から伝送されたプロジェクタ３の駆動
を停止させる旨の制御指令（上述した第１の制御指令）に応じて、電源生成部３４に光源
装置３１１への駆動電圧の供給を停止させる。
　さらに、例えば、電源制御部３５３２は、ＰＣ２側から伝送されたプロジェクタ３の駆
動を停止させる旨の制御指令（第２の制御指令）に応じて、電源生成部３４をＯＦＦ状態
とし電源生成部３４から光源装置３１１以外の他の各構成要素への駆動電圧の供給を停止
させる。
【００５８】
　さらにまた、例えば、電源制御部３５３２は、接続認識部３５３１にて非接続状態であ
ると認識された場合、すなわち、ＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き
抜かれた場合に、電源生成部３４に電源切替信号を出力し、冷却装置３３に供給する駆動
電圧を、ＡＣケーブル５を介して供給される電力に基づいて生成される駆動電圧に切替さ
せる。また、電源制御部３５３２は、上記の場合に、電源生成部３４に光源装置３１１へ
の駆動電圧の供給を停止させる。
【００５９】
　〔４．プロジェクションシステムの動作〕
　次に、上述したプロジェクションシステム１の動作について図面を参照して説明する。
　なお、以下では、プロジェクションシステム１の動作を、通常の駆動状態においてＡＣ
ケーブル５がプロジェクタ３やコンセントから引き抜かれた場合での動作、通常の駆動状
態においてＰＣ２の操作部２１の操作によりプロジェクタ３の電源をＯＦＦ状態とする場
合での動作、および通常の駆動状態においてＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ
２から引き抜かれた場合での動作を順に説明する。
【００６０】
　〔4-1．ＡＣケーブルが抜かれた場合の動作〕
　図５は、プロジェクションシステム１の動作を説明するフローチャートである。具体的
に、図５は、通常の駆動状態において、ＡＣケーブル５がプロジェクタ３やコンセントか
ら引き抜かれた場合でのプロジェクションシステム１の動作（ステップＳ１０）を説明す
るフローチャートである。
　ＡＣケーブル５を介して外部から電源生成部３４に電力が供給されかつ、ＵＳＢケーブ
ル４を介してＰＣ２側から電源生成部３４に電力が供給されている状態である通常の駆動
状態において、ＡＣケーブル５が不用意にプロジェクタ３やコンセントから引き抜かれた
場合には、ＡＣケーブル５を介して外部から供給される電力が遮断され、電源生成部３４
から光源装置３１１、サーミスタ３２、および制御装置３５へ供給される駆動電圧が停止
する。すなわち、光源ランプ３１１１は、消灯することとなる。この状態では、電源生成
部３４は、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側からの電力供給に基づいて冷却装置３３に
のみ駆動電圧を供給している。
【００６１】
　ここで、電源生成部３４は、ＡＣケーブル５を介して外部からの電力供給が遮断された
旨を認識する（ステップＳ１０Ａ）。
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　ステップＳ１０Ａの後、電源生成部３４は、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側からの
電力供給に基づいてサーミスタ３２および制御装置３５を駆動させる駆動電圧を生成して
供給する（ステップＳ１０Ｂ）。この状態では、電源生成部３４は、ＵＳＢケーブル４を
介してＰＣ２側からの電力供給に基づいて冷却装置３３、サーミスタ３２、および制御装
置３５に駆動電圧をそれぞれ供給している。また、電源生成部３４は、ＡＣケーブル５を
介して外部からの電力供給が遮断された旨の遮断情報を制御装置３５に出力する。
【００６２】
　ステップＳ１０Ｂの後、制御装置３５は、遮断情報、および、サーミスタ３２にて検出
された光源ランプ３１１１の消灯直後での光源ランプ３１１１近傍の検出温度に応じた温
度情報を、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側に送信する（ステップＳ１０Ｃ）。なお、
温度情報の送信は、光源ランプ３１１１の消灯直後の１回のみ送信する構成や、光源ラン
プ３１１１の消灯後、所定の時間おきに送信する構成としてもよい。
【００６３】
　ステップＳ１０Ｃの後、ＰＣ２の制御装置２３は、プロジェクタ３から送信された遮断
情報および温度情報を受信し、ＡＣケーブル５を介して外部からの電力供給が遮断された
旨（光源ランプ３１１１が消灯した旨）、および光源ランプ３１１１近傍の検出温度を認
識する（ステップＳ１０Ｄ）。
　ステップＳ１０Ｄの後、冷却装置制御部２３６２は、光源ランプ３１１１近傍の検出温
度に基づいて、冷却装置３３を駆動制御するための制御指令を生成してプロジェクタ３側
に伝送し、冷却装置３３の駆動制御状態を維持する（ステップＳ１０Ｅ）。なお、冷却装
置制御部２３６２における冷却装置３３の駆動制御方法として、光源ランプ３１１１の点
灯時および消灯時の双方において、異なる駆動制御方法で冷却装置３３を駆動制御する場
合には、プロジェクタ３から送信された遮断情報に基づいて光源ランプ３１１１が消灯し
た旨を認識した後、光源ランプ３１１１の消灯時において冷却装置３３を駆動制御するた
めの所定の制御指令を生成してプロジェクタ３側に伝送する。
【００６４】
　ステップＳ１０Ｅの後、プロジェクタ３は、ＰＣ２から送信された制御指令を受信する
（ステップＳ１０Ｆ）。
　ステップＳ１０Ｆの後、冷却装置３３は、ＰＣ２から送信された制御指令にしたがって
、所定の駆動電圧（所定の回転数）で冷却ファン３３１が駆動する（ステップＳ１０Ｇ）
。そして、冷却装置３３により、光源ランプ３１１１の消灯後も光源ランプ３１１１が冷
却される。
【００６５】
　また、ステップＳ１０Ｅの後、駆動必要時間算出部２３６３は、プロジェクタ３から送
信された遮断情報に基づいて光源ランプ３１１１が消灯した旨、および光源ランプ３１１
１の消灯直後での光源ランプ３１１１近傍の検出温度を認識した後、例えば、該検出温度
とメインメモリ２３２等に記憶された上述した温度時間関連情報とに基づいて、駆動必要
時間を算出する（ステップＳ１０Ｈ）。
【００６６】
　ステップＳ１０Ｈの後、表示制御部２３６４は、表示部２２を駆動制御し、駆動必要時
間算出部２３６３にて算出された駆動必要時間が経過するまでＵＳＢケーブル４をＵＳＢ
コネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かない旨の情報を表示部２２に表示させる（ステップＳ１
０Ｉ）。
【００６７】
　ステップＳ１０Ｉの後、電源制御部２３６５は、図示しないタイマにより遮断情報が入
力されてからの時間を計測し、該計測時間が駆動必要時間算出部２３６３にて算出された
駆動必要時間に達したか否かを判定する（ステップＳ１０Ｊ）。
　ステップＳ１０Ｊにおいて、制御装置２３は、「Ｎ」と判定した場合、すなわち、光源
ランプ３１１１が消灯してからの時間が駆動必要時間に達していないと判定した場合には
、ステップＳ１０Ｉにおける表示部２２の表示状態を継続する。



(18) JP 4670602 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

　一方、ステップＳ１０Ｊにおいて、電源制御部２３６５は、「Ｙ」と判定した場合、す
なわち、光源ランプ３１１１が消灯してからの時間が駆動必要時間に達したと判定した場
合には、プロジェクタ３の電源をＯＦＦさせてプロジェクタ３の駆動を停止させる旨の第
２の制御指令を、ＵＳＢケーブル４を介してプロジェクタ３側に送信する（ステップＳ１
０Ｋ）。
【００６８】
　ステップＳ１０Ｋの後、プロジェクタ３は、ＰＣ２から送信された第２の制御指令を受
信する（ステップＳ１０Ｌ）。
　ステップＳ１０Ｌの後、電源制御部３５３２は、第２の制御指令にしたがって、電源生
成部３４をＯＦＦ状態とし電源生成部３４から冷却装置３３、サーミスタ３２、および制
御装置３５への駆動電圧の供給を停止させる（ステップＳ１０Ｍ）。そして、プロジェク
タ３は、駆動を停止する。
【００６９】
　〔4-2．電源ＯＦＦ操作による動作〕
　図６は、プロジェクションシステム１の動作を説明するフローチャートである。具体的
に、図６は、通常の駆動状態において、ＰＣ２の操作部２１の操作によりプロジェクタ３
の電源をＯＦＦ状態とする場合でのプロジェクションシステム１の動作（ステップＳ２０
）を説明するフローチャートである。
　なお、以下では、電源ＯＦＦ操作による動作（ステップＳ２０）において、上述したＡ
Ｃケーブルが抜かれた場合の動作（ステップＳ１０）と略同様の動作については、同一の
符号を付してその詳細な説明は省略する。
【００７０】
　先ず、ＰＣ２の電源制御部２３６５は、操作部２１によりメニュー表示欄２２Ａが操作
され、プロジェクタ３の駆動を停止する旨の状態切替情報が設定入力されたか否かを常に
監視する（ステップＳ２０Ａ）。
　ステップＳ２０Ａにおいて、電源制御部２３６５は、「Ｙ」と判定した場合、すなわち
、プロジェクタ３の駆動を停止する旨の状態切替情報が設定入力されたと判定した場合に
は、光源ランプ３１１１を消灯する旨の第１の制御指令を、ＵＳＢケーブル４を介してプ
ロジェクタ３側に送信する（ステップＳ２０Ｂ）。
【００７１】
　ステップＳ２０Ｂの後、プロジェクタ３は、ＰＣ２から送信された第１の制御指令を受
信する（ステップＳ２０Ｃ）。
　ステップＳ２０Ｃの後、プロジェクタ３の電源制御部３５３２は、第１の制御指令にし
たがって、電源生成部３４に光源装置３１１への駆動電圧の供給を停止させる（ステップ
Ｓ２０Ｄ）。そして、光源ランプ３１１１は、消灯することとなる。
【００７２】
　ステップＳ２０Ｄの後は、上述したＡＣケーブルが抜かれた場合の動作（ステップＳ１
０）におけるステップＳ１０Ｃ～Ｓ１０Ｍと略同様の動作となる。
【００７３】
　〔4-3．ＵＳＢケーブルが抜かれた場合の動作〕
　図７は、プロジェクションシステム１の動作を説明するフローチャートである。具体的
に、図７は、通常の駆動状態において、ＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２か
ら引き抜かれた場合でのＰＣ２およびプロジェクタ３の各動作（ステップＳ３０，Ｓ４０
）を説明するフローチャートである。
　なお、以下では、通常の駆動状態において、ＵＳＢケーブル４が不用意にＵＳＢコネク
タＣ１，Ｃ２から引き抜かれた場合でのＰＣ２の動作（ステップＳ３０）、およびプロジ
ェクタ３の動作（ステップＳ４０）を順に説明する。
【００７４】
　〔4-3-1．ＰＣの動作〕
　先ず、接続認識部２３６１は、プロジェクタ３側からＵＳＢケーブル４を介して伝送さ
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れる接続状態である旨の通知情報を常に監視することで、非接続状態であるか否かを常に
監視する（ステップＳ３０Ａ）。
　ステップＳ３０Ａにおいて、「Ｙ」と判定された場合、すなわち、非接続状態であると
判定された場合には、駆動必要時間算出部２３６３は、例えば、メインメモリ２３２等に
記憶された上述した必要時間情報と、上述したように算出した消灯-非接続時間とに基づ
いて駆動必要時間を算出する（ステップＳ３０Ｂ）。
【００７５】
　ステップＳ３０Ｂの後、表示制御部２３６４は、表示部２２を駆動制御し、駆動必要時
間算出部２３６３にて算出された駆動必要時間が経過するまでＡＣケーブル５をプロジェ
クタ３やコンセントから引き抜かない旨の情報を表示部２２に表示させる（ステップＳ３
０Ｃ）。
【００７６】
　〔4-3-2．プロジェクタの動作〕
　先ず、接続認識部３５３１は、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２側から伝送される電力
供給の有無を常に監視することで、非接続状態であるか否かを常に監視する（ステップＳ
４０Ａ）。
　ステップＳ４０Ａにおいて、「Ｙ」と判定された場合、すなわち、非接続状態であると
判定された場合には、電源制御部３５３２は、電源生成部３４に電源切替信号を出力し、
電源生成部３４に光源装置３１１への駆動電圧の供給を停止させる（ステップＳ４０Ｂ）
。そして、光源ランプ３１１１は、消灯することとなる。また、電源制御部３５３２は、
冷却装置３３に供給される駆動電圧を、ＡＣケーブル５を介して供給される電力に基づい
て生成される駆動電圧に切替させる（ステップＳ４０Ｃ）。そして、冷却装置３３は、電
源生成部３４から供給される駆動電圧に基づいて駆動する。以上の状態では、電源生成部
３４は、ＡＣケーブル５を介して外部からの電力供給に基づいて冷却装置３３、サーミス
タ３２、および制御装置３５に駆動電圧をそれぞれ供給している。
【００７７】
　そして、ステップＳ４０Ｃの後、例えば、タイマ等にて光源ランプ３１１１の消灯から
冷却装置３３の駆動時間を計測し、該駆動時間が所定の時間経過するまで、冷却ファン３
３１を所定の回転数で回転させる（ステップＳ４０Ｄ）。すなわち、光源ランプ３１１１
の消灯後、プロジェクタ３が独自で冷却装置３３を駆動させている。
【００７８】
　ステップＳ４０Ｄにおいて、冷却装置３３の駆動時間が所定の時間経過すると、電源制
御部３５３２は、電源生成部３４をＯＦＦ状態とし電源生成部３４から冷却装置３３、サ
ーミスタ３２、および制御装置３５への駆動電圧の供給を停止させる（ステップＳ４０Ｅ
）。そして、プロジェクタ３は、駆動を停止する。
【００７９】
　上述した実施形態によれば、以下の効果がある。
　プロジェクタ３における電源生成部３４は、外部電源からＡＣケーブル５を介して電力
が供給されかつ、ＵＳＢケーブル４の電源ラインを介してＰＣ２から電力が供給される通
常の駆動状態において、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２から供給される電力に基づいて
冷却装置３３に駆動電圧を供給し、外部電源からの電力に基づいて冷却装置３３を除く他
の構成要素（光源装置３１１、制御装置３５、およびサーミスタ３２等）に駆動電圧を供
給する。このことにより、通常の駆動状態において、光源ランプ３１１１の点灯時や、光
源ランプ３１１１の消灯直後に、誤ってＡＣケーブル５がプロジェクタ３やコンセントか
ら引き抜かれ、外部電源からプロジェクタ３に供給される電力が停止した場合であっても
、ＵＳＢケーブル４を介してＰＣ２から供給される電力に基づいて冷却装置３３を駆動す
ることができ、光源ランプ３１１１の消灯後の冷却を実施できる。また、このような構成
であれば、従来のようにプロジェクタ内に内蔵電池を備える必要がなく、プロジェクタ３
の低コスト化を図れる。
【００８０】
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　また、ＰＣ２は、冷却装置制御部２３６２を備えているので、ＵＳＢケーブル４を介し
てプロジェクタ３側に制御指令を伝送してＰＣ２側で冷却装置３３を駆動制御できる。こ
のことにより、プロジェクタ３側にて冷却装置３３を駆動制御する構成が不要となり、プ
ロジェクタ３内部の回路構成を簡素化し、プロジェクタ３の低コスト化を図れる。また、
外部電源からプロジェクタ３に供給される電力が停止した場合であっても、ＰＣ２側で冷
却装置３３を駆動制御でき、光源ランプ３１１１の消灯後の冷却を効率的に実施できる。
【００８１】
　ここで、冷却装置制御部２３６２は、ＵＳＢケーブル４を介してプロジェクタ３側から
取得した光源ランプ３１１１近傍の温度に関する温度情報に基づいて冷却装置３３を駆動
制御する。このことにより、光源ランプ３１１１近傍の温度を目標とする温度まで効率的
に低減させることができる。また、光源ランプ３１１１近傍の温度に基づいて冷却装置３
３を駆動制御することで、必要以上に冷却ファン３３１の回転数を増大することなく、必
要最小限の回転数で冷却ファン３３１を駆動させることができ、冷却ファン３３１の駆動
による音を低減させ、プロジェクタ３の静粛性を確保できる。
【００８２】
　ところで、通常の駆動状態において、誤ってＡＣケーブル５がプロジェクタ３やコンセ
ントから引き抜かれた後、光源ランプ３１１１の消灯後の冷却装置３３による光源ランプ
３１１１の冷却が終了する前に、ＵＳＢケーブル４がＰＣ２やプロジェクタ３から不用意
に引き抜かれた場合には、ＰＣ２からプロジェクタ３に供給される電力が停止することと
なり、冷却装置３３を駆動して光源ランプ３１１１を冷却できない。
　本実施形態によれば、ＰＣ２は、駆動必要時間算出部２３６３を備えているので、駆動
必要時間算出部２３６３により、ＵＳＢケーブル４を介してプロジェクタ３側から取得し
た光源ランプ３１１１近傍の温度に関する温度情報に基づいて、光源ランプ３１１１の消
灯後、光源ランプ３１１１を冷却するために冷却装置３３を駆動させる駆動必要時間を算
出できる。また、ＰＣ２は、表示制御部２３６４および表示部２２を備えているので、表
示制御部２３６４により、駆動必要時間に関する情報を表示部２２に表示させることがで
きる。このため、表示部２２に、駆動必要時間に関する情報として、駆動必要時間が経過
するまではＵＳＢケーブル４をＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かない旨の情報を表
示させることで、利用者に前記情報を認識させることができる。したがって、ＡＣケーブ
ル５がプロジェクタ３やコンセントから引き抜かれた後、冷却装置３３による光源ランプ
３１１１の冷却が終了する前に、ＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き
抜かれることを回避でき、冷却装置３３により光源ランプ３１１１を良好に冷却できる。
【００８３】
　ところで、従来においては、プロジェクタの電源ＯＮ・ＯＦＦ制御は、一般的に、プロ
ジェクタに設けられた操作パネル等を利用者が操作することにより実行される。このため
、利用者は、プロジェクタの使用後に片付ける際、プロジェクタの操作パネルを操作して
電源をＯＦＦした後、ＡＣケーブル等や、ＵＳＢケーブル等を、プロジェクタやＰＣから
引き抜く。しかしながら、このような構成では、プロジェクタの電源ＯＦＦ（光源装置の
消灯）後、冷却装置による光源装置の冷却が終了する前に、ＵＳＢケーブル等がプロジェ
クタやＰＣから引き抜かれる虞がある。すなわち、ＰＣからプロジェクタに供給される電
力が停止し、光源装置の消灯後、冷却装置を駆動して光源装置を良好に冷却できない虞が
ある。
　本実施形態によれば、ＰＣ２は、操作部２１および電源制御部２３６５を備えているの
で、ＰＣ２側にてプロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦ制御を実行できる。このため、利用
者による操作部２１の操作により電源制御部２３６５がプロジェクタ３の電源ＯＦＦ（光
源ランプ３１１１の消灯）制御を実施した後、表示制御部２３６４が駆動必要時間が経過
するまではＵＳＢケーブル４をＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かない旨の情報を表
示部２２に表示させることで、利用者に前記情報を確実に認識させることができる。した
がって、ＰＣ２の操作部２１を操作してプロジェクタ３の電源をＯＦＦした（光源ランプ
３１１１を消灯した）後、冷却装置３３による光源ランプ３１１１の冷却が終了する前に
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、ＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かれることを回避でき、冷却
装置３３により光源ランプ３１１１を良好に冷却できる。
【００８４】
　ところで、通常の駆動状態において、誤ってＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，
Ｃ２から引き抜かれた場合には、ＰＣ２からプロジェクタ３に供給される電力が停止する
こととなり、冷却装置３３を駆動して光源ランプ３１１１を冷却できない。
　本実施形態によれば、プロジェクタ３は、接続認識部３５３１および電源制御部３５３
２を備えているので、プロジェクタ３およびＰＣ２間のＵＳＢケーブル４による接続状態
を検出し、非接続状態であると認識した場合に、冷却装置３３に供給する駆動電圧を外部
電源から供給された電力に基づく駆動電圧に切り替えることができる。このため、通常の
駆動状態において、誤ってＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かれ
た場合であっても、外部電源から供給された電力に基づいて冷却装置３３を駆動して光源
ランプ３１１１を冷却できる。
【００８５】
　ところで、通常の駆動状態において、誤ってＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，
Ｃ２から引き抜かれた際に、冷却装置３３に供給する駆動電圧を外部電源から供給された
電力に基づく駆動電圧に切り替えて冷却装置３３を駆動させた場合であっても、ＡＣケー
ブル５がプロジェクタ３やコンセントから引き抜かれた際には、外部電源からプロジェク
タ３に供給される電力が停止することとなり、冷却装置３３を駆動して光源ランプ３１１
１を冷却できない。
　本実施形態によれば、ＰＣ２は、接続認識部２３６１および表示制御部２３６４を備え
ているので、プロジェクタ３およびＰＣ２間のＵＳＢケーブル４による接続状態を検出し
、非接続状態であると認識した場合に、外部電源からの電力の供給状態を維持する旨の情
報を表示部２２に表示させることができる。このため、表示部２２に、外部電源からの電
力の供給状態を維持する旨の情報として、ＡＣケーブル５をプロジェクタ３やコンセント
から引き抜かない旨の情報を表示させることで、利用者に前記情報を認識させることがで
きる。したがって、ＵＳＢケーブル４がＵＳＢコネクタＣ１，Ｃ２から引き抜かれ、外部
電源から供給された電力に基づいて冷却装置３３を駆動している際に、ＡＣケーブル５が
プロジェクタ３やコンセントから引き抜かれることを回避でき、冷却装置３３により光源
ランプ３１１１を良好に冷却できる。
【００８６】
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　前記実施形態では、発熱体として光源ランプ３１１１を採用して該光源ランプ３１１１
を冷却する構成を説明したが、これに限らず、液晶ライトバルブ３１２や各種回路素子等
のプロジェクタ３内部の他の構成要素を発熱体として採用してこれらを冷却する構成を採
用してもよい。
【００８７】
　前記実施形態では、冷却装置として、発熱体に冷却空気を送風、あるいは、発熱体近傍
の空気を吸入する冷却ファン３３１を備えた構成を説明したが、これに限らない。冷却装
置としては、発熱体を冷却できる構成であれば、いずれの構成を採用してもよく、例えば
、冷却流体を循環させるポンプを備え、循環する冷却流体と発熱体とを熱伝達可能に構成
し、冷却流体により発熱体を冷却する構成を採用してもよい。
【００８８】
　前記実施形態では、情報伝送手段としてＵＳＢケーブル４を採用していたが、これに限
らない。情報伝送手段としては、情報の伝送を可能としかつ、電力を供給可能とすれば、
ＵＳＢ規格に限らず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４規格や、ＰｏＥ（パワー・オーバー・イ
ーサネット）規格等を採用しても構わない。
【００８９】
　前記実施形態では、プロジェクタ３には、該プロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦ制御や
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、補正パラメータの設定等の各種情報を設定入力するための操作部が省略された構成であ
ったが、これに限らず、プロジェクタ３に前記操作部を設けた構成としてもよい。この場
合には、前記操作部を蓋等で隠し、通常は使えないように構成し、通常は、ＰＣ２側にて
プロジェクタ３の電源ＯＮ・ＯＦＦ制御や補正パラメータの設定等の各種情報を設定入力
する構成とすることが好ましい。
【００９０】
　前記実施形態では、報知部として表示部２２を採用し、報知制御部として表示制御部２
３６４を採用していたが、これに限らない。例えば、報知部としてスピーカ等の音声出力
部を採用し、報知制御部として音声出力部を駆動制御する音声制御部を採用する。そして
、音声により駆動必要時間に関する情報を報知する。また、例えば、報知部としてＬＥＤ
等を採用し、報知制御部としてＬＥＤを駆動制御するＬＥＤ制御部を採用する。そして、
ＬＥＤの点灯等により駆動必要時間に関する情報を報知する。
【００９１】
　前記実施形態において、表示部２２に表示される、駆動必要時間に関する情報として、
例えば、駆動必要時間をカウントダウンする表示状態等を採用してもよい。
　前記実施形態では、表示部２２に駆動必要時間に関する情報を表示させていたが、これ
に限らず、ＡＣケーブル５をプロジェクタ３やコンセントから引き抜かない旨の情報であ
る外部電源からの電力の供給状態を維持する旨の情報や、ＵＳＢケーブル４をＵＳＢコネ
クタＣ１，Ｃ２から引き抜かない旨の情報であるプロジェクタ３およびＰＣ２間の情報伝
送手段による接続状態を維持する旨の情報のみを表示させる構成としても構わない。
【００９２】
　前記実施形態では、通常の駆動状態において、電源生成部３４は、ＵＳＢケーブル４を
介してＰＣ２から供給された電力に基づく駆動電圧を冷却装置３３のみに供給していたが
、これに限らず、例えば、制御装置３５やサーミスタ３２にもＵＳＢケーブル４を介して
ＰＣ２から供給された電力に基づく駆動電圧をそれぞれ供給する構成としてもよい。
【００９３】
　前記実施形態では、画像処理として、ＰＣ２側にて解像度変換処理、輪郭強調処理、白
黒伸長処理、色変換処理、γ補正処理、ＶＴ－γ補正処理、形状補正処理を実施し、プロ
ジェクタ３側にてゴースト補正処理、クロストーク補正処理、色ムラ補正処理を実施して
いたが、これに限らない。ＰＣ２側にて上述した画像処理を全て行う構成としてもよく、
あるいは、プロジェクタ３側にて上述した画像処理を全て行う構成としてもよい。
【００９４】
　前記実施形態では、透過型の液晶パネル（液晶ライトバルブ３１２）を採用していたが
、これに限らず、反射型の液晶パネルを採用してもよく、あるいは、ディジタル・マイク
ロミラー・デバイス（テキサス・インスツルメント社の商標）を採用してもよい。
　前記実施形態では、液晶ライトバルブ３１２を３枚設けた構成としていたが、これに限
らず、１枚のみの液晶ライトバルブ３１２を設ける構成、２枚の液晶ライトバルブ３１２
を設ける構成、４枚以上の液晶ライトバルブ３１２を設ける構成としてもよい。
【００９５】
　さらに、本発明を実施するための最良の構成などは、以上の記載で開示されているが、
本発明は、これに限定されるものではない。すなわち、本発明は、主に特定の実施形態に
関して特に図示され、かつ、説明されているが、本発明の技術的思想および目的の範囲か
ら逸脱することなく、以上述べた実施形態に対し、形状、材質、数量、その他の詳細な構
成において、当業者が様々な変形を加えることができるものである。
　従って、上記に開示した形状、材質などを限定した記載は、本発明の理解を容易にする
ために例示的に記載したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状
、材質などの限定の一部若しくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含
まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
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　本発明は、プロジェクタの低コスト化を図りつつ、外部電源からプロジェクタに供給さ
れる電力が停止した状態であっても冷却装置を駆動できるため、プレゼンテーションやホ
ームシアタに用いられるプロジェクタを利用したプロジェクションシステムに利用できる
。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本実施形態におけるプロジェクションシステムの外観図。
【図２】前記実施形態におけるＰＣの概略構成を示すブロック図。
【図３】前記実施形態における表示部に表示される情報の一例を示す図。
【図４】前記実施形態におけるプロジェクタの概略構成を示すブロック図。
【図５】前記実施形態におけるプロジェクションシステムの動作を説明するフローチャー
ト。
【図６】前記実施形態におけるプロジェクションシステムの動作を説明するフローチャー
ト。
【図７】前記実施形態におけるプロジェクションシステムの動作を説明するフローチャー
ト。
【符号の説明】
【００９８】
　１・・・プロジェクションシステム、２・・・ＰＣ（情報処理装置）、３・・・プロジ
ェクタ、４・・・ＵＳＢケーブル（情報伝送手段）、２１・・・操作部（設定入力部）、
２２・・・表示部（報知部）、３２・・・サーミスタ（温度検出部）、３３・・・冷却装
置、３４・・・電源生成部、３１１・・・光源装置、２３６１・・・接続認識部、２３６
２・・・冷却装置制御部、２３６３・・・駆動必要時間算出部、２３６４・・・表示制御
部（報知制御部）、２３６５・・・電源制御部、３１１１・・・光源ランプ（発熱体）、
３５３１・・・接続認識部、３５３２・・・電源制御部。
【図１】 【図２】
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