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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常状態と前記通常状態よりも消費電力が低い低電力状態との切り替えが可能な画像出
力装置であって、
　外部装置と接続するためのインタフェースと、
　前記インタフェースにおける信号を検知し、前記外部装置と接続されたことを示す接続
検知信号および前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す入力検知信号をそれぞ
れ検知する信号検知部と、
　前記低電力状態から前記通常状態への切り替えを行うための設定であって、前記接続検
知信号が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替える第一の
設定と、前記接続検知信号が検知された後に前記外部装置から画像信号が入力されたこと
を示す前記入力検知信号が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を
切り替える第二の設定とのいずれか一方の設定を保存する電源状態切替設定保存部と、
　前記低電力状態において、前記接続検知信号が検知された際の前記設定が前記第一の設
定であれば前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替える制御を行い、前記接
続検知信号が検知された際の前記設定が前記第二の設定であれば当該接続検知信号の検知
の後に前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す前記入力検知信号が検知された
際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替える制御を行う切替制御部と、
を備えることを特徴とする画像出力装置。
【請求項２】
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　複数の前記インタフェースと、
　複数の前記インタフェースのうち前記信号が検知されたインタフェースを、前記画像信
号の入力元として決定する入力インタフェース決定部と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の画像出力装置。
【請求項３】
　前記入力インタフェース決定部は、複数の前記インタフェースにおいて前記信号が検知
された場合に、予め定められた各インタフェースの優先順位に従って前記画像信号の入力
元を決定することを特徴とする請求項２に記載の画像出力装置。
【請求項４】
　前記入力インタフェース決定部は、複数の前記インタフェースにおいて前記信号が検知
された場合に、前記信号が検知された順番に基づいて前記画像信号の入力元を決定するこ
とを特徴とする請求項２に記載の画像出力装置。
【請求項５】
　前記信号検知部は、前記インタフェースに対する記憶媒体の接続を前記信号に基づいて
検知し、
　前記切替制御部は、前記低電力状態において前記インタフェースに対する前記記憶媒体
の接続が検知され、前記記憶媒体に格納されている画像信号が画像として出力不可能な状
態である場合に、前記低電力状態を維持することを特徴とする請求項１から請求項４いず
れか１項に記載の画像出力装置。
【請求項６】
　前記インタフェースに接続された記憶媒体に格納されている画像信号に基づいて画像を
出力する画像出力制御部を含み、
　前記信号検知部は、前記インタフェースに対する前記記憶媒体の接続を前記信号に基づ
いて検知し、
　前記切替制御部は、前記インタフェースに対する前記記憶媒体の接続が検知された際に
、保存されている前記設定が前記第一の設定である場合に、前記低電力状態から前記通常
状態への切り替えを行い、
　前記画像出力制御部は、前記通常状態への切り替えが行われた後、前記記憶媒体に格納
されている画像信号が画像として出力不可能な状態である場合に、前記記憶媒体に格納さ
れている画像信号が画像として出力不可能な状態であることを示す画像を出力することを
特徴とする請求項１から請求項４いずれか１項に記載の画像出力装置。
【請求項７】
　前記切替制御部は、前記通常状態における前記信号の検知結果に基づいて、前記通常状
態から前記低電力状態に切り替えることを特徴とする請求項１から請求項６いずれか１項
に記載の画像出力装置。
【請求項８】
　前記切替制御部は、前記通常状態における前記信号の検知結果に基づいて、前記信号が
検知されてから所定のタイミングで前記通常状態から前記低電力状態に切り替えることを
特徴とする請求項１から請求項７いずれか１項に記載の画像出力装置。
【請求項９】
　通常状態と前記通常状態よりも消費電力が低い低電力状態との切り替えが可能な画像出
力装置の制御プログラムであって、
　外部装置と接続するためのインタフェースにおける信号を検知し、前記外部装置と接続
されたことを示す接続検知信号および前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す
入力検知信号をそれぞれ検知するステップと、
　前記低電力状態から前記通常状態への切り替えを行う設定であって、前記接続検知信号
が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替える第一の設定と
、前記接続検知信号が検知された後に前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す
記入力検知信号が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替え
る第二の設定との、いずれか一方の設定を保存するステップと、
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　前記低電力状態において、前記接続検知信号が検知された際の前記設定が前記第一の設
定であれば前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替る制御を行い、前記接続
検知信号が検知された際の前記設定が前記第二の設定であれば当該接続検知信号の検知の
後に前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す前記入力検知信号が検知された際
に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替えるステップと、
を前記画像出力装置に実行させることを特徴とする画像出力装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像出力装置、画像出力装置の制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、会議や講義、プレゼンテーション等、複数の人を対象にして情報を表示するため
に、接続されているＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリ等の外部機器から入力された画像信号に応じて
スクリーン等の投影面上に画像を投影するプロジェクタ等の画像投影表示装置が用いられ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような画像投影表示装置を使用する際には、ユーザは、外部機器を画像投影表示装
置に接続し、画像投影表示装置の電源をＯＮにするといった操作が必要になる。そのため
、ユーザは、このような画像投影表示装置を使用する際、外部機器を画像投影表示装置に
接続する操作と、画像投影表示装置の電源をＯＮにする操作とを各々行わなければならず
、煩わしさを感じてしまうといった問題がある。尚、このような問題は、プロジェクタ等
の画像投影表示装置に限られず、例えば、テレビ受像機、ＰＣ、デジタルカメラ、ビデオ
カメラ、ディスプレイパネル等の画像出力装置においても同様に起こりうる。
【０００４】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、画像出力装置に画像
を出力させる場合において、ユーザに対する利便性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、通常状態と前記通常状態よりも消費電
力が低い低電力状態との切り替えが可能な画像出力装置であって、外部装置と接続するた
めのインタフェースと、前記インタフェースにおける信号を検知し、前記外部装置と接続
されたことを示す接続検知信号および前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す
入力検知信号をそれぞれ検知する信号検知部と、前記低電力状態から前記通常状態への切
り替えを行うための設定であって、前記接続検知信号が検知された際に前記低電力状態か
ら前記通常状態に電源状態を切り替える第一の設定と、前記接続検知信号が検知された後
に前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す前記入力検知信号が検知された際に
前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替える第二の設定とのいずれか一方の
設定を保存する電源状態切替設定保存部と、前記低電力状態において、前記接続検知信号
が検知された際の前記設定が前記第一の設定であれば前記低電力状態から前記通常状態に
電源状態を切り替える制御を行い、前記接続検知信号が検知された際の前記設定が前記第
二の設定であれば当該接続検知信号の検知の後に前記外部装置から画像信号が入力された
ことを示す前記入力検知信号が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状
態を切り替える制御を行う切替制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明の他の態様は、通常状態と前記通常状態よりも消費電力が低い低電力状態
との切り替えが可能な画像出力装置の制御プログラムであって、外部装置と接続するため
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のインタフェースにおける信号を検知し、前記外部装置と接続されたことを示す接続検知
信号および前記外部装置から画像信号が入力されたことを示す入力検知信号をそれぞれ検
知するステップと、前記低電力状態から前記通常状態への切り替えを行う設定であって、
前記接続検知信号が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替
える第一の設定と、前記接続検知信号が検知された後に前記外部装置から画像信号が入力
されたことを示す記入力検知信号が検知された際に前記低電力状態から前記通常状態に電
源状態を切り替える第二の設定との、いずれか一方の設定を保存するステップと、前記低
電力状態において、前記接続検知信号が検知された際の前記設定が前記第一の設定であれ
ば前記低電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替る制御を行い、前記接続検知信号
が検知された際の前記設定が前記第二の設定であれば当該接続検知信号の検知の後に前記
外部装置から画像信号が入力されたことを示す前記入力検知信号が検知された際に前記低
電力状態から前記通常状態に電源状態を切り替えるステップと、を前記画像出力装置に実
行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、画像出力装置に画像を出力させる場合において、ユーザに対する利便
性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る画像投影表示装置の運用形態の例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る画像投影表示装置のハードウェア構成を模式的に示すブ
ロック図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像投影表示装置を斜め上方から見たときの透過図であ
る。
【図４】本発明の実施形態に係る画像投影表示装置の機能構成を模式的に示すブロック図
である。
【図５】本発明の実施形態に係る画像投影表示装置が画像を投影する際の処理を説明する
ためのフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態に係る優先順位設定Ｔｂのデータ構造例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る画像投影表示装置が、電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態
に遷移する際の処理について説明するためのフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。本実施形態においては、
画像出力装置として、接続されているＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やＵ
ＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリ等の外部機器から入力された
画像信号に応じて光源から射出される光束を変調して光学像を形成し、形成した光学像を
スクリーン等の投影面上に拡大投影するプロジェクタ等の画像投影表示装置を例にして説
明する。尚、本実施形態において説明する画像投影表示装置は、その電源状態として電源
ＯＮ状態と電源ＯＦＦ状態との切り替えが可能なように構成されている。
【００１０】
　ここで、電源ＯＮ状態とは、電源が投入されており、画像信号の出力等の動作命令をす
ぐに実行することが可能で、また、操作の受け付けが可能な待機状態のことであり、電源
ＯＦＦ状態とは、電源からの電力供給を受けてはいるものの電源が投入されておらず、装
置の大半の部分が通電されていない状態で、電源ＯＮ状態よりも消費電力が低い待機状態
のことである。即ち、本実施形態おいては、電源ＯＮ状態が通常状態として参照され、電
源ＯＦＦ状態が低電力状態として参照される。
【００１１】
　また、本実施形態に係る画像投影表示装置は、電源ＯＦＦ状態においては、少なくとも
、電源投入操作の受け付け、及び、接続されている外部機器との信号を検知することが可
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能であり、電源投入操作を受け付けると電源ＯＮ状態に遷移する。尚、本実施形態に係る
画像投影表示装置は、電源状態として電源ＯＮ状態及び電源ＯＦＦ状態の他に、電源から
の電力供給が遮断されている場合には電源遮断状態にあり、電源遮断状態においては、あ
らゆる操作を受け付けない。
【００１２】
　このように構成された画像投影表示装置において、本実施形態に係る要旨の一つは、電
源ＯＦＦ状態において接続されている外部機器との信号を検知すると、自動で電源ＯＮ状
態に遷移することにある。従って、本実施形態に係る画像投影表示装置によれば、ユーザ
が、電源ＯＦＦ状態となっている画像投影表示装置に画像を投影させる場合において、電
源投入操作を行うことなく電源ＯＮ状態とさせることが可能であり、ユーザに対する利便
性を向上させることが可能となる。以下、詳細に説明する。
【００１３】
　まず、本実施形態に係る画像投影表示装置１の運用形態について、図１を参照して説明
する。図１は、本実施形態に係る画像投影表示装置１の運用形態の例を示す図である。図
１に示すように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、外部機器として、デスクトッ
プＰＣやモバイルＰＣ等の情報処理端末２、ＵＳＢメモリやＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ）メモリカード等の可搬型記憶媒体３、スマートフォンやタブレット端末、ＰＤ
Ａ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）等の携帯型情報端末４が接続
されており、それらの外部機器のいずれかから入力された画像信号に基づいてスクリーン
等の投影面上に画像を投影する。尚、本実施形態において画像とは、静止画像や動画像の
ことを指す。
【００１４】
　尚、可搬型記憶媒体３は、その接続端子が画像投影表示装置１の通信インタフェースに
直接挿入されることにより接続され、情報処理端末２及び携帯型情報端末４は、ＵＳＢケ
ーブルやＲＳ２３２Ｃ（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２３２　ｖｅｒｓ
ｉｏｎ　Ｃ）ケーブル、ＶＧＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｒｒａｙ）ケーブル
、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）ケーブル等の各種通信ケーブルにより画像投影表示装置１に物理的に直接接続され
る他、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等のネットワーク回線、赤外線通信やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）等の近距離無線通信を介して接続されても良い。
【００１５】
　次に、本実施形態に係る画像投影表示装置１のハードウェア構成について図２及び図３
を参照して説明する。図２は、本実施形態に係る画像投影表示装置１のハードウェア構成
を模式的に示すブロック図である。図３は、本実施形態に係る画像投影表示装置１を斜め
上方から見たときの透過図である。尚、画像投影表示装置１は、図２に示すハードウェア
構成に加えて、図３に示すように、画像をスクリーン上へ投影するための光学機構を備え
る。
【００１６】
　図２に示すように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、一般的なサーバやＰＣ等
と同様の構成を含む。即ち、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）２０、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０、ＨＤＤ（Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）４０及びＩ／Ｆ５０がバス８０を介して接続されている
。また、Ｉ／Ｆ５０にはＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）６０
及び操作部７０が接続されている。
【００１７】
　ＣＰＵ１０は演算手段であり、画像投影表示装置１全体の動作を制御する。ＲＡＭ２０
は、情報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体であり、ＣＰＵ１０が情報を処理す
る際の作業領域として用いられる。ＲＯＭ３０は、読み出し専用の不揮発性記憶媒体であ
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り、ファームウェア等のプログラムが格納されている。ＨＤＤ４０は、情報の読み書きが
可能な不揮発性の記憶媒体であり、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や各種の
制御プログラム、アプリケーション・プログラム等が格納される。
【００１８】
　Ｉ／Ｆ５０は、バス８０と各種のハードウェアやネットワーク等を接続し制御する。Ｌ
ＣＤ６０は、ユーザが画像投影表示装置１の状態を確認するための視覚的ユーザインタフ
ェースである。操作部７０は、キーボードやマウス等、ユーザが画像投影表示装置１に情
報を入力するためのユーザインタフェースである。
【００１９】
　このようなハードウェア構成において、ＲＯＭ３０やＨＤＤ４０若しくは図示しない光
学ディスク等の記憶媒体に格納されたプログラムがＲＡＭ２０に読み出され、ＣＰＵ１０
がＲＡＭ２０にロードされたプログラムに従って演算を行うことにより、ソフトウェア制
御部が構成される。このようにして構成されたソフトウェア制御部と、ハードウェアとの
組み合わせによって、本実施形態に係る画像投影装置１の機能を実現する機能ブロックが
構成される。
【００２０】
　また、図３に示すように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、光学エンジン１０
１、投射レンズ１０２、画像信号入力端子１０３ａ、画像信号入力端子１０３ｂ、画像信
号入力端子１０３ｃ、ディスプレイパネル１０４、操作スイッチ１０５を有する。
【００２１】
　光学エンジン１０１は、図示しない光源部及び光変調部から構成され、後述する光学エ
ンジン制御部１８０の制御に従い、投射レンズ１０２からスクリーン等の投影面に画像を
拡大投射する。尚、上記光源部は図示しないランプにより実現され、上記光変調部に光束
を射出する。また、上記光変調部は上記光源部から射出される光束を外部機器２～４のい
ずれかから入力された画像信号に応じて変調し、光学像を形成して投射レンズ１０２に射
出する。投射レンズ１０２は上記光源部から射出された光束が上記光変調部にて変調され
て形成された光学像をスクリーン等の投影面に拡大投射する。
【００２２】
　画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ａ、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ｂ、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０
３ｃは、外部機器と接続されて画像信号を画像投影表示装置１に入力するためのインタフ
ェースであり、本実施形態においては、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ａには、情報処理端末
２が、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ｂには、可搬型記憶媒体３が、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０
３ｃには、携帯型情報端末４が接続される。以下では、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ａ、画
像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ｂ、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３ｃを区別する必要がない場合に限
り、それらをまとめて画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３とする。
【００２３】
　尚、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３は、ＵＳＢ、ミニＤ－ｓｕｂ　１５ｐｉｎ、ＲＳ－２３
２Ｃ、ＨＤＭＩ、赤外線通信インタフェースやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インタフ
ェース等の近距離無線通信インタフェース、イーサネット（登録商標）物理層等のインタ
フェースが用いられる。画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３は、図２に示すＩ／Ｆ５０によって実
現される。
【００２４】
　ディスプレイパネル１０４は、画像投影表示装置１の状態を視覚的に表示する出力イン
タフェースであると共に、タッチパネルとしてユーザが画像投影表示装置１を直接操作し
、若しくは画像投影表示装置１に対して情報を入力する際の入力インタフェースでもある
。即ち、ディスプレイパネル１０４は、ユーザによる操作を受けるための画像を表示する
機能を含む。尚、ディスプレイパネル１０４は、図２に示すＬＣＤ６０及び操作部７０に
よって実現される。操作スイッチ１０５は、ユーザが画像投影表示装置１を直接操作し、
若しくは画像投影表示装置１に対して情報を入力する際の入力インタフェースであって、
ハードスイッチ等の機械的な操作部である。尚、操作スイッチ１０５は、図２に示す操作
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部７０によって実現される。
【００２５】
　次に、本実施形態に係る画像投影表示装置１の機能構成について、図４を参照して説明
する。図４は、本実施形態に係る画像投影表示装置１の機能構成を模式的に示すブロック
図である。尚、図４においては、電気的接続を実線の矢印で示している。図４に示すよう
に、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、図３において説明した光学エンジン１０１
、投射レンズ１０２、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３、ディスプレイパネル１０４、操作スイ
ッチ１０５の他に、コントローラ１００を有する。
【００２６】
　コントローラ１００は、ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって構成され
る。具体的には、ＲＯＭ３０や不揮発性メモリ並びにＨＤＤ４０や光学ディスク等の不揮
発性記憶媒体に格納されたプログラムが、ＲＡＭ２０等の揮発性メモリにロードされ、Ｃ
ＰＵ１０がそのプログラムに従って動作することにより構成されるソフトウェア制御部と
集積回路などのハードウェアとによってコントローラ１００が構成される。コントローラ
１００は、画像投影表示装置１全体を制御する制御部として機能する。
【００２７】
　また、コントローラ１００は、入力検知部１１０、電源状態切替制御部１２０、電源状
態切替設定保存部１３０、入力切替制御部１４０、入力切替設定保存部１５０、画像信号
入力制御部１６０、画像処理部１７０、光学エンジン制御部１８０、操作表示制御部１９
０を含む。
【００２８】
　入力検知部１１０は、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３の少なくともいずれかの信号を検知し
、検知した信号に基づいて検知信号を生成して電源状態切替制御部１２０、入力切替制御
部１４０に通知する。即ち、本実施形態においては、入力検知部１１０が、信号検知部と
して機能する。ここで、信号とは、外部機器が画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に接続されたこ
とを示す接続信号、外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して入力された画像信号
、外部機器から画像信号を入力する合図として画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して通知さ
れる入力通知信号のことである。尚、接続信号は、外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０
３を介して入力されたものであっても良いし、外部機器と画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３とが
接続されたときにその間で発生する電気的信号であっても良い。
【００２９】
　また、検知信号とは、入力検知部１１０が接続信号を検知したことを示す接続検知信号
、入力検知部１１０が画像信号若しくは入力通知信号を検知したことを示す入力検知信号
、外部機器が接続されている画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に関する情報（以下、「Ｉ／Ｆ関
連情報」とする）を示すＩ／Ｆ関連信号、外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に入力
された画像信号に関する情報（以下、「画像関連情報」とする）を示す画像関連信号のこ
とである。
【００３０】
　尚、Ｉ／Ｆ関連情報としては、例えば、入力検知部１１０が、どの画像信号入力Ｉ／Ｆ
１０３において信号を検知したか、どの順番で画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から信号を検知
したか等を示す情報があり、画像関連情報としては、例えば、画像信号として入力された
画像ファイルが壊れている、画像信号として入力された画像ファイルがサポートしていな
いファイル形式である、画像信号として入力された画像ファイルが暗号化されている等に
より出力不可能なファイルであること等を示す情報がある。
【００３１】
　また、入力検知部１１０は、信号として、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３のいずれかと外部
機器との接続が解消されて接続信号を検知することができなくなったことを示す接続解消
信号を検知した際や、外部機器から画像信号Ｉ／Ｆ１０３を介して画像信号が入力されな
くなって画像信号を検知することができなくなったことを示す入力解消信号を検知した際
、外部機器から画像信号の入力を終える合図として画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して通
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知される終了通知信号を検知した際にも、検知信号を生成して電源状態切替制御部１２０
に通知する。
【００３２】
　このとき生成される検知信号は、入力検知部１１０が接続解消信号を検知したことを示
す接続解消検知信号、入力検知部１１０が入力解消信号若しくは終了通知信号を検知した
ことを示す終了検知信号である。以下では、接続解消信号、入力解消信号、終了通知信号
をまとめて入力終了信号とし、接続解消検知信号、終了検知信号をまとめて入力終了検知
信号とする。
【００３３】
　電源状態切替制御部１２０は、入力検知部１１０により通知された検知信号に基づき、
電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定に応じて電源状態の切
替制御を行う。即ち、本実施形態においては、電源状態切替制御部１２０が、切替制御部
として機能する。電源状態切替設定保存部１３０は、電源状態切替設定を保存する。ここ
で、電源状態切替設定とは、電源状態切替制御部１２０による電源状態の切替制御に関す
る設定のことである。
【００３４】
　入力切替制御部１４０は、入力検知部１１０により通知されたＩ／Ｆ関連信号に基づき
、入力切替設定保存部１５０に保存されている入力切替設定に応じて画像信号入力Ｉ／Ｆ
１０３の切替制御を行う。即ち、本実施形態においては、入力切替制御部１４０が、入力
インタフェース決定部として機能する。また、入力切替制御部１４０は、入力検知部１１
０から通知された画像関連信号に基づき、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から入力された画像
信号が出力不可能なファイルであると判断した場合には、その旨を知らせるための出力不
可画像を光学エンジン１０１から拡大投影するために出力不可画像信号を生成して、画像
処理部１７０に入力すると共に、操作表示制御部１９０に入力する。
【００３５】
　入力切替設定保存部１５０は、入力切替設定を保存する。ここで、入力切替設定とは、
入力切替制御部１４０による画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３の切替制御に関する設定のことで
ある。尚、電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定、入力切替
設定保存部１５０に入力切替設定については、ディスプレイパネル１０４若しくは操作ス
イッチ１０５へのユーザ操作、若しくは、接続されている外部機器からの遠隔操作により
適宜設定変更することが可能である。
【００３６】
　画像信号入力制御部１６０は、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して入力される画像信号
を画像処理部１７０に入力する。画像処理部１７０は、光学エンジン１０１から画像を拡
大投影するために適切な出力信号となるように、入力切替制御部１４０から入力された出
力不可画像信号、若しくは、画像信号入力制御部１６０から入力された画像信号に輝度や
色成分の変換処理等を施し光学エンジン制御部１８０に入力する。
【００３７】
　光学エンジン制御部１８０は、画像処理部１７０から入力された出力信号に応じて光学
エンジン１０１を制御若しくは駆動する。即ち、本実施形態においては、光学エンジン制
御部１８０が、画像出力制御部として機能する。操作表示制御部１８０は、ディスプレイ
パネル１０４に情報表示を行い若しくはディスプレイパネル１０４や操作スイッチ１０５
を介して入力された情報を取得する。また、操作表示制御部１９０は、入力切替制御部１
４０から入力された出力不可画像信号に基づいて出力不可画像をディスプレイパネル１０
４に表示させる。
【００３８】
　このように構成された画像投影表示装置１において、本実施形態に係る要旨の一つは、
電源ＯＦＦ状態において接続されている外部機器からの信号を検知すると、自動で電源Ｏ
Ｎ状態に遷移することにある。従って、本実施形態に係る画像投影表示装置１によれば、
ユーザが、電源ＯＦＦ状態となっている画像投影表示装置１に画像を投影させる場合にお



(9) JP 6163730 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

いて、わざわざ電源投入操作を行うことなく電源ＯＮ状態とさせることが可能であり、ユ
ーザに対する利便性を向上させることが可能となる。
【００３９】
　次に、本実施形態に係る画像投影表示装置１が画像を投影する際の処理について、図５
を参照して説明する。図５は、本実施形態に係る画像投影表示装置１が画像を投影する際
の処理を説明するためのフローチャートである。
【００４０】
　図５に示すように、本実施形態に係る画像投影表示装置１が画像を投影する際にはまず
、画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３の少なくともいずれかに外部機器が接続されると（Ｓ５０１
）、入力検知部１１０は、接続信号を検知して（Ｓ５０２）、電源状態が電源ＯＦＦ状態
であるか電源ＯＮ状態であるかを判定する（Ｓ５０３）。
【００４１】
　入力検知部１１０は、Ｓ５０３の判定処理において、電源状態が電源ＯＦＦ状態である
と判定した場合には（Ｓ５０３／ＹＥＳ）、検知した接続信号に基づいて接続検知信号を
生成して電源状態切替制御部１２０に通知する（Ｓ５０４）。一方、入力検知部１１０は
、Ｓ５０３の判定処理において、電源状態が電源ＯＦＦ状態であると判定した場合には（
Ｓ５０３／ＮＯ）、後述するＳ５０７以降の処理を行う。
【００４２】
　電源状態切替制御部１２０は、Ｓ５０４の処理において入力検知部１１０から接続検知
信号を通知されると、電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定
を参照して、電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えるか否かを判断する
（Ｓ５０５）。このとき、電源状態切替制御部１２０は、電源状態切替設定保存部１３０
に保存されている電源状態切替設定として、接続検知信号が通知された場合に電源状態を
電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えるように設定されているのか、接続検知信号
を通知された場合であっても電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態への切り替えを
行わず、入力検知信号を通知された場合に電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に
切り替えるように設定されているのかを参照する。
【００４３】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、外部機器が接続されたことを検
知すると、自動で電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に移行するため、ユーザに電源投入操
作を行わせることなく電源ＯＮ状態となり、ユーザに対する利便性を向上させることが可
能となる。
【００４４】
　電源状態切替制御部１２０は、Ｓ５０５の判断処理において、電源状態を電源ＯＦＦ状
態から電源ＯＮ状態に切り替えると判断した場合には（Ｓ５０５／ＹＥＳ）、即ち、電源
状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定として、接続検知信号を通
知された場合に電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えるように設定され
ている場合には、電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えるように制御す
る（Ｓ５０６）。
【００４５】
　そして、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、電源状態が電源ＯＦＦ状態から電源
ＯＮ状態に遷移し、外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して画像信号が入力され
ると、若しくは、外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して入力通知信号が入力さ
れると、入力検知部１１０は、その画像信号若しくは入力通知信号を検知する（Ｓ５０７
）。
【００４６】
　一方、電源状態切替制御部１２０は、Ｓ５０５の判断処理において、電源状態を電源Ｏ
ＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えないと判断した場合には（Ｓ５０５／ＮＯ）、即ち
、電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定として、接続検知信
号を通知された場合であっても電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態への切り替え
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は行わず、入力検知信号を通知された場合に電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態
に切り替えるように設定されている場合には、切替制御を行わないで画像投影表示装置１
を電源ＯＦＦ状態のままで待機させる。
【００４７】
　そして、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、電源状態が電源ＯＦＦ状態のままで
、外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して画像信号が入力されると、若しくは、
外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して入力通知信号が入力されると、入力検知
部１１０は、その画像信号若しくは入力通知信号を検知して（Ｓ５０８）、検知した画像
信号若しくは入力通知信号に基づいて入力検知信号を生成して電源状態切替制御部１２０
に通知する（Ｓ５０９）。
【００４８】
　電源状態切替制御部１２０は、入力検知部１１０により入力検知信号を通知されると、
電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定を参照して、電源状態
を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えるか否かを判断する（Ｓ５１０）。このと
き、電源状態切替制御部１２０は、電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源
状態切替設定として、出力するべき画像信号として入力された画像ファイルが出力不可能
なファイルであるときには、その旨を知らせるための画像を表示するように設定されてい
るのか、その旨を知らせるための画像を表示しないように設定されているのかを参照する
。尚、入力された画像ファイルが出力不可能なファイルである場合に、その旨を知らせる
ための画像を表示するか否かはユーザにより設定することが可能であるため、ユーザの使
用態様に応じて適宜設定変更することが可能である。
【００４９】
　電源状態切替制御部１２０は、Ｓ５１０の判断処理において、電源状態を電源ＯＦＦ状
態から電源ＯＮ状態に切り替えると判断した場合には（Ｓ５１０／ＹＥＳ）、即ち、電源
状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定として、入力された画像フ
ァイルが出力不可能なファイルであるときには、その旨を知らせるための画像を表示する
ように設定されている場合には、電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替え
るように制御する（Ｓ５１１）。
【００５０】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、外部機器から画像信号が入力さ
れると、若しくは、入力通知信号が入力されると、自動で電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状
態に移行するため、ユーザに電源投入操作を行わせることなく電源ＯＮ状態となり、ユー
ザに対する利便性を向上させることが可能となる。
【００５１】
　入力検知部１１０は、検知した画像信号若しくは入力通知信号に基づいて、どの画像信
号入力Ｉ／Ｆ１０３において信号を検知したのか、どの順番で画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３
から信号を検知したのかを判断してＩ／Ｆ関連信号を生成すると共に、画像信号として入
力された画像ファイルが壊れていないか、画像信号として入力されたファイルがサポート
していないファイル形式である等により出力不可能なファイルではないかを判断して画像
関連信号を生成して、生成したＩ／Ｆ関連信号及び画像関連信号を入力切替制御部１４０
に通知する（Ｓ５１２）。
【００５２】
　入力切替制御部１４０は、Ｓ５１２の処理において入力検知部１１０によりＩ／Ｆ関連
信号及び画像関連信号を通知されると、通知されたＩ／Ｆ関連信号を解析して、複数の外
部機器が接続されているか否かを判断する（Ｓ５１３）。
【００５３】
　入力切替制御部１４０は、Ｓ５１３の判断処理において、複数の外部機器が接続されて
いると判断した場合には（Ｓ５１３／ＹＥＳ）、入力切替設定保存部１５０に保存されて
いる入力切替設定を参照して、画像信号を入力するべき入力チャンネルとして、現在設定
されている画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から他の画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に切り替えるか
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否かを判断する（Ｓ５１４）。このとき、入力切替制御部１４０は、入力切替設定保存部
１５０に保存されている入力切替設定として、複数の外部機器が接続されているときには
、入力チャンネルを現在設定されている画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から他の画像信号入力
Ｉ／Ｆ１０３に切り替えるように設定されているのか、入力チャンネルを現在設定されて
いる画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から他の画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に切り替えないように
設定されているのかを参照する。尚、入力チャンネルを自動的に切り替えるか否かについ
てはユーザにより設定することが可能であるため、ユーザの使用態様に応じて適宜設定変
更することが可能である。
【００５４】
　入力切替制御部１４０は、Ｓ５１４の判断処理において、入力チャンネルを現在設定さ
れている画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から他の画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に切り替えると判
断した場合には（Ｓ５１４／ＹＥＳ）、Ｓ５１２の処理において通知されたＩ／Ｆ関連信
号に基づいて、入力切替設定保存部１５０に保存されている入力切替設定を参照して、入
力チャンネルとしてどの画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に切り替えるかを決定する（Ｓ５１５
～Ｓ５１７）。
【００５５】
　入力切替制御部１４０は、入力切替設定保存部１５０に保存されている入力切替設定と
して、優先順位設定テーブル（以下、「優先順位設定Ｔｂ」とする）に従って入力チャン
ネルを決定するように設定されているのか、入力検知部１１０が画像信号若しくは入力通
知信号を検知した順番により入力チャンネルを決定するように設定されているのかを参照
することにより、どちらの規則で入力チャンネルを決定するのかを判断する（Ｓ５１５）
。ここで、優先順位設定Ｔｂとは、図６に示すように、各画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３の優
先順位を設定したテーブルのことである。図６は、本実施形態に係る優先順位設定Ｔｂの
データ構造例を示す図である。尚、優先順位設定Ｔｂの各順位についてはユーザにより適
宜設定変更することが可能である。
【００５６】
　そして、入力切替制御部１４０は、Ｓ５１５の判断処理において、入力切替設定保存部
１５０に保存されている入力切替設定として、優先順位設定Ｔｂに従って入力チャンネル
を決定するように設定されていると判断した場合には（Ｓ５１５／優先順位設定Ｔｂ）、
優先順位設定Ｔｂに定められた順位に従って、入力検知部１１０が画像信号若しくは入力
通知信号を検知した画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３のなかで最も優先順位が高く設定されてい
る画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして決定する（Ｓ５１６）。
【００５７】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、予め設定されている優先順位に
従って自動的に入力チャンネルを切り替えることが可能となるため、入力チャンネルの切
り替えに際してユーザに対する利便性を向上させると共に、ユーザにとって適切な画像信
号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして切り替えることが可能となる。
【００５８】
　また、このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、優先順位設定Ｔｂの各順
位についてはユーザにより適宜設定変更することが可能であるため、ユーザの使用態様に
合わせて最適な画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして切り替えることが可能
となる。
【００５９】
　一方、入力切替制御部１４０は、Ｓ５１５の判断処理において、入力切替設定保存部１
５０に保存されている入力切替設定として、画像信号若しくは入力通知信号が画像信号入
力Ｉ／Ｆ１０３に入力された順番により入力チャンネルを決定するように設定されている
と判断した場合には（Ｓ５１５／ＮＯ）、入力検知部１１０が最後に画像信号若しくは入
力通知信号を検知した画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして決定する（Ｓ５
１７）。
【００６０】
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　尚、入力切替制御部１４０は、入力切替設定保存部１５０に保存されている入力切替設
定として、画像信号若しくは入力通知信号が画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３に入力された順番
により入力チャンネルを決定するように設定されている場合には、入力検知部１１０が最
後に画像信号若しくは入力通知信号を検知した画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネ
ルとして決定する他に、特定の順番で画像信号若しくは入力通知信号を検知した画像信号
入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして決定しても良い。
【００６１】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、予め設定されている特定の順番
で画像信号若しくは入力通知信号を検知した画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を自動的に入力チ
ャンネルとして切り替えることが可能となるため、入力チャンネルの切り替えに際してユ
ーザに対する利便性を向上させることが可能となる。
【００６２】
　尚、入力チャンネルを切り替える際の判断としては、Ｓ５１５の判断処理における、優
先順位設定Ｔｂに従って決定する場合と、最後に画像信号若しくは入力通知信号を検知し
た画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして決定する場合の他に、画像投影表示
装置１の電源状態が電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に移行するトリガーとなった画像信
号入力Ｉ／Ｆ１０３を入力チャンネルとして決定するようにしても良い。このような構成
とすることにより、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、入力チャンネルの切り替え
に際して、ユーザに対する利便性を向上させることが可能となる。
【００６３】
　そして、入力切替制御部１４０は、Ｓ５１５～Ｓ５１７の処理において入力チャンネル
を決定すると、Ｓ５１５～Ｓ５１７の処理において決定された画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３
に入力チャンネルを切り替える（Ｓ５１８）。入力切替制御部１４０は、Ｓ５１８の処理
において画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を切り替れると、Ｓ５１２の処理において通知された
画像関連信号に基づいて、Ｓ５１８の処理において入力チャンネルとして切り替えた画像
信号入力Ｉ／Ｆ１０３から入力された画像ファイルが壊れていないか、また、入力された
画像ファイルがサポートしていないファイル形式であるか等を解析して、出力不可能なフ
ァイルではないかを判断する（Ｓ５１９）。
【００６４】
　入力切替制御部１４０は、Ｓ５１９の判断処理において、出力可能なファイルと判断し
た場合には（Ｓ５１９／ＹＥＳ）、画像信号入力制御部１６０は、Ｓ５１８の処理におい
て入力チャンネルとして切り替えた画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から入力された画像信号を
画像処理部１７０に入力する（Ｓ５２０）。画像処理部１７０は、画像信号入力制御部１
６０から入力された画像信号に輝度や色成分の変換処理等を施して出力信号を生成して光
学エンジン制御部１８０に入力する（Ｓ５２１）。光学エンジン制御部１８０は、画像処
理部１７０から入力された出力信号に応じて光学エンジン１０１を制御若しくは駆動する
ことにより、投射レンズ１０２からスクリーン等の投影面に画像を拡大投射させる（Ｓ５
２２）。このようにして、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、画像を投影する際の
処理を終了する。
【００６５】
　一方、入力切替制御部１４０は、Ｓ５１９の判断処理において、出力不可能なファイル
であると判断した場合には（Ｓ５１９／ＮＯ）、出力不可能なファイルが入力されている
ことを知らせるための画像を光学エンジン１０１から拡大投影するために、また、ディス
プレイパネル１０４から表示させるための信号を生成して、画像処理部１７０及び操作表
示制御部１９０に入力する。（Ｓ５２３）。
【００６６】
　画像処理部１７０は、Ｓ５２１の処理と同様にして、入力切替制御部１４０から入力さ
れた信号に輝度や色成分の変換処理等を施して出力信号を生成して光学エンジン制御部１
８０に入力し、Ｓ５２２の処理と同様にして投射レンズ１０２からスクリーン等の投影面
に出力不可能なファイルであることを示す画像を拡大投影させるとともに、操作表示制御
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部１９０は、ディスプレイパネル１０４に出力不可能な画像であることを表示させる（Ｓ
５２４）。このようにして、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、画像を投影する際
の処理を終了する。
【００６７】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、外部機器から入力された画像フ
ァイルが出力不可能な画像ファイルである場合には、その旨を通知するための画像を表示
することが可能であるため、画像を出力することができない理由をユーザに通知すること
が可能となる。
【００６８】
　また、電源状態切替制御部１２０は、Ｓ５１０の判断処理において、電源状態を電源Ｏ
ＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替えないと判断した場合には（Ｓ５１０／ＮＯ）、即ち
、出力するべき画像信号として入力された画像ファイルが出力不可能なファイルであると
きであっても、その旨を知らせるための画像を表示しないように設定されている場合には
、画像投影表示装置１は、電源状態が電源ＯＦＦ状態のままＳ５１２～Ｓ５１９と同様の
処理を行う（Ｓ５２５～Ｓ５３２）。
【００６９】
　そして、電源状態切替制御部１２０は、Ｓ５３２の処理におけるＳ５１９と同様の判断
処理において、出力不可能なファイルではないと判断した場合には（Ｓ５３２／ＹＥＳ）
、Ｓ５１１と同様の処理により電源状態を電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態に切り替える
ように制御する（Ｓ５３３）。電源状態切替制御部１２０が、電源状態を電源ＯＦＦ状態
から電源ＯＮ状態に切り替えると、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、Ｓ５２０～
Ｓ５２２と同様の処理を行い（Ｓ５３４～Ｓ５３６）、画像を投影する際の処理を終了す
る。
【００７０】
　一方、電源状態切替制御部１２０が、Ｓ５３２の処理におけるＳ５１９と同様の判断処
理において、出力不可能なファイルであると判断した場合には（Ｓ５３２／ＮＯ）、本実
施形態に係る画像投影表示装置１は、電源状態が電源ＯＦＦ状態のまま、画像を投影する
際の処理を終了する。
【００７１】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、外部機器から入力された画像フ
ァイルが出力不可能な画像ファイルである場合には、外部機器から画像信号が入力され、
若しくは、入力通知信号が入力された場合であっても、電源ＯＦＦ状態から電源ＯＮ状態
に移行しないため、低電力化を図ることが可能となる。
【００７２】
　次に、本実施形態に係る画像投影表示装置１が、電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に遷
移する際の処理について図７を参照して説明する。図７は、本実施形態に係る画像投影表
示装置１が、電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に遷移する際の処理について説明するため
のフローチャート図である。
【００７３】
　図７に示すように、本実施形態に係る画像投影表示装置１が、電源ＯＮ状態から電源Ｏ
ＦＦ状態に遷移する際にはまず、電源ＯＮ状態において画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３から全
ての外部機器が取り外されて接続が解消され、若しくは、接続されている全ての外部機器
から画像信号Ｉ／Ｆ１０３を介して画像信号が入力されなくなり、若しくは、接続されて
いる全ての外部機器から画像信号入力Ｉ／Ｆ１０３を介して終了通知信号を入力されると
、入力検知部１１０は、入力終了信号を検知して（Ｓ７０１）、検知した入力終了信号に
基づいて入力終了検知信号を生成して電源状態切替制御部１２０に通知する（Ｓ７０２）
。
【００７４】
　電源状態切替制御部１２０は、Ｓ７０２の処理において入力終了検知信号を通知される
と、電源状態切替設定保存部１３０に保存されている電源状態切替設定を参照して、どの
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タイミングで電源状態を電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に切り替えるかを決定する（Ｓ
７０３）。このとき、電源状態切替制御部１２０は、電源状態切替設定保存部１３０に保
存されている電源状態切替設定として、入力終了検知信号を検知してから電源状態を電源
ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に切り替えるまでの設定時間を参照する。尚、自動的に電源
状態を電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に移行させるか否かについてはユーザにより設定
することが可能であるため、ユーザの使用態様に応じて適宜設定することが可能である。
また、電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に切り替えるまでの設定時間についても、ユーザ
により設定することが可能であるため、ユーザの使用態様に応じて適宜設定することが可
能である。
【００７５】
　電源状態切替制御部１２０は、Ｓ７０３の処理において、電源状態を電源ＯＮ状態から
電源ＯＦＦ状態に切り替えるタイミングを決定すると、決定されたタイミングで電源状態
を電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に切り替えるように制御する（Ｓ７０４）。このよう
にして、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に遷
移する際の処理を終了する。
【００７６】
　このように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、電源ＯＮ状態において全ての外
部機器が取り外され、若しくは、接続されている全ての外部機器から画像信号が入力され
なくなり、若しくは、接続されている全ての外部機器から終了通知信号を入力されると、
自動的に電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に移行するため、低電力化を図ることが可能と
なる。
【００７７】
　また、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、電源ＯＮ状態において全ての外部機器
が取り外され、若しくは、接続されている全ての外部機器から画像信号が入力されなくな
り、若しくは、接続されている全ての外部機器から終了通知信号を入力されてもすぐに、
電源ＯＮ状態から電源ＯＦＦ状態に移行しないため、ユーザが誤って上記のような操作や
行動を行ってしまった場合であっても、電源状態の無駄な移行を防ぐことが可能となり、
低電力化を図ることが可能となる。
【００７８】
　以上、説明したように、本実施形態に係る画像投影表示装置１は、電源ＯＦＦ状態にお
いて接続されている外部機器からの入力信号を検知すると、自動で電源ＯＮ状態に遷移す
るように構成されている。従って、本実施形態に係る画像投影表示装置１によれば、ユー
ザが、電源ＯＦＦ状態となっている画像投影表示装置１に画像を投影させる場合において
、わざわざ電源投入操作を行うことなく電源ＯＮ状態とさせることが可能であり、ユーザ
に対する利便性を向上させることが可能となる。
【００７９】
　尚、本実施形態においては、画像出力装置としてプロジェクタ等の画像投影表示装置を
例にして説明したが、画像を出力することが可能な機器、例えば、テレビ受像機、ＰＣ、
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディスプレイパネル等の画像出力装置であっても適用可
能である。また、本実施形態においては、画像出力装置を例にして説明したが、画像形成
出力を実行することが可能な機器、例えば、プリンタや複合機等の画像形成出力装置であ
っても適用可能である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　画像投影表示装置
　２　情報処理端末
　３　可搬型記憶媒体
　４　携帯型情報端末
　１０　ＣＰＵ
　２０　ＲＡＭ
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　３０　ＲＯＭ
　４０　ＨＤＤ
　５０　Ｉ／Ｆ
　６０　ＬＣＤ
　７０　操作部
　８０　バス
　１００　コントローラ
　１０１　光学エンジン
　１０２　投影レンズ
　１０３　画像信号入力Ｉ／Ｆ
　１０４　ディスプレイパネル
　１０５　操作スイッチ
　１１０　入力検知部
　１２０　電源状態切替制御部
　１３０　電源状態切替設定保存部
　１４０　入力切替制御部
　１５０　入力切替設定保存部
　１６０　画像信号入力制御部
　１７０　画像処理部
　１８０　光学エンジン制御部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８１】
【特許文献１】特開２００８－８９８８６号公報

【図１】

【図２】

【図３】
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