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(57)【要約】
【課題】どのような画像供給装置から表示装置へ画像が
供給される場合であっても、供給される画像に合わせて
表示装置が表示に係る調整を行うことができるようにす
る。
【解決手段】表示システム１０は、プロジェクター１１
と、プロジェクター１１に画像データを出力する携帯端
末２１とを接続して構成され、携帯端末２１は、画像デ
ータを記憶する記憶手段と、画像データとともに、画像
データの表示に係る設定状態を指定する表示設定情報と
を出力する出力手段とを備え、プロジェクター１１は、
画像データに基づく画像を表示する表示手段と、携帯端
末２１から入力された画像データと表示設定情報とを取
得する取得手段と、取得された表示設定情報に従って表
示に係る設定を行う表示設定手段と、この設定に従って
取得手段により取得された画像データを表示手段により
表示する表示制御手段とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置と、前記表示装置に画像データを出力する携帯端末とを接続して構成され、
　前記携帯端末は、
　前記画像データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶した前記画像データとともに、前記画像データの表示に係る設定状
態を指定する表示設定情報とを出力する出力手段と、を備え、
　前記表示装置は、
　画像データに基づく画像を表示する表示手段と、
　前記携帯端末から入力された前記画像データと前記表示設定情報とを取得する取得手段
と、
　前記取得手段により取得された前記表示設定情報に従って表示に係る設定を行う表示設
定手段と、
　前記表示設定手段による設定に従って、前記取得手段により取得された前記画像データ
を前記表示手段により表示する表示制御手段と、を備えること、
　を特徴とする表示システム。
【請求項２】
　前記携帯端末が備える前記出力手段は、前記画像データとともに、当該画像データの表
示に適した設定値を含む前記表示設定情報を出力し、
　前記表示装置が備える前記表示設定手段は、前記取得手段により取得された前記表示設
定情報に含まれる設定値に従って、表示に係る設定を行うことを特徴とする請求項１記載
の表示システム。
【請求項３】
　前記携帯端末が備える前記出力手段は、前記画像データとともに、当該画像データの属
性を示す情報を前記表示設定情報として出力し、
　前記表示装置は、
　前記表示手段により表示する画像データの属性毎に対応づけられた、表示に係る複数の
設定値を記憶する設定値記憶手段を備え、
　前記表示設定手段は、前記取得手段により取得された前記表示設定情報が示す前記画像
データの属性に基づき、当該属性に対応づけられた前記設定値を前記設定値記憶手段から
取得し、当該設定値に従って表示に係る設定を行うことを特徴とする請求項１または２記
載の表示システム。
【請求項４】
　前記携帯端末が備える前記出力手段は、当該携帯端末の認証に用いる認証用情報を出力
し、
　前記表示装置は、前記取得手段により取得された前記認証用情報に基づいて前記携帯端
末の認証を実行し、認証に成功した場合に前記表示設定手段による設定と前記表示制御手
段による表示を可能とする認証手段を備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか
に記載の表示システム。
【請求項５】
　前記認証用情報は当該携帯端末を識別可能な識別情報を含み、
　前記表示装置は、前記取得手段により取得された前記認証用情報に含まれる識別情報に
基づいて前記携帯端末を特定することを特徴とする請求項４に記載の表示システム。
【請求項６】
　前記表示装置が備える前記表示手段は、画像データに基づく画像を表示する際の明るさ
を変更可能に構成され、複数のカラーモードのいずれかを選択可能に構成され、
　前記表示設定情報は、前記表示装置における明るさ及びカラーモードの少なくともいず
れかを指定する情報を含むことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の表示シス
テム。
【請求項７】
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　表示装置に画像データを出力する携帯端末であって、
　前記画像データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶した前記画像データとともに、当該画像データの表示に係る設定状
態を指定する表示設定情報とを前記表示装置に出力する出力手段と、
　を備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項８】
　表示装置に画像データを出力する携帯端末を制御するコンピューターが実行可能なプロ
グラムであって、
　前記コンピューターを、
　記憶手段に記憶された画像データとともに、当該画像データの表示に係る設定状態を指
定する表示設定情報とを前記表示装置に出力する出力手段として機能させること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項９】
　携帯端末から入力される画像データに基づく画像を表示する表示装置であって、
　画像データに基づく画像を表示する表示手段と、
　前記携帯端末から入力された前記画像データと、当該画像データの表示に係る設定状態
を指定する前記表示設定情報とを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記表示設定情報に従って表示に係る設定を行う表示設
定手段と、
　前記表示設定手段による設定に従って前記取得手段により取得された前記画像データを
前記表示手段により表示する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　携帯端末から入力される画像データに基づく画像を表示する表示手段を備えた表示装置
の制御方法であって、
　前記携帯端末から入力された前記画像データと、当該画像データの表示に係る設定状態
を指定する表示設定情報とを取得し、
　取得した前記表示設定情報に従って表示に係る設定を行い、
　この設定に従って前記取得手段により取得された前記画像データを前記表示手段により
表示すること、
　を特徴とする表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示システム、表示システムを構成する携帯端末、この携帯端末を制御する
ためのプログラム、表示システムを構成する表示装置、及び、この表示装置の制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像を表示する表示装置に対して画像を供給する装置には様々なものがあり、こ
れらの装置が出力する画像の解像度やデータフォーマットも様々である。このため、表示
装置側において、画像を供給する装置が変わる毎に表示に係る各種の設定値を調整する必
要があった。この調整の労力を省くため、近年、画像を供給する装置から表示装置に対し
て、当該装置を識別するための情報を送信し、この情報に基づいて表示装置が設定値を調
整する方法が提案された（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３３１３８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の方法では、画像を供給する各装置に対応する設定値な
どの情報を表示装置が利用可能になっている必要があり、未知の装置が表示装置に接続さ
れた場合には、表示装置の調整を手動で行う必要があった。
　本発明は、上記の課題に鑑み、どのような画像供給装置から表示装置へ画像が供給され
る場合であっても、供給される画像に合わせて表示装置が表示に係る調整を行うことがで
きるようにす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、本発明は、表示装置と、前記表示装置に画像データを出力す
る携帯端末とを接続して構成され、前記携帯端末は、前記画像データを記憶する記憶手段
と、前記記憶手段に記憶した前記画像データとともに、前記画像データの表示に係る設定
状態を指定する表示設定情報とを出力する出力手段とを備え、前記表示装置は、画像デー
タに基づく画像を表示する表示手段と、前記携帯端末から入力された前記画像データと前
記表示設定情報とを取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記表示設定情
報に従って表示に係る設定を行う表示設定手段と、前記表示設定手段による設定に従って
前記取得手段により取得された前記画像データを前記表示手段により表示する表示制御手
段とを備えることを特徴とする表示システム。
　本発明によれば、画像データを出力する携帯端末から表示装置に対して、表示に係る設
定状態を指定する情報を出力し、表示装置は、携帯端末から出力された情報に基づいて表
示に係る設定を行うので、手動による調整や事前の登録等を行うことなく、表示装置にお
いて画像データに適した設定状態を容易に実現でき、高品質な画像を表示できる。
【０００６】
　また、本発明は、上記表示システムにおいて、前記携帯端末が備える前記出力手段は、
前記画像データとともに、当該画像データの表示に適した設定値を含む前記表示設定情報
を出力し、前記表示装置が備える前記表示設定手段は、前記取得手段により取得された前
記表示設定情報に含まれる設定値に従って、表示に係る設定を行うことを特徴とする。
　本発明によれば、携帯端末が出力する情報に含まれる設定値に従って、表示装置におい
て画像データに適した表示設定を実行できる。これにより、予め表示装置において必要な
情報を用意しなくても、画像に適した表示設定を行って高品質な画像を表示できる。
【０００７】
　また、本発明は、上記表示システムにおいて、前記携帯端末が備える前記出力手段は、
前記画像データとともに、当該画像データの属性を示す情報を前記表示設定情報として出
力し、前記表示装置は、前記表示手段により表示する画像データの属性毎に対応づけられ
た、表示に係る複数の設定値を記憶する設定値記憶手段を備え、前記表示設定手段は、前
記取得手段により取得された前記表示設定情報が示す前記画像データの属性に基づき、当
該属性に対応づけられた前記設定値を前記設定値記憶手段から取得し、当該設定にしたが
って表示に係る設定を行うことを特徴とする。
　本発明によれば、表示装置において、表示する画像データの属性に適合した表示設定を
実行でき、高品質な画像を表示できる。
【０００８】
　また、本発明は、上記表示システムにおいて、前記携帯端末が備える前記出力手段は、
当該携帯端末の認証に用いる認証用情報を出力し、前記表示装置は、前記取得手段により
取得された前記認証用情報に基づいて前記携帯端末の認証を実行し、認証に成功した場合
に前記表示設定手段による設定と前記表示制御手段による表示を可能とする認証手段を備
えることを特徴とする。
　本発明によれば、表示装置を制御する権限のない携帯端末から表示装置に対する画像の
出力を防止し、表示装置の動作を確実に管理できる。
【０００９】
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　また、本発明は、上記表示システムにおいて、前記認証用情報は当該携帯端末を識別可
能な識別情報を含み、前記表示装置は、前記取得手段により取得された前記認証用情報に
含まれる識別情報に基づいて前記携帯端末を特定することを特徴とする。
　本発明によれば、表示装置に画像データを出力する携帯端末を識別できるので、例えば
当該携帯端末が接続された回数、時間数、画像データの出力の履歴等を検出するなど、個
々の携帯端末毎に使用状態を管理できる。
【００１０】
　また、本発明は、上記表示システムにおいて、前記表示装置が備える前記表示手段は、
画像データに基づく画像を表示する際の明るさを変更可能に構成され、複数のカラーモー
ドのいずれかを選択可能に構成され、前記表示設定情報は、前記表示装置における明るさ
及びカラーモードの少なくともいずれかを指定する情報を含むことを特徴とする。
　本発明によれば、携帯端末によって、表示装置における明るさやカラーモードを設定す
ることができる。
【００１１】
　また、上記課題を解決するため、本発明は、表示装置に画像データを出力する携帯端末
であって、前記画像データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶した前記画像デー
タとともに、当該画像データの表示に係る設定状態を指定する表示設定情報とを前記表示
装置に出力する出力手段とを備えることを特徴とする。
　本発明によれば、携帯端末から表示装置に対して、画像データとともに画像データの表
示に係る設定状態を指定する情報を出力し、この情報に基づいて設定を行わせることがで
きる。これにより、手動による調整や事前の登録等を行うことなく、表示装置において画
像データに適した設定状態を容易に実現できる。
【００１２】
　また、上記課題を解決するため、本発明は、表示装置に画像データを出力する携帯端末
を制御するコンピューターが実行可能なプログラムであって、前記コンピューターを、記
憶手段に記憶された画像データとともに、当該画像データの表示に係る設定状態を指定す
る表示設定情報とを前記表示装置に出力する出力手段として機能させることを特徴とする
。
　本発明のプログラムをコンピューターが実行することにより、携帯端末から表示装置に
対して、画像データとともに画像データの表示に係る設定状態を指定する情報を出力し、
この情報に基づいて設定を行わせることができる。これにより、手動による調整や事前の
登録等を行うことなく、表示装置において画像データに適した設定状態を容易に実現でき
る。
【００１３】
　また、上記課題を解決するため、本発明は、携帯端末から入力される画像データに基づ
く画像を表示する表示装置であって、画像データに基づく画像を表示する表示手段と、前
記携帯端末から入力された前記画像データと、当該画像データの表示に係る設定状態を指
定する表示設定情報とを取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記表示設
定情報に従って表示に係る設定を行う表示設定手段と、前記表示設定手段による設定に従
って前記取得手段により取得された前記画像データを前記表示手段により表示する表示制
御手段とを備えることを特徴とする。
　本発明によれば、表示装置が、携帯端末から画像データとともに入力される情報に基づ
いて表示に係る設定を行うので、手動による調整や事前の登録等を行うことなく、表示装
置において画像データに適した設定状態を容易に実現できる。
【００１４】
　また、上記課題を解決するため、本発明は、携帯端末から入力される画像データに基づ
く画像を表示する表示手段を備えた表示装置の制御方法であって、前記携帯端末から入力
された前記画像データと、当該画像データの表示に係る設定状態を指定する表示設定情報
とを取得し、取得した前記表示設定情報に従って表示に係る設定を行い、この設定に従っ
て前記取得手段により取得された前記画像データを前記表示手段により表示することを特
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徴とする。
　本発明の制御方法を実行することにより、表示装置が、携帯端末から画像データととも
に入力される情報に基づいて表示に係る設定を行うので、手動による調整や事前の登録等
を行うことなく、表示装置において画像データに適した設定状態を容易に実現できる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、表示装置が画像データに基づく画像を表示する場合に、手動による調
整や事前の登録等を行うことなく、表示する画像データに適した設定状態を容易に実現で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明を適用した実施形態に係る表示システムの概略構成及び表示態様の例を示
す図である。
【図２】携帯端末の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】プロジェクターの機能的構成を示すブロック図である。
【図４】携帯端末の動作を示すフローチャートである。
【図５】プロジェクターの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明を適用した表示装置としてのプロジェクター１１と、携帯端末２１とを
備えて構成される表示システム１０の概略構成を示す図である。
　この図１に示すように、プロジェクター１１は、スクリーンＳＣに対して画像を投射（
表示）する装置である。また、携帯端末２１は、筐体の前面に表示画面としての表示パネ
ル２２を有し、この表示パネル２２の表面は後述するタッチスクリーン２３となっていて
、表示パネル２２への接触操作を検出可能である。また、携帯端末２１は表示パネル２２
に並べて配置されるスイッチ２４等の操作子を備えている。
　プロジェクター１１が画像を投射するスクリーンＳＣはほぼ直立しており、スクリーン
面は、例えば矩形形状である。プロジェクター１１は動画像（映像）をスクリーンＳＣに
投射することも、静止画像をスクリーンＳＣに投射し続けることも可能である。
【００１８】
　プロジェクター１１と携帯端末２１は、無線通信方式によって各種データを送受信可能
に接続されている。この無線通信方式は、例えば無線ＬＡＮ、Bluetooth（登録商標）、
ＵＷＢ、赤外線通信等の近距離無線通信方式や、携帯電話回線を利用した無線通信方式を
採用することができる。また、プロジェクター１１及び携帯端末２１が１対１で接続され
る形態に限定されず、他の複数の装置とともにプロジェクター１１及び携帯端末２１が通
信可能に接続される形態であってもよい。
　携帯端末２１は、ユーザーが手に持って操作する小型の装置であり、例えば、ＰＤＡ（
Personal Digital Assistant）、携帯電話機等である。携帯端末２１は、スイッチ２４等
の操作子に対する操作のほか、表示パネル２２の表面にユーザーが手指で接触し、この接
触位置をタッチスクリーン２３に検出させることで、操作できる。携帯端末２１は、これ
らの操作に応じて、例えば記憶している画像データを表示する等の動作を実行する。
【００１９】
　また、携帯端末２１は、ユーザーの操作に応じて画像データをプロジェクター１１に送
信（出力）する機能を有し、プロジェクター１１は、携帯端末２１が送信した画像データ
を受信して、この画像データに基づく画像をスクリーンＳＣに投射する。携帯端末２１は
、画像データとともに、その画像データをプロジェクター１１が表示する際の明るさ、カ
ラーモード、カラープロファイル等の設定値を指定する表示設定データを送信する。表示
設定データは、例えば、携帯端末２１が送信する画像データの属性に対応づけられ、上記
画像データの表示に適した設定状態を実現するためのデータである。プロジェクター１１
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は、携帯端末２１が送信する表示設定データに従って表示用の設定値を調整し、この設定
状態で、携帯端末２１が送信した画像を表示する。これにより、ユーザーが、プロジェク
ター１１の表示に係る設定値を調整する作業を行わなくても、画像データに適した設定状
態で、高品質の画像をスクリーンＳＣに表示できる。
【００２０】
　以下、実施形態の表示システム１０の構成を詳細に説明する。
　図２は、携帯端末２１の機能的構成を示すブロック図である。
　この図２に示すように、携帯端末２１は、携帯端末２１の各部を制御する制御部２１１
を備える。制御部２１１は、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備え、ＲＯＭに記憶
した基本制御プログラムをＣＰＵにより実行して、携帯端末２１を制御する。また、制御
部２１１には記憶手段としての記憶部２７が接続されており、記憶部２７には、制御プロ
グラム２７Ａを含む各種プログラム、及び、画像データ２７Ｂ等の各種データが不揮発的
に記憶されている。
　制御部２１１は、記憶部２７に記憶された制御プログラム２７Ａを実行することにより
、後述する表示設定データ２７Ｃを管理する表示設定データ管理部２１２、プロジェクタ
ー１１との通信を制御する通信制御部２１３、及び、画像データの表示を制御する表示制
御部２１４として機能する。
【００２１】
　記憶部２７は、制御プログラム２７Ａのほか、画像データ２７Ｂ、表示設定データ２７
Ｃ（表示設定情報）、及び認証データ２７Ｄ（認証用情報）を記憶している。画像データ
２７Ｂは、後述する表示制御部２１４の制御により表示パネル２２に表示可能な画像デー
タであり、動画像データであっても静止画像データであってもよく、データフォーマット
はＭＰＥＧ、ＡＶＩ、ＭｏｔｉｏｎＪＰＥＧ、ＪＰＥＧ、ＢＭＰ、ＧＩＦ、ＰＤＦ等各種
のデータフォーマットを利用できる。また、画像データ２７Ｂは、後述する通信制御部２
１３の制御によって、無線通信部２１５を介してプロジェクター１１に送信可能な形態で
記憶部２７に記憶されている。
【００２２】
　表示設定データ２７Ｃは、画像データ２７Ｂをプロジェクター１１が表示する際の設定
状態を指定する情報である。表示設定データ２７Ｃは、例えば、プロジェクター１１にお
ける表示の輝度（明るさ）、プロジェクター１１のカラープロファイル、プロジェクター
１１のカラーモード等の設定値を指定するデータである。表示設定データ２７Ｃは、上記
の各設定値そのものを含んでいてもよいし、プロジェクター１１が上記の各設定値として
複数の設定値を有している場合に、そのうち使用する設定値を指定するデータを含んでい
てもよい。表示設定データ２７Ｃは、画像データ２７Ｂの属性に対応づけて記憶部２７に
記憶されている。例えば、画像データ２７Ｂのデータフォーマットに対応して、ＪＰＥＧ
用の表示設定データ２７Ｃ、ＢＭＰ用の表示設定データ２７Ｃ、ＰＤＦ用の表示設定デー
タ２７Ｃが記憶されている。また、例えば、画像データ２７Ｂのファイルサイズを複数段
階に区分し、各区分に対応づけて複数の表示設定データ２７Ｃが記憶されていてもよいし
、画像データ２７Ｂの圧縮方式や圧縮率に対応づけて表示設定データ２７Ｃが記憶されて
いてもよく、画像データ２７Ｂがデジタルカメラにより撮影された画像か、パーソナルコ
ンピューターの描画アプリケーションソフトウェアにより作成された画像かによって異な
る表示設定データ２７Ｃが対応づけられていてもよい。さらに、動画像と静止画像とで異
なる表示設定データ２７Ｃが対応づけられていてもよい。
　また、後述するようにプロジェクター１１が、画像データ２７Ｂの属性毎に、対応する
表示設定データ１０５Ｂを記憶している場合には、表示設定データ２７Ｃは画像データ２
７Ｂの属性を示すデータ自体であってもよい。この場合、プロジェクター１１は、画像デ
ータ２７Ｂの属性に適した設定値を、プロジェクター１１自身が記憶している表示設定デ
ータ１０５Ｂから取得する。
　認証データ２７Ｄは、プロジェクター１１との間で携帯端末２１の認証を行うためのデ
ータであり、具体的には、個々の携帯端末２１を識別するために各携帯端末２１に固有の
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シリアル番号や、プロジェクター１１との間で共有する認証コード等である。
【００２３】
　また、携帯端末２１は、上述のように表示パネル２２の表面全体における接触操作を検
出するタッチスクリーン２３と、スイッチ２４を含む各種操作子からなるスイッチ部２５
とを備えている。タッチスクリーン２３は、表示パネル２２への接触操作を検出して、検
出した操作位置を示す信号を操作検出部２１７に出力する。検出手段としての操作検出部
２１７は、タッチスクリーン２３から入力された信号に基づいて操作位置の座標を示す制
御データを生成し、制御部２１１に出力する。また、スイッチ部２５は、スイッチ２４を
含む各操作子が操作された場合に操作信号を操作検出部２１７に出力する。操作検出部２
１７は、スイッチ部２５から入力された操作信号に基づいて、操作された操作子に対応す
る制御データを生成して操作検出部２１７に出力する。
　制御部２１１は、操作検出部２１７から入力される制御データに基づいて、表示パネル
２２に対する接触操作、スイッチ２４を含む各操作子の操作、及び、携帯端末２１の本体
を動かす操作を検出できる。
【００２４】
　制御部２１１には、表示パネル２２を駆動して各種画面を表示する表示手段としての表
示部２１６が接続されている。表示部２１６は、制御部２１１から入力される画像データ
に基づいて、図示しない描画メモリーに、表示パネル２２の表示解像度に合わせたフレー
ムを描画し、描画したフレームに基づき表示パネル２２を駆動する。表示パネル２２は、
透過型、反射型あるいは半透過型の液晶表示パネル、ＯＬＥＤ（Organic Light-emitting
-diode）、ＯＥＬ（Organic Electro-Luminescence）等と呼ばれる有機ＥＬ表示パネル等
からなるフラットパネルディスプレイである。透過型及び半透過型液晶パネルを用いる場
合にはバックライトが付属される。
【００２５】
　また、制御部２１１には、プロジェクター１１との間で上述した無線通信方式に準じて
各種データを送受信する通信手段としての無線通信部２１５が接続されている。無線通信
部２１５は、図示しないアンテナやＲＦ回路等を備え、制御部２１１の通信制御部２１３
によって制御され、画像データ等をプロジェクター１１に送信する。
【００２６】
　表示設定データ管理部２１２は、操作検出部２１７が検出した操作に従って、記憶部２
７に記憶された画像データ２７Ｂをプロジェクター１１に送信する際に、送信する画像デ
ータ２７Ｂの属性に対応する表示設定データ２７Ｃを記憶部２７から取得する。また、表
示設定データ管理部２１２は、操作検出部２１７により検出した操作に従って、表示設定
データ２７Ｃを作成し、編集し、更新する処理を実行する。
【００２７】
　通信制御部２１３（出力手段）は、無線通信部２１５を制御してプロジェクター１１に
データを無線送信する機能を有する。通信制御部２１３は、操作検出部２１７が検出した
操作により指定された画像データ２７Ｂを、記憶部２７から取得して送信する処理を実行
する。この処理において、通信制御部２１３は、表示設定データ管理部２１２が取得した
表示設定データ２７Ｃを、画像データ２７Ｂとともに送信する。また、通信制御部２１３
は、携帯端末２１がプロジェクター１１に画像データ２７Ｂを送信する際に認証を必要と
するか否かを判別し、認証が必要な場合には認証データ２７Ｄを記憶部２７から取得して
、画像データとともに、或いは画像データに先立ってプロジェクター１１に送信する。表
示制御部２１４は、表示部２１６を制御して、操作検出部２１７が検出した操作により指
定された画像データ２７Ｂを記憶部２７から取得して、表示パネル２２に表示させる。
【００２８】
　図３は、プロジェクター１１の機能的構成を示すブロック図である。
　プロジェクター１１は、外部の装置に接続されるＩ／Ｆ（インターフェース）１０１を
備え、このＩ／Ｆ１０１には、パーソナルコンピューター等の画像供給装置が接続されて
いる。例えば、Ｉ／Ｆ１０１は、ＵＳＢインターフェース、有線または無線ＬＡＮインタ
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ーフェース、アナログ映像信号が入力されるＶＧＡ端子、デジタル映像信号が入力される
ＤＶＩ（Digital Visual Interface）、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、ＳＥＣＡＭ等のコンポジット
映像信号が入力されるＳ映像端子、コンポジット映像信号が入力されるＲＣＡ端子、コン
ポーネント映像信号が入力されるＤ端子、ＨＤＭＩ（登録商標）規格に準拠したＨＤＭＩ
コネクター等を備え、上記の端子やコネクターを介して信号を入出力するインターフェー
ス回路を備えていてもよい。
【００２９】
　プロジェクター１１は、大きく分けて光学的な画像の形成を行う投射部３（表示手段）
と、この投射部３に入力される画像信号を電気的に処理する画像処理系とからなる。投射
部３は、照明光学系３１、液晶パネル等を備えた光変調装置３２、及び投射光学系３３か
ら構成されている。照明光学系３１は、キセノンランプ、超高圧水銀ランプ、ＬＥＤ（Li
ght Emitting Diode）、レーザー等からなる光源を備えている。また、照明光学系３１は
、光源が発した光を光変調装置３２に導くリフレクター及び補助リフレクターを備えてい
てもよく、投射光の光学特性を高めるためのレンズ群（図示略）、偏光板、或いは光源が
発した光の光量を光変調装置３２に至る経路上で低減させる調光素子等を備えたものであ
ってもよい。
　光変調装置３２は、例えば透過型液晶パネルを備えて構成され、この液晶パネルに後述
する画像処理系からの信号を受けて画像を形成する。この場合、光変調装置３２は、カラ
ーの投影を行うため、ＲＧＢの三原色に対応した３枚の液晶パネルを備え、照明光学系３
１からの光はＲＧＢの３色の色光に分離され、各色光は対応する各液晶パネルに入射する
。各液晶パネルを通過して変調された色光はクロスダイクロイックプリズム等の合成光学
系によって合成され、投射光学系３３に射出される。
【００３０】
　なお、光変調装置３２は、３枚の透過型液晶パネルを用いた構成に限らず、例えば３枚
の反射型の液晶パネルを用いることも可能であるし、１枚の液晶パネルとカラーホイール
を組み合わせた方式、３枚のデジタルミラーデバイス（ＤＭＤ）を用いた方式、１枚のデ
ジタルミラーデバイスとカラーホイールを組み合わせた方式等により構成してもよい。こ
こで、光変調装置３２として１枚のみの液晶パネルまたはＤＭＤを用いる場合には、クロ
スダイクロイックプリズム等の合成光学系に相当する部材は不要である。また、液晶パネ
ル及びＤＭＤ以外にも、光源が発した光を変調可能な構成であれば問題なく採用できる。
【００３１】
　投射光学系３３は、投射する画像の拡大・縮小およびフォーカスの調整を行うズームレ
ンズを備えている。また、ズームの度合いを調整するためのズーム調整用モーター、フォ
ーカスの調整を行うフォーカス調整用モーター等を備えていてもよい。投射光学系３３は
、光変調装置３２で変調された入射光を、ズームレンズを用いてスクリーンＳＣ上に投射
し、結像させる。
　投射部３には、制御部１０３の制御に従って投射光学系３３が備える各モーターを駆動
する投射光学系駆動部１２１、及び、制御部１０３の制御に従って照明光学系３１が備え
る光源を駆動する光源駆動部１１７が接続されている。
【００３２】
　画像処理系は、プロジェクター１１全体を統合的に制御する制御部１０３を中心に構成
され、制御部１０３が処理するデータや制御部１０３が実行する制御プログラム１０５Ａ
を記憶した記憶部１０５、操作パネル４５及びリモコン受光部４１を介した操作を検出す
る入力処理部１２３、Ｉ／Ｆ１０１から入力される入力画像を処理する画像処理部１１３
、及び、画像処理部１１３から出力される画像信号に基づいて光変調装置３２を駆動して
描画を行う光変調装置駆動部１１９を備えている。
【００３３】
　制御部１０３は、記憶部１０５に記憶された制御プログラム１０５Ａを読み出して実行
することにより、プロジェクター１１の各部を制御する。制御部１０３は、入力処理部１
２３から入力される操作信号に基づいて、ユーザーが行った操作の内容を検出し、この操
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作に応じて画像処理部１１３、光変調装置駆動部１１９、投射光学系駆動部１２１及び光
源駆動部１１７を制御して、投射部３によりスクリーンＳＣに画像を投射させる。
【００３４】
　プロジェクター１１の本体には、ユーザーが操作を行うための各種スイッチ及びインジ
ケーターランプを備えた操作パネル４５が配置されている。操作パネル４５は入力処理部
１２３に接続されており、入力処理部１２３は、制御部１０３の制御に従い、プロジェク
ター１１の動作状態や設定状態に応じて操作パネル４５のインジケーターランプを適宜点
灯或いは点滅させる。この操作パネル４５のスイッチが操作されると、操作されたスイッ
チに対応する操作信号が入力処理部１２３から制御部１０３に出力される。
　また、プロジェクター１１は、ユーザーが使用するリモコン（図示略）を有する。リモ
コンは各種のボタンを備えており、これらのボタンの操作に対応して赤外線信号を送信す
る。プロジェクター１１の本体には、リモコンが発する赤外線信号を受光するリモコン受
光部４１が配置されている。リモコン受光部４１は、リモコンから受光した赤外線信号を
デコードして、リモコンにおける操作内容を示す操作信号を生成し、制御部１０３に出力
する。
【００３５】
　Ｉ／Ｆ１０１には、外部の画像供給装置から入力されたアナログ画像信号または画像デ
ータを取得し、アナログ画像信号がデジタル画像データかの判別、デジタル画像データの
データフォーマットの識別等を行う画像処理部１１３が接続されている。
　画像処理部１１３は、外部の画像供給装置からアナログ画像信号が入力された場合に、
このアナログ入力信号をＡ／Ｄ変換してデジタル信号を出力する機能を有する。また、画
像処理部１１３は、入力画像の画像データを、光変調装置３２の液晶パネルの仕様に適合
した解像度のデータに変換する解像度変換処理等を実行し、光変調装置３２により表示す
る表示用画像をフレームメモリー１１５に展開し、展開した表示用画像を光変調装置駆動
部１１９に出力する。光変調装置駆動部１１９は、画像処理部１１３から入力される表示
用画像に基づいて、光変調装置３２を駆動する。これにより、制御部１０３の制御によっ
て、光変調装置３２に画像が描画され、この画像が投射光学系３３を介して、スクリーン
ＳＣ上に投射画像として投射される。
【００３６】
　制御部１０３には、無線通信部４７が接続されている。無線通信部４７は、上述した無
線通信方式で携帯端末２１との間でデータを送受信し、受信したデータを制御部１０３に
出力する。
　制御部１０３は、制御プログラム１０５Ａを実行することで通信制御部１０３Ａとして
機能する。通信制御部１０３Ａ（取得手段）は、無線通信部４７を制御して、携帯端末２
１から送信される画像データを含む各種データを受信（取得）する。
【００３７】
　また、制御部１０３は、制御プログラム１０５Ａを実行することで表示制御部１０３Ｃ
として機能する。表示制御部１０３Ｃ（表示制御手段）は、画像処理部１１３を制御して
、無線通信部４７により受信した画像データに基づいてフレームメモリー１１５に画像を
展開させるとともに、光変調装置駆動部１１９を制御して、フレームメモリー１１５に展
開された画像を光変調装置３２の液晶パネルに描画させ、投射部３により投射させる。
【００３８】
　また、制御部１０３は、制御プログラム１０５Ａを実行することにより、表示設定部１
０３Ｂとして機能する。表示設定部１０３Ｂ（表示設定手段）は、通信制御部１０３Ａが
受信したデータに含まれる表示設定データ２７Ｃ（図２）に基づいて、画像処理部１１３
、投射光学系駆動部１２１等を制御し、画像の投射に係る設定を行う。例えば、表示設定
部１０３Ｂは、受信した表示設定データ２７Ｃにより画像を表示する明るさ（輝度）が指
定された場合には、この指定に基づき、画像処理部１１３を制御してフレームメモリー１
１５に展開した画像の各画素の階調値を調整するためのパラメーター（設定値）を設定す
る。また、例えば表示設定データ２７Ｃによりカラーモードが指定された場合には、指定
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されたカラーモードになるようにフレームメモリー１１５の画像の各画素の階調値を調整
するためのパラメーター（設定値）を設定する。プロジェクター１１は、複数のカラーモ
ードを有し、これらのカラーモードを切り替えて画像を投射できる。カラーモードは、特
定の色相及び／又は輝度で投射画像を投射する状態であって、カラーモード毎に投射画像
の色相及び／又は輝度が設定される。カラーモードは、投射する画像や周辺環境の特性等
に合わせて使用者が選択でき、具体的には、スクリーンの周囲を暗くして映画を観賞する
場合に適合するように入力画像データの色相及び輝度を調整するシアターモード、スクリ
ーンの周囲が明るくても画像を鮮明に視認できるようにするダイナミックモード、色相及
び輝度を補正しないで入力画像データを投射する通常モード等が挙げられる。表示設定部
１０３Ｂは、指定されたカラーモードに合わせたパラメーター（設定値）を画像処理部１
１３に出力して設定を行う。また、表示設定部１０３Ｂは、表示設定データ２７Ｃにより
カラープロファイルが指定された場合には、指定されたカラープロファイルに従って光変
調装置駆動部１１９を制御し、光変調装置３２の液晶パネルに描画させる。
【００３９】
　設定値記憶手段としての記憶部１０５には、制御プログラム１０５Ａのほか、表示設定
部１０３Ｂが参照する表示設定データ１０５Ｂが記憶されている。表示設定データ１０５
Ｂは、表示設定部１０３Ｂが設定する設定値を含み、複数の表示設定データ１０５Ｂが選
択可能に記憶されている。表示設定部１０３Ｂは、携帯端末２１から受信した表示設定デ
ータ２７Ｃが、記憶部１０５に記憶した表示設定部１０３Ｂのいずれかを指定する情報を
含んでいる場合には、この情報に従って該当する表示設定部１０３Ｂの設定値を取得する
。一方、携帯端末２１から受信した表示設定データ２７Ｃが設定値そのものを含んでいる
場合、表示設定部１０３Ｂは、この表示設定データ２７Ｃに含まれる設定値を用いて上記
のように設定を行う。
【００４０】
　ここで、記憶部１０５が記憶する表示設定データ１０５Ｂは、例えば、プロジェクター
１１における表示の輝度、プロジェクター１１のカラープロファイル、プロジェクター１
１のカラーモード等の設定値を含むデータである。
　表示設定データ１０５Ｂは、画像データの属性に対応づけて記憶されていてもよい。例
えば、プロジェクター１１が処理可能な画像データのデータフォーマットに対応して、Ｊ
ＰＥＧ用の表示設定データ１０５Ｂ、ＢＭＰ用の表示設定データ１０５Ｂ、ＰＤＦ用の表
示設定データ１０５Ｂが記憶されている。また、例えば、画像データのファイルサイズを
複数段階に区分し、各区分に対応づけて複数の表示設定データ１０５Ｂが記憶されていて
もよいし、画像データの圧縮方式や圧縮率に対応づけて表示設定データ１０５Ｂが記憶さ
れていてもよく、画像データがデジタルカメラにより撮影された画像か、パーソナルコン
ピューターの描画アプリケーションソフトウェアにより作成された画像かによって異なる
表示設定データ１０５Ｂが対応づけられていてもよい。さらに、動画像と静止画像とで異
なる表示設定データ１０５Ｂが対応づけられていてもよい。
【００４１】
　制御部１０３は、制御プログラム１０５Ａを実行して、認証処理部１０３Ｄとしても機
能する。認証処理部１０３Ｄ（認証手段）は、携帯端末２１が送信した認証データ２７Ｄ
を通信制御部１０３Ａが受信した場合に、この認証データ２７Ｄについて、記憶部１０５
に記憶された認証データ１０５Ｃに基づいて認証を行う。この認証は、無線通信部４７を
介して無線通信可能に接続された携帯端末２１について、当該プロジェクター１１と接続
が許された正規の携帯端末２１であるか否かを判定するものであり、認証に成功した場合
は当該携帯端末２１から通信制御部１０３Ａが受信した画像データを表示し、認証に失敗
した場合には携帯端末２１との無線通信を切断あるいは拒否する。
　認証データ１０５Ｃは、携帯端末２１から通信制御部１０３Ａが受信した認証データ２
７Ｄを認証するためのデータであり、具体的には、接続を許可する携帯端末２１のシリア
ル番号や、接続を許可する携帯端末２１と当該プロジェクター１１との間で共有する認証
コードである。この例では、認証処理部１０３Ｄは、通信制御部１０３Ａが受信した認証
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データ２７Ｄが、認証処理部１０３Ｄと一致した場合に、認証成功と判定する。認証デー
タ１０５Ｃとして接続を拒否する携帯端末２１のシリアル番号等を記憶することも可能で
あり、この場合には、通信制御部１０３Ａが受信した認証データ２７Ｄと認証データ１０
５Ｃが一致した場合に、認証処理部１０３Ｄは認証失敗と判定する。
【００４２】
　また、認証処理部１０３Ｄは、制御部１０３の機能により計時される経過時間や現在の
日時を加味して認証を行うことも可能である。
　例えば、認証データ１０５Ｃに、当該プロジェクター１１との接続を許可する携帯端末
２１のシリアル番号等と対応づけて、接続を許可する時間帯や曜日を指定する情報を含ま
せておくと、認証処理部１０３Ｄは、指定された時間帯や曜日においてのみ当該携帯端末
２１を認証成功と判定する。
【００４３】
　また、認証処理部１０３Ｄは、携帯端末２１ごとに接続した日時や接続した時間の累積
値を検出し、記憶部１０５に記憶させる機能を有する。この機能を利用すれば、携帯端末
２１毎に接続した時間を管理することができる。また、認証データ１０５Ｃに、各携帯端
末２１が接続可能な回数や時間を指定する情報が含まれている場合、認証処理部１０３Ｄ
は、携帯端末２１毎に記憶されている接続回数や接続時間の累積値が、認証データ１０５
Ｃにより指定された回数または時間を超えた場合に、以後の接続を拒否するよう認証を行
うことができる。この場合の接続可能な回数または時間は、一日あたり、月あたり或いは
年あたりの値として設定できる。さらに、認証データ１０５Ｃに携帯端末２１を識別する
シリアル番号等の情報が含まれる場合に、このシリアル番号等の情報に対応づけて、携帯
端末２１を使用するユーザーを識別可能な情報（ユーザーＩＤや氏名など）を含めること
ができる。この場合、認証処理部１０３Ｄが携帯端末２１の認証を行う際に、その携帯端
末２１を使用するユーザーのユーザーＩＤや氏名を特定できるので、このユーザーＩＤや
氏名を投射部３により投射したり、ユーザーＩＤや氏名に対応づけて接続した回数や時間
をカウントして、カウント値を投射したりすることができる。
【００４４】
　図４は、携帯端末２１の動作を示すフローチャートである。
　携帯端末２１が備える制御部２１１は、タッチスクリーン２３やスイッチ部２５の操作
により画像送信が指示されると本処理を開始し（ステップＳ１１）、送信する画像を選択
する操作を検出して（ステップＳ１２）、選択された画像を特定する。ここで、表示設定
データ管理部２１２は、選択された画像に対応する画像データ２７Ｂの属性を判定し（ス
テップＳ１３）、判定した属性に対応する表示設定データ２７Ｃを記憶部２７から取得す
る（ステップＳ１４）。
　ここで、通信制御部２１３は、プロジェクター１１との間で認証が必要か否かを判別す
る（ステップＳ１５）。この判別は、認証の要否が予め設定されている場合はその設定値
に従って行われる。また、プロジェクター１１との間で無線通信回線を確立する処理にお
いて、プロジェクター１１から認証が要求されたか否かにより、認証の要否を判別しても
よい。認証が必要な場合（ステップＳ１５；Ｙｅｓ）、通信制御部２１３は、記憶部２７
から認証データ２７Ｄを取得し（ステップＳ１６）、この認証データ２７Ｄと、ステップ
Ｓ１２の操作で選択された画像に対応する画像データ２７Ｂと、ステップＳ１４で取得し
た表示設定データ２７Ｃとを、プロジェクター１１に送信する（ステップＳ１７）。なお
、先に認証データ２７Ｄのみをプロジェクター１１に送信し、認証に成功したことをプロ
ジェクター１１から通知されてから、画像データ２７Ｂと表示設定データ２７Ｃとを送信
してもよい。また、認証が不要な場合（ステップＳ１５；Ｎｏ）、通信制御部２１３は、
ステップＳ１７に移行して画像データ２７Ｂと表示設定データ２７Ｃとをプロジェクター
１１に送信する。
【００４５】
　図５は、プロジェクター１１の動作を示すフローチャートである。
　プロジェクター１１の通信制御部１０３Ａは、無線通信部４７を介して携帯端末２１と
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の間で通信を開始すると（ステップＳ２１）、携帯端末２１の認証が必要か否かを判別す
る（ステップＳ２２）。この判別は、予め設定された認証の要否に関する設定状態に従っ
て行われる。認証が必要な場合（ステップＳ２２；Ｙｅｓ）、通信制御部１０３Ａは、携
帯端末２１に対して認証データを要求し（ステップＳ２３）、この要求に応じて携帯端末
２１が送信する認証データを受信し、受信した認証データに基づいて認証処理部１０３Ｄ
が認証を実行する（ステップＳ２４）。認証処理部１０３Ｄは、認証に成功したか否かを
判別し（ステップＳ２５）、認証に失敗した場合は（ステップＳ２５；Ｎｏ）、投射部３
によりスクリーンＳＣに認証失敗を示すメッセージを投射したり、操作パネル４５が備え
るＬＥＤの点灯状態を制御したりして、認証失敗を通知し（ステップＳ２６）、本処理を
終了する。ここで、携帯端末２１に対して認証失敗を通知する制御データや接続拒否を示
す制御データを送信してもよい。
【００４６】
　携帯端末２１の認証に成功した場合（ステップＳ２５；Ｙｅｓ）、及び、認証が必要な
い場合（ステップＳ２２；Ｎｏ）、表示設定部１０３Ｂは、通信制御部１０３Ａが受信し
たデータから表示設定データ２７Ｃを抽出し（ステップＳ２７）、抽出した表示設定デー
タ２７Ｃに従って表示に係る設定を実行する（ステップＳ２８）。その後、表示制御部１
０３Ｃは、通信制御部１０３Ａが受信した画像データを投射部３によりスクリーンＳＣに
表示させ（ステップＳ２９）、本処理を終了する。
【００４７】
　以上説明したように、本発明を適用した実施形態に係る表示システム１０によれば、プ
ロジェクター１１と、プロジェクター１１に画像データを送信する携帯端末２１とを接続
して構成され、携帯端末２１は、画像データ２７Ｂを記憶する記憶部２７と、記憶部２７
に記憶した画像データ２７Ｂとともに、画像データ２７Ｂの表示に係る設定状態を指定す
る表示設定データ２７Ｃとを送信する通信制御部２１３とを備え、プロジェクター１１は
、画像データに基づく画像を表示する投射部３と、携帯端末２１から送信された画像デー
タ２７Ｂと表示設定データ２７Ｃとを受信（取得）する通信制御部１０３Ａと、通信制御
部１０３Ａにより受信された表示設定データ２７Ｃに従って表示に係る設定を行う表示設
定部１０３Ｂと、表示設定部１０３Ｂによる設定に従って、通信制御部１０３Ａが受信し
た画像データ２７Ｂを投射部３により投射させる表示制御部１０３Ｃとを備えるので、手
動による調整や事前の登録等を行うことなく、プロジェクター１１において、画像データ
２７Ｂに適した設定状態を容易に実現でき、高品質な画像を表示できる。
【００４８】
　また、携帯端末２１が備える通信制御部２１３は、画像データ２７Ｂとともに、当該画
像データ２７Ｂの表示に適した設定値を含む表示設定データ２７Ｃを送信し、プロジェク
ター１１が備える表示設定部１０３Ｂは、通信制御部１０３Ａにより受信した表示設定デ
ータ２７Ｃに含まれる設定値に従って、表示に係る設定を行うので、携帯端末２１が送信
した設定値を用いて、プロジェクター１１において画像データに適した表示設定を実行で
きる。これにより、予めプロジェクター１１において必要な情報を用意しなくても、画像
に適した表示設定を行って高品質な画像を表示できる。
【００４９】
　また、通信制御部２１３は、画像データ２７Ｂとともに、当該画像データ２７Ｂの属性
を示す情報を表示設定データ２７Ｃとして送信し、プロジェクター１１は、投射部３によ
り表示する画像データの属性毎に対応づけられた、表示に係る複数の設定値を表示設定デ
ータ１０５Ｂとして記憶する記憶部１０５を備え、表示設定部１０３Ｂは、通信制御部１
０３Ａにより受信した表示設定データ２７Ｃが示す画像データの属性に基づき、当該属性
に対応づけられた設定値を記憶部１０５から取得し、当該設定値に従って表示に係る設定
を行うので、携帯端末２１が送信する情報に基づき、プロジェクター１１において、表示
する画像データの属性に適合した表示設定を実行でき、高品質な画像を表示できる。
【００５０】
　また、携帯端末２１が備える通信制御部２１３は認証に用いる認証データ２７Ｄを送信
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し、プロジェクター１１は、通信制御部１０３Ａにより受信した認証データ２７Ｄに基づ
いて携帯端末２１の認証を実行し、認証に成功した場合に表示設定部１０３Ｂによる設定
と表示制御部１０３Ｃによる表示を可能とする認証処理部１０３Ｄを備えるので、プロジ
ェクター１１を制御する権限のない携帯端末２１からプロジェクター１１に対する画像の
送信を防止し、プロジェクター１１の動作を確実に管理できる。
【００５１】
　また、認証データ２７Ｄは、携帯端末２１を識別可能な識別情報を含んでいてもよく、
プロジェクター１１は、受信した認証データ２７Ｄに含まれる識別情報に基づいて携帯端
末２１を特定してもよい。この場合、プロジェクター１１が携帯端末２１を識別できるの
で、例えば当該携帯端末２１が接続された回数、時間数、画像データの送信の履歴等を検
出するなど、個々の携帯端末２１毎に使用状態を管理できる。
【００５２】
　プロジェクター１１、画像を表示する際の明るさまたは複数のカラーモードのいずれか
を選択可能に構成され、表示設定データ２７Ｃは、プロジェクター１１における明るさ及
びカラーモードの少なくともいずれかを指定する情報を含むようにすれば、携帯端末２１
によって、プロジェクター１１における明るさやカラーモードを設定することができる。
【００５３】
　なお、上述した実施形態は本発明を限定するものではなく、上記実施形態とは異なる態
様として本発明を適用することも可能である。例えば、上記実施形態では、携帯端末２１
が記憶部２７に記憶した画像データ２７Ｂをプロジェクター１１に送信する構成を例に挙
げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、携帯端末２１がカメ
ラを備え、このカメラの撮影画像をプロジェクター１１にリアルタイムで送信する構成と
してもよい。この場合、表示設定データ管理部２１２は、カメラの撮影条件を示す表示設
定データ２７Ｃを生成してプロジェクター１１に送信し、プロジェクター１１の表示設定
部１０３Ｂは、表示設定データ２７Ｃが示す撮影条件に対応する表示設定データ１０５Ｂ
を記憶部１０５から取得して設定を行うようにしてもよい。
【００５４】
　また、例えば、上記実施形態では、携帯端末として、画像データを記憶し、表示する機
能を有する携帯端末２１を用いる場合を例に説明したが、携帯端末２１が備える機能に制
限はなく、携帯型電話としての通話機能及び無線電話回線を介した通信機能を有する装置
や、携帯型ビデオゲーム機、電子書籍閲覧端末等の各種の携帯型の機器に本発明を適用し
てもよい。
　さらに、本発明の表示装置は、スクリーンＳＣに画像を投射するプロジェクターに限定
されず、液晶表示パネルに画像を表示する液晶モニターまたは液晶テレビ、或いは、ＰＤ
Ｐ（プラズマディスプレイパネル）に画像を表示するモニター装置またはテレビ受像機、
ＯＬＥＤ、ＯＥＬ等の有機ＥＬ表示パネルに画像を表示するモニター装置またはテレビ受
像機等の自発光型の表示装置など、各種の表示装置も本発明の表示装置に含まれ、入力さ
れた画像信号に基づく画像をカラー表示することができる携帯型の表示装置も含まれる。
この場合、液晶表示パネル、プラズマディスプレイパネル、有機ＥＬ表示パネルが変調手
段に相当する。
【００５５】
　また、上記実施形態においてプロジェクター１１の記憶部１０５に記憶された制御プロ
グラム１０５Ａ、及び、携帯端末２１の記憶部２７に記憶された制御プログラム２７Ａを
図示しない不揮発性メモリーが記憶する構成であってもよいし、可搬型の記録媒体に記憶
されている構成であってもよいし、或いは、携帯端末２１が通信ネットワークを介して接
続された他の装置にダウンロード可能に記憶されていてもよい。また、図２及び図３に示
した携帯端末２１及びプロジェクター１１の各機能部は機能的構成を示すものであって、
具体的な実装形態は特に制限されない。つまり、必ずしも各機能部に個別に対応するハー
ドウェアが実装される必要はなく、一つのプロセッサーがプログラムを実行することで複
数の機能部の機能を実現する構成とすることも勿論可能である。また、上記実施形態にお
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いてソフトウェアで実現されている機能の一部をハードウェアで実現してもよく、あるい
は、ハードウェアで実現されている機能の一部をソフトウェアで実現してもよい。その他
、表示システム１０の具体的な細部構成について、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で任意
に変更可能である。
【符号の説明】
【００５６】
　３…投射部（表示手段）、１０…表示システム、１１…プロジェクター（表示装置）、
２１…携帯端末、２７…記憶部（記憶手段）、２７Ａ…制御プログラム、２７Ｂ…画像デ
ータ、２７Ｃ…表示設定データ（表示設定情報）、２７Ｄ…認証データ（認証用情報）、
４７…無線通信部、１０３…制御部、１０３Ａ…通信制御部（取得手段）、１０３Ｂ…表
示設定部（表示設定手段）、１０３Ｃ…表示制御部（表示制御手段）、１０３Ｄ…認証処
理部（認証手段）、１０５…記憶部（設定値記憶手段）、１０５Ａ…制御プログラム、１
０５Ｂ…表示設定データ、１０５Ｃ…認証データ、２１１…制御部、２１２…表示設定デ
ータ管理部、２１３…通信制御部（出力手段）、２１５…無線通信部、ＳＣ…スクリーン
。

【図１】 【図２】
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【図５】
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