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(57)【要約】
【課題】複数台の映像表示装置を使用して複数の表示画
面からなる１画面分の映像を構成する際に、各々の表示
画面の特性を揃えるようにする。
【解決手段】映像表示装置は、他の映像表示装置と共に
ループ状に接続されてマルチディスプレイ装置を構成す
るマスター映像表示装置であって、受信した映像信号か
ら第１映像特徴データを抽出する映像特徴データ抽出部
と、光源を制御するための共通設定値を生成し、さらに
共通設定値に基づき自装置の光源を制御するコントロー
ラと、前段の他の装置から第２映像特徴データを入力す
るデータ入力部と、後段の他の装置へ第１映像特徴デー
タまたは共通設定値を出力するデータ出力部とを備える
。コントローラは、抽出した第１映像特徴データを後段
の他の映像表示装置へ出力し、その後、入力した第２映
像特徴データに基づき共通映像設定値を算出し、共通映
像設定値を後段の他の映像表示装置へ出力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示画面により１画面分の映像を表示するマルチディスプレイ型の映像表示シス
テムを、他のスレーブ映像表示装置と共にループ状に接続されて構成するマスター映像表
示装置であって、
　光源と、
　前記光源を制御する光源制御部と、
　前記光源からの光を映像信号に基づいて変調して表示画面を形成する映像光を生成する
表示素子と、
　前記映像信号を受信する映像信号受信部と、
　前記映像信号受信部で受信した映像信号から、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴
データを抽出する映像特徴データ抽出部と、
　自装置及び他の映像表示装置における光源を制御するための共通映像設定値を生成し、
さらに、当該共通映像設定値に基づき自装置の光源を制御するコントローラと、
　前段の他の映像表示装置から、自装置及び他の映像表示装置の各々に対する映像信号の
特徴を示す第２映像特徴データを入力するデータ入力部と、
　後段の他の映像表示装置へ、前記第１映像特徴データまたは前記共通映像設定値を出力
するデータ出力部と、を備え、
　前記コントローラは、
　前記映像特徴データ抽出部により抽出した前記第１映像特徴データを、後段の他の映像
表示装置へ出力し、
　その後、前記第２映像特徴データを入力したときに、入力した前記第２映像特徴データ
に基づき前記共通映像設定値を算出し、算出した前記共通映像設定値を後段の他の映像表
示装置へ出力する、映像表示装置。
【請求項２】
　前記第１及び第２映像特徴データは、映像信号から得られる平均輝度情報であり、
　前記共通映像設定値は、各映像表示装置の平均輝度情報の累積値を、各映像表示装置の
表示素子の有効画素数の累積値で除して得られる共通平均輝度情報であり、
　前記コントローラは、前記共通平均輝度情報によって、前記光源制御部を制御する、請
求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記第１及び第２映像特徴データは、映像信号から得られる平均輝度情報であり、
　前記共通映像設定値は、各映像表示装置の平均輝度情報の累積値を、映像表示装置の総
台数で除して得られる共通平均輝度情報であり、
　前記コントローラは、前記共通平均輝度情報によって、前記光源制御部を制御する、請
求項１に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　複数の表示画面により１画面分の映像を表示するマルチディスプレイ型の映像表示シス
テムを、マスター映像表示装置と共にループ状に接続されて構成するスレーブ映像表示装
置であって、
　光源と、
　前記光源を制御する光源制御部と、
　前記光源からの光を映像信号に基づいて変調して表示画面を形成する映像光を生成する
表示素子と、
　前記映像信号を受信する映像信号受信部と、
　前記映像信号受信部で受信した映像信号から、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴
データを抽出する映像特徴データ抽出部と、
　前段の他の映像表示装置に対する映像信号の特徴を示す第２映像特徴データ、または、
自装置及び他の映像表示装置における光源を制御するための共通映像設定値を入力するデ
ータ入力部と、
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　第３映像特徴データを算出し、さらに、前記共通映像設定値に基づき自装置の光源を制
御するコントローラと、
　後段の他の映像表示装置へ、前記第３映像特徴データまたは前記共通映像設定値を出力
するデータ出力部と、を備え、
　前記コントローラは、
　前段の他の映像表示装置から前記第２映像特徴データを入力したときに、前記第１映像
特徴データと前記第２映像特徴データから前記第３映像特徴データを生成し、生成した前
記第３映像特徴データを後段の他の表示装置へ出力し、
　その後、前段の他の映像表示装置から前記共通映像設定値を入力したときに、入力した
前記共通映像設定値を後段の他の表示装置へ出力する、映像表示装置。
【請求項５】
　前記第１～第３映像特徴データは、映像信号から得られる平均輝度情報であり、
　前記共通映像設定値は、各映像表示装置の平均輝度情報の累積値を、各映像表示装置の
表示素子の有効画素数の累積値で除して得られる共通平均輝度情報であり、
　前記コントローラは、前記共通平均輝度情報によって、前記光源制御部を制御する、請
求項４に記載の映像表示装置。
【請求項６】
　前記第１～第３映像特徴データは、映像信号から得られる平均輝度情報であり、
　前記共通映像設定値は、各映像表示装置の平均輝度情報の累積値を、映像表示装置の総
台数で除して得られる共通平均輝度情報であり、
　前記コントローラは、前記共通平均輝度情報によって、前記光源制御部を制御する、請
求項４に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　複数の表示画面により１画面分の映像を表示するマルチディスプレイ型の映像表示シス
テムであって、
　互いのデータ入力部とデータ出力部を信号線で結合することによりループ状に接続され
たマスター映像表示装置とスレーブ映像表示装置とを備え、
　前記マスター映像表示装置は、
　受信した映像信号から、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴データを抽出する第１
映像特徴データ抽出部と、
　自装置及びスレーブ映像表示装置における光源を制御するための共通映像設定値を生成
し、さらに、当該共通映像設定値に基づき自装置の光源を制御する第１コントローラと、
　前段の前記スレーブ映像表示装置から、自装置及び前記スレーブ映像表示装置の各々に
対する映像信号の特徴を示す第２映像特徴データを入力する第１データ入力部と、
　後段の前記スレーブ映像表示装置へ、前記第１映像特徴データまたは前記共通映像設定
値を出力する第１データ出力部と、を備え、
　前記スレーブ映像表示装置は、
　受信した映像信号から、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴データを抽出する第２
映像特徴データ抽出部と、
　前段の前記マスター映像表示装置または前記スレーブ映像表示装置に対する映像信号の
特徴を示す第２映像特徴データ、または、前記マスター映像表示装置で生成された前記共
通映像設定値を入力する第２データ入力部と、
　第３映像特徴データを算出し、さらに、前記共通映像設定値に基づき自装置の光源を制
御する第２コントローラと、
　後段の前記マスター映像表示装置または前記スレーブ映像表示装置へ、前記第３映像特
徴データまたは前記共通映像設定値を出力する第２データ出力部と、を備え、
　前記マスター映像表示装置は、
　前記第１映像特徴データ抽出部により抽出した前記第１映像特徴データを、後段のスレ
ーブ映像表示装置へ出力し、
　その後、第１データ入力部により前記第２映像特徴データを入力したときに、入力した



(4) JP 2017-211627 A 2017.11.30

10

20

30

40

50

前記第２映像特徴データに基づき前記共通映像設定値を算出し、算出した前記共通映像設
定値を後段のスレーブ映像表示装置へ出力し、
　前記スレーブ映像表示装置は、
　前段の映像表示装置から前記第２映像特徴データを入力したときに、前記第２映像特徴
データ抽出部により抽出した前記第１映像特徴データと入力した前記第２映像特徴データ
とから前記第３映像特徴データを生成し、生成した前記第３映像特徴データを後段の映像
表示装置へ出力し、
　その後、前段の映像表示装置から前記共通映像設定値を入力したときに、入力した前記
共通映像設定値を後段の映像表示装置へ出力する、映像表示システム。
【請求項８】
　前記第１～第３映像特徴データは、映像信号から得られる平均輝度情報であり、
　前記共通映像設定値は、各映像表示装置の平均輝度情報の累積値を、各映像表示装置の
表示素子の有効画素数の累積値で除して得られる共通平均輝度情報である、請求項７に記
載の映像表示システム。
【請求項９】
　前記第１～第３映像特徴データは、映像信号から得られる平均輝度情報であり、
　前記共通映像設定値は、各映像表示装置の平均輝度情報の累積値を、映像表示装置の総
台数で除して得られる共通平均輝度情報である、請求項７に記載の映像表示システム。
【請求項１０】
　複数台の映像表示装置をループ状に信号線で接続し、これら複数台の映像表示装置の任
意の一つを、マスター映像表示装置とし、その他の映像表示装置をスレーブ映像表示装置
として設定し、
　入力される映像信号の平均輝度レベルをマスター映像表示装置側から順次積算して出力
し、
　前記マスター映像表示装置は、スレーブ映像表示装置から入力される積算された映像表
示装置の平均輝度レベルを、前記マスターおよびスレーブ映像表示装置の各々の画素数を
累積した累積画素数で割ることにより光源制御情報を生成し、この生成した光源制御情報
を前記マスターおよびスレーブ映像表示装置に設定する、映像表示装置の輝度調整方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、複数の表示画面により１画面分の映像を表示するマルチディスプレイ装置を
構成するために複数台用いられる映像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、複数台の映像表示装置で入力映像信号に連動した光量制御を行なう装置
を開示する。この装置は、入力映像信号の特徴を検出する手段と、検出した特徴に基づい
て光量を制御する制御手段とを備え、特徴検出手段には他の映像表示装置に入力される映
像信号と同一の映像信号が入力されことを特徴とする。これにより、複数の映像表示装置
の光量制御を同一に動的に変化させ一体感のある表示画面を実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７-１７８７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、複数台の映像表示装置からなるマルチディスプレイ装置を使用して複数の表
示画面からなる１画面分の映像を構成する際に、各々の表示画面の特性の不揃いに起因し
て観察者に違和感を与えることが無いようにした。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示における映像表示装置は、複数の表示画面により１画面分の映像を表示するマル
チディスプレイ型の映像表示システムを、他のスレーブ映像表示装置と共にループ状に接
続されて構成するマスター映像表示装置であって、光源と、光源を制御する光源制御部と
、光源からの光を映像信号に基づいて変調して表示画面を形成する映像光を生成する表示
素子と、映像信号を受信する映像信号受信部と、映像信号受信部で受信した映像信号から
、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴データを抽出する映像特徴データ抽出部と、自
装置及び他の映像表示装置における光源を制御するための共通映像設定値を生成し、さら
に、当該共通映像設定値に基づき自装置の光源を制御するコントローラと、前段の他の映
像表示装置から、自装置及び他の映像表示装置の各々に対する映像信号の特徴を示す第２
映像特徴データを入力するデータ入力部と、後段の他の映像表示装置へ、第１の映像特徴
データまたは共通映像設定値を出力するデータ出力部とを備える。コントローラは、映像
特徴データ抽出部により抽出した第１映像特徴データを、後段の他の映像表示装置へ出力
し、その後、第２映像特徴データを入力したときに、入力した第２映像特徴データに基づ
き共通映像設定値を算出し、算出した共通映像設定値を後段の他の映像表示装置へ出力す
る。
【０００６】
　本開示における他の映像表示装置は、複数の表示画面により１画面分の映像を表示する
マルチディスプレイ型の映像表示システムを、マスター映像表示装置と共にループ状に接
続されて構成するスレーブ映像表示装置であって、光源と、光源を制御する光源制御部と
、光源からの光を映像信号に基づいて変調して表示画面を形成する映像光を生成する表示
素子と、映像信号を受信する映像信号受信部と、映像信号受信部で受信した映像信号から
、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴データを抽出する映像特徴データ抽出部と、前
段の他の映像表示装置に対する映像信号の特徴を示す第２映像特徴データ、または、自装
置及び他の映像表示装置における光源を制御するための共通映像設定値を入力するデータ
入力部と、第３映像特徴データを算出し、さらに、共通映像設定値に基づき自装置の光源
を制御するコントローラと、後段の他の映像表示装置へ、第３映像特徴データまたは共通
映像設定値を出力するデータ出力部とを備える。コントローラは、前段の他の映像表示装
置から第２映像特徴データを入力したときに、第１映像特徴データと第２映像特徴データ
から第３映像特徴データを生成し、生成した第３映像特徴データを後段の他の表示装置へ
出力し、その後、前段の他の映像表示装置から共通映像設定値を入力したときに、入力し
た共通映像設定値を後段の他の表示装置へ出力する。
【０００７】
　本開示における映像表示システムは、複数の表示画面により１画面分の映像を表示する
マルチディスプレイ型の映像表示システムであって、互いのデータ入力部とデータ出力部
を信号線で結合することによりループ状に接続されたマスター映像表示装置とスレーブ映
像表示装置とを備える。マスター映像表示装置は、受信した映像信号から、当該映像信号
の特徴を示す第１映像特徴データを抽出する第１映像特徴データ抽出部と、自装置及びス
レーブ映像表示装置における光源を制御するための共通映像設定値を生成し、さらに、当
該共通映像設定値に基づき自装置の光源を制御する第１コントローラと、前段のスレーブ
映像表示装置から、自装置及びスレーブ映像表示装置の各々に対する映像信号の特徴を示
す第２映像特徴データを入力する第１データ入力部と、後段のスレーブ映像表示装置へ、
第１の映像特徴データまたは共通映像設定値を出力する第１データ出力部とを備える。ス
レーブ映像表示装置は、受信した映像信号から、当該映像信号の特徴を示す第１映像特徴
データを抽出する第２映像特徴データ抽出部と、前段のマスター映像表示装置またはスレ
ーブ映像表示装置に対する映像信号の特徴を示す第２映像特徴データ、または、マスター
映像表示装置で生成された共通映像設定値を入力する第２データ入力部と、第３映像特徴
データを算出し、さらに、共通映像設定値に基づき自装置の光源を制御する第２コントロ
ーラと、後段のマスター映像表示装置またはスレーブ映像表示装置へ、第３映像特徴デー
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タまたは共通映像設定値を出力する第２データ出力部とを備える。マスター映像表示装置
は、第１映像特徴データ抽出部により抽出した第１映像特徴データを、後段のスレーブ映
像表示装置へ出力し、その後、第１データ入力部により第２映像特徴データを入力したと
きに、入力した第２映像特徴データに基づき共通映像設定値を算出し、算出した共通映像
設定値を後段のスレーブ映像表示装置へ出力する。スレーブ映像表示装置は、前段の映像
表示装置から第２映像特徴データを入力したときに、第２映像特徴データ抽出部により抽
出した第１映像特徴データと入力した第２映像特徴データとから第３映像特徴データを生
成し、生成した第３映像特徴データを後段の映像表示装置へ出力し、その後、前段の映像
表示装置から共通映像設定値を入力したときに、入力した共通映像設定値を後段の映像表
示装置へ出力する。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示における映像表示装置は、複数台使用してマルチディスプレイ装置を構成し、こ
れによって表示される複数の表示画面からなる１画面分の映像を構成する際に、各々の表
示画面の特性の違いに起因した観察者に対する違和感を無くすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】従来のマルチディスプレイ装置の構成を示す図
【図２】実施の形態のマルチディスプレイ装置の構成を示す図
【図３】実施の形態１にかかるプロジェクタのブロック図
【図４】実施の形態１のマルチディスプレイ装置の動作を説明するための図
【図５】実施の形態１のマルチディスプレイ装置の動作を説明するための図
【図６】ＡＰＬと光量係数の関係を示す参照テーブル例を示す図
【図７】実施の形態による効果を説明するための図
【図８】実施の形態２にかかるプロジェクタのブロック図
【図９】実施の形態２のマルチディスプレイ装置の動作を説明するための図
【図１０】実施の形態２のマルチディスプレイ装置の動作を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１１】
　なお、添付図面および以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供さ
れるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されて
いない。
【００１２】
（実施の形態１）
　以下、図１～図７を用いて、実施の形態を説明する。
【００１３】
　図１は、従来のマルチディスプレイ装置を示しており、３台のプロジェクタ１（ＰＪ１
）、プロジェクタ２（ＰＪ３）、プロジェクタ３（ＰＪ３）をスクリーンに対して水平方
向に並べて、１つの映像を形成するように各プロジェクタから映像を投写している状態を
示している。プロジェクタ１、プロジェクタ２、プロジェクタ３は、明るいシーンでの明
るさ感の不足および暗いシーンでの黒浮に対する品位改善、すなわち動的コントラストの
改善のためにそれぞれに入力された映像の明るさの平均輝度レベル（以下「ＡＰＬ（Ａｖ
ｅｒａｇｅ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｌｅｖｅｌ）」という）に応じて光源の明るさを制御して
いる。ここで、プロジェクタ１とプロジェクタ３から投写される映像のＡＰＬが０％であ
り、プロジェクタ２から投写される映像のＡＰＬが１５％であると、これらの映像を１つ
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の映像として見たとき、輝度が不揃いとなってしまう。このため、１つの映像として観賞
する場合、観察者に違和感を与え、映像としての表示品質を損なってしまう。
【００１４】
　そこで、本実施の形態では、以下に述べる構成によって、かかる不都合を回避している
。
【００１５】
　図２は、本実施の形態のプロジェクタを用いたマルチディスプレイ装置１０の構成を示
す図である。図２に示すように、マルチディスプレイ装置１０は、プロジェクタ１００Ｍ
、プロジェクタ１００Ｓ１、プロジェクタ１００Ｓ２の各々の制御情報入力部と制御情報
出力部を互いに接続して、３台のプロジェクタをケーブル（信号線）でループ状に接続し
て構成される。
【００１６】
　すなわち、プロジェクタ１００Ｍの制御情報出力部１０２Ｍとプロジェクタ１００Ｓ１
の制御情報入力部１０１Ｓ１が接続される。プロジェクタ１００Ｓ１の制御情報出力部１
０２Ｓ１とプロジェクタ１００Ｓ２の制御情報入力部１０１Ｓ２が接続される。プロジェ
クタ１００Ｓ２の制御情報出力部１０２Ｓ２とプロジェクタ１００Ｍの制御情報入力部１
０１Ｍが接続される。
【００１７】
　図２において、プロジェクタ１００Ｍには、映像信号源から第１映像信号が入力され、
この第１映像信号による映像がスクリーン３００に投写される。プロジェクタ１００Ｓ１
には、映像信号源から第２映像信号が入力され、この第２映像信号による映像がスクリー
ン３００に投写される。プロジェクタ１００Ｓ２には、映像信号源から第３映像信号が入
力され、この第３映像信号による映像がスクリーン３００に投写される。これらの第１～
第３映像信号による映像がスクリーン３００上に並んで、１つの映像が形成される。
【００１８】
　図３はプロジェクタの構成を示すブロック図である。本実施の形態では、プロジェクタ
１００Ｍ、プロジェクタ１００Ｓ１、プロジェクタ１００Ｓ２は、同様の構成を有する。
すなわち、プロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００Ｓ２は、図３に示すプロジェクタ
１００と同じ構成を有する。しかし、プロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００Ｓ２の
いずれか１台は、他のプロジェクタと機能を異にする。具体的には、プロジェクタ１００
Ｍがマスター・プロジェクタとして機能し、プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２はスレ
ーブ・プロジェクタとして機能する（詳細は後述）。
【００１９】
　図３に示すように、プロジェクタ１００は、制御情報入力部１０１、制御情報出力部１
０２、映像信号受信部１０３、映像表示素子駆動部１０４、映像表示素子１０５、光源輝
度制御部１０６、光源駆動部１０７、光源１０８、画素数算出部１０９、コントローラ１
１０、マスター／スレーブ設定部１１４、平均輝度検出部１１５からなる。プロジェクタ
１００の操作を行うリモコン２００によって、マスター／スレーブ設定部１１４が設定さ
れる。制御情報入力部１０１は、データ入力部の一例であり、制御情報出力部１０２はデ
ータ出力部の一例である。
【００２０】
　プロジェクタ１００に入力される映像信号は、映像信号受信部１０３に入力される。映
像信号受信部１０３に入力された映像信号は、３台のプロジェクタの信号処理時の遅延に
よる映出タイミングのずれを解消するよう所定時間遅延されて映像表示素子駆動部１０４
に入力される。映像表示素子駆動部１０４は、映像信号に基づいて映像表示素子１０５を
駆動する。映像表示素子としては、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ）が使用される。
【００２１】
　制御情報入力部１０１には、ループ状に接続された他のプロジェクタからの制御情報が
入力される。この制御情報は、後述する有効総画素数情報、有効ＡＰＬ係数、平均ＡＰＬ
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の情報である。
【００２２】
　この制御情報入力部１０１に入力された制御情報は、コントローラ１１０に入力される
。このコントローラ１１０は、プロジェクタ１００の全体の制御を司るものであって、例
えば、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）によ
って構成される。コントローラ１１０は、有効ＡＰＬ係数算出／加算部１１１、画素数加
算部１１２、光源制御量演算部１１３、参照テーブル１１９を備える。参照テーブル１１
９は、ＡＰＬの情報から、動的コントラストを高めるための光量係数を求めるときに使用
される。
【００２３】
　コントローラ１１０の制御によって、光源輝度制御部１０６が制御される。コントロー
ラ１１０によって制御される光源輝度制御部１０６は、光源駆動部１０７を制御する。光
源駆動部１０７は、光源１０８を光源輝度制御部１０６の制御に基づいて駆動する。光源
１０８は、半導体レーザダイオード等の固体光源やメタルハライドランプ等が使用できる
。この光源１０８からの照明光が映像表示素子１０５に照射され、映像表示素子１０５は
照射される光を映像信号に基づいて変調し、表示画面を形成する映像光を生成する。この
映像光は図示しない投写光学系によってスクリーンに拡大投写される。
【００２４】
　コントローラ１１０には、画素数算出部１０９から、このプロジェクタ１００の映像表
示素子１０５の有効画素数の情報が供給される。コントローラ１１０は、また、マスター
／スレーブ設定部１１４からの設定信号が入力される。
【００２５】
　平均輝度検出部１１５は、入力される映像信号から平均輝度レベル（ＡＰＬ）を算出し
てコントローラ１１０に供給する。平均輝度検出部１１５は、入力される映像信号の１フ
レームごとの平均輝度レベルを算出する。ＡＰＬ（平均輝度レベル）は第１映像特徴デー
タの一例であり、平均輝度検出部１１５は映像特徴データ抽出部の一例である。
【００２６】
　コントローラ１１０には、制御情報入力部１０１から、このプロジェクタに接続される
前段のプロジェクタからの制御情報（第２の映像特徴データ）が入力される。コントロー
ラ１１０には、また、平均輝度検出部１１５からＡＰＬ情報（第１の映像特徴データ）が
入力され、さらに画素数算出部１０９から、当該プロジェクタの有効画素の情報が入力さ
れる。コントローラ１１０は、これらデータに基づいて演算した結果（第３の映像特徴デ
ータ）を制御情報出力部１０２に出力する。制御情報出力部１０２は、コントローラ１１
０からの出力データを、このプロジェクタに接続された後段のプロジェクタに出力する。
コントローラ１１０には、映像の映出のタイミングをとるために映像信号に同期した垂直
同期信号ＶＳが供給される。有効画素の情報は映像表示装置情報の一例である。
【００２７】
　次に、図２、及び図３に示したプロジェクタを使用してシステムとして構成し、マルチ
ディスプレイ装置を設定するためのステップを説明する。
【００２８】
　まず、プロジェクタ１００Ｍ、プロジェクタ１００Ｓ１、プロジェクタ１００Ｓ２の最
も明るい投写映像のシーンで設定される光量が、互いに同じになるように調整される。プ
ロジェクタ個々において、光量を下げる調整はできるが最大光量を超えるように光量を調
整することはできないので、これら３台のプロジェクタのうち最大光量が一番小さいもの
に光量を揃える。この調整は、リモコンを使用してコントローラに指示して、画面の輝度
を目視して調整することができる。また、目視による調整以外に、投写画像をカメラで撮
影して、その撮像画像をパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で処理して、ＰＣの制御によっ
て各プロジェクタの最大光量を調整できる。
【００２９】
　次に、プロジェクタ１００を図２のようにループ状にケーブルで接続する。
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【００３０】
　プロジェクタ１００をループ状に接続した後、３台のプロジェクタのうちの１つをマス
ター、他の２台をスレーブとなるように設定をする。この設定は、各プロジェクタに対し
て、ＯＳＤ（オンスクリーン・ディスプレイ）の連動動作のオン・オフメニューにおいて
、リモコン２００で連動動作をオンにし、マスター／スレーブ設定部１１４をマスターと
するかスレーブとするかの選択をすることによって行われる。本実施の形態では、プロジ
ェクタ１００Ｍをマスターとして設定し、プロジェクタ１００Ｓ１とプロジェクタ１００
Ｓ２をスレーブとして設定している。
【００３１】
　ここで、プロジェクタ１００Ｍの映像表示素子の有効画素数を縦が１００画素、横が１
００画素の１００００画素とし、プロジェクタ１００Ｓ１の映像表示素子の有効画素数を
縦が９０画素、横が１００画素の９０００画素とし、プロジェクタ１００Ｓ２の映像表示
素子の有効画素数を縦が１００画素、横が１００画素の１００００画素としている。これ
ら、プロジェクタの画素数は、説明の簡略化のため、少ない画素数にしている。
【００３２】
　このように、ケーブルで各映像表示装置をループ状に接続してマルチディスプレイ装置
１０として構成されると、各プロジェクタに対して映像信号が供給される。
【００３３】
　ここで、あるタイミングにおいて、図４に示すようにプロジェクタ１００ＭにＡＰＬが
１０％の第１映像信号が入力され、プロジェクタ１００Ｓ１にＡＰＬが２０％の第２映像
信号が入力され、プロジェクタ１００Ｓ２にＡＰＬが６０％の第３映像信号が入力される
場合について説明する。
【００３４】
　プロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００Ｓ２は、映像信号の１フレーム毎に、２回
のループ処理を行う。第１ループ処理では、プロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００
Ｓ２にそれぞれ入力される第１～第３映像信号が示す映像のＡＰＬを加算して累積するこ
とにより、これらのプロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００Ｓ２によって投写される
映像全体のＡＰＬの累積値を求める。次に、第２ループ処理では、ＡＰＬの累積値に基づ
いて映像全体の平均ＡＰＬを求め、この平均ＡＰＬをプロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１
、１００Ｓ２で共有する。各プロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００Ｓ２は共通の平
均ＡＰＬに基づいて光源の光量の制御を行う。以下、これらのループ処理を詳細に説明す
る。
【００３５】
（第１ループ処理）
　まず、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、その平均輝度検出部１１５でＡＰＬのレベ
ル（１０％）を検出し、その値をコントローラ１１０に入力する。コントローラ１１０は
、画素数算出部１０９から、プロジェクタ１００Ｍの有効画素数（１００００）を取得し
、有効ＡＰＬ係数算出／加算部１１１において、ＡＰＬのレベル（１０％）と有効画素数
（１００００）を掛け合わせて有効ＡＰＬ係数（１０００）を算出する。このようにして
算出された有効ＡＰＬ係数はプロジェクタ１００Ｍの有効画素数（有効総画素数）ととも
に、制御情報出力部１０２Ｍからスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１の制御情報入力部１
０１Ｓ１に入力される。
【００３６】
　スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１は、その平均輝度検出部１１５でＡＰＬのレベル（
２０％）を検出し、その値をコントローラ１１０に入力する。コントローラ１１０は、画
素数算出部１０９から、プロジェクタ１００Ｓ１の有効画素数（９０００）を取得し、有
効ＡＰＬ係数算出／加算部１１１において、ＡＰＬのレベル（２０％）と有効画素数（９
０００）を掛け合わせて有効ＡＰＬ係数（１８００）を算出する。このようにして算出さ
れた有効ＡＰＬ係数（１８００）は、有効ＡＰＬ係数算出／加算部１１１において、プロ
ジェクタ１００Ｍからの有効ＡＰＬ係数（１０００）が加算されて、累積された有効ＡＰ
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Ｌ係数（２８００）が得られる。
【００３７】
　また、画素数加算部１１２において、プロジェクタ１００Ｓ１の有効画素数（９０００
）とプロジェクタ１００Ｍの有効画素数（１００００）とが加算され、累積された有効総
画素数（１９０００）が得られる。有効ＡＰＬ係数（２８００）は、有効総画素数（１９
０００）とともに、プロジェクタ１００Ｓ１の制御情報出力部１０２Ｓ１からスレーブ・
プロジェクタ１００Ｓ２の制御情報入力部１０１Ｓ２に入力される。
【００３８】
　スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２は、その平均輝度検出部１１５でＡＰＬのレベル（
６０％）を検出し、その値をコントローラ１１０に入力する。コントローラ１１０は、画
素数算出部１０９から、プロジェクタ１００Ｓ２の有効画素数（１００００）を取得し、
有効ＡＰＬ係数算出／加算部１１１において、ＡＰＬのレベル（６０％）と有効画素数（
１００００）を掛け合わせて有効ＡＰＬ係数（６０００）を算出する。このようにして算
出された有効ＡＰＬ係数（６０００）は、有効ＡＰＬ係数算出／加算部１１１において、
プロジェクタ１００Ｓ１からの有効ＡＰＬ係数（２８００）が加算されて、累積された有
効ＡＰＬ係数（８８００）が得られる。
【００３９】
　また、画素数加算部１１２において、プロジェクタ１００Ｓ２の有効画素数（１０００
０）とプロジェクタ１００Ｓ１からの有効総画素数（１９０００）とが加算され、累積さ
れた有効総画素数（２９０００）が得られる。有効ＡＰＬ係数（８８００）は、有効総画
素数（２９０００）とともに、プロジェクタ１００Ｓ２の制御情報出力部１０２Ｓ２から
マスター・プロジェクタ１００Ｍの制御情報入力部１０１Ｍに入力される。以上のように
して、第１ループ処理では、プロジェクタ１００Ｍ、１００Ｓ１、１００Ｓ２によって投
写される映像全体のＡＰＬの累積値が求められる。
【００４０】
（第２ループ処理）
　次に、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、図５に示すようにコントローラ１１０の光
源制御量演算部１１３において、制御情報入力部１０１Ｍに入力された有効ＡＰＬ係数（
８８００）を有効総画素数（２９０００）で除して、平均ＡＰＬ（３０．３％）を得る。
この後、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、コントローラ１１０に設けられた参照テー
ブル１１９を参照する。参照テーブル１１９には図６に示すようなＡＰＬと光量係数の関
係を示すデータが格納されている。マスター・プロジェクタ１００Ｍは、この参照テーブ
ルにより、平均ＡＰＬ（３０．３％）の時に設定される光量係数（５１％）を得て、この
光量係数（５１％）に基づき光源輝度制御部１０６を制御することにより、光源の光量を
設定する。平均ＡＰＬは、共通映像設定値、または共通平均輝度情報の一例である。
【００４１】
　マスター・プロジェクタ１００Ｍで得られた平均ＡＰＬ（３０．３％）は、制御情報出
力部１０２Ｍからスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１の制御情報入力部１０１Ｓ１に入力
される。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１は、コントローラ１１０に設けられた参照テ
ーブル１１９を参照し、平均ＡＰＬ（３０．３％）の時に設定される光量係数（５１％）
を得て、この光量係数（５１％）に基づき光源輝度制御部１０６を制御することにより、
光源の光量を設定する。
【００４２】
　スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１は、マスター・プロジェクタ１００Ｍから出力され
る平均ＡＰＬ（３０．３％）を、制御情報出力部１０２Ｓ１からスレーブ・プロジェクタ
１００Ｓ２の制御情報入力部１０１Ｓ２に入力する。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２
は、コントローラ１１０に設けられた参照テーブル１１９を参照し、平均ＡＰＬ（３０．
３％）の時に設定される光量係数（５１％）を得て、この光量係数（５１％）に基づき光
源輝度制御部１０６を制御することにより、光源の光量を設定する。スレーブ・プロジェ
クタ１００Ｓ１、１００Ｓ２は、例えば、マスター・プロジェクタ１００Ｍによって生成
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されて制御情報入力部１０１Ｓ１、１０１Ｓ２に入力されるデータのヘッダ情報により、
平均ＡＰＬが入力されたことを認識する。
【００４３】
　この後、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２は、マスター・プロジェクタ１００Ｍから
出力される平均ＡＰＬ（３０．３％）を、制御情報出力部１０２Ｓ２からマスター・プロ
ジェクタ１００Ｍの制御情報入力部１０１Ｍに入力する。マスター・プロジェクタ１００
Ｍは、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２から平均ＡＰＬ（３０．３％）を受けると、ス
レーブ・プロジェクタ１００Ｓ１と、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２が所定の平均Ａ
ＰＬに設定されたと認識し、設定を終了する。尚、このマスター・プロジェクタ１００Ｍ
がスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２から平均ＡＰＬ（３０．３％）を受け取った認識は
、制御情報の伝達が正しく行なわれたかの確認として利用できるが必須ではない。上記の
一連の動作は、映像信号の１フレーム毎に行われる。
【００４４】
　ここで、上述したように、図１に示すような従来のマルチディスプレイ装置のように、
各プロジェクタ１～３のそれぞれが個々に光源の明るさを制御すると、プロジェクタ１～
３の映像を１つの映像として見たときに、輝度が不揃いとなってしまう。例えば、ＡＰＬ
と光量係数が図６に示す関係であり、プロジェクタ１の映像のＡＰＬが１０％であり、プ
ロジェクタ２の映像のＡＰＬが２０％であり、プロジェクタ３の映像のＡＰＬが６０％で
ある場合、プロジェクタ１では光量係数２０％で光源の光量が制御され、プロジェクタ２
では光量係数４０％で光源の光量が制御され、プロジェクタ３では光量係数は９０％で光
源の光量が制御される。この場合、プロジェクタ１～３の映像を１つの映像として見たと
きに、輝度が不揃いとなってしまい、観察者に違和感を与えてしまう。
【００４５】
　これに対して、本実施の形態では、図７に示すように、マスター・プロジェクタ１００
Ｍ、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２のＡＰ
Ｌが１フレーム毎に同じ値（３０．３％）に揃えられ、１つの映像として合成したときに
、輝度の不揃いがなくなり、観察者に違和感を与えることがなくなる。
【００４６】
　以上のように、本実施の形態において、マルチディスプレイ装置１０は、互いのデータ
入力部とデータ出力部を信号線で結合することによりループ状に接続されたマスター・プ
ロジェクタ１００Ｍとスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２とを備える。
【００４７】
　マスター・プロジェクタ１００Ｍは、光源１０８と、光源輝度制御部１０６と、映像表
示素子１０５と、映像信号受信部１０３と、平均輝度検出部１１５と、コントローラ１１
０と、制御情報入力部１０１と、制御情報出力部１０２とを備える。光源輝度制御部１０
６は、光源１０８を制御する。映像表示素子１０５は、光源１０８からの光を映像信号に
基づいて変調して表示画面を形成する映像光を生成する。映像信号受信部１０３は、映像
信号を受信する。平均輝度検出部１１５は、映像信号受信部１０３で受信した映像信号か
ら、当該映像信号の平均輝度レベルを示すＡＰＬを抽出する。コントローラ１１０は、自
装置及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２における光源を制御するための
平均ＡＰＬを生成し、さらに、平均ＡＰＬに基づき自装置の光源１０８を制御する。制御
情報入力部１０１は、前段のスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２から、自装置及びスレー
ブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２の各々に対する映像信号の平均輝度レベルを示
す有効ＡＰＬ係数の累積値を入力する。制御情報出力部１０２は、後段のスレーブ・プロ
ジェクタ１００Ｓ１へ、ＡＰＬまたは平均ＡＰＬを出力する。コントローラ１１０は、平
均輝度検出部１１５により抽出したＡＰＬを後段のスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１へ
出力し、その後、前段のスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２から有効ＡＰＬ係数の累積値
を入力したときに、入力した有効ＡＰＬ係数の累積値に基づき平均ＡＰＬを算出し、算出
した平均ＡＰＬを後段のスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１へ出力する、
【００４８】
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　スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２は、光源１０８と、光源輝度制御部１
０６と、映像表示素子１０５と、映像信号受信部１０３と、平均輝度検出部１１５と、コ
ントローラ１１０と、制御情報入力部１０１と、制御情報出力部１０２とを備える。光源
輝度制御部１０６は、光源１０８を制御する。映像表示素子１０５は、光源１０８からの
光を映像信号に基づいて変調して表示画面を形成する映像光を生成する。映像信号受信部
１０３は、映像信号を受信する。平均輝度検出部１１５は、映像信号受信部１０３で受信
した映像信号から、当該映像信号の平均輝度レベルを示すＡＰＬを抽出する。制御情報入
力部１０１は、前段のプロジェクタに対する映像信号の平均輝度レベルを示す有効ＡＰＬ
係数、または、自装置及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２における光源
を制御するための平均ＡＰＬを入力する。コントローラ１１０は、有効ＡＰＬ係数を算出
し、さらに、平均ＡＰＬに基づき自装置の光源を制御する。制御情報出力部１０２は、後
段のプロジェクタへ、有効ＡＰＬ係数または平均ＡＰＬを出力する。コントローラ１１０
は、前段のプロジェクタから有効ＡＰＬ係数を入力したときに、自装置のＡＰＬと前段の
プロジェクタの有効ＡＰＬ係数から有効ＡＰＬ係数の累積値を生成し、生成した有効ＡＰ
Ｌ係数の累積値を後段のプロジェクタへ出力し、その後、前段のプロジェクタから平均Ａ
ＰＬを入力したときに、入力した平均ＡＰＬを後段のプロジェクタへ出力する。
【００４９】
　上記したように、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、自装置の映像信号の平均輝度レ
ベルを示すＡＰＬを後段のスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１に出力する。その後、マス
ター・プロジェクタ１００Ｍは、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２から戻る自装置及び
スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２の各々に対する映像信号の平均輝度レベ
ルを示す有効ＡＰＬ係数の累積値に基づいて、自装置及びスレーブ・プロジェクタ１００
Ｓ１、１００Ｓ２における光源を制御するための平均ＡＰＬを生成し、スレーブ・プロジ
ェクタ１００Ｓ１に出力する。これにより、マスター・プロジェクタ１００Ｍ及びスレー
ブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２は、平均ＡＰＬに基づいて光源の光量を同一に
制御することができる。そのため、マスター・プロジェクタ１００Ｍ及びスレーブ・プロ
ジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２によって表示される複数の表示画面からなる１画面分の
映像を構成する際に、輝度の不揃いがなくなり、観察者に違和感を与えることがなくなる
。
【００５０】
　上記したように、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２は、前段のプロジェ
クタからの有効ＡＰＬ係数と自装置のＡＰＬとに基づいて有効ＡＰＬ係数の累積値を生成
して後段のプロジェクタに出力する。これにより、マスター・プロジェクタ１００Ｍ及び
スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２の全ての映像信号の有効ＡＰＬ係数の累
積値をマスター・プロジェクタ１００Ｍに戻すことができる。そのため、マスター・プロ
ジェクタ１００Ｍは、この有効ＡＰＬ係数の累積値に基づいて、マスター・プロジェクタ
１００Ｍ及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２の光源を制御するための平
均ＡＰＬを生成することができる。その後、スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００
Ｓ２は、マスター・プロジェクタ１００Ｍからの平均ＡＰＬに基づいて光源を制御する。
これにより、マスター・プロジェクタ１００Ｍ及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、
１００Ｓ２は、平均ＡＰＬに基づいて光源の光量を同一に制御することができる。そのた
め、マスター・プロジェクタ１００Ｍ及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ
２によって表示される複数の表示画面からなる１画面分の映像を構成する際に、輝度の不
揃いがなくなり、観察者に違和感を与えることがなくなる。
【００５１】
（実施の形態２）
　図８～図１０及び図６を参照しつつ、実施の形態２を説明する。
【００５２】
　図８は実施の形態２にかかるプロジェクタ１００ａの構成を示すブロック図である。こ
の実施の形態２のプロジェクタ１００ａでは、図３に示す実施の形態１のプロジェクタ１
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００と比較して、コントローラ１１６の内部構成が異なる。すなわち、コントローラ１１
６は平均輝度加算部１１７と、台数情報加算部１１８と、光源制御量演算部１１３とを含
む。また、プロジェクタ１００ａ内には、画素数算出部１０９は設けられていない。尚、
図８のプロジェクタ１００ａにおいて、図３の実施の形態１のプロジェクタ１００と同一
構成部分には同一符号を付して、重複説明は省略する。
【００５３】
　図９は、本実施の形態のプロジェクタ１００ａを用いたマルチディスプレイ装置１０を
示す図である。かかるマルチディスプレイ装置１０は、実施の形態１と同様に、プロジェ
クタ１００ａＭ、プロジェクタ１００ａＳ１、プロジェクタ１００ａＳ２の各々の制御情
報入力部と制御情報出力部とを互いに接続して、３台のプロジェクタをケーブルでループ
状に接続している。
【００５４】
　すなわち、プロジェクタ１００ａＭの制御情報出力部１０２ａＭとプロジェクタ１００
Ｓ１の制御情報入力部１０１ａＳ１が接続される。プロジェクタ１００Ｓ１の制御情報出
力部１０２ａＳ１とプロジェクタ１００Ｓ２の制御情報入力部１０１ａＳ２が接続される
。プロジェクタ１００Ｓ２の制御情報出力部１０２ａＳ２とプロジェクタ１００Ｍの制御
情報入力部１０１ａＭが接続される。
【００５５】
　図９において、プロジェクタ１００ａＭには、映像信号源から第１映像信号が入力され
、この第１映像信号による映像がスクリーン３００に投写される。プロジェクタ１００ａ
Ｓ１には、映像信号源から第２映像信号が入力され、この第２映像信号による映像がスク
リーン３００に投写される。プロジェクタ１００ａＳ２には、映像信号源から第３映像信
号が入力され、この第３映像信号による映像がスクリーン３００に投写される。これら第
１～第３映像信号による映像がスクリーン３００上に並んで、１つの映像が形成される。
【００５６】
　図８に戻って、制御情報入力部１０１には、ループ状に接続されたプロジェクタからの
制御情報が入力される。この制御情報は、ＡＰＬ情報や、プロジェクタの接続台数情報、
平均ＡＰＬ情報である。
【００５７】
　この制御情報入力部１０１に入力された制御情報は、コントローラ１１６に入力される
。このコントローラ１１６は、プロジェクタ１００ａの全体の制御を司るものであって、
この実施の形態においても、ＦＰＧＡによって構成される。コントローラ１１６は、上述
したように平均輝度加算部１１７、台数情報加算部１１８、光源制御量演算部１１３を備
える。
【００５８】
　次に、図８に示したプロジェクタを使用して、マルチディスプレイ装置を設定するため
のステップを説明する。
【００５９】
　まず、プロジェクタ１００ａＭ、プロジェクタ１００ａＳ１、プロジェクタ１００ａＳ
２の最も明るい投写映像のシーンで設定される光量が、互いに同じになるように調整され
る。この設定の詳細は実施の形態１の場合と同様であるので、その説明は省略する。
【００６０】
　次に、プロジェクタ１００ａを図９のようにループ状にケーブルで接続する。
【００６１】
　プロジェクタ１００ａをループ状に接続したら、３台のプロジェクタのうちの１つをマ
スター、他の２台をスレーブとなる設定をする。この設定の詳細についても実施の形態１
の場合と同様であるので、その説明は省略する。
【００６２】
　このように、ケーブルで各映像表示装置をループ状に接続してマルチディスプレイ装置
１０として構成されると、各プロジェクタに対して映像信号が供給される。
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【００６３】
　ここで、あるタイミングにおいて、図９に示すようにプロジェクタ１００ａＭにＡＰＬ
が１０％の第１映像信号が入力され、プロジェクタ１００ａＳ１にＡＰＬが２０％の第２
映像信号が入力され、プロジェクタ１００ａＳ２にＡＰＬが６０％の第３映像信号が入力
される場合について説明する。
【００６４】
（第１ループ処理）
　まず、マスター・プロジェクタ１００ａＭは、その平均輝度検出部１１５でＡＰＬのレ
ベル（１０％）を検出し、その値をコントローラ１１６に入力する。コントローラ１１６
は、平均輝度加算部１１７によって「０」にＡＰＬのレベル（１０％）が加算された累積
値であるＡＰＬ（１０％）を制御情報出力部１０２ａＭから出力し、プロジェクタ１００
ａＳ１の制御情報入力部１０１ａＳ１に入力する。マスター・プロジェクタ１００ａＭの
コントローラ１１６は、台数情報加算部１１８によって「０」に自身の台数をカウントす
る数「１」が加算された累積値である「１」を制御情報出力部１０２ａＭから出力し、ス
レーブ・プロジェクタ１００ａＳ１の制御情報入力部１０１ａＳ１に入力する。
【００６５】
　スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１は、その平均輝度検出部１１５でＡＰＬのレベル
（２０％）を検出し、その値をコントローラ１１６に入力する。コントローラ１１６は、
平均輝度加算部１１７によって、制御情報入力部１０１ａＳ１に入力されたＡＰＬの値（
１０％）にＡＰＬのレベル（２０％）が加算された累積値であるＡＰＬ（３０％）を制御
情報出力部１０２ａＳ１から出力し、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２の制御情報入
力部１０１ａＳ２に入力する。スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１のコントローラ１１
６は、台数情報加算部１１８によって、制御情報入力部１０１ａＳ１に入力された台数情
報「１」に自身の台数をカウントする数「１」が加算された累積値である「２」を制御情
報出力部１０２ａＳ１から出力し、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２の制御情報入力
部１０１ａＳ２に入力する。
【００６６】
　スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２は、その平均輝度検出部１１５でＡＰＬのレベル
（６０％）を検出し、その値をコントローラ１１６に入力する。コントローラ１１６は、
平均輝度加算部１１７によって、制御情報入力部１０１ａＳ２に入力されたＡＰＬの値（
３０％）にＡＰＬのレベル（６０％）が加算された累積値であるＡＰＬ（９０％）を制御
情報出力部１０２ａＳ２から出力し、マスター・プロジェクタ１００ａＭの制御情報入力
部１０１ａＭに入力する。スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２のコントローラ１１６は
、台数情報加算部１１８によって、制御情報入力部１０１ａＳ２に入力された台数情報「
２」に自身の台数をカウントする数「１」が加算された累積値である「３」を制御情報出
力部１０２ａＳ２から出力し、マスター・プロジェクタ１００ａＭの制御情報入力部１０
１ａＭに入力する。
【００６７】
（第２ループ処理）
　次に、マスター・プロジェクタ１００ａＭは、図１０に示すようにコントローラ１１６
の光源制御量演算部１１３において、制御情報入力部１０１ａＭに入力されたＡＰＬの累
積値（９０％）を台数情報(総台数３）で除して、平均ＡＰＬ（３０％）を得る。この後
、マスター・プロジェクタ１００ａＭは、コントローラ１１６に設けられた参照テーブル
１１９を参照する。参照テーブル１１９には図６に示すようなＡＰＬと光量係数の関係を
示すデータが格納されており、この参照テーブルにより、平均ＡＰＬ（３０％）の時に設
定される光量係数（５０％）を得て、この光量係数（５０％）に基づき光源輝度制御部１
０６を制御する。
【００６８】
　マスター・プロジェクタ１００Ｍで得られた平均ＡＰＬ（３０％）は、制御情報出力部
１０２ａＭからスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１の制御情報入力部１０１ａＳ１に入
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力される。スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１は、コントローラ１１６に設けられた参
照テーブル１１９を参照し、平均ＡＰＬ（３０％）の時に設定される光量係数（５０％）
を得て、この光量係数（５０％）に基づき光源輝度制御部１０６を制御する。
【００６９】
　スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１は、マスター・プロジェクタ１００Ｍから出力さ
れる平均ＡＰＬ（３０％）を、制御情報出力部１０２ａＳ１からスレーブ・プロジェクタ
１００ａＳ２の制御情報入力部１０１ａＳ２に入力する。スレーブ・プロジェクタ１００
ａＳ２は、コントローラ１１６に設けられた参照テーブル１１９を参照し、平均ＡＰＬ（
３０％）の時に設定される光量係数（５０％）を得て、この光量係数（５０％）に基づき
光源輝度制御部１０６を制御する。
【００７０】
　この後、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２は、マスター・プロジェクタ１００ａＭ
から出力される平均ＡＰＬ（３０％）を、制御情報出力部１０２ａＳ２からマスター・プ
ロジェクタ１００ａＭの制御情報入力部１０１ａＭに入力する。マスター・プロジェクタ
１００ａＭは、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２から平均ＡＰＬ（３０％）を受ける
と、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１と、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２が所
定の平均ＡＰＬに設定されたと認識し、設定を完了する。このマスター・プロジェクタ１
００ａＭがスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２から平均ＡＰＬ（３０％）を受け取った
認識は、制御情報の伝達が正しく行なわれたかの確認として利用できるが必須ではない。
上述の一連の動作を映像信号の１フレーム毎に行われる。
【００７１】
　本実施の形態でも、実施の形態１と同様の利点を得ることができる。マスター・プロジ
ェクタ１００ａＭは、自装置の映像信号の平均輝度レベルを示すＡＰＬを後段のスレーブ
・プロジェクタ１００ａＳ１に出力する。その後、マスター・プロジェクタ１００ａＭは
、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ２から戻る自装置及びスレーブ・プロジェクタ１０
０Ｓ１、１００Ｓ２の各々に対する映像信号の平均輝度レベルを示すＡＰＬの累積値に基
づいて、自装置及びスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１、１００ａＳ２における光源を
制御するための平均ＡＰＬを生成し、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１に出力する。
これにより、マスター・プロジェクタ１００ａＭ及びスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ
１、１００ａＳ２は、平均ＡＰＬに基づいて光源の光量を同一に制御することができる。
そのため、マスター・プロジェクタ１００ａＭ及びスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１
、１００ａＳ２によって表示される複数の表示画面からなる１画面分の映像を構成する際
に、輝度の不揃いがなくなり、観察者に違和感を与えることがなくなる。
【００７２】
　また、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１、１００ａＳ２は、前段のプロジェクタか
らのＡＰＬと自装置のＡＰＬとに基づいてＡＰＬの累積値を生成して後段のプロジェクタ
に出力する。これにより、マスター・プロジェクタ１００ａＭ及びスレーブ・プロジェク
タ１００ａＳ１、１００ａＳ２の全ての映像信号のＡＰＬの累積値をマスター・プロジェ
クタ１００ａＭに戻すことができる。そのため、マスター・プロジェクタ１００ａＭは、
このＡＰＬの累積値に基づいて、マスター・プロジェクタ１００ａＭ及びスレーブ・プロ
ジェクタ１００ａＳ１、１００ａＳ２の光源を制御するための平均ＡＰＬを生成すること
ができる。その後、スレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１、１００ａＳ２は、マスター・
プロジェクタ１００ａＭからの平均ＡＰＬに基づいて光源を制御する。これにより、マス
ター・プロジェクタ１００ａＭ及びスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１、１００ａＳ２
は、平均ＡＰＬに基づいて光源の光量を同一に制御することができる。そのため、マスタ
ー・プロジェクタ１００ａＭ及びスレーブ・プロジェクタ１００ａＳ１、１００ａＳ２に
よって表示される複数の表示画面からなる１画面分の映像を構成する際に、輝度の不揃い
がなくなり、観察者に違和感を与えることがなくなる。
【００７３】
（他の実施の形態）
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　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態を説明した。し
かしながら、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略な
どを行った実施の形態にも適用できる。また、上記実施の形態で説明した各構成要素を組
み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。
【００７４】
　（１）すなわち、本開示では、例示的に３台のプロジェクタを接続しているが、２台以
上のプロジェクタであれば、２台以上のプロジェクタをループ状に接続する場合に適用で
きる。
【００７５】
　（２）コントローラはＦＰＧＡで構成しているが、マイクロコンピュータによっても構
成できる。
【００７６】
　（３）映像表示装置として、プロジェクタを使用しているが、一例であって、これに限
定されず、液晶表示装置、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）表示装
置であっても良い。
【００７７】
　（４）また、本実施の形態では、３台のプロジェクタによって投写される映像全体の平
均ＡＰＬ（平均輝度レベル）を求め、この平均ＡＰＬに基づいて光源の光量を制御した。
しかし、本開示はこれに限定されず、複数のプロジェクタによって投写される映像全体の
平均ＡＰＬに加えて映像全体のピーク輝度を求め、これらの平均ＡＰＬ及びピーク輝度に
基づいて光源の光量を制御してもよい。以下、この思想を実施の形態１に適用する一例を
説明するが、同様に、実施の形態２にもこの思想を適用可能である。
【００７８】
　例えば、実施の形態１において、平均輝度検出部１１５は、入力される映像信号が示す
映像のピーク輝度（第１映像特徴データ）を検出する。コントローラ１１０は、平均輝度
検出部１１５からのピーク輝度と、制御情報入力部１０１に入力される前段のプロジェク
タからのピーク輝度（第２映像特徴データ）とを比較して、大きい方を選択し、選択した
ピーク輝度（第３映像特徴データ）を制御情報出力部１０２を介して後段のプロジェクタ
に出力する。すなわち、第１映像特徴データは、上述したＡＰＬに加えてピーク輝度を含
み、第２及び第３映像特徴データは、上述した平均ＡＰＬに加えてピーク輝度を含む。
【００７９】
　より具体的には、第１のループ処理において、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、平
均輝度検出部１１５によって自身に入力される映像信号が示す映像のピーク輝度を検出す
る。マスター・プロジェクタ１００Ｍのコントローラ１１０は、平均輝度検出部１１５で
検出したピーク輝度を制御情報出力部１０２Ｍを介してスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ
１に出力する。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１は、平均輝度検出部１１５によって自
身に入力される映像信号が示す映像のピーク輝度を検出する。スレーブ・プロジェクタ１
００Ｓ１のコントローラ１１０は、平均輝度検出部１１５で検出したピーク輝度と、制御
情報入力部１０１Ｓ１を介してプロジェクタ１００Ｍから入力されるピーク輝度とを比較
して、大きい方のピーク輝度を制御情報出力部１０２Ｓ１を介してスレーブ・プロジェク
タ１００Ｓ２に出力する。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２は、平均輝度検出部１１５
によって自身に入力される映像信号が示す映像のピーク輝度を検出する。スレーブ・プロ
ジェクタ１００Ｓ２のコントローラ１１０は、平均輝度検出部１１５で検出したピーク輝
度と、制御情報入力部１０１Ｓ２を介してプロジェクタ１００Ｓ１から入力されるピーク
輝度とを比較して、大きい方のピーク輝度を制御情報出力部１０２Ｓ２を介してマスター
・プロジェクタ１００Ｍに出力する。これより、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、映
像全体におけるピーク輝度を知ることができる。
【００８０】
　次に、第２のループ処理において、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、上記したよう
に映像全体の平均ＡＰＬに基づいて光源の光量を設定する際に、ピーク輝度を考慮する。
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例えば、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、ピーク輝度が所定値よりも高い場合、予め
設定された所定値よりも低い平均ＡＰＬを設定しないようにする。これにより、例えば夜
空の映像のようにＡＰＬが低い映像において、光源の光量を絞り過ぎて映像における星が
暗くなってしまうことを回避することができる。
【００８１】
　（５）また、本開示では、複数のプロジェクタによって投写される映像全体の平均ＡＰ
Ｌ（平均輝度レベル）に代えて映像全体の明るさのヒストグラム（例えば、輝度分布）を
求め、このヒストグラムに基づいて光源の光量を制御してもよい。以下、この思想を実施
の形態１に適用する一例を説明するが、同様に、実施の形態２にもこの思想を適用可能で
ある。
【００８２】
　例えば、実施の形態１において、検出部１１５は、入力される映像信号が示す映像の輝
度分布（第１映像特徴データ）を検出する。例えば、輝度分布は、輝度が０％以上２５％
未満、２５％以上５０％未満、５０％以上７５％未満、７５％以上１００％以下である４
つの領域それぞれの映像全体に対する割合を含む。コントローラ１１０は、検出部１１５
からの輝度分布と、制御情報入力部１０１に入力される前段のプロジェクタからの輝度分
布（第２映像特徴データ）とを、４つの輝度領域ごとに加算して、累積した平均輝度分布
（第３映像特徴データ）を制御情報出力部１０２を介して後段のプロジェクタに出力する
。すなわち、第１映像特徴データは、上述したＡＰＬに代えて輝度分布を含み、第２及び
第３映像特徴データは、上述した平均ＡＰＬに代えて平均輝度分布を含む。
【００８３】
　より具体的には、第１のループ処理において、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、検
出部１１５によって自身に入力される映像信号が示す映像の輝度分布を検出する。マスタ
ー・プロジェクタ１００Ｍのコントローラ１１０は、検出部１１５で検出した輝度分布を
制御情報出力部１０２Ｍを介してスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１に出力する。スレー
ブ・プロジェクタ１００Ｓ１は、検出部１１５によって自身に入力される映像信号が示す
映像の輝度分布を検出する。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１のコントローラ１１０は
、検出部１１５で検出した輝度分布と、制御情報入力部１０１Ｓ１を介してプロジェクタ
１００Ｍから入力される輝度分布とを４つの輝度領域ごとに加算して、累積した平均輝度
分布を制御情報出力部１０２Ｓ１を介してスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２に出力する
。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２は、検出部１１５によって自身に入力される映像信
号が示す映像の輝度分布を検出する。スレーブ・プロジェクタ１００Ｓ２のコントローラ
１１０は、検出部１１５で検出した輝度分布と、制御情報入力部１０１Ｓ２を介してプロ
ジェクタ１００Ｓ１から入力される輝度分布とを４つの輝度領域ごとに加算して、累積し
た平均輝度分布を制御情報出力部１０２Ｓ２を介してマスター・プロジェクタ１００Ｍに
出力する。これより、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、映像全体における平均輝度分
布を知ることができる。
【００８４】
　次に、第２のループ処理において、マスター・プロジェクタ１００Ｍは、映像全体の平
均輝度分布に基づいて、光源の光量の共通設定値を設定する。マスター・プロジェクタ１
００Ｍ及びスレーブ・プロジェクタ１００Ｓ１、１００Ｓ２は、この共通設定値に基づい
て自身の光源の光量を設定する。
【００８５】
　なお、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本開示は、プロジェクタ等の映像表示装置に適用可能である。
【符号の説明】
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【００８７】
１０　マルチディスプレイ装置
１、２、３、１００、１００ａ　プロジェクタ
１００Ｍ、１００ａＭ　プロジェクタ
１００Ｓ１、１００ａＳ１　プロジェクタ
１００Ｓ２、１００ａＳ２　プロジェクタ
１０１　制御情報入力部
１０１Ｍ、１０１Ｓ１、１０１Ｓ２　制御情報入力部
１０１ａＭ、１０１ａＳ１、１０１ａＳ２　制御情報入力部
１０２Ｍ、１０２Ｓ１、１０２Ｓ２　制御情報出力部
１０２ａＭ、１０２ａＳ１、１０２ａＳ２　制御情報出力部
１０２　制御情報出力部
１０３　映像信号受信部
１０４　映像表示素子駆動部
１０５　映像表示素子
１０６　光源輝度制御部
１０７　光源駆動部
１０８　光源
１０９　画素数算出部
１１０　コントローラ
１１１　有効ＡＰＬ係数算出／加算部
１１２　画素数加算部
１１３　光源制御量演算部
１１４　マスター／スレーブ設定部
１１５　平均輝度検出部
１１６　コントローラ
１１７　平均輝度加算部
１１８　台数情報加算部
１１９　参照テーブル
２００　リモコン
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