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明 細 書
，清報コードの表示方法及び表示装置

技術分野

０００1 本発明は、情報コードをディスプレイ上に表示する表示方法及び表示装置に関す

る。

背景技術

０００2 現在、 次元コードとしてのバーコード、或いは2次元コードとしてのO (Q ck Res

ponse) コード等の情報コードが利用されている。又、近年、情報データをO コードィビ

して携帯電話機等のディスプレイ上に表示させ、このディスプレイ上に表示されたQ

コードを撮影することにょり、上記情報データを取得するシステムが提案された(例え

ば特許文献 の図 参照)。

０００3 しかしながら、ディスプレイ全面に所望の画像を表示中にQ コードの如き情報コー

ドをもこのディスプレイ上に表示させると所望画像の一部を見ることができなくなるれ、

ぅ問題があった。

特許文献1 特開2００2 ０94 2 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 本発明は、表示画像に影響を与えることなくこの画像中に情報コードを重畳表示さ

せることが可能な情報コードの表示方法及び表示装置を提供するものである。

課題を解決するための手段

０００5 本発明にょる情報コードの表示方法は、主画像信号に基づく画像と共に情報コー

ドをディスプレイに表示する表示方法であって、単位表示期間毎に 個 ( は2以上

の整数) のサブフィールド各々において、前記ディスプレイの各画素セルを点灯モー

ド及び消灯モードの内の一方に設定するアドレス行程と、前記点灯モードに設定され

ている前記画素セルのみを前記サブフィールドに割り当てられている発光期間に亘り

発光させるサスティン行程と、を実行し、前記 個のサブフィールドの内の のサブフ

ィールドの前記アドレス行程では前記情報コードに応じて前記画素セル各々を前記



点灯モード及び前記消灯モードの内の一方に設定し、前記 個のサブフィールドの

内の前記 のサブフィールドを除くサブフィールド各々の前記アドレス行程では前記

主画像信号に応じて前記画素セル各々を前記点灯モード及び前記消灯モードの内

の一方に設定する。

０００6 又、本発明による表示装置は、主画像信号に基づく画像と共に情報コードをディス

プレイ上に表示する表示装置であって、単位表示期間毎に 個 ( は2以上の整数)

のサブフィールド各々において前記ディスプレイの各画素セルを点灯モード及び消

灯モードの内の一方に設定するアドレス手段と、前記 個のサブフィールド各々にお

いて前記点灯モードに設定されている前記画素セルのみを前記サブフィールドに割

り当てられている発光期間に亘り発光させるサスティン手段と、を備え、前記アドレス

手段は、前記 個のサブフィールドの内の のサブフィールドでは前記情報コードに

応じて前記画素セル各々を前記点灯モード及び前記消灯モードの内の一方に設定

し、前記 個のサブフィールドの内の前記 のサブフィールドを除くサブフィールド各

々では前記主画像信号に応じて前記画素セル各々を前記点灯モード及び前記消灯

モードの内の一方に設定する。

発明の効果

０００7 入力画像信号に応じた主画像中に不可視の状態で2次元コードの如き情報コード

を重畳表示させることが可能となる。

０００8 図 本発明に基づく電子黒板の概略構成を示す図である。

図2 図 に示されるP P における画素セルP及び画素ブロックP の配列の一

部を示す図である。

図3 P P を駆動する際の発光駆動シーケンスの一例を示す図である。

図4 図3に示される発光駆動シーケンスに従って主画像表示駆動行程 (サブフィー

ルドS ～S 8)を実行した場合における発光パターンを示す図である。

図5 P P に表示される黒板画像の一例を示す図である。

図6 図 に示される電子チョーク9の内部構成を示す図である。

図7 図6に示されるフレーム同期検出回路 93の内部構成の一例を示す図である。



図8 P P ００を駆動する際の発光駆動シーケンスの他の一例を示す図である。

図9 図8に示される発光駆動シーケンスに従って主画像表示駆動行程 (サブフィー

ルドS ～S 8)を実行した場合における発光パターンを示す図である。

図1０青色の画素セルP による発光時の残光特性、その他の色の画素セルPによる

発光時の残光特性及び画素セルPの放電時において放射される赤外線の残光特性

を夫々示す図である。

図11 電子黒板の他の構成を示す図である。

図12 本発明に基づく情報提供システムの構成を示す図である。

図13 図 2に示されるディスプレイ装置において表示される画像 ～C、及び各画

像に関連する 情報が2次元コードにて表示される画素ブロックP の領域を示す

図である。

符号の説明

０００9 3 4 S 画素駆動データ生成回路

4 駆動制御回路

5 アドレスドライバ

7，16 2次元コード変換回路

9 電子チョーク

12 端末装置

19 カメラ付き携帯電話機

9 1 イメージセンサ

1００ プラズマディスプレイパネル

発明を実施するための最良の形態

００1０ 単位表示期間毎に 個のサブフィールドによって中間輝度表示を行ぅにあたり、

個のサブフィールドの内の つを 次元コード又は2次元コードの如き情報コードを表

示する為のサブフィールド、その他のサブフィールドを主画像を表示する為のサブフ

ィールドとして用いる。この際、 個のサブフィールド各々に割り当てられている発光

期間の内で、上記の如き情報コードを表示する為のサブフィールドに割り当てられて

いる発光期間を最小とする。更に、この情報コードを表示する為のサブフィールドで



は、青色で発光する画素セルのみを発光対象とし、その他の色 (赤、緑)で発光する

画素セルを消灯状態に固定する。

実施例 1
。

００11 図 は、本発明を採用することにより、使用者が電子チョーク(後述する)の先端をフ

ラズマディスプレイパネルの画面に接触させながら移動させた際の移動軌跡をそのま

まこの画面上に表示させる電子黒板の構成を示す図である。

００12 図 において、電子黒板本体としてのプラズマディスプレイパネル ００(以下、P

００と称する) は、黒板面を担ぅ透明な前面基板 (図示せぬ)と、背面基板 (図示せぬ)

とを備える。前面基板及び背面基板間には放電ガスが封入された放電空間が存在

する。前面基板上には、夫々表示面の水平方向 (横方向) に伸長している複数の行

電極が形成されている。一方、背面基板上には、表示面の垂直方向 (縦方向) に伸

長している複数の列電極が形成されている。各行電極と列電極との交叉部(放電空

間を含む)には画素セルが形成されている。尚、画素セルは、図 に示す如く、赤色

で発光する画素セルP 、緑色で発光する画素セルP 、及び青色で発光する画素セ
R G

ルP の3種類からなる。

００13 黒板面画像データメモ児には、P P の画面全面に表示させるべき黒板面 (例

えば黒一色)を表す黒板面画像データが予め記憶されている。黒板面画像データメ

モり は、上記黒板面画像データを順次読み出し、これを黒板面画像データ とし

て画像重畳回路 2に供給する。

００14 画像重畳回路 2は、黒板面画像データ にて示される黒板面画像と、外部入力

画像データ信号 にて示される画像と、トレース画像データ信号 (後述する)
N

に
TR

て示される画像とを重畳させた画像を各画素セルP毎に示す画素データP を生成し

S 画素駆動データ生成回路 3及び駆動制御回路4の各々に供給する。尚、画像

重畳回路 2は、駆動制御回路 (後述する)から黒板表示解除信号が供給された場

合には、外部入力画像データ信号 にて示される画像と、トレース画像データ信号

TR
にて示される画像とを重畳させた画像を各画素セルP毎に示す画素データP を

S 画素駆動データ生成回路 3及び駆動制御回路4の各々に供給する。

００15 S 画素駆動データ生成回路 3は、各画素データP 毎に、その画素データP によ



って示される輝度レベルに応じて、サブフィールドS ～S 8 (後述する)各々にお

いて各画素セルPの状態を点灯モード及び消灯モードの内の一方の状態に設定さ

せるべき画素駆動データG ～G 8を生成してアドレスドライバ5に供給する。

００16 座標データメモり6には、隣接する複数の画素セルPからなる画素ブロック毎に、そ

の画素ブロックが位置するP P の画面内での座標位置を示す座標データが予

め記憶されている。例えば、図2に示す如き、 行 X 列分の画素セルPからなる画

素ブロックP (太線枠にて囲まれた領域)毎に、その画素ブロックP におけるP P

００の画面内での座標位置を示す座標データが対応づけして座標データメモり6に記

憶されているのである。座標データメモり6は、かかる座標データを読み出して2次元

コード変換回路7に供給する。

００17 2次元コード変換回路7は、先ず、各画素ブロックP に対応した上記座標データを

( X )ビ、ソトの2次元コードに変換する。そして、2次元コード変換回路7は、上記2

次元コードの各ビ、ソトを画素ブロックP 内の ( X )個の画素セルP各々に対応づけ

し、各画素セルPに対応づけされたビットをその画素セルPに対応した画素駆動デー

タG Oとして、アドレスドラ小 5に供給する。

００18 駆動制御回路4は、サブフィールド法に基づく図3に示されるが如き発光駆動シー

ケンスに基づき、 フレーム (又は フィールド)の表示期間内において、2次元コード

表示駆動行程と、主画像表示駆動行程と、を順次実行する。この際、主画像表示駆

動行程では、駆動制御回路4は、図3に示す如き8つのサブフィールドS ～S 8各

々においてアドレス行程W及びサスティン行程1を順次実行する。尚、駆動制御回路

4は、サブフィールドS に限り、アドレス行程Wに先立ち、リセット行程 を実行する

。又、2次元コード表示駆動行程では、駆動制御回路4は、図3に示す如きサブフィ
ールドS Oにおいて、リセット行程 、アドレス行程W及びサスティン行程1を順次実

行する。尚、上記主画像表示駆動行程の後には、所定期間長を有するブランキング

期間 が設けられている。

００19 駆動制御回路4は、上記リセット行程 、アドレス行程W及びサスティン行程1各々の

実行によって、P P を以下の如く駆動すべき各種制御信号を発生して、アドレス

ドライバ5及び行電極ドライバ8の各々に供給する。



００2０ この際、上記リセット行程 の実行に応じて、行電極ドラ小 8は、P P の全画

素セルPの状態を点灯モードの状態に初期ィビすべきリセットパルスをP P の全

行電極に印加する。

００2 1 次に、アドレス行程Wの実行に応じて、アドレスドラ小 5は、このアドレス行程Wが

属するサブフィールドS に対応した画素駆動データG に応じた電圧を有する画素

データパルスを発生する。すなわち、アドレスドラ小 5は、例えばサブフィールドS

のアドレス行程Wでは上記画素駆動データG に応じた画素データパルスを発生

し、サブフィールドS 2のアドレス行程Wでは上記画素駆動データG 2に応じた画

素データパルスを発生する。この際、例えば、画素セルPを点灯モードの状態に設定

させることを示す画素駆動データG が供給された場合には、アドレスドラ小 5は、

高電圧の画素データパルスを発生する一方、消灯モードの状態に設定させることを

示す画素駆動データG が供給された場合には、低電圧の画素データパルスを発生

する。

００22 この間、行電極ドラ小 8は、 表示ライン分ずつの画素データパルス群の印加タイ

ミングに同期して、走査パルスをP P の行電極各々に順次印加して行く。かかる

動作により、走査パルスの印加が為された行電極に属する 表示ライン分の画素セ

ルP各々が、上記画素データパルスに応じた状態 (点灯モード又は消灯モード) に設

定される。

００23 次に、サスティン行程1の実行に応じて、行電極ドラ小 8は、そのサスティン行程1が

属するサブフィールドS に割り当てられている発光期間に亘り、上記点灯モード状

態にある画素セルPのみを繰り返し放電発光させるべきサスティンパルスをP P

の全行電極に印加する。尚、図3に示される実施例においては、サブフィールドS O

には最小の発光期間で最小のサスティンパルス数が割り当てられている。

００24 ここで、図3に示す如き主画像表示駆動行程 (サブフィールドS ～S 8)の実行

によれば、上記画素データP に基づく画素駆動データG ～G 8に応じて、図4

に示す如くサブフィールドS から連続したサブフィールドS (白丸にて示す)各々

のサスティン行程1にて画素セルPの発光が為される。つまり、上記画素データP に

よって示される輝度レベルに応じて、図4に示す如き9通りの発光パターの内のいず



れか によって画素セルPの発光が為されるのである。この際、 フレーム表示期間内

での総発光期間に対応した中間輝度が視覚される。すなわち、図4に示す如き9通り

の発光パターンによって、上記画素データP によって示される輝度レベルを9段階

にて表すのである。実際は、ディザ処理や誤差拡散処理により多階調ィビされて表現

される。黒板面 (例えば黒一色)を表す黒板面画像データ に基づいて生成された

画素データP によれば、例えば図5 (a) に示す如き黒板面を表す画像がP P

の全画面に表示される。

００25 一方、図3に示す如き2次元コード表示駆動行程 (サブフィールド )の実行によ

れば、上記座標データに基づく画素駆動データG に応じて、サブフィールドS O

のサスティン行程1にて各画素セルPの発光が為される。すなわち、図2に示す如き画

素ブロックP 各々の座標位置を表す2次元コードに基づく点灯及び消灯パターンが

、その画素ブロックP の座標位置上において夫々形成されるのである。例えば、図2

において、P 画面内の第 行・第 列に位置する画素ブロックP に属する (
1，1)

)個の画素セルP各々では、第 行・第 列であることを表す点灯及び消灯パタ

ーンにて発光が為される。又、図2において第2行・第 列に位置する画素ブロックP

に属する ( X )個の画素セルP各々では、第2行・第 列であることを表す点灯
2，1)

及び消灯パターンにて発光が為される。尚、上述した如くサブフィールドS Oのサス

ティン行程1に割り当てられている発光期間は、上記2次元コードに基づく点灯及び

消灯パターンを視覚することが出来ない程度に短期間に設定されている。又、サブフ

ィールドS Oの直前には、図3に示す如きブランキング期間 が存在する。これによ

り、サブフィールドS Oにおいて放出された光を以下の電子チョークにて取り込む際

における、サブフィールドS 8での残光の影響が排除される。

００26 電子チョーク9は、図2に示す如き画素ブロックP 単位にてP P の画面上を撮

影して得られた撮影画像信号中から上記2次元コードに基づく点灯及び消灯パター

ンを抽出し、この点灯及び消灯パターンに対応した座標位置を示す座標信号を無線

送信する。

００27 図6は、かかる電子チョーク9の内部構成の一例を示す図である。

００28 図6において、対物レンズ9０は、P P の画面から照射された表示光を、各画



素ブロックP の領域単位にて取り込みこれを集光したものを、赤色及び緑色成分を

かソトする光学フィルタ89を介してイメージセンサ9 に導出する。ノイズセンサ92は、

P P における各画素セルPにおいて生起される放電に伴ってP P の画面

から放出されるノイズ、つまり赤外線、紫外線、又は電磁波の放出を検出した時に論

理レベル となるパルス状のノイズ検出信号 Zを発生しこれをフレーム同期検出回

路 93に供給する。この際、 フレーム (又は フィールド)表示期間内においてサブフ

ィールドS ～S 8の実行期間中は各種放電が生起されるのでこの放電が生起さ

れる度に、図3に示す如く論理レベル となるパルス状のノイズ検出信号 Zが生成さ

れる。ところが、サブフィールドS 8終了後のブランキング期間 では放電が生起さ

れないので、この間、図3に示されるよぅにノイズ検出信号 Zは論理レベル となる。

フレーム同期検出回路 93は、ノイズ検出信号 Zに応じて、図3に示されるサブフィ
ールドS Oのサスティン行程1の実行期間中のみ論理レベル 、その他の期間は論

理レベル となる画像取込信号 を生成し、これをイメージセンサ9 に供給する。

００29 図7は、かかるフレーム同期検出回路 9 3の内部構成の一例を示す図である。

００3０ 図7において、タイマ93０は、所定周波数のクロック信号 (図示せぬ)のパルス数を

初期値０から計数し、その計数値に対応した経過時間を表す経過時間信号を比較

器93 に供給する。比較器93 は、かかる経過時間信号によって示される時間が図

3に示す如きブランキング期間 と同一となったときに図3に示す如く論理レベル比
なるフレーム同期信号 を生成し、これを遅延回路 932 に供給する。遅延回路 932

は、かかるフレーム同期信号 Sを図3に示す如きサブフィールドS Oのリセット行程

及びアドレス行程Wに費やされる時間 だけ遅延させてからパルス発生回路 933
w

に供給する。パルス発生回路 933 は、遅延回路 932 から供給されたフレーム同期信

号に応じて、サブフィールドS Oのサスティン行程1に費やされる時間に亘り論理レベ

ル となる図3に示す如き画像取込信号 を生成し、これをイメージセンサ9 に供

給する。

００3 1 ここで、図6に示されるイメージセンサ9 は、対物レンズ9０から供給された表示光を

図3に示す如き論理レベル の画像取込信号 が供給されている間だけ取り込み、

その表示光に対応した画像信号を撮影画像信号S Gとして画像処理回路 94に供給



する。すなわち、イメージセンサ9 は、2次元コード表示駆動行程 (サブフイールドS

０)の実行によって表示された点灯及び消灯パターン、つまり画素ブロックP の座標

位置を示す2次元コードに対応した点灯及び消灯パターンを表す撮影画像信号SG

を画像処理回路 94に供給するのである。電子チョーク9の先端部に設けられた筆圧

センサ95は、その先端部がP P の画面上に押しつけられている間に亘り、黒板

面への描画中であることを示す描画実行信号を生成し、これを画像処理回路 94に供

給する。画像処理回路 94は、かかる描画実行信号が供給されている間に限り、上記

イメージセンサ9 から供給された撮影画像信号S Gを取り込み、これを座標情報抽出

回路 96に供給する。尚、画像処理回路 94は、撮影画像信号 Gによって示される輝

度レベルが所定輝度よりも高い輝度側に偏っている場合には、外光が強いと判断し

てこれを抑制させるべきオフセット信号をイメージセンサ9 に供給する。この際、イメ

ージセンサ9 は、撮影画像信号SGに対して、上記オフセット信号に応じたコントラス

ト調整を施す。座標 2次元コードメモり97には、予め、図2に示す如き画素ブロックP

各々のP P 画面上での座標位置を示す座標データと、この座標データを各画

素ブロックP 単位にて2次元コードィビした2次元コードと、が対応づけされて記憶さ

れている。座標情報抽出回路 96は、先ず、画像処理回路 94から供給された撮影画

像信号に基づき、図2に示す如き画素ブロックP 単位にてその画素ブロックP 内で

の点灯及び消灯パターンに対応した2次元コードを生成する。そして、座標情報抽出

回路 96は、この2次元コードと一致する2次元コードに対応した座標データを上記座

標 2次元コードメモり97から読み出し、これを座標データ として無線送信回路 98

に供給する。無線送信回路 98は、かかる座標データZ に変調処理を施してこれを

無線送信する。

００32 すなわち、電子チョーク9は、P の画面上を撮影して得られた撮影画像信号

中から、図3に示す如きサブフイールドS Oのサステイン行程1の実行期間中に表示

された2次元コード(座標データを示す)を抽出し、この2次元コードによって示される

座標位置情報 ( )を無線送信するのである。尚、図6に示される電子チョーク9は、

イメージセンサ9 により画素セルP 、P 及びP が発する光を撮影するよぅにしている
R G B

が、画素セルの発光時には赤外線も放出されるので、このイメージセンサ9 としては



、可視光から赤外線までセンシング可能なものを用いる。

００33 図 に示される受信回路 ０は、電子チョーク9からの送信波を受信し、これを復調

することにより上記座標データZ を復元してトレース画像データ生成回路皿に供給

する。トレース画像データ生成回路 、受信回路 ０から順次供給される座標デー

タZ にて示される座標位置各々上を順次トレースする直線又は曲線を表す画像デ

ータを生成し、これをトレース画像データ信号 として上記画像重畳回路 2に供給
T

する。これにより、かかるトレース画像データ信号 を上記黒板面画像データ に
TR B

重畳させて得られた画素データP に応じて、図3に示す如きサブフィールドS ～
S 8からなる主画像表示駆動行程に従った駆動が為される。この際、電子チョーク9

の先端部をP P の画面上に接触させつつその先端部を移動させると、その移

動軌跡に沿った直線又は曲線画像が図5 b に示す如く上記黒板面画像データ

にて示される黒板面画像中に重畳表示される。

００34 このよぅに、図 に示される電子黒板においては、黒板画像を表示させる為のサブ

フィールド(S ～S 8)と、画面上の座標位置を示す2次元コードを表示させる為の

2次元コード表示用サブフィールド(S O) とによって中間調輝度表示を実施するよぅ

にしている。この際、2次元コード表示用サブフィールドに割り当てられている発光期

間はその点灯及び消灯パターンを視覚することが出来ない程度に短いので、実際に

は、P P の画面上において、図5 (a) 又は図5 b に示す如き黒板画像のみが

視覚されることになる。そして、かかる2次元コード表示用のサブフィールド(S O) に

よって表示 (不可視 ) された2次元コードを電子チョーク9側において撮影して読み取

ることにより、この読み取った座標位置に対応したトレース画像信号を生成して黒板

面に重畳表示させるのである。

００35 よって、図 に示される電子黒板によれば、ディスプレイ画面上の座標位置を検出

する為のグソチパネル等を装着せずとも、電子チョークによって画面上をトレースした

際の各座標位置を読み取ることが可能となる。

００36 尚、図3に示される主画像表示駆動行程では、先頭のサブフィールドS から連続

したサブフィールドにて画素セルPを発光させることにより、8つのサブフィールドS

～ 8にて9階調分の中間輝度を表現する駆動 (図4に示す)を実施しているが、か



かる駆動方法に限定されるものではない。
8００37 図8は、主画像表示駆動行程において、8個のサブフィールドS ～S 8にて2 階

調分の中間輝度を表現する場合に採用する発光駆動シーケンスの一例を示す図で

ある。

００38 図8において、サブフィールドS による2次元コード表示駆動行程では、駆動制

御回路4は、図3と同様にリセット行程 、アドレス行程W及びサスティン行程1を順次

実行する。一方、主画像表示駆動行程では、駆動制御回路4は、サブフィールドS

～S 8各々においてリセット行程 、アドレス行程W及びサスティン行程1を順次実

行する。尚、リセット行程 、アドレス行程W及びサスティン行程1各々の動作について

は、図3に示される動作と同一である。

００39 図8に示す発光駆動シーケンスによれば、主画像表示駆動行程 (サブフィールド

～S 8)では、画素データP に基づく画素駆動データG ～G 8に応じて、図

9に示す 8如き2 通りの発光パターンに基づく駆動が為される。この際、各発光パター

ン毎に、その フレーム (又は フィールド)表示期間内での総発光期間に対応した中

間輝度が表現される。つまり、図8に示す発光駆動シーケンスによれば、主画像表示

駆動行程において256 階調分の中間輝度が表現されるのである。

００4０ 尚、上記実施例においては、座標データに基づく2次元パターンを表示する為に

専用のサブフィールドS Oを設けるよぅにしているが、サブフィールドS ～S 8の

内で最も発光期間が小なるサブフィールドS にて座標データに基づく2次元パタ

ーンを表示するよぅにしても良い。この際、S 画素駆動データ生成回路 3において生

成された画素駆動データG ～G 8の内のG 2～G 8が夫々サブフィールドS

2～S 8各々に割り当てられ、2次元コード変換回路7において生成された画素駆動

データG OがサブフィールドS に割り当てられる。

００41 又、上記実施例では、図3又は図8に示す如き2次元コード表示駆動行程 (サブフィ
ールドS O) において、上記座標データに基づく画素駆動データG Oに応じて各画

素セルPを発光させるよぅにしているが、この際、全ての画素セルPを発光対象とする

必要はない。

００42 例えば、3種類の画素セル (P 、P 及び )の内で青色の画素セルP での全輝度



に対する寄与度が最も低い。そこで、2次元コード表示駆動行程を担ぅサブフィール

ドS Oでは、3種類の画素セル (P 、P 及びP の内の青色の画素セルP のみを
B

画

素駆動データG Oに応じた発光駆動の対象とする。つまり、画素駆動データG Oの

アドレス行程Wでは、画素駆動データG Oの内容に関わらず、全ての画素セルP 及

びP を消灯モードに固定設定するのである。これにより、2次元コード表示に伴ぅ画

質劣化が抑制される。更に、図 ０(a) に示す如く青色の画素セルP による発光時の

残光は図 ０(b) に示されるが如き他の色の画素セルPに比して短く、且つ短期間内

に高輝度が得られる。又、画素セルPの放電時において放射される赤外線のレベル

も図 ０(c) に示す如く、短期間内においてピークとなり直ちに収束する。これにより、

電子チョーク9の座標情報抽出回路 93での抽出が精度良く為されるよぅになる。尚、

サブフィールドS Oにおけるリセット行程 においてリセット発光と呼ばれる赤、青、緑

色の全色の発光が行われる。リセット発光の残光の悪影響を避け、青色のみの抽出

精度を上げるべく、電子チョーク9の対物レンズ9０及びイメージセンサ9 間の光路中

みの波長を通過するフィルタでも良い を設けるよぅにしている。

００43 又、2次元コード表示駆動行程 (サブフィールド5 )において上述した如く青色の

画素セルP のみを発光させたが故に、図5 (a) 又は図5 b に示す如き黒板面画像

が青みがかってしまぅ場合には、画素データP に対して青色成分を低減させるべき

補正処理を施すよぅにしても良い。

００44 図 、かかる点に鑑みて為された電子黒板の改善例を示す図である。

００45 尚、図皿に示される電子黒板においては、青色積算回路 2 及び色補正回路 22を

除く他の構成は図 に示されるものと同一である。よって、以下に青色積算回路2 及

び色補正回路 22各々の動作のみ説明する。

００46 青色積算回路 2 は、上記画素駆動データG に基づき、 画面内において点灯

モードに設定される画素セルP の総数を算出し、その総数に応じた青色低減量を示

す青色低減信号を色補正回路 22に供給する。色補正回路 22は、画像重畳回路 2か

ら供給された画素データP の内で青色成分に対応した画素データP によって示さ

れる輝度レベルを、上記青色低減信号にて示される青色低減量の分だけ低下させた



ものをS 画素駆動データ生成回路 3及び駆動制御回路4各々に供給する。尚、色

補正回路 2 2 は、赤色及び緑色成分に対応した画素データP に対しては、これをそ

のままS 画素駆動データ生成回路 3及び駆動制御回路4各々に供給する。

００4 7 よって、青色積算回路 2 及び色補正回路 2 2 によれば、座標データに対応した2次

元コード表示による青色の度合いに応じた分だけ、黒板面画像全体の青成分が低

減されて画質劣ィビが抑制される。

実施例 2

００4 8 図 2 は、本発明を採用することにより、インターネット網を介して供給された各種画

像を表示しつつ、その画像に関連する (Un O m Reso ce oca o ) を表す2次

元コードをその画像中に表示 (不可視 ) する情報提供システムの構成を示す図である

００4 9 図 2 において、端末装置 2 は、先ず、インターネット 3 にアクセスすることにより、

かかるインターネット 3上から各種の情報データを取り込む。次に、端末装置 2 は、

その情報データに含まれる各種の画像コンテシソに対応した画像信号を画像信号

S としてS 画素駆動データ生成回路 4 、表示位置設定回路 5及び駆動制御回路

4各々に供給する。更に、端末装置 2 は、上記情報データに含まれる 、つまり

各画像コンテンツに関連する を示す 信号を2次元コード変換回路 6 に供

給する。

００5 ０ S 画素駆動データ生成回路 4 は、画像信号 S によって示される輝度レベルに応

じて、図3又は図8 に示す如きサブフイールドS ～S 8各々において各画素セルP

の状態を点灯モード及び消灯モードの内の一方の状態に設定させるべき画素駆動

データG ～G 8を生成してアドレスドラ小 5 に供給する。

００5 1 表示位置設定回路 5 は、上記画像信号 S に基づき、上記画像コンテンツの各々

が表示される画面内の領域の位置を示す表示位置情報を2次元コード変換回路 6

に供給する。

００5 2 2次元コード変換回路 6 は、先ず、上記 f 号に基づき各画像コンテシソ毎の

を( X )ドソトの2次元コードに変換する。次に、2次元コード変換回路 6 は、

上記2次元コードの各ビットを、上記表示位置情報にて示される領域に属する各画素



ブロックP (図2にて示す) 内の ( X )個の画素セルP各々に対応づけする。そし

て、2次元コード変換回路 6は、各画素セルPに対応づけされたビットをその画素セ

ルPに対応した画素駆動データG として、アドレスドラ小 5に供給する。

００53 プラズマディスプレイパネルとしてのP P は、透明な前面基板 (図示せぬ)と、

背面基板 (図示せぬ)とを備える。前面基板及び背面基板間には放電ガスが封入され

た放電空間が存在する。前面基板上には、夫々表示面の水平方向 (横方向) に伸長

している複数の行電極が形成されている。一方、背面基板上には、表示面の垂直方

向 (縦方向) に伸長している複数の列電極が形成されている。各行電極と列電極との

交叉部(放電空間を含む)には画素セルPが形成されている。

００54 駆動制御回路4は、サブフィールド法に基づく図3又は図8に示されるが如き発光

駆動シーケンスに基づき、 フレーム (又は フィールド)の表示期間内において2次

元コード表示駆動行程と、主画像表示駆動行程と、を順次実行する。この際、主画像

表示駆動行程では、駆動制御回路4は、図3又は図8に示す如き8つのサブフィール

ドS ～S 8各々においてアドレス行程W及びサスティン行程1を順次実行する。尚

、駆動制御回路4は、図8に示す発光駆動シーケンスに従った駆動を実施する場合

には、サブフィールドS ～S 8各々においてアドレス行程Wに先立ちリセット行程

を実行する。一方、図3に示す発光駆動シーケンスに従った駆動を実施する場合

には、駆動制御回路4は、サブフィールドS のみでアドレス行程Wに先立ち、リセッ
ト行程 を実行する。2次元コード表示駆動行程では、駆動制御回路4は、図3又は

図8に示す如きサブフィールドS Oにおいて、リセット行程 、アドレス行程W及びサ

スティン行程1を順次実行する。

００55 駆動制御回路4は、上記リセット行程 、アドレス行程W及びサスティン行程1各々の

実行によって、P P を以下の如く駆動すべき各種制御信号を発生して、アドレス

ドライバ5及び行電極ドライバ8の各々に供給する。

００56 この際、上記リセット行程 の実行に応じて、行電極ドラ小 8は、P P の全画

素セルPの状態を点灯モードの状態に初期ィビすべきリセットパルスをP P の全

行電極に印加する。

００57 次に、アドレス行程Wの実行に応じて、アドレスドラ小 5は、このアドレス行程Wが



属するサブフィールドS に対応した画素駆動データG に応じた電圧を有する画素

データパルスを発生する。すなわち、アドレスドラ小 5は、例えばサブフィールドS

のアドレス行程Wでは上記画素駆動データG に応じた画素データパルスを発生

し、サブフィールドS 2のアドレス行程Wでは上記画素駆動データG 2に応じた画

素データパルスを発生する。この際、例えば、画素セルPを点灯モードの状態に設定

させることを示す画素駆動データG が供給された場合には、アドレスドラ小 5は、

高電圧の画素データパルスを発生する一方、消灯モードの状態に設定させることを

示す画素駆動データG が供給された場合には、低電圧の画素データパルスを発生

する。

００58 この間、行電極ドラ小 8は、 表示ライン分ずつの画素データパルス群の印加タイ

ミングに同期して、走査パルスをP P の行電極各々に順次印加して行く。かかる

動作により、走査パルスの印加が為された行電極に属する 表示ライン分の画素セ

ルP各々が、上記画素データパルスに応じた状態 (点灯モード又は消灯モード) に設

定される。

００59 次に、サスティン行程1の実行に応じて、行電極ドラ小 8は、そのサスティン行程1が

属するサブフィールドS に割り当てられている発光期間に亘り、上記点灯モード状

態にある画素セルPのみを繰り返し放電発光させるべきサスティンパルスをP P

の全行電極に印加する。尚、図3に示される実施例においては、サブフィールドS

には最小の発光期間が割り当てられている。

００6０ ここで、上記主画像表示駆動行程 (サブフィールドS ～S 8)の実行によれば、

上記画像信号 Sに基づく画素駆動データG ～G 8に応じて、図4に示す如くサ

ブフィールドS から連続したサブフィールドS (白丸にて示す)各々のサスティン

行程1にて画素セルPの発光が為される。つまり、画像信号 Sによって示される輝度

レベルに応じて、図4に示す如き9通りの発光パターの内のいずれか によって画素

セルPの発光が為されるのである。この際、 フレーム表示期間内での総発光期間に

対応した中間輝度が視覚される。すなわち、図4に示す如き9通りの発光パターンに

よれば、上記画像信号 Sによって示される輝度レベルを9段階にて表す、いわゆる

9階調分の中間輝度が表現されるのである。



００6 1 よって、例えば、端末装置 2から3つの画像 ～画像Cに対応した画像信号 Sが

供給された場合には、図 3に示す如く、P P の画面上には画像 、画像 、画

像Cが夫々表示される。

００62 一方、2次元コード表示駆動行程 (サブフィールドS O)の実行によれば、上記

号に基づく画素駆動データG に応じて、サブフィールドS Oのサスティン行程

1にて各画素セルPの発光が為される。すなわち、端末装置 2から供給された上記画

像 ～C各々に関連する を表す2次元コードに基づく点灯及び消灯パターンが

、図 3に示す如く、その画像に対応した領域内の画素ブロックP (破線にて囲まれ

た領域)単位にて表示される。尚、上述した如くサブフィールドS Oのサスティン行程

1にて実施される発光期間は、上記2次元コードに基づく点灯及び消灯パターンを視

覚することが出来ない程度に短期間に設定されている。よって、実際には、P P

の画面上において、画像A～Cのみが視覚されることになる。

００63 図 2に示されるカメラ付き携帯電話機 9は、 読取モード時において、そのカ

メラに搭載されているシヤッターボタンが押圧されると、図3又は図8に示されるサブフ

ィールドS Oのサスティン行程1の実行期間中のみにシヤッタ一が開く。よって、例え

ば、図 3に示す如く、カメラ付き携帯電話機 9によって画像Cの撮影を行ぅと、画像

Cに関連する を表す2次元コードに基づく点灯及び消灯パターンが撮影される

。すると、カメラ付き携帯電話機 9は、撮影された上記2次元コードに基づく点灯及

び消灯パターンに基づき 情報を復元し、この にてインターネット 3に対し

てアクセスを行ぅ。これにより、カメラ付き携帯電話機 9において、上記画像Cに関連

する情報が取得されるのである。

００64 尚、上記実施例 にて示される電子黒板、又は実施例2にて示される情報提供シス

テムにおいては、表示装置としてプラズマディスプレイパネル (P P )を用いるよ

ぅにしているが、これに限定されるものではない。要するに、入力映像信号に基づい
て各画素セルを点灯モード及び消灯モードの内の一方に設定するアドレス行程と、

点灯モードに設定されている画素セルのみを予め割り当てられている発光期間に亘

り発光させるサスティン行程と、を実行するサブフィールドの複数によって表示駆動が

為されるディスプレイであれば、如何なるディスプレイを採用しても良いのである。



００65 又、上記実施例 及び2においては、 フレーム (又は フィールド)分の単位表示期

間内において9個のサブフィールドS ～S gによってディスプレイ(P P )を表

示駆動しているが、サブフィールドの数は9個に限定されるものではない。

００66 要するに、単位表示期間毎に 個 ( は2以上の整数)のサブフィールドの内の つ
を2次元コードの如き情報コードを表示する為のサブフィールドとし、その他のサブフ

ィールドの各々を、主画像を表示する為のサブフィールドとすれば良いのである。こ

れにより、入力画像信号に応じた主画像中に不可視の状態で2次元コードの如き情

報コードを重畳表示させることが可能となるので、上記実施例 の如き電子黒板及び

実施例2の如き情報提供システムを実現することが可能となる。

産業上の利用可能，性

００67 入力画像信号に応じた主画像中に不可視の状態で2次元コードの如き情報コード

を重畳表示させることが可能となるので、情報コードを提供しつつも主画像の全てを

縮小させることなく表示できるよぅになる。



請求の範囲

主画像信号に基づく画像と共に情報コードをディスプレイに表示する表示方法であ

って、

単位表示期間毎に 個 ( は2以上の整数)のサブフィールド各々において、前記

ディスプレイの各画素セルを点灯モード及び消灯モードの内の一方に設定するアド

レス行程と、前記点灯モードに設定されている前記画素セルのみを前記サブフィー

ルドに割り当てられている発光期間に亘り発光させるサスティン行程と、を実行し、

前記 個のサブフィールドの内の のサブフィールドの前記アドレス行程では前記

情報コードに応じて前記画素セル各々を前記点灯モード及び前記消灯モードの内

の一方に設定し、

前記 個のサブフィールドの内の前記 のサブフィールドを除くサブフィールド各々

の前記アドレス行程では前記主画像信号に応じて前記画素セル各々を前記点灯モ

ード及び前記消灯モードの内の一方に設定することを特徴とする情報コードの表示

方法。

2 前記 個のサブフィールド各々に割り当てられている前記発光期間の内で前記 の

サブフィールドに割り当てられている前記発光期間が最小であることを特徴とする請

求項 記載の情報コードの表示方法。

3 前記 のサブフィールドの前記アドレス行程では前記画素セル各々の内で青色で発

光する青色画素セルのみを対象として当該画素セルを前記情報コードに応じて前記

点灯モード及び前記消灯モードの内の一方に設定すると共に、青色以外の色で発

光する前記画素セル各々を全て前記消灯モードに設定することを特徴とする請求項

記載の情報コードの表示方法。

4 前記点灯モードに設定された前記青色画素セルの総数に応じて前記主画像信号に

おける青色成分を低減させることを特徴とする請求項3記載の情報コードの表示方法

5 主画像信号に基づく画像と共に情報コードをディスプレイ上に表示する表示装置で

あって、

単位表示期間毎に 個 ( は2以上の整数)のサブフィールド各々において前記デ



ィスプレイの各画素セルを点灯モード及び消灯モードの内の一方に設定するアドレス

手段と、

前記 個のサブフィールド各々において前記点灯モードに設定されている前記画

素セルのみを前記サブフィールドに割り当てられている発光期間に亘り発光させるサ

スティン手段と、を備え、

前記アドレス手段は、前記 個のサブフィールドの内の のサブフィールドでは前記

情報コードに応じて前記画素セル各々を前記点灯モード及び前記消灯モードの内

の一方に設定し、前記 個のサブフィールドの内の前記 のサブフィールドを除くサ

ブフィールド各々では前記主画像信号に応じて前記画素セル各々を前記点灯モー

ド及び前記消灯モードの内の一方に設定することを特徴とする表示装置。

6 前記 個のサブフィールド各々に割り当てられている前記発光期間の内で前記 の

サブフィールドに割り当てられている前記発光期間が最小であることを特徴とする請

求項5記載の表示装置。

7 前記アドレス手段は、前記 のサブフィールドでは前記画素セル各々の内で青色で

発光する青色画素セルのみを対象として当該画素セルを前記情報コードに応じて前

記点灯モード及び前記消灯モードの内の一方に設定すると共に、青色以外の色で

発光する前記画素セル各々を全て前記消灯モードに設定することを特徴とする請求

項5記載の表示装置。

8 前記点灯モードに設定された前記青色画素セルの総数を積算する青色積算手段と

、前記総数に応じて前記主画像信号における青色成分を低減させる色補正手段と、

を更に備えたことを特徴とする請求項7記載の表示装置。

9 前記 のサブフィールドの直前にはブランキング期間が設けられていることを特徴と

する請求項6記載の表示装置。
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