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(57)【要約】
【課題】プロジェクタによって投影された画像に対し会
議参加者の誰もが文字や図形等の描画情報を書き込める
とともに書き込みがなされた画像の保存性を向上させる
。
【解決手段】本発明に係るプロジェクションシステムは
、プログラムは、コンピュータを、プロジェクタから、
投影中の投影画像データを受信する受信手段と、投影中
の投影画像データに対して描画し追記したデータである
描画データを描画する描画手段と、プロジェクタに対し
描画データを送信する送信手段として機能させ、プロジ
ェクタは、プログラムに対し、投影中の投影画像データ
を送信する送信手段と、プログラムから、描画データを
受信する受信手段と、投影中の投影画像データと受信し
た描画データとを合成し、合成画像データを生成する画
像合成手段と、合成画像データを投影画像データとして
投影する投影手段と、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラムと、前記プログラムから受信した投影画像データを投影するプロジェクタと
を含み構成されるプロジェクションシステムであって、
　プログラムは、コンピュータを、
　プロジェクタから、投影中の投影画像データを受信する受信手段と、
　前記投影中の投影画像データに対して描画し追記したデータである描画データを描画す
る描画手段と、
　プロジェクタに対し、前記描画データを送信する送信手段として機能させ、
　プロジェクタは、
　プログラムに対し、前記投影中の投影画像データを送信する送信手段と、
　プログラムから、前記描画データを受信する受信手段と、
　前記投影中の投影画像データと受信した前記描画データとを合成し、合成画像データを
生成する画像合成手段と、
　前記合成画像データを投影画像データとして投影する投影手段と、
　を有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２】
　プログラムは、コンピュータを、
　受信した前記投影中の投影画像データを記憶する記憶手段として機能させる請求項１記
載のプロジェクションシステム。
【請求項３】
　プログラムは、コンピュータを、
　受信した前記投影中の投影画像データを表示する表示手段として機能させる請求項１又
は２記載のプロジェクションシステム。
【請求項４】
　プログラムの前記送信手段は、前記描画データとともに該描画データの属性データを送
信し、
　プロジェクタは、
　受信した描画データと該描画データの属性データとを対応付けて記憶する記憶手段と、
　を有することを特徴とする請求項１ないし３何れか一項記載のプロジェクションシステ
ム。
【請求項５】
　プログラムの前記送信手段は、前記描画データの削除要求とともに該描画データの属性
データを送信し、
　プロジェクタの前記記憶手段は、前記描画データの削除要求とともに受信した描画デー
タの属性データと対応付けられた描画データを前記記憶手段から削除し、
　プロジェクタの前記画像合成手段は、前記投影中の投影画像データから該描画データを
削除した合成画像データを生成すること、
　を特徴とする請求項４記載のプロジェクションシステム。
【請求項６】
　第１の前記プロジェクタに加え、第２のプロジェクタがネットワークを介し接続され、
　第１の前記プロジェクタの前記送信手段は、第２のプロジェクタに対し、前記投影中の
投影画像データを送信し、
　第２のプロジェクタは、
　受信した前記投影中の投影画像データを投影する投影手段と、
　を有することを特徴とする請求項１ないし５何れか一項記載のプロジェクションシステ
ム。
【請求項７】
　コンピュータを、
　プロジェクタから、投影中の投影画像データを受信する受信手段と、
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　前記投影中の投影画像データに対して描画し追記したデータである描画データを描画す
る描画手段と、
　プロジェクタに対し、前記描画データを送信する送信手段として機能させ、
　前記受信手段は、プロジェクタにより前記投影中の投影画像データと前記描画データと
を合成した合成画像データを投影中の投影画像データとして受信するＰＣ端末プログラム
。
【請求項８】
　コンピュータを、
　ＰＣＰＣ端末に対し、投影中の投影画像データを送信する送信手段と、
　ＰＣＰＣ端末から、ＰＣＰＣ端末により前記投影中の投影画像データに対して描画し追
記したデータである描画データを受信する受信手段と、
　前記投影中の投影画像データと受信した前記描画データとを合成し、合成画像データを
生成する画像合成手段と、
　前記合成画像データを投影画像データとして投影する投影手段として機能させ、
　前記送信手段は、前記合成画像データを投影中の投影画像データとして送信するプロジ
ェクタプログラム。
【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、ＰＣ端末プログラム及びプロジェクタプログラ
ムの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　会議などの場においては、ネットワークを介しＰＣ（Personal Computer）からプロジ
ェクタに対し、ＰＣ画面上の資料データ（例えばプレゼン資料等）を投影画像データとし
て送信し、プロジェクタがホワイトボードやスクリーンなどに投影画像データを投影する
ことにより会議が進行する。会議中では、投影された資料である投影画像に対し説明がな
されたり、資料内容に対し意見やアイディアが出されながら進行する場合、会議参加者は
ホワイトボード上に投影された投影画像の上に重畳するようにマーカペン等で直接手書き
の書き込みを行うことがある。またもしくはＰＣ操作者が進行役（又は議事役等）を務め
、ＰＣ画面上の資料データに対し、その説明や意見、アイディアを纏めながら書き込んで
ゆくと、資料データ上への書き込みはホワイトボード上、リアルタイムにそのまま投影さ
れる。
【０００３】
　このような会議において書き込まれた説明や意見、アイディアは、会議を通じて得られ
た成果物であるので、会議議事録として、書き込みがなされた状態の資料データを記録（
保存）しておきたいという要請がある。ＰＣ操作者がＰＣ画面上の資料データに対し書き
込みを行っている場合には、書き込みがなされた状態の資料データは、そのＰＣ内に容易
に保存することが可能である。一方、会議参加者がホワイトボード上の投影画像の上にマ
ーカペン等で直接書き込みを行っている場合には、ＰＣ内の資料データには書き込みが反
映されていないので何らかの対応が必要となる。
【０００４】
　これに関する技術として、特許文献１には、共通の電子文書の同一画面を表示させ、同
時編集可能な投影型表示装置を提供する目的で、表示画像に重なって書かれた書き込み画
像を撮影して、データ化し、表示画像に貼り付けて、ネットワークを介して共有する構成
が開示されている。つまりカメラでホワイトボードを撮影し、撮影された画像と投影した
画像を重ね合わせることで、ホワイトボードに書き込まれた文字や図形をデータとして取
り込んで保存する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上述したようにＰＣ操作者がＰＣ画面上の資料データに対し書き込みを
行っている場合、書き込みがなされた状態の資料データは容易に保存することが可能であ
るものの、書き込みを行うことができるのはＰＣ操作者であり、他の会議参加者が書き込
みを行うことができない。会議中、発言者が投影資料に対し自由に書き込みを行いながら
、発言や説明を行っていくという進行形式は会議中によく見られる光景であり、ＰＣ操作
者のみしか書き込みを行えないとなると、会議進行上非常に不便である。
【０００６】
　一方、会議参加者がホワイトボード上の投影画像の上にマーカペン等で直接書き込みを
行っている場合には、例えば上述の特許文献１の発明を適用することにより、書き込みが
なされた状態の資料データを保存できるとともに、会議参加者が投影資料に対し自由に書
き込みを行うことができる。
【０００７】
　しかしながらこの場合、カメラを別途用意する必要があるのでその分の設備やコストが
必要である。またカメラで撮影した画像はときに見にくいものであるので、書き込みがな
された状態の資料データの画像品質の点で問題があった。また必ずしも全ての会議参加者
が投影資料に対し書き込みを行えるという訳ではなく、ホワイトボードの近くにいない人
、例えば遠隔拠点から電話等で参加している会議参加者は書込みを行うことができないと
いう問題があった。
【０００８】
　本発明では上記のような問題に鑑みて、プロジェクタによって投影された画像に対し、
会議参加者の誰もが文字や図形等の描画情報（追記情報）を書き込めるとともに、書き込
みがなされた画像の保存性を向上させたプロジェクションシステム、ＰＣ端末プログラム
及びプロジェクタプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明に係るプロジェクションシステムは、プログラムと、
前記プログラムから受信した投影画像データを投影するプロジェクタとを含み構成される
プロジェクションシステムであって、プログラムは、コンピュータを、プロジェクタから
、投影中の投影画像データを受信する受信手段と、前記投影中の投影画像データに対して
描画し追記したデータである描画データを描画する描画手段と、プロジェクタに対し、前
記描画データを送信する送信手段として機能させ、プロジェクタは、プログラムに対し、
前記投影中の投影画像データを送信する送信手段と、プログラムから、前記描画データを
受信する受信手段と、前記投影中の投影画像データと受信した前記描画データとを合成し
、合成画像データを生成する画像合成手段と、前記合成画像データを投影画像データとし
て投影する投影手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　なお、本発明の構成要素、表現または構成要素の任意の組合せを、方法、装置、システ
ム、コンピュータプログラム、記録媒体、などに適用したものも本発明の態様として有効
である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、プロジェクタによって投影された画像に対し、会議参加者の誰もが文
字や図形等の描画情報（追記情報）を書き込めるとともに、書き込みがなされた画像の保
存性を向上させたプロジェクションシステム、ＰＣ端末プログラム及びプロジェクタプロ
グラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係るプロジェクションシステム１００のネットワーク構成図を示す
。
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【図２】本実施形態に係るプロジェクタ１０の一実施形態の主要構成を示すハードウェア
構成図である。
【図３】本実施形態に係るＰＣ２０の一実施形態の主要構成を示すハードウェア構成図で
ある。
【図４】本実施形態に係る各装置の機能ブロック図の一例を示す。
【図５】ＰＣ２０及び投影画像の状態遷移図（その１）を示す。
【図６】ＰＣ２０ａの投稿画像データの提供～プロジェクタ１０による初回の投影～ＰＣ
２０ｂへの反映の過程を説明するフローチャート図である。
【図７】ＰＣ２０ａの投稿画像データへの書き込み～プロジェクタ１０による書き込みの
投影～ＰＣ２０への反映の過程を説明するフローチャート図である。
【図８】画像合成の一例を示す。
【図９】ＰＣ２０及び投影画像の状態遷移図（その２）を示す。
【図１０】ＰＣ２０ａの投稿画像データの削除～プロジェクタ１０による削除の投影～Ｐ
Ｃ２０への反映の過程を説明するフローチャート図である。
【図１１】本変形例に係るプロジェクションシステム１００－２のネットワーク構成図を
示す。
【図１２】本変形例に係るプロジェクションシステム１００－２の機能関係図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態を各実施形態において図面を用いて説明する。
【００１４】
　[システム構成]
　（ネットワーク構成）
　図１は、本実施形態に係るプロジェクションシステム１００のネットワーク構成図を示
す。本実施形態に係るプロジェクションシステム１００は、プロジェクタ１０、ＰＣ２０
がネットワーク３０を介し接続され構成される。
【００１５】
　プロジェクタ１０は、ＰＣ２０から投影画像データを受信し、例えばホワイトボード４
０に対し投影画像を投影する。プロジェクタ１０はネットワーク３０を介しＰＣ２０と接
続されており、ＰＣ２０からプロジェクタ１０に対しＰＣ画面上のデータ（例えばプレゼ
ン資料等）が投影画像データとして送信されてくる。プロジェクタ１０は、受信したこの
投影画像データを投影画像としてホワイトボード４０などに投影する。
【００１６】
　ＰＣ２０は、会議参加者のＰＣ端末である。ＰＣ２０はネットワーク３０を介しプロジ
ェクタ１０と接続されており、本実施形態では、会議参加者は各々のＰＣ端末をネットワ
ーク３０に接続してから会議に参加する。また図に示されるように、ＰＣ２０は複数存在
し、その場所は会議室等に限られない。つまり例えば、ＰＣ２０ａ、ＰＣ２０ｂ、ＰＣ２
０ｃはプロジェクタ１０とともに同一の会議室内に存在し、ＰＣ２０ｄ、ＰＣ２０ｅは会
議室外の遠隔地からネットワーク３０に接続し各々のＰＣ端末を通じて会議に参加できる
。
【００１７】
　ネットワーク３０は、有線及び無線を含みまたＬＡＮ及びＷＡＮを含む通信ネットワー
クである。各々のＰＣ２０がプロジェクタ１０と接続し通信可能な限りいかようなネット
ワークでもよい。
【００１８】
　本実施形態の会議では、まず進行役等を務める参加者Ａは、ＰＣ２０ａのＨＤＤに保存
されている例えばプレゼン資料ファイルを画面上に開く。次にプロジェクタ１０に接続す
ることでＰＣ２０ａからプロジェクタ１０に対し、ＰＣ２０ａ画面上に表示されているデ
ータ（ここではプレゼン資料データ）が投影画像データとして送信される。プロジェクタ
１０は、受信したこの投影画像データを投影画像としてホワイトボード４０に投影する。
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会議室内の会議参加者は、ホワイトボード４０を閲覧し視覚的に投影画像データを認識す
る。
【００１９】
　また本実施形態に係るプロジェクタ１０は、受信した投影画像データを投影画像として
ホワイトボード４０に投影するとともに、会議に参加しているＰＣ２０に対し投影中のこ
の投影画像データを送信（配信）するので、各々のＰＣ２０のＰＣ画面上には、ホワイト
ボード４０に投影中の投影画像と同一の投影画像データが表示される。従ってプロジェク
タ１０と同一の会議室内の会議参加者はホワイトボード４０上での投影画像（例えばプレ
ゼン資料）を閲覧可能であり、また各々のＰＣ２０ａ、ＰＣ２０ｂ、ＰＣ２０ｃのＰＣ画
面上においてもまた投影画像データ（例えばプレゼン資料データ）を閲覧可能である。遠
隔地の会議参加者は、ＰＣ２０ｄ、ＰＣ２０ｅのＰＣ画面上において投影画像データ（例
えばプレゼン資料データ）を閲覧可能である。この点詳細は後述する。
【００２０】
　（ハードウェア）
　図２は、本実施形態に係るプロジェクタ１０の一実施形態の主要構成を示すハードウェ
ア構成図である。プロジェクタ１０は、大きくは投影画像データを投影（データを投影し
て可視化）する投影部１１と、制御全般を行う制御部１２で構成されている。
【００２１】
　投影部１１は、投影画像データを投影し、データを投影画像として可視化する。また、
制御部１２は、制御部１２を制御するＣＰＵ１２１、ＣＰＵ１２１がプログラムを実行し
各種の制御を行うときの作業領域として使用されるＲＡＭ１２２、画像データや描画デー
タ（追記情報）等を記憶するストレージ１２３、プロジェクタ制御プログラムや制御に必
要なパラメータが格納されているＲＯＭ１２４、投影部１１へ電源制御や生成された投影
画像データを投影させる命令を送る投影制御部１２５、入力装置で投影部１１の電源操作
、選択・投影・ページ操作等の命令を受け付ける操作部１２６と、ネットワーク３０との
インターフェースであるイーサネット（登録商標）や操作部１２６と同様の操作を行える
リモコン用のインターフェースであるＩｒＤＡ等の通信インターフェース１２７を含み構
成されている。
【００２２】
　図３は、本実施形態に係るＰＣ２０の一実施形態の主要構成を示すハードウェア構成図
である。ＰＣ２０は、主要な構成として、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ＨＤＤ
２４、記憶媒体読取装置２５、入力装置２６、表示装置２７、及び通信装置２８を含む構
成である。
【００２３】
　ＣＰＵ２１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路から構成され、装置全体を制御す
る回路である。また、ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１で実行される所定の制御プログラムを格
納するメモリであり、ＲＡＭ２３は、ＣＰＵ２１がＲＯＭ２２に格納された所定の制御プ
ログラムを実行して各種の制御を行うときの作業領域として使用するメモリである。ＨＤ
Ｄ２４は、汎用のＯＳ、各種プログラムを含む各種情報を格納する装置であり、不揮発性
の記憶装置である。記憶媒体読取装置２５は、ＣＤやＤＶＤ、ＵＳＢメモリ等の外部記憶
媒体から情報を入力する装置である。入力装置２６は、ユーザが各種入力操作を行うため
の装置である。入力装置２６は、マウス、キーボード、表示装置２７の表示画面上に重畳
するように設けられたタッチパネルスイッチなどを含む。表示装置２７は、各種データを
表示画面に表示する装置である。例えばＬＣＤ(Liquid Crystal Display)、ＣＲＴ(Catho
de Ray Tube)などから構成される。通信装置２８は、ネットワーク３０を介して他の機器
との通信を行う装置である。有線ネットワークや無線ネットワークなど含む各種ネットワ
ーク形態に応じた通信をサポートする。
【００２４】
　（機能）
　次に、本実施形態に係るプロジェクションシステム１００の主要機能構成について説明
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する。図４は、本実施形態に係る各装置の機能ブロック図の一例を示す。図中、ＰＣ２０
については説明の便宜上、ＰＣ２０ａと、ＰＣ２０ｂ～２０ｅとを区別して図示する。Ｐ
Ｃ２０ａは、プロジェクタ１０に対し初めに投影画像データ（例えばプレゼン資料データ
）の他一般の会議参加者Ｂ～ＥのＰＣである。即ち、ＰＣ２０ａは初めにホワイトボード
４０に投影すべき投影画像データ（例えばプレゼン資料データ）を提供するので、記憶部
２０２において、初回に投影する投影画像データをローカルＨＤＤに有する。
【００２５】
　プロジェクタ１０は、受信部１０１、記憶部１０２、画像合成部１０３、投影部１０４
、送信部１０５を含み構成される。受信部１０１は、ＰＣ２０から初回に投影する投影画
像データ（例えばプレゼン資料データ）や、投影中の投影画像データ（合成画像データ含
む）に対して描画し付加したデータである描画データを受信する。記憶部１０２は、ＰＣ
２０から受信した初回に投影する投影画像データや描画データを記憶する。画像合成部１
０３は、初回に投影する投影画像データと描画データとを合成し、合成画像データを生成
する。投影部１０４は、初回に投影する投影画像データや合成画像データを投影する。送
信部１０５は、初回に投影した投影画像データや合成画像データをホワイトボード４０に
投影する。
【００２６】
　ＰＣ２０は、受信部２０１、記憶部２０２、表示部２０３、描画部２０４、送信部２０
５を含み構成される。受信部２０１は、プロジェクタ１０から、初回に投影した投影画像
データや、合成画像データである投影中の投影画像データを受信する。記憶部２０２は、
受信した合成画像データである投影中の投影画像データを記憶する。表示部２０３は、初
回に投影した投影画像データや、受信した投影中の投影画像データ（合成画像データ含む
）を表示する。描画部２０４は、表示部２０３に表示中の画像データであり投影中の投影
画像データ（合成画像データ含む）に対して付加したデータである描画データを描画する
。送信部２０５は、プロジェクタ１０に対し、初回に投影する投影画像データや、投影中
の投影画像データに対して描画し付加したデータである描画データを送信する。
【００２７】
　なお上述の如く、ここではＰＣ２０ａと、ＰＣ２０ｂ～２０ｅとを初めにプレゼン資料
データを提供するＰＣか否かの点で区別して図示したが、会議によっては、ＰＣ２０ｂ～
２０ｅを含む全てのＰＣ２０がＰＣ２０ａと同様の初めにプレゼン資料データを提供する
ＰＣの役割を担う可能性がある。よって実際には、全てのＰＣ２０がＰＣ２０ａと同一の
機能ブロックを有するものと考えることができる。
【００２８】
　なおまたここでは、初回に投影した投影画像データ、投影中の投影画像データ、合成画
像データなど、複数の画像データが登場するが、初回に投影した投影画像データと投影中
の投影画像データが同一の場合、投影中の投影画像データと合成画像データ画像が同一の
場合等がある。これはつまり、更新（描画）状態によって呼び名を使い分けた結果による
ものであるが、後述の情報処理の説明において、この点再度整理しながら説明する。
【００２９】
　以上、各装置の主要機能構成である。なおこれらの機能は、実際には装置のＣＰＵが実
行するプログラムによりコンピュータに実現させるものである。例えばプロジェクタ１０
の場合、事前にプロジェクタプログラムをインストールしておく。また例えばＰＣ２０の
場合、事前にＰＣ端末用の画像投影プログラムをインストールしておく。
【００３０】
　[情報処理]
　以下、本実施形態に係るプロジェクションシステム１００における情報処理・動作を説
明する。
【００３１】
　図５は、ＰＣ２０及び投影画像の状態遷移図（その１）を示す。図中、左側は資料提供
者のＰＣ２０ａのＰＣ画面、中央はその他一般の会議参加者のＰＣ２０ｂ（～２０ｅ）の
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ＰＣ画面、右側はホワイトボート４０上に投影された投影画像を示している。以下場面毎
に分けて説明するが、都度この状態遷移図を併せて参照しながら説明する。
【００３２】
　（投稿画像データの提供～初回の投影～ＰＣ２０への反映）
　図６は、ＰＣ２０ａの投稿画像データの提供～プロジェクタ１０による初回の投影～Ｐ
Ｃ２０ｂへの反映の過程を説明するフローチャート図である。
【００３３】
　Ｓ１：資料提供者のＰＣ２０ａにおいて表示部２０３は、プロジェクタ１０でまず初め
に投影すべき投影画像データをＰＣ画面上に表示させる。具体的に例えば、資料提供者自
身がローカルＨＤＤからプレゼン資料データファイルを開いてＰＣ画面上に表示する（図
５の５０１）。
【００３４】
　Ｓ２：ＰＣ２０ａの送信部２０５は、この初めの投影画像データをプロジェクタ２０に
対し送信する。このとき例えば、資料提供者がローカルＨＤＤからプレゼン資料データフ
ァイルを開いてＰＣ画面上に表示したタイミングでこの初めの投影画像データを送信すれ
ばよい。
【００３５】
　Ｓ３：プロジェクタ２０において受信部１０１は、ＰＣ２０ａから送信されてきた初め
の投影画像データを受信する。
【００３６】
　Ｓ４：プロジェクタ２０の記憶部１０２は、受信した初めの投影画像データを一旦スト
レージ１２３等に記憶する。
【００３７】
　Ｓ５：プロジェクタ２０の投影部１０４は、この初めの投影画像データをホワイトボー
ト４０に投影する（図５の５０３）。なおこの時点において、描画データは受信していな
いので画像合成部１０３による画像合成は不要だが、図４のように画像合成部１０３を介
する構成と捉えるならば、画像合成部１０３は、初回に投影する投影画像データと描画デ
ータ（なし）とを合成し、実質初回に投影する投影画像データと同一の合成画像データを
生成するものと理解できる。
【００３８】
　Ｓ６：プロジェクタ２０の送信部１０５は、投影中の投影画像と同じ初めの投影画像デ
ータを全てのＰＣ２０に対し一斉に送信する。
【００３９】
　Ｓ７：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの受信部２０１は、プロ
ジェクタ２０から初めの投影画像データを受信する。
【００４０】
　Ｓ８：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの表示部２０３は、受信
した投影画像データを表示する（図５の５０１、５０２）。なおＰＣ２０ａが初めの投影
画像データを提供しているので、当然ながらＰＣ画面に変化はない。一方その他一般のＰ
Ｃ２０ｂ～ｅのＰＣ画面には、ホワイトボート４０に投影中の投影画像と同一のものが反
映、表示されており、全ての会議参加者はホワイトボート４０に投影中の投影画像や自身
のＰＣ画面（特に遠隔地からの参加者）を見ながら会議が開始する。
【００４１】
　（投稿画像データへの書き込み１～書き込みの投影～ＰＣ２０への反映）
　図７は、ＰＣ２０ａの投稿画像データへの書き込み～プロジェクタ１０による書き込み
の投影～ＰＣ２０への反映の過程を説明するフローチャート図である。
【００４２】
　Ｓ２１：ＰＣ２０ａの描画部２０４は、ホワイトボード４０に投影中であり表示部２０
３に表示中の投影画像データ（図５の５０１）。に対して付加したデータである描画デー
タを描画する。具体的に例えば、資料提供者自身がマウスやキーボート等を操作して入力
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装置２６からＰＣ画面上の投影画像データに対し書き込み、追記を行う（図５の５１１）
。この書き込み内容は例えば文字や、線分、図形等である。
【００４３】
　Ｓ２２：ＰＣ２０ａの送信部２０５は、この書き込み内容に相当する描画データをプロ
ジェクタ２０に対し送信する。送信は、例えば資料提供者がＰＣ画面上で書き込み、追記
を行ったタイミングでこの描画データを送信すればよい。また送信する描画データの送信
単位量は、例えば書き込み内容がテキストであれば１文字づつ、線分であれば１線づつ、
図形であれば１図形づつでありうる。またもしくは書き込み内容を問わず所定時間間隔毎
に送信したり、書き込み後にユーザが送信操作を行ったタイミングで送信するようにして
もよい。このとき送信単位量が細かいほどその書き込みはよりリアルタイムに投影画像に
反映される。なおまた送信の際、描画を行ったＰＣ、ＰＣ画面上の投影画像データに対す
る描画位置などを特定するため、その書き込みの描画位置情報（例えば座標（x,y）等）
、その描画データを識別する固有の識別子である識別子、その他情報（日時間情報）を描
画データの属性データとして付して送信する（例えば「PC20a-20110701-10:00-00001-(x1
,y1)」等）。
【００４４】
　Ｓ２３：プロジェクタ２０において受信部１０１は、ＰＣ２０ａから送信されてきた描
画データ（及び属性データ）を受信する。
【００４５】
　Ｓ２４：プロジェクタ２０の記憶部１０２は、描画データを一旦ストレージ１２３等に
記憶する。記憶の際、描画データはオブジェクトとして扱って、描画データに対し描画位
置情報のほか、描画データを識別する識別子、送信元（描画を行ったＰＣ）、時間等の属
性データを付加して記憶しておく。なお上述の属性データによれば、描画位置情報(x1,y1
)、識別子00001、送信元PC20a、時間20110701-10:00である。
【００４６】
　Ｓ２５：プロジェクタ２０の画像合成部１０３は、記憶部１０２から初回に投影した投
影画像データと描画データとを取得し描画位置情報を踏まえて合成する。つまり合成画像
データを生成する。図８は、画像合成の一例を示す。
【００４７】
　Ｓ２６：プロジェクタ２０の投影部１０４は、合成画像データをホワイトボート４０に
投影する（図５の５２３）。
【００４８】
　Ｓ２７：プロジェクタ２０の送信部１０５は、投影中の投影画像と同じ合成画像データ
を全てのＰＣ２０に対し一斉に送信する。
【００４９】
　Ｓ２８：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの受信部２０１は、プ
ロジェクタ２０から投影中の投影画像と同じ合成画像データを受信する。
【００５０】
　Ｓ２８：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの記憶部２０２は、投
影中の投影画像と同じ合成画像データを記憶（保存）する。
【００５１】
　Ｓ３０：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの表示部２０３は、受
信した合成画像データを表示する（図５の５２１、５２２）。なおＰＣ２０ａが書き込み
を行っているので、当然ながらＰＣ画面に変化はない。一方その他のＰＣ２０ｂ～ｅのＰ
Ｃ画面には、ホワイトボート４０に投影中の投影画像（ＰＣ２０ａの書き込み付き）と同
一のものが反映、表示されている。
【００５２】
　（投稿画像データへの書き込み２～書き込みの投影～ＰＣ２０への反映）
　ＰＣ２０ａに続き、今度はＰＣ２０ｂが投稿画像データへの書き込みを行うものとする
。再び図７フローチャートを参照して説明する。
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【００５３】
　Ｓ２１：ＰＣ２０ｂの描画部２０４は、ホワイトボード４０に投影中であり表示部２０
３に表示中の投影画像データ（図５の５２２）に対して付加したデータである描画データ
を描画する。具体的に、ＰＣ画面上の投影画像データに対し書き込み、追記を行う（図５
の５３２）。
【００５４】
　Ｓ２２：ＰＣ２０ｂの送信部２０５は、この書き込み内容に相当する描画データ（及び
属性データ）をプロジェクタ２０に対し送信する。またここでは、属性データは例えば「
PC20b-20110701-10:03-00002-(x2,y2)」であるとする。
【００５５】
　Ｓ２３：プロジェクタ２０において受信部１０１は、ＰＣ２０ｂから送信されてきた描
画データ（及び属性データ）を受信する。
【００５６】
　Ｓ２４：プロジェクタ２０の記憶部１０２は、描画データを一旦ストレージ１２３等に
記憶する。記憶の際、属性データを付加して記憶しておくが、ここでは、描画位置情報(x
2,y2)、識別子00002、送信元PC20b、時間20110701-10:03である。
【００５７】
　Ｓ２５：プロジェクタ２０の画像合成部１０３は、記憶部１０２から初回に投影した投
影画像データと描画データとを取得し描画位置情報を踏まえて合成する。つまり合成画像
データを生成する。ここで、合成方法としては、初回に投影した投影画像データに対し、
先のＰＣ２０ａからの描画データ及び今回のＰＣ２０ｂからの描画データを合成すれば最
新の合成画像データを生成できる。またもしくは、初回に投影した投影画像データと先の
ＰＣ２０ａからの描画データを合成した前回の合成画像データを記憶部１０２に記憶して
おけば、前回記憶しておいた前回の合成画像データに対し、今回のＰＣ２０ｂからの描画
データを合成すれば最新の合成画像データを生成できる。
【００５８】
　Ｓ２６：プロジェクタ２０の投影部１０４は、合成画像データをホワイトボート４０に
投影する（図５の５４３）。
【００５９】
　Ｓ２７：プロジェクタ２０の送信部１０５は、投影中の投影画像と同じ合成画像データ
を全てのＰＣ２０に対し一斉に送信する。
【００６０】
　Ｓ２８：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの受信部２０１は、プ
ロジェクタ２０から投影中の投影画像と同じ合成画像データを受信する。
【００６１】
　Ｓ２９：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの記憶部２０２は、投
影中の投影画像と同じ合成画像データを記憶（保存）する。なお記憶方法は、前回記憶し
た合成画像データに対し今回受信した合成画像データを上書きする。最新の合成画像デー
タを記憶しておくためである。勿論、上書きせずとも、順次ファイル名を変え、全ての合
成画像データを記憶してもよい。但しこの場合、書き込みの度に合成画像データを記憶し
てゆくので、記憶領域に余裕があるときのみとすることが望ましい。
【００６２】
　Ｓ３０：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの表示部２０３は、受
信した合成画像データを表示する（図５の５４１、５４２）。なお今回はＰＣ２０ｂが書
き込みを行っているので、当然ながらＰＣ画面に変化はない。一方その他ＰＣ２０ｂ以外
のＰＣ２０ａ、ｃ～ｅのＰＣ画面には、ホワイトボート４０に投影中の投影画像（ＰＣ２
０ｂの書き込み付き）と同一のものが反映、表示されている。
【００６３】
　（投稿画像データへの書き込み削除～書き込み削除の投影～ＰＣ２０への反映）
　今度はＰＣ２０ｂが投稿画像データへ書き込みを行ったものの、書き込み後、同書き込
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みを削除する。
【００６４】
　図９は、ＰＣ２０及び投影画像の状態遷移図（その２）を示す。図５に続くものである
。また図１０は、ＰＣ２０ｂの投稿画像データの削除～プロジェクタ１０による削除の投
影～ＰＣ２０への反映の過程を説明するフローチャート図である。以下フローチャートに
沿って説明する。
【００６５】
　Ｓ３１：ＰＣ２０ｂの描画部２０４は、表示部２０３に表示中の投影画像データ上に書
き込んだ描画データ（描画オブジェクト）を削除する（図９の５５２）。具体的に例えば
、ＰＣ２０ｂのユーザがマウスやキーボート等を操作して入力装置２６から描画データ（
描画オブジェクト）を選択し削除操作を行う。
【００６６】
　Ｓ３２：ＰＣ２０ｂの送信部２０５は、削除対象の描画データを削除する旨を示す削除
要求にその属性データを付してプロジェクタ２０に対し送信する。ここでは削除対象の描
画データの属性データは「PC20b-20110701-10:03-00002-(x2,y2)」であるとする。
【００６７】
　Ｓ３３：プロジェクタ２０において受信部１０１は、ＰＣ２０ｂから送信されてきた削
除要求（及び属性データ）を受信する。
【００６８】
　Ｓ３４：プロジェクタ２０の記憶部１０２は、属性データに基づき削除要求がなされた
描画データを特定し、その描画データをストレージ１２３から削除する。つまりここでは
、属性データ「PC20b-20110701-10:03-00002-(x2,y2)」で特定される描画データを削除す
るする。
【００６９】
　Ｓ３５：プロジェクタ２０の画像合成部１０３は、記憶部１０２から初回に投影した投
影画像データと、残る描画データとを取得し描画位置情報を踏まえて合成する。つまり合
成画像データを生成する。ここでは、削除要求がなされた描画データは記憶部１０２によ
り既に削除されているため、初回に投影した投影画像データに対し、先のＰＣ２０ａから
の描画データを合成したものが、削除後の合成画像データである。
【００７０】
　Ｓ３６：プロジェクタ２０の投影部１０４は、削除後の合成画像データをホワイトボー
ト４０に投影する（図９の５５３）。
【００７１】
　Ｓ３７：プロジェクタ２０の送信部１０５は、投影中の投影画像と同じ合成画像データ
を全てのＰＣ２０に対し一斉に送信する。
【００７２】
　Ｓ３８：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの受信部２０１は、プ
ロジェクタ２０から投影中の投影画像と同じ合成画像データを受信する。
【００７３】
　Ｓ３９：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの記憶部２０２は、投
影中の投影画像と同じ合成画像データを記憶（保存）する。
【００７４】
　Ｓ４０：ＰＣ２０、つまり会議に参加する全てのＰＣ２０ａ～ｅの表示部２０３は、受
信した合成画像データを表示する（図９の５６１、５６２）。なお今回はＰＣ２０ｂが削
除を行っているので、当然ながらＰＣ画面に変化はない。一方その他ＰＣ２０ｂ以外のＰ
Ｃ２０ａ、ｃ～ｅのＰＣ画面には、ＰＣ２０ｂにより削除された描画データは消え、ホワ
イトボート４０に投影中の投影画像と同一のものが反映、表示されている。
【００７５】
　以上本実施形態に係るプロジェクションシステム１００においては、プロジェクタ１０
はプロジェクタとして投影画像をホワイトボード４０に投影するとともに、各ＰＣ２０に
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対し投影画像データを送信する。各ＰＣ２０は受信した投影画像データを表示し、ユーザ
により投影画像データに対する書込み（削除含む）が行われると、プロジェクタ１０は描
画データ（書込みデータ）と元の投影画像データを合成し、合成した合成画像データを投
影するとともに、各ＰＣ２０に対しその投影中の合成画像データを送信する。各ＰＣ２０
は受信した投影中の合成画像データをローカルＨＤＤ等に保存のうえ、表示する。これに
より、ホワイトボード４０の近くにいる人いない人を含め全ての会議参加者が、ホワイト
ボード４０上の投影画像（例えばプレゼン資料）に対し自由に書き込みを行うことができ
る。また書き込みがなされた状態の投影中の投影画像データを電子データとしての画像品
質そのままで各ＰＣ２０に共有し保存することができる。
【００７６】
　[変形例]
　上述の実施形態の変形例を説明する。
【００７７】
　図１１は、本変形例に係るプロジェクションシステム１００－２のネットワーク構成図
を示す。図１と比べ、本実施形態に係るプロジェクションシステム１００－２は、プロジ
ェクタが複数追加される。具体的には、遠隔地においてももう１台のプロジェクタ１０ｂ
を設置した。この場合、プロジェクタ１０ａは親機、親機以外のプロジェクタ１０ｂは子
機という関係を有して動作する。
【００７８】
　図１２は、本変形例に係るプロジェクションシステム１００－２の機能関係図を示す。
つまり親機として動作するプロジェクタ１０ａは、上述の実施形態通りの動作を行う。ま
たプロジェクタ１０ａは、プロジェクタ１０ｂをＰＣ２０と同視して、プロジェクタ１０
ｂに対しても投影画像データ（合成画像データ含む）を送信する。プロジェクタ１０ｂは
、受信したこの投影画像データ（合成画像データ含む）を投影画像としてホワイトボード
４０ｂに投影する。
【００７９】
　このようにすれば、遠隔地サイドでもプロジェクタを保有していれば、ホワイトボード
４０ｂに対し投影画像を投影できるので、遠隔地の会議参加者Ｄ、Ｅは、ＰＣ２０ｄ、２
０ｅのＰＣ画面のみならず、ホワイトボード４０ｂを見ながら会議を進行できる。勿論、
ＰＣ２０ｄ、２０ｅを操作して、投影画像データ（合成画像データ含む）に対し書き込み
（削除含む）を行うことができ、この書き込みもまた、ホワイトボード４０ａ及びホワイ
トボード４０ｂの投影中の投影画像に反映、表示される。
【００８０】
　なおまた、親機として動作するプロジェクタ１０ａは、遠隔地のＰＣ２０ｄ、２０ｅに
対して投影画像データ（合成画像データ含む）を送信する際、直接ＰＣ２０ｄ、２０ｅに
対して投影画像データを送信せず、一旦子機であるプロジェクタ１０ｂに対し投影画像デ
ータ（合成画像データ含む）を送信し、プロジェクタ１０ｂがＰＣ２０ｄ、２０ｅに対し
て投影画像データを送信するようにすることも可能である（負荷分散）。
【００８１】
　[総括]
　以上の本実施形態によれば、プロジェクタによって投影された画像に対し、会議参加者
の誰もが文字や図形等の描画情報（追記情報）を書き込めるとともに、書き込みがなされ
た画像の保存性を向上させたプロジェクションシステム等を提供することが可能となる。
なお、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載さ
れた本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００８２】
　１００　　プロジェクションシステム
　１０　　　　プロジェクタ
　１１　　　　投影部
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　１２　　　　制御部
　１２１　　ＣＰＵ
　１２２　　ＲＡＭ
　１２３　　ストレージ
　１２４　　ＲＯＭ
　１２５　　投影制御部
　１２６　　操作部
　１２７　　通信インターフェース
　２０　　　　ＰＣ
　２１　　　　ＣＰＵ
　２２　　　　ＲＯＭ
　２３　　　　ＲＡＭ
　２４　　　　ＨＤＤ
　２５　　　　記憶媒体読取装置
　２６　　　　入力装置
　２７　　　　表示装置
　２８　　　　通信装置
　３０　　　　ネットワーク
　４０　　　　ホワイトボード
　１０１　　受信部
　１０２　　記憶部
　１０３　　画像合成部
　１０４　　投影部
　１０５　　送信部
　２０１　　受信部
　２０２　　記憶部
　２０３　　表示部
　２０４　　描画部
　２０５　　送信部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８３】
【特許文献１】特開２００５－０５１４４６号公報
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