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(57)【要約】
【課題】ユーザが任意に設定した表示状態に容易に切り
換えられるようにした画像表示装置を提供する。
【解決手段】画像表示装置１は、画像の表示に関する表
示設定をユーザに行わせるための操作手段１０と、該操
作手段により行われたユーザ表示設定を記憶する記憶手
段１２と、ユーザ表示設定及びユーザによる変更が不可
な固定表示設定のうち１つの表示設定をユーザに選択さ
せるための選択項目画像を生成する画像生成手段４と、
該選択された表示設定に応じて画像を表示させる表示制
御手段９とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の表示に関する表示設定をユーザに行わせるための操作手段と、
　該操作手段により行われたユーザ表示設定を記憶する記憶手段と、
　前記ユーザ表示設定及びユーザによる変更が不可な固定表示設定のうち１つの表示設定
をユーザに選択させるための選択項目画像を生成する画像生成手段と、
　該選択された表示設定に応じて画像を表示させる表示制御手段とを有することを特徴と
する画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示設定は、電子ズーム表示領域、電子ズーム倍率及び表示アスペクト比のうち少
なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記選択項目画像は、前記ユーザ表示設定に対応する選択項目部と前記固定表示設定に
対応する選択項目部とを一括表示し、
　前記画像生成手段は、前記操作手段の操作に応じて、選択可能な選択項目部を順に切り
換えることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記表示設定は、電子ズーム表示領域を含み、
　前記操作手段によって画像内の複数点を指定することで前記電子ズーム表示領域の設定
を可能とする領域設定部を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像表示装置
。
　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタ、テレビ、モニタ等の画像表示装置に関し、特に表示設定値を
ユーザが設定可能な画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタ等の画像表示装置では、一般に、フルスクリーン、ワイド、リアル（dot 
by dot）等の表示アスペクト比（アスペクトモード）の中からユーザが好みでアスペクト
モードを選択することができるようになっている。一方、入力画像となる映像コンテンツ
には、４：３、１６：９、１２：５（シネマスコープサイズ）等の様々なアスペクト比の
ものがある。
【０００３】
　ただし、画像表示装置の表示解像度は、例えばＸＧＡ（１０２４ｘ７６８）や１０８０
ｐ（１９２０ｘ１０８０）等に固定されており、さらにユーザにより選択可能なアスペク
トモードも、入力画像と表示画像との関係で、５つ程度に限定されている。
【０００４】
　このため、入力画像における必要な画像領域の表示が小さくなりすぎたり、逆に大きく
なりすぎて必要な画像領域の一部が欠けたりする場合がある。
【０００５】
　特許文献１にて開示されたプロジェクタでは、電子ズーム機能や電子シフト機能によっ
て投射画像を拡大／縮小又はシフトさせる場合に、拡大／縮小可能範囲やシフト可能範囲
を表示する。
【特許文献１】特開２００６－２４６３０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１にて開示されたプロジェクタでは、拡大／縮小可能範囲やシ
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フト可能範囲を表示できるが、これらの範囲は、アスペクトモードを変更した場合に再設
定が必要となり、その再設定には複雑な手順が必要となる。
【０００７】
　例えば、ユーザが画像を拡大/縮小又はシフトして表示させた後、入力画像の有効領域
をすべて表示するフルスクリーンモードを選択すると、先にユーザが任意に設定したサイ
ズや位置（表示状態）に画像を容易に戻すことができない。
【０００８】
　本発明は、ユーザが任意に設定した表示状態に容易に切り換えられるようにした画像表
示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面としての画像表示装置は、画像の表示に関する表示設定をユーザに行わ
せるための操作手段と、該操作手段により行われたユーザ表示設定を記憶する記憶手段と
、ユーザ表示設定及びユーザによる変更が不可な固定表示設定のうち１つの表示設定をユ
ーザに選択させるための選択項目画像を生成する画像生成手段と、該選択された表示設定
に応じて画像を表示させる表示制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、固定表示設定に加えて、ユーザが任意に設定したユーザ表示設定を選択さ
せるための選択項目画像が生成されて表示される。これにより、ユーザは、該選択項目画
像を見ながらユーザ表示設定を選択することができ、容易に該ユーザ表示設定に応じた画
像を表示させることができる。すなわち、固定表示設定に応じた画像が表示されている状
態から、容易にユーザ表示設定に対応する画像を表示する状態に切り換えることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の好ましい実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１には、本発明の実施例１である画像表示装置としての液晶プロジェクタの構成を示
す。
【００１３】
　プロジェクタ１は、画像処理部３と、ＯＳＤ部４と、画像形成素子（画像変調素子）と
しての液晶パネル５とを有する。また、プロジェクタ１は、光源ランプ７と、投射レンズ
６とを有する。さらに、プロジェクタ１は、制御手段としてのコントローラ９と、操作部
１０と、メモリ１２とを有する。
【００１４】
　２は入力画像信号であり、パーソナルコンピュータ、ＤＶＤプレーヤ、テレビチューナ
等の画像供給装置２０から出力されて、アナログ信号又はデジタル信号等の所定のフォー
マットで画像処理部３に入力される。
【００１５】
　画像処理部３は、入力された画像信号に対して解像度変換処理及びフレームレート変換
処理等を行って液晶パネル５の駆動に適した出力画像信号を生成する。また、画像処理部
３は、入力画像信号の解像度等のフォーマットを認識し、電子ズームや電子シフトを含む
デジタル画像信号処理も行う。画像処理部３は、出力画像信号をＯＳＤ部４に出力する。
【００１６】
　ＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ）部４は、後述するアスペクト選択項目画像を含
むメニュー画像や各種メッセージを含むキャラクタ画像等のＯＳＤ画像を生成し、該ＯＳ
Ｄ画像の信号を画像処理部３からの出力画像信号に重畳する。ＯＳＤ部４は、画像生成手
段に相当する。
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【００１７】
　光源ランプ７からの照明光は、不図示の色分解光学系によってＲＧＢの３つの色光に分
離される。
【００１８】
　液晶パネル５は、図には１つしか示していないが、実際にはＲ，Ｇ，Ｂ用の３つが設け
られている。３つの液晶パネル５からのＲＧＢ光は、不図示の色合成光学系により合成さ
れて投射レンズ６に入射し、該投射レンズ６によってスクリーンＳに投射される。これに
より、スクリーンＳ上にカラー画像が表示される。
【００１９】
　液晶パネル５は、透過型でも反射型でもよい。また、液晶パネルに代えて、他の画像変
調素子、例えばデジタルマイクロミラーデバイスを用いてもよい。
【００２０】
　コントローラ９は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を含むプログラム制御が可能なプロセッ
サユニットにより構成されている。コントローラ９は、記憶手段としてのメモリ１２に記
憶されたコンピュータプログラムに従って、プロジェクタ１全体の制御を司る。
【００２１】
　コントローラ９は、画像処理部３を通じて出力画像信号の一部を拡大／縮小させて電子
ズームを行う電子ズーム部１１を含む。また、コントローラ９は、画像処理部３を通じて
画像を液晶パネル５（つまりはスクリーンＳ）上で上下左右に移動（シフト）させる電子
シフト部１３を含む。さらに、コントローラ９は、画像処理部３を通じて画像の表示アス
ペクト比を変更するアスペクト変更部１４を有する。コントローラ９は、表示制御手段に
相当する。
【００２２】
　操作部（操作手段）１０は、プロジェクタ１の動作を外部からコントロールするための
操作パネルやリモートコントローラにより構成され、ユーザの操作に応じた操作信号をコ
ントローラ９に入力する。
【００２３】
　例えば、電子ズーム部１１は、操作部１０からの電子ズーム操作信号に応じて画像処理
部３に拡大／縮小制御信号を出力し、電子ズーム処理を行わせる。また、電子シフト部１
３は、操作部１０からの電子シフト操作信号に応じて画像処理部３にシフト制御信号を出
力し、電子ズーム処理によって拡大/縮小された画像を上下左右にシフトさせる。さらに
、アスペクト変更部１４は、操作部１０からのアスペクト操作信号に応じて、画像処理部
３にアスペクト制御信号を出力し、表示画像の縦横比であるアスペクト比を変更させる。
【００２４】
　アスペクト変更部１４は、電子ズーム部１１における特定の設定値（電子ズーム表示領
域及び電子ズーム倍率）と電子シフト部１３における特定の設定値（表示位置）とを組み
合わせて実現される複数の固定アスペクトモード（固定表示設定）を有する。具体的には
、固定アスペクトモードとして、フルスクリーンモード、ワイドモード及びリアルモード
を有する。これら固定アスペクトモードは、ユーザによる変更が不可なアスペクトモード
である。
【００２５】
　フルスクリーンモードでは、入力画像の有効画像領域を液晶パネル５の画像形成領域（
表示領域）の全体に表示する。ワイドモードでは、１６：９のアスペクト比を有する入力
画像の有効画像領域を、液晶パネル５の画像形成領域における垂直方向の一部と水平方向
全体とを用いて１６：９の表示アスペクト比で表示する。さらに、リアルモードでは、入
力画像の有効画像領域を、その１画素が液晶パネル５の１画素に対応するように（dot by
 dotとなるように）液晶パネル５に表示する。
【００２６】
　図１０には、操作部１０の構成例を示す。「設定モード」キーは、後述するユーザ設定
モードに入るために操作される。「ａｓｐｅｃｔ」キーが操作されるごとに、フルスクリ
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ーンモード、ワイドモード、リアルモード及び後述するユーザ追加アスペクトモード（ユ
ーザ表示設定）を含む複数のアスペクトモードのうち選択（決定）可能なモードを順送り
で切り換えることができる。
【００２７】
　また、「ｚｏｏｍ＋」及び「ｚｏｏｍ－」キーは、電子ズーム部１１に電子ズーム倍率
を拡大側及び縮小側に変更させるために操作される。「ｕｐ」，「ｄｏｗｎ」，「ｌｅｆ
ｔ」及び「ｒｉｇｈｔ」キーは、電子シフト部１３に画像の表示位置を上下左右にシフト
させるために操作される。
【００２８】
　図２Ａ及び図２Ｂを用いて、本実施例におけるユーザ追加アスペクトモードを設定する
ための操作例について説明する。まず、操作部１０の「設定モード」キーが押されるとユ
ーザ設定モードが起動する。
【００２９】
　図２Ａ及び図２Ｂの上段には、フルスクリーンモードにおいて表示（投射）される画像
（以下、原画像という）を示す。「ｚｏｏｍ＋」キー又は「ｚｏｏｍ＋」キーが押される
と、図２Ａに示すように、原画像内においてデフォルト設定又は前回ユーザ設定された電
子ズーム表示領域（原画像からの切り出し領域）が点線枠（図中には細点線で示す）によ
って囲まれて表示される。次に、「ｚｏｏｍ＋」キーが押されると、該電子ズーム表示領
域が電子ズームによって拡大され、図２Ｂの中段に示すように表示される。「ｚｏｏｍ－
」キーが押されれば同領域が縮小される。
【００３０】
　また、原画像内において電子ズーム表示領域が点線枠で示された状態で、「ｄｏｗｎ」
キーが押されると、図２Ａにて太点線で示すように、電子ズーム表示領域が原画像内にお
いて下方にシフトする。そして、この状態で「ｚｏｏｍ＋」キーが押されると、図２Ｂの
下段に示すような拡大画像が表示される。「ｕｐ」，「ｌｅｆｔ」及び「ｒｉｇｈｔ」キ
ーを押した場合はそれぞれ、電子ズーム表示領域が上方、左方及び右方にシフトする。
【００３１】
　こうしてユーザ追加アスペクトモードでの設定内容が決まり、「設定モード」キーが再
度押されると、その設定内容（すなわち、ユーザ表示設定に対応したアスペクトモード）
はメモリ１２に記憶される。また、ユーザ設定モードが解除される。
【００３２】
　このように、フルスクリーンモードで表示（投射）された画像上において、ユーザが電
子ズーム表示領域を選択でき、さらに電子ズーム表示領域の電子ズーム倍率を選択するこ
とができる。
【００３３】
　また、ユーザ追加アスペクトモードの設定内容がメモリ１２に記憶されると、コントロ
ーラ９はＯＳＤ部４に制御信号を出力し、該ユーザ追加アスペクトモードに対応するアス
ペクト選択項目部をアスペクト選択項目画像に追加させる。
【００３４】
　具体的なアスペクト選択項目画像を図５に示す。このアスペクト選択項目画像の表題は
「アスペクト設定項目」であり、デフォルトでは、図５の右上に示すように、固定アスペ
クトモードに対応する選択項目部として、「フルスクリーン」、「ワイド」及び「リアル
」が設けられている。
【００３５】
　そして、ユーザ追加アスペクトモードに対応するアスペクト選択項目部は、図５の右上
に示すように、「ユーザ１」として追加される。こうして、固定アスペクトモードに対応
する選択項目部とユーザ追加アスペクトモードに対応するアスペクト選択項目部とが一括
表示される。
【００３６】
　図３には、ユーザ追加アスペクトモードに対応したアスペクトモードを新規に追加する



(6) JP 2009-53293 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

場合の処理手順を示す。この処理は、コントローラ９がメモリ１２に格納されたコンピュ
ータプログラムに従って実行する。
【００３７】
　まず、Ｓ（ステップ）３０１において、操作部１０の「設定モード」キーが操作される
と、コントローラ９はユーザ設定モードに入る。
【００３８】
　次に、Ｓ３０２では、コントローラ９は、入力画像をフルスクリーンモードで表示する
。そして、Ｓ３０３にて、「ｚｏｏｍ＋」又は「ｚｏｏｍ－」キーが操作されると、コン
トローラ９は、前述したように電子ズーム表示領域を点線枠で表示するとともに、電子ズ
ーム部１１を通じて電子ズーム表示領域の拡大／縮小を行う。
【００３９】
　さらに、Ｓ３０４において、「ｄｏｗｎ」、「ｕｐ」、「ｌｅｆｔ」又は「ｒｉｇｈｔ
」キーが操作されると、コントローラ９は、電子シフト部１３を通じて電子ズーム表示領
域をシフトさせる。
【００４０】
　次にＳ３０５において、コントローラ９は、「設定モード」キーが再度操作されたか否
かを判別する。再度操作されていない場合は、Ｓ３０３に戻る。一方、再度操作された場
合は、Ｓ３０６に進む。
【００４１】
　Ｓ３０６では、コントローラ９は、Ｓ３０４及びＳ３０４にて設定された電子ズーム表
示領域の位置や電子ズーム倍率（拡大／縮小率）を、画像の表示に関する新規のユーザ表
示設定（ユーザ追加アスペクトモード）としてメモリ１２に記憶させる。
【００４２】
　次にＳ３０７では、コントローラ９は、ＯＳＤ部４に、新規のユーザ追加アスペクトモ
ードに対応するアスペクト選択項目部を「ユーザ１」としてアスペクト選択項目画像に追
加させる（図５参照）。そして、本フローを終了する。
【００４３】
　この後、アスペクト設定を選択するモードにおいて「ユーザ１」が選択されることで、
フルスクリーン、ワイド又はリアルモードでの表示状態から、「ユーザ１」として記憶さ
れたユーザ表示設定に対応する表示状態にただちに切り換えることができる。
【００４４】
　また、図５の下図に示すように、互いに設定内容が異なるユーザ表示設定を複数追加す
ることも可能である。この場合、図３のＳ３０６から図４に示すＳ３１０に進む。
【００４５】
　Ｓ３１０では、コントローラ９は、「ユーザＮ」（例えば、「ユーザ１」）が既に追加
されているか否かを判定する。まだ追加されていない場合は、Ｓ３１１に進み、Ｎ＝Ｎと
して、Ｓ３０７′にて「ユーザＮ」（例えば、「ユーザ１」）を追加する。一方、既に「
ユーザＮ」が追加されている場合は、Ｓ３１２に進み、Ｎ＝Ｎ＋１として、Ｓ３０７′に
て「ユーザＮ」（例えば、「ユーザ２」）を追加する。
【００４６】
　このように複数のユーザ追加アスペクトモードに対応する複数のアスペクト選択項目部
が追加されて固定アスペクトモードに対応するアスペクト選択項目部とともに一括表示さ
れる。
【００４７】
　図６には、アスペクトモードの選択操作の手順を示す。
【００４８】
　Ｓ６０１，６０３，６０５，６０７，６０９，６１１で「ａｓｐｅｃｔ」キーが押され
るごとに、コントローラ９は、選択可能なアスペクト選択項目部を以下のように順送りで
（順に又は循環的に）切り換える。
【００４９】
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　「フルスクリーン」（Ｓ６０２）→「ワイド」（Ｓ６０４）→「リアル」（Ｓ６０６）
→「ユーザ１」（Ｓ６０８）→「ユーザ２」（Ｓ６１０）→「フルスクリーン」（Ｓ６０
２）→…。この様子を、図６の右側の図に示す。
【００５０】
　コントローラ９は、選択可能なアスペクト選択項目部を、その表示色を他のアスペクト
選択項目部と異ならせたり太枠を表示したりすることで、ユーザに確認させる。
【００５１】
　ユーザは、選択したいアスペクト選択項目部まで「ａｓｐｅｃｔ」キーを操作した後、
「設定モード」キーを操作することで、そのアスペクト選択項目部に対応する表示設定に
よる画像表示を行わせることができる。
【００５２】
　つまり、固定アスペクトモードでの画像表示状態において「ユーザ１」や「ユーザ２」
等のユーザ追加アスペクトモードに対応するアスペクト選択項目部を選択するだけで、た
だちにユーザ追加アスペクトモードに対応する画像表示状態に切り換えることができる。
【００５３】
　以上説明したように、本実施例では、操作部１０の操作によって、電子ズーム表示領域
及び電子ズーム倍率という画像の表示に関する表示設定をユーザにより任意に設定可能と
している。そして、固定アスペクトモードに加えて、ユーザが任意に設定及び追加したア
スペクトモードを選択させるためのアスペクト選択項目画像を生成して表示する。したが
って、ユーザは、その選択項目画像を見ながらアスペクトモードを容易に選択することが
できる。したがって、固定アスペクトモードから、容易にユーザが設定したアスペクトモ
ードに切り換えることができる。
【実施例２】
【００５４】
　図７には、本発明の実施例２である液晶プロジェクタの構成を示す。
【００５５】
　本実施例のプロジェクタ１′の基本的な構成は実施例１のプロジェクタ１と同じである
ので、共通する構成要素には実施例１と同符号を付して説明に代える。
【００５６】
　本実施例は、コントローラ９′内にも領域設定部としての表示エリア指定部１５が設け
られている点で実施例１と異なる。
【００５７】
　表示エリア指定部１５は、ＯＳＤ部４を通じて、ユーザが表示画像上で電子ズーム処理
により拡大／縮小するエリア（電子ズーム領域）を設定（指定）できるようにする機能を
有する。コントローラ９は、表示エリア指定部１５によって指定された電子ズーム領域を
、液晶パネル５の表示領域全体に表示させたり、ユーザが設定した表示アスペクト比で拡
大／縮小表示したりするよう画像処理部３を制御する。ユーザが設定した電子ズーム領域
や表示アスペクト比は、実施例１と同様に、アスペクト選択項目画像に追加された「ユー
ザ１」等のユーザ追加アスペクトモードに対応するアスペクト選択項目部を通じて選択す
ることができる。
【００５８】
　図８及び図９を用いて、本実施例におけるユーザ追加アスペクトモードを設定するため
の操作例について説明する。
【００５９】
　まず、図９のＳ９０１で、操作部１０の「設定モード」キーが押されるとユーザ設定モ
ードが起動する。
【００６０】
　次に、Ｓ９０２では、コントローラ９′（表示エリア指定部１５）は、フルスクリーン
モードで画像を液晶パネル５（つまりはスクリーンＳ）の表示領域全体に表示する。
【００６１】
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　そして、Ｓ９０３において、表示エリア指定部１５は、図８の左図に示すように、画像
上を移動できる第１の矢印ＡをＯＳＤ部４に生成させ、表示させる。第１の矢印Ａは、操
作部１０に設けられた「ｕｐ」、「ｄｏｗｎ」「ｌｅｆｔ」及び「ｒｉｇｈｔ」キーを操
作することで移動させることができる。「ａｓｐｅｃｔ」キーを操作することで、第１の
矢印Ａの位置（すなわち、電子ズーム表示領域の一端となる点）を確定することができる
。
【００６２】
　続いて、表示エリア指定部１５は、画像上を移動できる第２の矢印ＢをＯＳＤ部４に生
成させ、表示させる。第２の矢印Ｂも、操作部１０に設けられた「ｕｐ」、「ｄｏｗｎ」
「ｌｅｆｔ」及び「ｒｉｇｈｔ」キーを操作することで移動させることができる。そして
、「ａｓｐｅｃｔ」キーを操作することで、第２の矢印Ｂの位置（すなわち、電子ズーム
表示領域の他端となる点）を確定することができる。
【００６３】
　次に、Ｓ９０４では、表示エリア指定部１５は、表示されているフルスクリーン画像内
で上記２つの矢印Ａ，Ｂによって指示された２点を基準として決まる領域を、電子ズーム
表示領域として設定する。矢印Ａ，Ｂはユーザが任意で移動させることができるので、電
子ズーム表示領域の大きさ（アスペクト比を含む）や位置は、ユーザが設定で選択するこ
とができる。
【００６４】
　また、ここでは、設定された電子ズーム表示領域を、液晶パネル５（つまりはスクリー
ンＳ）上にどのような表示アスペクト比で表示させるかをユーザに選択させる。この選択
は、例えば電子ズーム表示領域の設定と同様に、フルスクリーン画像内の２点を矢印Ａ，
Ｂにより指定することで行うことができる。この表示アスペクト比の設定は、アスペクト
比の変更を含む電子ズーム倍率の設定ということもできる。
【００６５】
　次に、Ｓ９０５では、コントローラ９′は、「設定モード」キーの再操作に応じて、Ｓ
９０４にて設定された電子ズーム表示領域と表示アスペクト比を、画像の表示に関する新
規のユーザ表示設定（ユーザ追加アスペクトモード）としてメモリ１２に記憶させる。
【００６６】
　さらに、Ｓ９０６では、コントローラ９は、ＯＳＤ部４に、新規のユーザ追加アスペク
トモードに対応するアスペクト選択項目部を「ユーザ１」としてアスペクト選択項目画像
に追加させる（図５参照）。そして、本フローを終了する。
【００６７】
　この後、アスペクト設定を選択するモードにおいてこの「ユーザ１」が選択されること
で、フルスクリーン、ワイド又はリアルモードでの表示状態から、「ユーザ１」として記
憶されたユーザ表示設定に対応する表示状態にただちに切り換えることができる。
【００６８】
　なお、実施例１と同様に、複数のユーザ追加アスペクトモードを追加することが可能で
ある。
【００６９】
　図８の右図は、左図のように指定された電子ズーム表示領域を、表示アスペクト比を該
電子ズーム表示領域のアスペクト比と同じに設定して、液晶パネル５（スクリーンＳ）上
にフルスクリーン表示した場合の例（例えば、「ユーザ１」）を示す。図中の円は、電子
ズーム表示領域のアスペクト比と表示アスペクト比とが同じであることを示す。
【００７０】
　また、図１１の左図は、図８の左図のように指定された電子ズーム表示領域を、表示ア
スペクト比の横の割合を該電子ズーム表示領域のアスペクト比よりも大きく設定して、液
晶パネル５上に表示した場合の例（例えば、「ユーザ２」）を示す。図中の楕円は、電子
ズーム表示領域のアスペクト比から表示アスペクト比が横長に変更されたことを示す。
【００７１】



(9) JP 2009-53293 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

　さらに、図１１の右図は、図８の左図のように指定された電子ズーム表示領域を、表示
アスペクト比の縦の割合を該電子ズーム表示領域のアスペクト比よりも大きく設定して、
液晶パネル５上に表示した場合の例（例えば、「ユーザ３」）を示す。図中の楕円は、電
子ズーム表示領域のアスペクト比から表示アスペクト比が縦長に変更されたことを示す。
【００７２】
　以上説明したように、本実施例では、操作部１０の操作によって、電子ズーム表示領域
や表示アスペクト比（電子ズーム倍率）という画像の表示に関する表示設定をユーザによ
り任意に設定可能としている。そして、固定アスペクトモードに加えて、ユーザが任意に
設定したアスペクトモードを選択させるためのアスペクト選択項目画像を生成して表示す
る。したがって、ユーザは、その選択項目画像を見ながらアスペクトモードを容易に選択
することができる。したがって、固定アスペクトモードから、容易にユーザが設定したア
スペクトモードに切り換えることができる。
【００７３】
　なお、本実施例では、フルスクリーン画像内の２点を指定することで電子ズーム表示領
域の設定を可能とする場合について説明したが、３点以上の複数点を指定することで電子
ズーム表示領域の設定が可能となるようにしてもよい。
【００７４】
　以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対
して種々の変形や変更が可能である。
【００７５】
　例えば、上記各実施例では、操作部の操作に応じて電子ズーム表示領域及び電子ズーム
倍率又は表示アスペクト比をユーザ設定できるようにした場合について説明した。しかし
、本発明では、電子ズーム表示領域、電子ズーム倍率及び表示アスペクト比のうち少なく
とも１つがユーザ設定できればよい。また、電子ズーム表示領域、電子ズーム倍率及び表
示アスペクト比以外の画像の表示に関する表示設定をユーザが行えるようにしてもよい。
【００７６】
　さらに、上記各実施例では、プロジェクタについて説明したが、本発明は、テレビやモ
ニタ等の他の画像表示装置にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の実施例１であるプロジェクタの構成を示す図。
【図２Ａ】実施例１における電子ズーム表示領域の設定操作を説明する図。
【図２Ｂ】実施例１における電子ズーム倍率の設定操作を説明する図。
【図３】実施例１におけるユーザ追加アスペクトモードを新規に追加する場合の処理を示
すフローチャート。
【図４】実施例１におけるユーザ追加アスペクトモードを新規に追加する場合の処理を示
す他のフローチャート。
【図５】実施例１におけるアスペクト選択項目画像の例を示す図。
【図６】実施例１におけるアスペクトモードの選択処理を示すフローチャートとアスペク
ト選択項目画像を示す図。
【図７】本発明の実施例２であるプロジェクタの構成を示す図。
【図８】実施例２における電子ズーム表示領域の設定操作と電子ズームにより拡大された
画像を示す図。
【図９】実施例２におけるユーザ追加アスペクトモードを新規に追加する場合の処理を示
すフローチャート。
【図１０】実施例１，２の操作部の構成例を示す図。
【図１１】実施例２におけるユーザ追加アスペクトモードでの画像の表示例を示す図。
【符号の説明】
【００７８】
　Ｓ　スクリーン
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　１，１′　プロジェクタ
　２　入力画像
　３　画像処理部
　４　ＯＳＤ部
　５　液晶パネル
　６　投射レンズ
　７　光源ランプ
　９，９′　コントローラ
　１０　操作部
　１１　電子ズーム部
　１２　メモリ
　１３　電子シフト部
　１４　アスペクト変更部
　１５　表示エリア指定部
 

【図９】
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