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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光色の異なる複数の発光手段からなる光源を備え、色面順次方式によりカラー画像を
投影するプロジェクタ装置において、
　前記複数の発光手段の発光色にはＲＧＢの三原色が含まれ、
　前記複数の発光手段における１周期内での異なる点灯形態を示す複数の点灯形態情報を
記憶する記憶手段と、
　前記カラー画像の色の構成を取得する取得手段と、
　この取得手段により取得された色の構成として前記カラー画像に補色が含まれている場
合に、Ｒ色及びＧ色の発光手段のみを同時に点灯する第１の同時点灯補色期間と、Ｇ色及
びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第２の同時点灯補色期間と、Ｒ色及びＢ色の発光
手段のみを同時に点灯する第３の同時点灯補色期間を含む点灯形態情報を前記記憶手段か
ら読み出す読み出し手段と、
　前記複数の発光手段における１周期内での点灯形態を、前記読み出し手段により読み出
された点灯形態情報により示される点灯形態に制御する制御手段と
　を備えたことを特徴とするプロジェクタ装置。
【請求項２】
　前記読み出し手段は、
　前記取得手段により取得された色の構成として前記カラー画像の補色として黄色が含ま
れている場合に、Ｒ色及びＧ色の発光手段のみを同時に点灯させる同時点灯黄色期間を含



(2) JP 4923500 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

む点灯形態情報を前記記憶手段から読み出すことを特徴とする請求項１記載のプロジェク
タ装置。
【請求項３】
　前記読み出し手段は、
　前記取得手段により取得された色の構成として前記カラー画像に補色が含まれていない
場合に、前記第１の同時点灯補色期間と、前記第２の同時点灯補色期間と、前記第３の同
時点灯補色期間を含まない点灯形態情報を前記記憶手段から読み出すことを特徴とする請
求項１又は２記載のプロジェクタ装置。
【請求項４】
　前記第１の同時点灯補色期間と、前記第２の同時点灯補色期間と、前記第３の同時点灯
補色期間は、前記三原色の発光手段が独立して順に点灯される個別点灯期間の間に存在す
ることを特徴とする請求項１～３いずれか記載のプロジェクタ装置。
【請求項５】
　前記第１の同時点灯補色期間と、前記第２の同時点灯補色期間と、前記第３の同時点灯
補色期間は、前記個別点灯期間よりも短いことを特徴とする請求項４記載のプロジェクタ
装置。
【請求項６】
　前記所定の点灯形態情報により示される点灯形態は、さらに全ての発光手段が同時に点
灯される全部点灯期間を含む点灯形態であることを特徴とする請求項１～５いずれか記載
のプロジェクタ装置。
【請求項７】
　前記カラー画像の投影環境下における明るさを検出する明るさ検出手段
を更に備え、
　前記明るさ検出手段により検出された明るさにより、前記全部点灯期間の長さを調整す
ることを特徴とする請求項６記載のプロジェクタ装置。
【請求項８】
　前記明るさ検出手段は、前記投影環境下における明るさを、任意の画像を投影する前後
にそれぞれ検出し、それらの差に基づき前記投影環境下の明るさを取得することを特徴と
する請求項７記載のプロジェクタ装置。
【請求項９】
　前記全部点灯期間は、前記三原色の発光手段が独立して順に点灯される個別点灯期間の
間に存在することを特徴とする請求項６～８いずれか記載のプロジェクタ装置。
【請求項１０】
　前記全部点灯期間は、前記個別点灯期間よりも短いことを特徴とする請求項６～９いず
れか記載のプロジェクタ装置。
【請求項１１】
　前記全部点灯期間と、前記第１の同時点灯補色期間と、前記第２の同時点灯補色期間と
、前記第３の同時点灯補色期間は、同一の長さであることを特徴とする請求項６～１０い
ずれか記載のプロジェクタ装置。
【請求項１２】
　発光色の異なる複数の発光手段からなる光源を備え、色面順次方式によりカラー画像を
投影するプロジェクタ装置において前記複数の発光手段における１周期内での点灯形態を
制御する光源制御方法であって、
　前記複数の発光手段の発光色にはＲＧＢの三原色が含まれ、
　前記複数の発光手段における１周期内での異なる点灯形態を示す複数の点灯形態情報を
、記憶手段に事前に記憶する記憶工程と、
　前記カラー画像の色の構成を取得する工程と、
　取得した色の構成として前記カラー画像に補色が含まれている場合に、Ｒ色及びＧ色の
発光手段のみを同時に点灯する第１の同時点灯補色期間と、Ｇ色及びＢ色の発光手段のみ
を同時に点灯する第２の同時点灯補色期間と、Ｒ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯
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する第３の同時点灯補色期間を含む点灯形態情報を前記記憶手段から読み出す工程と、
　前記複数の発光手段における１周期内での点灯形態を、読み出した点灯形態情報により
示される点灯形態に制御する工程と
　を含むことを特徴とする光源制御方法。
【請求項１３】
　発光色の異なる複数の発光手段からなる光源を備え、色面順次方式によりカラー画像を
投影するプロジェクタ装置が有するコンピュータに、
　前記複数の発光手段の発光色にはＲＧＢの三原色が含まれ、
　前記複数の発光手段における１周期内での異なる点灯形態を示す複数の点灯形態情報を
、記憶手段に事前に記憶する処理と、
　前記カラー画像の色の構成を取得する処理と、
　取得した色の構成として前記カラー画像に補色が含まれている場合に、Ｒ色及びＧ色の
発光手段のみを同時に点灯する第１の同時点灯補色期間と、Ｇ色及びＢ色の発光手段のみ
を同時に点灯する第２の同時点灯補色期間と、Ｒ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯
する第３の同時点灯補色期間を含む点灯形態情報を前記記憶手段から読み出す処理と、
　前記複数の発光手段における１周期内での点灯形態を、読み出した点灯形態情報により
示される点灯形態に制御する処理と
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色面順次方式のプロジェクタ装置、及びその光源制御方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、会議やプレゼンテーションにおいては、コンピュータ等の画像供給装置から供給
された画像信号を投影光に変換してスクリーン（又はホワイトボード等）上に拡大投影す
るプロジェクタ装置が使用されている。係るプロジェクタ装置においてカラー画像の投影
を可能とする方式として色面順次（フィールドシーケンシャルカラー）方式と呼ばれるも
のがある。係る方式では、例えば回転方向にＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）に領域分けさ
れたカラーホイール（色フィルタ）を回転させ、そこに光源ランプの光を透過させること
によりＲＧＢ各色の光を生成し、生成した光を液晶やマイクロミラーアレイ等の空間的光
変調素子に入射することによりフルカラー表示が可能となっている。
【０００３】
　また、例えば下記特許文献１には、単一の光源からＲＧＢの各色の光を生成するのでは
なく、光源として１周期内に時分割で個別に点灯されるＲＧＢ３色のＬＥＤ（発光ダイオ
ード）光源を用いるプロジェクタ装置が記載されている。さらに、Ｇ用ＬＥＤの点灯時間
をＲ用ＬＥＤ、Ｂ用ＬＥＤよりも長くし、Ｇ光の光束量を全体の光束量に対して６０％～
８０％にすれば、白色の投影画像を得ることができる旨の記載がある。
【特許文献１】特開２００４－１５１６５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記プロジェクタ装置においては、前述したように白色の投影画像を得
ることはできるが、各色のＬＥＤ光源における１発光周期に対する点灯時間が固定されて
いる。そのため投影画像の質の向上を図るには自ずと限界があった。
【０００５】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、発光色の異なる複数の発光
手段からなる光源を備えた構成において、より質の高い画像を投影することが可能なプロ
ジェクタ装置、及びその光源制御方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため請求項１の発明にあっては、発光色の異なる複数の発光手段か
らなる光源を備え、色面順次方式によりカラー画像を投影するプロジェクタ装置において
、前記複数の発光手段の発光色にはＲＧＢの三原色が含まれ、前記複数の発光手段におけ
る１周期内での異なる点灯形態を示す複数の点灯形態情報を記憶する記憶手段と、前記カ
ラー画像の色の構成を取得する取得手段と、この取得手段により取得された色の構成とし
て前記カラー画像に補色が含まれている場合に、Ｒ色及びＧ色の発光手段のみを同時に点
灯する第１の同時点灯補色期間と、Ｇ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第２の
同時点灯補色期間と、Ｒ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第３の同時点灯補色
期間を含む点灯形態情報を前記記憶手段から読み出す読み出し手段と、前記複数の発光手
段における１周期内での点灯形態を、前記読み出し手段により読み出された点灯形態情報
により示される点灯形態に制御する制御手段とを備えたものとした。
【０００８】
　また、請求項２の発明にあっては、前記読み出し手段は、前記取得手段により取得され
た色の構成として前記カラー画像の補色として黄色が含まれている場合に、Ｒ色及びＧ色
の発光手段のみを同時に点灯させる同時点灯黄色期間を含む点灯形態情報を前記記憶手段
から読み出すものとした。
【００１０】
　また、請求項３の発明にあっては、前記読み出し手段は、前記取得手段により取得され
た色の構成として前記カラー画像に補色が含まれていない場合に、前記第１の同時点灯補
色期間と、前記第２の同時点灯補色期間と、前記第３の同時点灯補色期間を含まない点灯
形態情報を前記記憶手段から読み出すものとした。
【００１２】
　また、請求項４の発明にあっては、前記第１の同時点灯補色期間と、前記第２の同時点
灯補色期間と、前記第３の同時点灯補色期間は、前記三原色の発光手段が独立して順に点
灯される個別点灯期間の間に存在するものとした。
【００１３】
　また、請求項５の発明にあっては、前記第１の同時点灯補色期間と、前記第２の同時点
灯補色期間と、前記第３の同時点灯補色期間は、前記個別点灯期間よりも短いものとした
。
【００２２】
　また、請求項６の発明にあっては、前記所定の点灯形態情報により示される点灯形態は
、さらに全ての発光手段が同時に点灯される全部点灯期間を含む点灯形態であるものとし
た。
【００２３】
　また、請求項７の発明にあっては、前記カラー画像の投影環境下における明るさを検出
する明るさ検出手段を更に備え、前記明るさ検出手段により検出された明るさにより、前
記全部点灯期間の長さを調整するものとした。
　また、請求項８の発明にあっては、前記明るさ検出手段は、前記投影環境下における明
るさを、任意の画像を投影する前後にそれぞれ検出し、それらの差に基づき前記投影環境
下の明るさを取得するものとした。
　また、請求項９の発明にあっては、前記全部点灯期間は、前記三原色の発光手段が独立
して順に点灯される個別点灯期間の間に存在するものとした。
　また、請求項１０の発明にあっては、前記全部点灯期間は、前記個別点灯期間よりも短
いものとした。
　また、請求項１１の発明にあっては、前記全部点灯期間と、前記第１の同時点灯補色期
間と、前記第２の同時点灯補色期間と、前記第３の同時点灯補色期間は、同一の長さであ
るものとした。
【００２４】
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　また、請求項１２の発明にあっては、発光色の異なる複数の発光手段からなる光源を備
え、色面順次方式によりカラー画像を投影するプロジェクタ装置において前記複数の発光
手段における１周期内での点灯形態を制御する光源制御方法であって、前記複数の発光手
段の発光色にはＲＧＢの三原色が含まれ、前記複数の発光手段における１周期内での異な
る点灯形態を示す複数の点灯形態情報を、記憶手段に事前に記憶する記憶工程と、前記カ
ラー画像の色の構成を取得する工程と、取得した色の構成として前記カラー画像に補色が
含まれている場合に、Ｒ色及びＧ色の発光手段のみを同時に点灯する第１の同時点灯補色
期間と、Ｇ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第２の同時点灯補色期間と、Ｒ色
及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第３の同時点灯補色期間を含む点灯形態情報を
前記記憶手段から読み出す工程と、前記複数の発光手段における１周期内での点灯形態を
、読み出した点灯形態情報により示される点灯形態に制御する工程とを含む方法とした。
【００２６】
　また、請求項１３の発明にあっては、発光色の異なる複数の発光手段からなる光源を備
え、色面順次方式によりカラー画像を投影するプロジェクタ装置が有するコンピュータに
、前記複数の発光手段の発光色にはＲＧＢの三原色が含まれ、前記複数の発光手段におけ
る１周期内での異なる点灯形態を示す複数の点灯形態情報を、記憶手段に事前に記憶する
処理と、前記カラー画像の色の構成を取得する処理と、取得した色の構成として前記カラ
ー画像に補色が含まれている場合に、Ｒ色及びＧ色の発光手段のみを同時に点灯する第１
の同時点灯補色期間と、Ｇ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第２の同時点灯補
色期間と、Ｒ色及びＢ色の発光手段のみを同時に点灯する第３の同時点灯補色期間を含む
点灯形態情報を前記記憶手段から読み出す処理と、前記複数の発光手段における１周期内
での点灯形態を、読み出した点灯形態情報により示される点灯形態に制御する処理とを実
行させるためのプログラムとした。
【発明の効果】
【００２７】
　以上のように本発明によれば、発光色の異なる複数の発光手段からなる光源を備えた構
成において、より質の高い画像を投影することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。
　（実施形態１）
　図１は、各実施の形態に共通する本発明に係るプロジェクタ装置１の電気的構成を示す
ブロック図である。
【００３１】
　プロジェクタ装置１は、図示しない本体に設けられるとともに、例えばパーソナルコン
ピュータ等の外部機器との映像入出力の接続のためのＵＳＢ端子、映像入力用のミニＤ－
ＳＵＢ端子、Ｓ端子、及びＲＣＡ端子等からなる入出力コネクタ部２を備えている。
【００３２】
　入出力コネクタ部２より入力された各種規格の画像信号は、入出力インタフェース（Ｉ
／Ｆ）３、システムバスＳＢを介して画像変換部４で所定のフォーマットの画像信号に統
一された後に、投影エンコーダ５へ送られる。投影エンコーダ５は、送られてきた画像信
号をビデオＲＡＭ６に展開記憶させた上でこのビデオＲＡＭ６の記憶内容からビデオ信号
を発生して投影駆動部７に出力する。
【００３３】
　投影駆動部７は、送られてきた画像信号に対応して所定のフレームレート（例えば３０
フレーム／秒）で空間的光変調素子（ＳＯＭ）８を表示駆動する。そして、この空間的光
変調素子８に対して、後述する光源部９から出射する光を照射することにより、その反射
光によって光像が形成され、それが投影レンズ１０を介して図示しないスクリーンに投影
表示される。また、投影レンズ１０は、ズーム（変倍）及びフォーカスの調整機能を有す
るレンズ群から構成されており、レンズモータ１１によって駆動されることでズーム位置
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及びフォーカス位置が適宜調整される。
【００３４】
　図２は、前述した光源部９の構成を示した図である。光源部９には、互いに発光色が異
なるＲＧＢ用の３つのＬＥＤ（発光ダイオード）９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂが、ダイクロイ
ックミラー９１の周囲に配置されている。各ＬＥＤの９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの光束はコ
ンデンサレンズ９２によって個々にダイクロイックミラー９１へ収束される。収束された
各光束はダイクロイックミラー９１により合成された後、ライトトンネル９３に導かれ、
その内部で反射を繰り返すことにより均一化される。そして、均一化された光束が光源レ
ンズ９４を介して前述した空間的光変調素子８に向かい射出される構成である。
【００３５】
　一方、プロジェクタ装置１は制御部１２により各部の動作を制御されている。制御部１
２は、主としてＣＰＵと、ＣＰＵで実行される動作プログラムを固定的に記憶したＲＯＭ
１２ａ、及びワークメモリとして使用されるＲＡＭ等により構成されている。
【００３６】
　また、制御部１２には、前述した入出力インタフェース３、画像変換部４、投影エンコ
ーダ５に加え、表示駆動部１３、明るさ検出部１５がシステムバスＳＢを介して接続され
ている。表示駆動部１３は、制御部１２からの指令によって液晶表示パネルで構成される
表示部１４を駆動し、表示部１４に装置の動作状態や、各種のガイドメッセージ等を表示
させる。明るさ検出部１５は、フォトレジスターや光電池等の光センサ、及びアンプ等か
らなり、装置本体周囲の明るさに応じた検出信号を制御部１２に出力する。
【００３７】
　さらに、制御部１２には、キー入力部１６が接続されている。キー入力部１６は、ユー
ザーがプロジェクタ装置１の操作に使用する電源ボタンを含む各種の操作ボタンを含み、
いずれかの操作ボタン等の操作に伴い、その操作内容を示す操作信号を制御部１２に入力
する。
【００３８】
　そして、前述した制御部１２のＲＯＭ１２ａには、後述する制御に使用される点灯パタ
ーンデータが記憶されている。点灯パターンデータは、予め決められている明るさレベル
に応じた、前記光源部９のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの一周期内における点灯パター
ンを示すデータ、つまり本発明の点灯形態情報である。本実施の形態において前記明るさ
レベルはレベル１～３の３段階であり、各レベルは、光源部９における投影光の発光性能
に応じて以下のように規定されている。すなわち画像の投影に適した範囲の明るさがレベ
ル１、それよりもやや明るい範囲の明るさがレベル２、さらに明るい範囲の明るさがレベ
ル３となっている。
【００３９】
　また、各明るさレベルに対応する点灯パターンデータによって示される点灯パターン（
点灯形態）は、以下のように決められている。すなわち、図３～図５は各明るさレベル１
～３にそれぞれ対応する点灯パターンを示した図である。
【００４０】
　図示したように、明るさレベル１の点灯パターン（図３）は、各色のＬＥＤ９０Ｒ（Ｒ
－ＬＥＤ），９０Ｇ（Ｇ－ＬＥＤ），９０Ｂ（Ｂ－ＬＥＤ）が独立して順に点灯される個
別点灯期間ａのみからなり、光源部９からＲＧＢの三原色の光を時分割で射出させるパタ
ーンである。
【００４１】
　また、明るさレベル２の点灯パターン（図４）は、前記個別点灯期間ａと、各色のＬＥ
Ｄ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの全てが同時に点灯される全部点灯期間（本発明の同時点灯期
間）ｂとからなり、光源部９からＲＧＢの三原色と、Ｗ（白色）の光を時分割で射出させ
るパターンである。また、１周期内でのＷ（白色）光の割合は２５％である。
【００４２】
　また、明るさレベル３の点灯パターン（図５）は、明るさレベル２の点灯パターンと同
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様に、個別点灯期間ａと全部点灯期間ｂとからなり、光源部９からＲＧＢの三原色と、Ｗ
（白色）の光を時分割で射出させるパターンである。ただし、１周期内でのＷ（白色）光
の割合は５０％である。
【００４３】
　次に、以上の構成からなるプロジェクタ装置１における本発明に係る動作について説明
する。図６は、電源投入時または電源投入後にユーザーによって所定の操作があったとき
前記制御部１２が実施する光源制御に関する処理を示したフローチャートである。なお、
ここではパーソナルコンピュータ等から入力する画像データが、カラー画像であるものと
して説明する。
【００４４】
　制御部１２は電源投入等に伴い動作を開始し、まず明るさ検出部１４から送られた検出
信号に基づき装置本体周囲の明るさを取得する（ステップＳＡ１）。次に、取得した明る
さが前述した明るさレベルのいずれに該当するか確認した後（ステップＳＡ２）、確認し
た明るさのレベルに対応する点灯パターンデータを前記ＲＯＭ１２ａから読み出す（ステ
ップＳＡ３）。しかる後、読み出した点灯パターンデータによって示される点灯パターン
に応じた前記光源部９における各ＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの点灯制御、及びそれと
同期した空間的光変調素子８の駆動制御を開始し（ステップＳＡ４）、処理を終了する。
【００４５】
　これにより、電源投入時等において装置本体周囲の明るさが前述したレベル１である投
影条件下においては、ＲＧＢの三原色からなる光によって従来と同様の画像が投影される
。一方、装置本体周囲の明るさが前述したレベル２及びレベル３である投影条件下におい
ては、ＲＧＢの三原色とＷ（白色）からなる光によって画像が投影されるため、彩度はや
や低下するが明度の高い投影画像が投影される。しかも、装置本体周囲の明るいほど投影
画像の明度が上がる。
【００４６】
　したがって、投影場所が投影に適した明るさである（暗い）場合には、光源におけるＷ
（白色）の割合を無くす（ゼロにする）ことにより、通常の彩度が確保された投影画像を
得ることができる。同時に、投影場所が室内の窓際等のように比較的明るい場合には、明
るさに応じて光源におけるＷ（白色）の割合を増やす（明度を上げる）ことにより、外光
の影響によるコントラストの低下が抑制された、見やすい投影画像を得ることができる。
つまり、投影環境下における明るさに適した点灯形態に自動的に切り替えることができる
ため、より質の高い画像を投影することができる。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、装置本体周囲の明るさを３段階にレベル分けし、光源におけ
るＷ（白色）の割合を３段階（０％、２５％、５０％）に自動調整するものについて説明
したが、Ｗ（白色）の割合をさらに細かく調整するようにしてもよい。また、装置本体周
囲の明るさを検出し、それを投影環境下の明るさとして取得するようにしたが、例えば画
像を投影するスクリーンやホワイトボード等の投影対象の明るさを、任意の画像を投影す
る前後にそれぞれ検出し、それらの差に基づき投影環境下の明るさを取得（判断）するよ
うにしてもよい。
【００４８】
　また、本実施の形態では、光源部９からＷ（白色）を含む光を射出させるときの、各色
のＬＥＤ９０Ｒ（Ｒ－ＬＥＤ），９０Ｇ（Ｇ－ＬＥＤ），９０Ｂ（Ｂ－ＬＥＤ）の点灯パ
ターンとして、１周期内に、前述した全部点灯期間ｂが１回出現するパターンを採用した
が、以下のような点灯パターンを採用してもよい。
【００４９】
　すなわち図７は本実施の形態の変形例を示す図であって、前述した全部点灯期間ｂは、
各色の個別点灯期間ａの間に分割して３回出現させる点灯パターンとしてもよい。その場
合においても、１周期内における各々の全部点灯期間ｂの合計の割合を明るさに応じて変
化（調整）させることにより本発明と同様の効果を得ることができる。しかも、全部点灯
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期間ｂを分割することにより、投影画像の明度を上げることに伴い生ずる画像のチラツキ
を減少させることができる。同時に各色のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの連続点灯時間
が短くなるため、それらの温度上昇（発熱）を抑制することができる。
【００５０】
　また、以上の説明では、各色のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの点灯パターンとして、
光源部９からＷ（白色）を含む光を射出ものとしたが、それに限らず、前記ＲＯＭ１２ａ
には、Ｗ（白色）を含む光を射出さない、以下のような点灯パターンを示す点灯パターン
データを記憶しておいてもよい。
【００５１】
　すなわち、図８は、他の変形例を示す図であり、図示したように、一周期内において、
各色のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂを最大輝度で順に点灯させるとともに、各々の最大
輝度点灯期間ｃ，ｃ，ｃに、その期間において最大輝度で点灯させる色以外の他の２色の
ＬＥＤを最大以下の所定輝度（以下、補助光輝度という。）で同時点灯させることを基本
として、補助光輝度（例えばＬＥＤ９０Ｒが最大輝度である最大輝度点灯期間ｃでは９０
Ｇ，９０Ｂの輝度）が互いに異なる複数の点灯パターンを示す複数の点灯パターンデータ
を、明るさのレベルに対応して記憶させておいてもよい。なお、この場合、明るさのレベ
ルがより高いものに対応する点灯パターンには、前記補助光輝度をより高く設定すること
となる。また、先に説明したものと同様、明るさのレベルが最も低い（レベル１）に対応
する点灯パターンにおいては、前記補助光輝度をゼロすなわち、最大輝度で点灯させる色
以外の他の２色のＬＥＤを消灯させるようにしてもよい。なお、輝度の制御は電流の制御
に行う。また、空間的光変調素子８の駆動は、装置本体周囲の明るさに関係なく一定であ
る。
【００５２】
　係る変形例においては、投影場所が室内の窓際等のように比較的明るい場合には、前記
前記補助光輝度を明るさに応じて明度を上げることにより、色の再現性はやや低下するが
明度の高い投影画像が投影される。しかも、装置本体周囲の明るいほど投影画像の明度が
上がる。したがって、投影場所が明るいときほど、投影画像の明度を上げることができ、
外光の影響によるコントラストの低下が抑制された、見やすい投影画像を得ることができ
る。
【００５３】
　（実施形態２）
　次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。本実施の形態は、図１に示したプロジェ
クタ装置１において、前述した制御部１２のＲＯＭ１２ａに、前記光源部９のＬＥＤ９０
Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの一周期内における点灯パターンを示す点灯パターンデータとして、
第１の実施の形態で図３に示したものと同様の点灯パターン（以下、通常点灯パターンと
いう。）を示すデータと、図９に示した黄色強調点灯パターンと、図１０に示した補色強
調点灯パターンとを示すデータとが記憶されているものである。
【００５４】
　黄色強調点灯パターン（図９）は、図示したように、各色のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９
０Ｂが独立して点灯される個別点灯期間ａと、それらの全てが同時に点灯される全部点灯
期間ｂと、Ｒ（赤色）及びＧ（緑色）のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇのみを同時に点灯する同時
点灯期間ｄとからなり、光源部９からＲＧＢの三原色とＷ（白色）、Ｙ（黄色）の光を時
分割で射出させるパターンである。また、全部点灯期間ｂと同時点灯期間ｄは各々の個別
点灯期間ａの間に存在するとともに、双方の時間は同一で、かつ各々の個別点灯期間ａよ
りも短くなっている。
【００５５】
　また、補色強調点灯パターン（図１０）は、図示したように、前述した個別点灯期間ａ
および全部点灯期間ｂと、Ｒ（赤色）及びＧ（緑色）のＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇのみを同時
に点灯する第１の同時点灯期間ｄ、Ｇ（緑色）及びＢ（青色）のＬＥＤ９０Ｇ，９０Ｂの
みを同時に点灯する第２の同時点灯期間ｅ、Ｒ（赤色）及びＢ（青色）のＬＥＤ９０Ｒ，
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９０Ｂのみを同時に点灯する第３の同時点灯期間ｆとからなり、光源部９からＲＧＢの三
原色とＷ（白色）とＹ（黄色）、Ｃ（シアン色）、Ｍ（マゼンタ色）の光を時分割で射出
させるパターンである。また、全部点灯期間ｂが分割して第１～第３同時点灯期間ｄ，ｅ
，ｆと共に各々の個別点灯期間ａの間に存在しており、それらの時間は同一で、かつ各々
の個別点灯期間ａよりも短くなっている。
【００５６】
　次に、本実施の形態におけるプロジェクタ装置の本発明に係る動作について説明する。
図１１は、パーソナルコンピュータ等から入力する画像データに基づくカラー画像を投影
している投影動作中に、前記制御部１２が実施する光源制御に関する処理を示したフロー
チャートである。
【００５７】
　制御部１２は投影開始とともに処理を開始し、まず入力画像（投影する画像）に含まれ
る色を確認する（ステップＳＢ１）。そして、入力画像に補色が含まれていないときには
（ステップＳＢ２でＹＥＳ）、前記通常点灯パターンの点灯パターンデータを前記ＲＯＭ
１２ａから読み出し（ステップＳＢ３）、その通常点灯パターンによる前記光源部９にお
ける各ＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの点灯制御、及びそれと同期した空間的光変調素子
８の駆動制御を開始する（ステップＳＢ７）。これにより、ＲＧＢの三原色からなる光に
よって従来と同様の画像が投影される。
【００５８】
　また、入力画像に補色が含まれており、かつそれが黄色のみであったときには（ステッ
プＳＢ２，ＳＢ４が共にＹＥＳ）、前記黄色強調点灯パターンの点灯パターンデータを前
記ＲＯＭ１２ａから読み出し（ステップＳＢ５）、黄色強調点灯パターンによる光源部９
における各ＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの点灯制御、及びそれと同期した空間的光変調
素子８の駆動制御を開始する（ステップＳＢ７）。
【００５９】
　この場合、光源部９から射出される光にはＹ（黄色）の光が含まれるため、投影画像と
して、黄色の部分、例えば投影画像がドキュメントの場合において黄色のマーカーが引か
れている部分の発色性が向上した画像を得ることができる。しかも、光源部９から射出さ
れる光には、Ｙ（黄色）の光と同様の割合でＷ（白色）の光が含まれるため、投影画像の
明るさを低下させることなく、黄色の部分の発色性を向上させることができる。
【００６０】
　また、入力画像に黄色を含む複数の補色、又は黄色以外の補色が含まれていたときには
（ステップＳＢ２がＹＥＳ、ステップＳＢ４でＮＯ）、前記補色強調点灯パターンの点灯
パターンデータを前記ＲＯＭ１２ａから読み出し（ステップＳＢ６）、補色強調点灯パタ
ーンによる光源部９における各ＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの点灯制御、及びそれと同
期した空間的光変調素子８の駆動制御を開始する（ステップＳＢ７）。
【００６１】
　この場合、光源部９から射出される光にはＹ（黄色）、Ｃ（シアン色）、Ｍ（マゼンタ
色）の補色の光が含まれるため、投影画像として、補色の部分の発色性が向上した画像を
得ることができる。しかも、光源部９から射出される光には上記補色系の光と同様の割合
でＷ（白色）の光が含まれるため、投影画像の全体的な明るさを低下させることなく、補
色の部分の発色性を向上させることができる。さらに、光源部９からＷ（白色）の光が射
出される全部点灯期間ｂが各々の個別点灯期間ａの間に分割されているため、それが分割
されていない場合に生ずる画像のチラツキを減少させることができると同時に、各色のＬ
ＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの連続点灯時間が短いため、それらの温度上昇（発熱）を抑
制することができる。
【００６２】
　そして、前述したようにいずれかの点灯パターンに応じて光源部９における各ＬＥＤ９
０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂの点灯制御、及びそれと同期した空間的光変調素子８の駆動制御を
開始した後には、入力画像が変更される毎に（ステップＳＢ８でＹＥＳ）、ステップＳＢ
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１へ戻り前述した処理を繰り返す。
【００６３】
　以上のように本実施の形態においては、光源部９における各ＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９
０Ｂの点灯パターンを、入力画像（投影する画像）に含まれる色の構成に適した点灯形態
に自動的に切り替えることができるため、より質の高い画像を投影することができる。
【００６４】
　なお、本実施の形態においては、前述した黄色強調点灯パターン（図９）及び補色強調
点灯パターン（図１０）に、光源部９からＷ（白色）の光を射出させる全部点灯期間ｂを
含めることにより、投影画像の明るさが低下することを防止できるようにしたが、上記全
部点灯期間ｂを無くしても、投影画像における黄色の部分や補色の部分の発色性を向上さ
せることはできる。
【００６５】
　また、図示しないが、前述した制御部１２のＲＯＭ１２ａに、第１の実施の形態で図４
及び図５に示したものと同様に１周期内に全部点灯期間ｂを含むとともに、その時間（割
合）が異なる複数の通常点灯パターンと、全部点灯期間ｂの時間（割合）が異なる複数の
黄色強調点灯パターン及び複数の補色強調点灯パターンをそれぞれ示す複数の点灯パター
ンデータを、明るさのレベルに対応させて記憶しておき、前述したステップＳＢ３，ＳＢ
５，ＳＢ６においては、電源投入時等に予め検出し記憶しておいた装置本体周囲の明るさ
や、その時々に検出した装置本体周囲の明るさのレベルに対応する点灯パターンを読み出
すようにしてもよい。その場合には、光源部９における各ＬＥＤ９０Ｒ，９０Ｇ，９０Ｂ
の点灯パターンを、入力画像（投影する画像）に含まれる色の構成だけでなく、投影環境
下における明るさに適した点灯形態に自動的に切り替えることができるため、より一層質
の高い画像を投影することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の各実施の形態に共通するプロジェクタ装置のブロック図である。
【図２】同プロジェクタ装置における光源部の構成図である。
【図３】第１の実施の形態における明るさレベル１に対応する点灯パターンを示した図で
ある。
【図４】同実施の形態における明るさレベル２に対応する点灯パターンを示した図である
。
【図５】同実施の形態における明るさレベル３に対応する点灯パターンを示した図である
。
【図６】同実施の形態における制御部の光源制御に関する処理を示したフローチャートで
ある。
【図７】同実施の形態の変形例における点灯パターンを示した図である。
【図８】同実施の形態の他の変形例における点灯パターンを示した図である。
【図９】第２の実施の形態における黄色強調点灯パターンを示した図である。
【図１０】同実施の形態における補色強調点灯パターンを示した図である。
【図１１】同実施の形態における制御部の光源制御に関する処理を示したフローチャート
である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　プロジェクタ装置
　３　　入出力インタフェース（Ｉ／Ｆ）
　４　　画像変換部
　７　　投影駆動部
　８　　空間的光変調素子（ＳＯＭ）
　９　　光源部
　９１　　ダイクロイックミラー
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　９２　　コンデンサレンズ
　９３　　ライトトンネル
　９４　　光源レンズ
　１０　　投影レンズ
　１２　　制御部
　１４　　明るさ検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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