
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型メモリに記憶された情報を用いて処理を実行することのできる投写型表示装置で
あって、
　前記携帯型メモリに記憶された情報を読み出すメモリ制御装置と、
　前記携帯型メモリから読み出された前記投写型表示装置における一連の処理手順を示す
処理プログラ 令に従って、前記携帯型メモリ内に記憶された複数の画像デ
ータの少なくとも１つを用いて、表示すべき画像を表す表示画像データを準備す

と、
　前記表示画像データに応じた画像光を形成するための電気光学装置と、
　前記画像光を投写することにより画像を表示する光学系と、
を備えることを特徴とする投写型表示装置。
【請求項２】
　請求項 記載の投写型表示装置であって

記携帯型メモリに記憶された情報に基
づき音声を再生す 投写型表示装置。
【請求項３】
　請求項 記載の投写型表示装置であって、
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ムに含まれる命
ると共に

、前記処理プログラムに含まれる命令に従って、電力供給回路の制御を含む前記投写型表
示装置の制御を行う処理実行部

１ 、
　前記処理実行部は、
　前記処理プログラムに含まれる命令に従って、前

る、

１または２



　前 は
部から供給される外部供給画像データ

と、前記携帯型メモリから読み出される画像データと のうちの一方 択し、選択され
た画像データを用いて前記表示画像データを準備する、投写型表示装置。
【請求項４】
　請求項１ないし 記載の投写型表示装置であって、さらに、
　少なくとも１つの装飾画像データを記憶する装飾画像メモリを備え、
　前 は

記携帯型メモリから読み出される画像
データまたは前記外部供給画像データと、前記装飾画像データと 成することによっ
て、前記表示画像データを準備する、投写型表示装置。
【請求項５】
　請求項１ないし のいずれかに記載の投写型表示装置であって、
　前 は、さらに、
　前記処理プログラムを編集する処理プログラム編集部を備え、
　前記メモリ制御装置は、前記処理プログラム編集部を用いて編集された処理プログラム
を前記携帯型メモリに書き込む機能を有する、投写型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、画像を投写して表示する投写型表示装置の技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
投写型表示装置は、パーソナルコンピュータから供給された画像を投写スクリーン上に拡
大して表示できることから、プレゼンテーションに用いられることが多い。プレゼンテー
ションでは、例えば、複数のプレゼンテーションシート（「スライド」とも呼ばれる）が
、順次、切り替えられて（ページ送り）表示される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の投写型表示装置を用いたプレゼンテーションでは、プレゼンテーションシートの切
り替えは、ユーザが行っていた。すなわち、プレゼンテーションシートの切り替えは、ユ
ーザが、コンピュータにおいてキー入力したりすることによって行っていた。このように
、従来の投写型表示装置は、コンピュータを接続しなければ、用いることができなかった
。
【０００４】
この発明は、従来技術における上述の課題を解決するためになされたものであり、コンピ
ュータを接続しない状態でも、投写型表示装置によって画像を投写表示することのできる
技術を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
上述の課題の少なくとも一部を解決するため、本発明の投写型表示装置は、携帯型メモリ
に記憶された情報を用いて処理を実行することのできる投写型表示装置であって、
前記携帯型メモリに記憶された情報を読み出すメモリ制御装置と、
前記携帯型メモリから読み出された前記投写型表示装置における一連の処理手順を示す処
理プログラムの命令に従って、前記携帯型メモリ内に記憶された複数の画像データの少な
くとも１つを用いて、表示すべき画像を表す表示画像データを準備する画像処理部と、
前記表示画像データに応じた画像光を形成するための電気光学装置と、
前記画像光を投写することにより画像を表示する光学系と、
を備えることを特徴とする。
【０００６】
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記処理実行部 、
　前記処理プログラムに含まれる命令に従って、外

、 を選

３のいずれかに

記処理実行部 、
　前記処理プログラムに含まれる命令に従って、前

、を合

４
記処理実行部



この投写型表示装置は、メモリに記憶された処理プログラムの命令に従って、メモリに記
憶された画像データを用いて画像を表示することができる。したがって、コンピュータを
接続しない状態でも、投写型表示装置における一連の処理を自動的に実行して、画像を投
写表示することが可能となる。
【０００７】
上記投写型表示装置において、
前記画像処理部は、
前記処理プログラムの命令に従って、前記投写型表示装置の制御を行うことが好ましい。
【０００８】
こうすれば、処理プログラムに従って、投写型表示装置の種々の制御を実行することがで
きる。例えば、ハードウェア回路のスリープ状態やスタンバイ状態などを制御することが
可能となる。
【０００９】
また、上記投写型表示装置において、
前記投写型表示装置の制御は、電力供給回路の制御を含むようにしてもよい。
【００１０】
この装置では、電源供給回路を制御することによって、投写型表示装置のスリープ状態や
スタンバイ状態などを制御することが可能となる。
【００１１】
上記投写型表示装置において、
前記携帯型メモリに記憶された情報に基づき音声を再生するように構成してもよい。
【００１２】
こうすれば、携帯型メモリに記憶された音声データにより、人の会話あるいは効果音を再
生することができる。
【００１３】
上記投写型表示装置において、
前記画像処理部は、
外部から供給される外部供給画像データと、前記携帯型メモリから読み出される画像デー
タとのうちの一方を、前記処理プログラムに含まれる選択命令に従って選択し、選択され
た画像データを用いて前記表示画像データを準備するようにしてもよい。
【００１４】
この装置においては、メモリ内に記憶された画像データのみでなく、外部の画像供給装置
等から供給される外部供給画像データを用いることができる。このような場合にも、処理
プログラムの命令に従って画像データを選択して表示することが可能である。
【００１５】
さらに、上記投写型表示装置において、
少なくとも１つの装飾画像データを記憶する装飾画像メモリを備え、
前記画像処理部は、
前記携帯型メモリから読み出される画像データまたは前記外部供給画像データと、前記装
飾画像データとを、前記処理プログラムに含まれる合成命令に従って合成することによっ
て、前記表示画像データを準備するようにしてもよい。
【００１６】
こうすれば、携帯型メモリから読み出される画像データや外部供給画像データによって表
される画像に装飾効果を施すことが可能となる。
【００１７】
上記投写型表示装置において、
前記画像処理部は、さらに、
前記処理プログラムを編集する処理プログラム編集部を備え、
前記メモリ制御装置は、前記処理プログラム編集部を用いて編集された処理プログラムを
前記携帯型メモリに書き込む機能を有するようにしてもよい。
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【００１８】
こうすれば、投写型表示装置においてメモリ内の処理プログラムを編集することができる
ので、処理プログラムを手直ししたい場合に便利である。
【００１９】
【発明の他の態様】
この発明は、以下のような他の態様も含んでいる。第１の態様は、携帯型メモリに記憶さ
れた情報を用いて処理を実行することのできる、電気光学装置を備えた投写型表示装置に
おける画像の表示方法であって、
前記携帯型メモリに記憶された情報を読み出す工程と、
前記携帯型メモリから読み出された前記投写型表示装置における一連の処理手順を示す処
理プログラムの命令に従って、前記携帯型メモリ内に記憶された複数の画像データの少な
くとも１つを用いて、表示すべき画像を表す表示画像データを準備する工程と、
前記表示画像データに応じて、前記電気光学装置に画像光を形成させる工程と、
前記画像光を投写することにより画像を表示する工程と、
を備えることを特徴とする表示方法である。
【００２０】
この方法も用いる場合にも、上記の装置と同様の作用・効果を有し、コンピュータを接続
しない状態でも、投写型表示装置における一連の処理を自動的に実行して、画像を投写表
示することが可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
Ａ．第１実施例：
次に、本発明の実施の形態を実施例に基づき説明する。図１は、本発明の第１実施例とし
ての投写型表示装置を示す説明図である。この投写型表示装置１は、パーソナルコンピュ
ータやビデオレコーダなどの画像供給装置を接続するための接続端子２と、メモリカード
４２を装着するためのメモリスロット３とを備えている。メモリカード４２には、投写型
表示装置１における一連の処理手順を記録した処理プログラムが含まれている。投写型表
示装置１は、メモリカード４２が装着されると、メモリカード４２に記録された処理プロ
グラムを読み出し、処理プログラムに従って処理を実行して、スクリーン１０４に画像を
投写して表示する。
【００２２】
なお、処理プログラム等を記録する記録媒体としては、図１に示すメモリカード４２に限
られず、フレキシブルディスクや、光磁気ディスクなどのような書き換え可能な種々の携
帯型記録媒体を利用できる。
【００２３】
図２は、第１実施例における投写型表示装置の全体構成を示すブロック図である。本実施
例における投写型表示装置は、画像処理回路１０と、液晶パネル駆動回路１４と、液晶パ
ネル１６と、ＣＰＵ２０と、フレームメモリ２２と、リモコン制御部３０と、メモリ制御
装置４０と、スピーカ５０と、ランプ１０１を含む照明光学系１００と、投写光学系１０
２とを備えている。画像処理回路１０と、ＣＰＵ２０と、リモコン制御部３０と、メモリ
制御装置４０とは、バス２０ａによって互いに接続されている。また、液晶パネル駆動回
路１４もバス２０ａに接続されているが、図２ではその接続を省略している。液晶パネル
１６は、照明光学系１００によってほぼ均一に照明されており、液晶パネル１６に形成さ
れた画像光は、投写光学系１０２によってスクリーン１０４上に投写される。なお、図２
においては、光学系１００，１０２は簡略化されている。
【００２４】
本実施例の画像処理回路１０と、液晶パネル駆動回路１４と、ＣＰＵ２０と、フレームメ
モリ２２と、リモコン制御部３０とが、本発明における画像処理部に相当する。また、液
晶パネル１６が、本発明における電気光学装置に相当する。
【００２５】
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画像処理回路１０は、ＣＰＵ２０からの指令に従って、スクリーン１０４に表示すべき画
像データを準備する機能を有している。図３は、画像処理回路１０の内部構成の概略を示
す説明図である。画像処理回路１０は、映像信号変換回路２００と、セレクタ２１０と、
書込・読出制御部２２０と、メニュー画面表示制御部２３０とを備えている。
【００２６】
図１の接続端子２に画像供給装置が接続されている場合には、映像信号変換回路２００に
は、接続端子２を介して、アナログ画像信号ＡＶ１が供給される。映像信号変換回路２０
０は、入力されたアナログ画像信号ＡＶ１をＡＤ変換して、ＡＤ変換された画像データＥ
Ｄ（以下、「外部画像データ」とも呼ぶ）を出力する。なお、アナログ画像信号ＡＶ１と
しては、例えば、パーソナルコンピュータから出力されたコンピュータ画面を表すＲＧＢ
信号や、ビデオレコーダやテレビから出力された動画を表すコンポジット画像信号などの
画像信号が供給される。
【００２７】
セレクタ２１０には、映像信号変換回路２００から出力された外部画像データＥＤと、メ
モリカード４２（図２）からバス２０ａを介して供給される画像データＭＤ（以下、「メ
モリ画像データ」とも呼ぶ）とが供給される。なお、メモリカード４２に記録されたメモ
リ画像データＭＤは、ＣＰＵ２０の指令により、メモリ制御装置４０によって読み出され
る。セレクタ２１０は、ＣＰＵ２０からバス２０ａを介して入力されるセレクト信号ＳＥ
Ｌに従って、外部画像データＥＤとメモリ画像データＭＤとのいずれか一方を選択して、
デジタル画像データＳＤ１として出力する。ただし、接続端子２に画像供給装置が接続さ
れておらず、かつ、メモリ制御装置４０に、メモリカード４２が接続されているときには
、自動的にメモリ画像データＭＤが選択される。
【００２８】
書込・読出制御部２２０は、セレクタ２１０から出力されたデジタル画像データＳＤ１を
、フレームメモリ２２に書き込んだり、フレームメモリ２２に書き込まれた画像データを
読み出したりする機能を有している。なお、書込・読出制御部２２０における画像データ
の書込処理および読出処理は、書込・読出制御部２２０内部で生成される制御信号に基づ
いて行われる。フレームメモリ２２から読み出された画像データは、デジタル画像データ
ＤＶ１として出力される。
【００２９】
メニュー画面表示制御部２３０は、メニュー画面を表すメニュー画面表示データＭＮＤを
出力する機能を有している。メニュー画面表示制御部２３０には、書込・読出制御部２２
０から出力されたデジタル画像データＤＶ１が入力されており、入力されたデジタル画像
データＤＶ１とメニュー画面表示データＭＮＤとのいずれか一方を出力する。メニュー画
面表示データＭＮＤによって表されるメニュー画面を用いることにより、投写型表示装置
における画像の表示条件（画質等）等の種々の設定を行うことが可能である。また、本実
施例においては、メニュー画面を用いることにより、メモリカード４２内の処理プログラ
ムを編集することが可能である（後述する）。なお、メニュー画面表示制御部２３０は、
バス２０ａを介してＣＰＵ２０によって制御されている。このメニュー画面表示制御部２
３０とＣＰＵ２０とが、本発明における処理プログラム編集部に相当する。
【００３０】
図２の液晶パネル駆動回路１４は、画像処理回路１０から供給されたデジタル画像データ
ＤＶ１またはメニュー画面表示データＭＮＤに応じて、液晶パネル１６を駆動するのに適
した駆動信号ＤＳを出力する。液晶パネル１６は、入力された駆動信号ＤＳに基づいて、
各画素を駆動し、照明光学系１００から射出された照明光を画素毎に変調する。これによ
り、液晶パネル１６を透過した光は、パネル面に画像光を形成する。液晶パネル１６によ
って形成された画像光は、投写光学系１０２によりスクリーン１０４に向けて投写され、
スクリーン１０４上に画像が表示される。
【００３１】
なお、本実施例の投写型表示装置においては、ユーザからの指令、例えば、上記のメニュ
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ー画面の表示等は、主としてリモコン３２を用いて行われる。リモコン制御部３０（図２
）は、リモコン３２からの指令を受け取り、ＣＰＵ２０に指令を伝える。なお、リモコン
３２に代えて、あるいは、リモコン３２とともに、投写型表示装置本体にボタン等の他の
入力装置を設けるようにしてもよい。
【００３２】
図４は、図２のメモリカード４２に記録されている各種データを示す説明図である。なお
、メモリカード４２内の各種データは、予め、パーソナルコンピュータを用いて準備され
たものである。図４のメモリカード４２には、投写型表示装置における処理手順を示す処
理プログラムＰＲ１の他に、画像データ（ Picture1,Picture2,Picture3,…）や、音声デ
ータ（ Wave1,Wave2,Wave3,…）、定型画像データ（ Pattern1,Pattern2,Pattern3,…）な
どの種々のデータＤＤが含まれている。画像データ（ Picture1,Picture2,Picture3,…）
としては、例えば、プレゼンテーションシートなどの画像を表すデータが記憶されている
。また、定型画像データとしては、例えば、全面黒の「べた」画像や、会社のロゴマーク
の画像などを表すデータが記憶されている。音声データ（ Wave1,Wave2,Wave3,…）として
は、プレゼンテーションの内容説明等を録音したものが記憶されている。また、上記のよ
うなデータＤＤ以外のデータ、例えば、動画データを記憶するようにしてもよい。なお、
メモリカード４２内に記憶された種々のデータＤＤのうち、画像データ（ Picture1,Pictu
re2,Picture3,…）や、定型画像データ（ Pattern1,Pattern2,Pattern3,…）などの画像を
表すデータが、前述のメモリ画像データＭＤに相当する。
【００３３】
図５は、図４に示す処理プログラムＰＲ１の内容を示す説明図である。本実施例における
処理プログラムＰＲ１としては、図５に示すようなテキスト形式のスクリプトファイルが
用いられている。なお、図５の右方に示された符号「Ｌ１」等は、行番号を示す便宜上の
符号であり、実際のスクリプトファイルには含まれていない。行番号Ｌ１の「 Begin」お
よび行番号Ｌ１５の「 End」は、それぞれ処理プログラムＰＲ１の開始と終了を意味して
おり、実際には、行番号Ｌ１の「 Begin」と行番号Ｌ１５の「 End」とで囲まれた行番号Ｌ
２～Ｌ１４についての処理が実行される。
【００３４】
図６は、図５に示す処理プログラムＰＲ１を用いた場合の投写型表示装置の処理手順を示
すフローチャートである。ただし、ステップＳ１０１，Ｓ１０２の処理は、処理プログラ
ムＰＲ１に従って実行される処理ではない。なお、図６に示す処理手順は、ステップＳ１
０１の処理前に、投写型表示装置の少なくとも一部がスリープ状態となっている場合につ
いて示しており、このとき、画像はスクリーン１０４上に表示されない。
【００３５】
ユーザがメモリ制御装置４０（図２）にメモリカード４２を装着すると、ステップＳ１０
１において、メモリ制御装置４０にメモリカード４２が装着されたことが検出される。メ
モリカード４２の検出は、例えば、メモリ制御装置４０内部に図示しないメカニカルスイ
ッチを設けておき、メモリカード４２の装着によりスイッチが「ＯＮ」状態となるように
して行えばよい。あるいは、メモリ制御装置４０内部にセンサを設けておき、メモリカー
ド４２が装着されたか否かを判断するようにすればよい。ステップＳ１０１においてメモ
リカード４２が検出されると、ステップＳ１０２に進む。
【００３６】
ステップＳ１０２では、ＣＰＵ２０（図２）が、メモリカード４２に記憶された処理プロ
グラムＰＲ１（図５）を図示しないＲＡＭに転送し、処理プログラムＰＲ１の実行を開始
する。この説明からも分かるように、少なくともメモリ制御装置４０内に備えられたメモ
リカード検出機能はスリープ状態となっていない。本実施例においては、画像処理回路１
０と液晶パネル駆動回路１４と液晶パネル１６とランプ１０１とがスリープ状態となって
いる。
【００３７】
なお、本明細書において、「スリープ状態」とは、ハードウェア回路が通常の動作状態と
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なっていない状態を意味する。本実施例においては、上記の画像処理回路１０と液晶パネ
ル駆動回路１４と液晶パネル１６とのスリープ状態は、クロック信号等の制御信号を調整
することによって、具体的には、クロック信号を止めることによって実現されている。ま
た、ランプ１０１のスリープ状態は電力供給を中止することによって実現されている。な
お、ハードウェア回路によっては、クロック信号の周波数を低下させることによってスリ
ープ状態になるものもある。他には、光源であるランプ１０１に供給する電力を制御して
表示される画像の輝度を小さくしたり、あるいは、投写型表示装置に備え付けられた冷却
ファンの制御をすることも可能である。
【００３８】
ステップＳ１０３では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ２の処理が実行される
。行番号Ｌ２の「 Power ON」コマンドは、投写型表示装置全体をスタンバイ状態とするた
めのコマンドである。具体的には、上記のスリープ状態となっていた各部に制御信号や電
源などを供給することにより、通常の動作状態であるスタンバイ状態とする。投写型表示
装置がスタンバイ状態となると、スクリーン１０４上に画像を表示することが可能となる
。
【００３９】
ステップＳ１０４では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ３の処理が実行される
。行番号Ｌ３の「 Set Source」コマンドは、画像処理回路１０（図３）が、フレームメモ
リ２２に書き込む画像データのソースを設定するためのコマンドである。すなわち、図３
において説明したように、画像処理回路１０に入力されるアナログ画像信号ＡＶ１に基づ
く外部画像データＥＤと、メモリカード４２から読み出されたメモリ画像データＭＤとの
いずれか一方を入力ソースとして設定する。行番号Ｌ３では、「 Set Source」コマンドに
続きメモリカード４２を意味する「 CARD」が指定されているため、メモリカード４２に記
憶されたメモリ画像データＭＤが入力ソースとして、設定される。
【００４０】
ステップＳ１０５では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ４の処理が実行される
。行番号Ｌ４の「 Display」コマンドは、ステップＳ１０４で設定された入力ソースであ
るメモリカード４２（図４）内のメモリ画像データを表示するためのコマンドである。行
番号Ｌ４では、「 Display」コマンドに続き「 Picture1」が指定されているため、メモリ
カード４２（図４）内のメモリ画像データ「 Picture1」が表示される。具体的には、ＣＰ
Ｕ２０によってメモリカード４２（図４）内から「 Picture1」が読み出され、画像処理回
路１０によってフレームメモリ２２内にメモリ画像データ「 Picture1」が書き込まれる。
このとき、画像処理回路１０はデジタル画像データＤＶ１としてメモリ画像データ「 Pict
ure1」を出力するので、スクリーン１０４上にはメモリ画像データ「 Picture1」によって
表される画像が表示されることとなる。
【００４１】
また、ステップＳ１０５では、処理プログラムＰＲ１の行番号Ｌ５の処理が実行される。
行番号Ｌ５の「 Wait」コマンドは、その前の処理（図５においては行番号Ｌ４の処理）が
実行された状態を維持するためのコマンドである。本実施例では、その前の処理の維持は
、「 msec」単位で指定されている。ステップＳ１０５では、行番号Ｌ４の処理によって実
行されたメモリ画像データ「 Picture1」の表示を、行番号Ｌ５で指定された「 10000msec
」間維持する。このように、「 Wait」コマンドを用いることにより、画像を表示する時間
を設定することができるので、プレゼンテーションシートを所定の時間で自動送りするこ
とが可能となる。
【００４２】
ステップＳ１０６では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ６の処理が実行される
。行番号Ｌ６の「 Play」コマンドは、ステップＳ１０４（行番号Ｌ３）で設定された入力
ソースであるメモリカード４２（図４）内の音声データを再生するためのコマンドである
。行番号Ｌ６では、「 Play」コマンドに続き「 Wave2」が指定されているため、メモリカ
ード４２（図４）内の音声データ「 Wave2」が再生される。具体的には、ＣＰＵによって
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メモリカード４２（図４）内から音声データ「 Wave2」が読み出され、スピーカ５０（図
２）によって音声データ「 Wave2」が再生される。
【００４３】
次に、ステップＳ１０７では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ７の処理が実行
される。行番号Ｌ７では、「 Display」コマンドに続いて「 Picture3」が指定されている
ため、ステップＳ１０５（行番号Ｌ４）と同様に、スクリーン１０４上には、メモリカー
ド４２（図４）内のメモリ画像データ「 Picture3」が表示される。
【００４４】
ステップＳ１０８では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ８の処理が実行される
。行番号Ｌ８の「 Pause」コマンドは、ユーザからの入力があるまで、その前の処理（図
５においては行番号Ｌ７の処理）が実行された状態を維持するためのコマンドである。こ
のとき、ＣＰＵ２０は、処理プログラムＰＲ１の処理を一時停止する。この一時停止状態
は、ユーザがリモコン３２（図２）を用いて、何らかの入力を行うことによって解除され
、解除されるとステップＳ１０９に進む。
【００４５】
ステップＳ１０９では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ９の処理が実行される
。行番号Ｌ９では、「 Set Source」コマンドに続きアナログ画像信号ＡＶ１に基づく外部
画像データＥＤを意味する「 VIDEO」が指定されている。このとき、ＣＰＵ２０は、画像
処理回路１０に供給される外部画像データＥＤを入力ソースとして設定する。すなわち、
ステップ１０４（行番号Ｌ３）において設定された入力ソース（「 CARD」）を「 VIDEO」
に変更する。このとき、画像処理回路１０はフレームメモリ２２に外部画像データＥＤを
書き込むので、スクリーン１０４上には外部画像データＥＤによって表される画像が表示
されることとなる。なお、外部画像データとしては、例えば、ビデオカメラ等によって撮
像された商品サンプル等を表示させることができる。
【００４６】
ステップＳ１１０では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ１０の処理が実行され
る。行番号Ｌ１０では、「 Pause」コマンドが記されているので、ステップＳ１０８（行
番号Ｌ８）と同様に、処理プログラムＰＲ１の処理は一時停止される。リモコン３２等か
らの入力があると、一時停止状態は解除され、ステップＳ１１１に進む。
【００４７】
ステップＳ１１１では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ１１の処理が実行され
る。行番号Ｌ１１では、「 Set Source」コマンドに続きメモリカード４２を意味する「 CA
RD」が指定されているので、画像処理回路１０は、再度、メモリカード４２から供給され
るメモリ画像データＭＤを入力ソースとして選択する。
【００４８】
ステップＳ１１２では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ１２の処理が実行され
る。行番号Ｌ１２では、「 Display」コマンドに続き「 Picture2」が指定されている。こ
のとき、上記のステップＳ１０５（行番号Ｌ４）と同様にして、スクリーン１０４上には
メモリ画像データ「 Picture2」によって表される画像が表示される。
【００４９】
また、ステップＳ１１２では、処理プログラムＰＲ１の行番号Ｌ１３の処理が実行される
。行番号Ｌ１３では、「 Wait」コマンドに続き「 10000msec」が指定されている。このと
き、上記のステップＳ１０５（行番号Ｌ５）と同様にして、スクリーン１０４上にはメモ
リ画像データ「 Picture2」によって表される画像が 10000msec間表示されることとなる。
【００５０】
ステップＳ１１３では、処理プログラムＰＲ１（図５）の行番号Ｌ１４の処理が実行され
る。行番号Ｌ１４の「 Power OFF」コマンドは、投写型表示装置の少なくとも一部をスリ
ープ状態とするための処理である。本実施例では、前述したように、画像処理回路１０と
液晶パネル駆動回路１４と液晶パネル１６とランプ１０１との機能がスリープ状態となる
。スリープ状態となったとき、画像はスクリーン１０４上に表示されない。
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【００５１】
上記のようにして、図５に示す処理プログラムの内容が実行される。なお、図５において
用いられているコマンド（「 Power ON」，「 Power OFF」， [Set Source」，「 Display」
，「 Play」，「 Pause」，「 Wait」）以外の、他のコマンドを用いるようにしてもよい。
例えば、上記の行番号Ｌ２～Ｌ１４のうちの全部あるいは一部の処理を繰り返し行う「 Re
peat」コマンドを用いるようにしてもよい。また、処理プログラムの実行を中断する「 St
op」コマンドや、処理プログラムの実行を再開する「 Restart」コマンドなどを準備して
もよい。
【００５２】
また、図６の処理では、ステップＳ１０１の処理前に、投写型表示装置の少なくとも一部
がスリープ状態となっている場合について説明したが、投写型表示装置全体がスタンバイ
状態である場合にも、図５と同じ処理プログラムＰＲ１を用いることができる。すなわち
、投写型表示装置がスタンバイ状態である場合には、処理プログラムＰＲ１の行番号Ｌ２
（ステップＳ１０３）の処理は不要であるため、行番号２の処理を無視するようにすれば
よい。
【００５３】
上記のように、本実施例の投写型表示装置は、処理プログラムに記述された命令に従って
、ハードウェア回路の動作の制御を行う。本明細書において、ハードウェア回路の動作の
制御には、ハードウェア回路に供給するクロック信号等の制御信号を調整することによる
制御を含む。したがって、ハードウェア回路をスリープ状態やスタンバイ状態とするため
の制御信号を調整することによる制御のみでなく、入力ソースの切り替え等を行うための
制御信号を調整することによる制御も含まれる。さらに、ハードウェア回路の動作の制御
には、ハードウェア回路をスリープ状態やスタンバイ状態とするような電力供給回路の制
御も含まれる。このように、処理プログラムの命令に従ってハードウェア回路の動作の制
御を行うことにより、自動的に投写型表示装置を動作させたり、停止させたりすることが
できるという利点がある。なお、本実施例においては、前述のように、電力供給の制御と
制御信号を調整することによる制御とを用いて、投写型表示装置内のハードウェア回路の
スリープ状態あるいはスタンバイ状態を実現させているが、電力供給回路の制御のみ、あ
るいは、制御信号を調整することによる制御のみによってスリープ状態やスタンバイ状態
を実現させてもよい。
【００５４】
図７は、処理プログラムを編集するためのメニュー画面を示す説明図である。図７に示す
処理プログラム編集画面ＰＥＭは、図３に示すメニュー画面表示制御部２３０から出力さ
れたメニュー画面表示データＭＮＤに従ってスクリーン１０４上に表示された画像である
。
【００５５】
処理プログラム編集画面ＰＥＭには、処理プログラムの内容を表示するスクリプト表示領
域ＳＷ１が含まれている。図７のスクリプト表示領域ＳＷ１内には、図５と同じ処理プロ
グラムＰＲ１が表示されている。
【００５６】
また、処理プログラム編集画面ＰＥＭには、投写型表示装置において表示可能な種々の画
像Ｐａ，Ｐｂ，Ｐｃ…がプレビュー表示される。本実施例においては、図３に示すセレク
タ２１０に入力される画像データが、表示可能な画像データである。したがって、処理プ
ログラム編集画面ＰＥＭには、メモリ画像データＭＤと外部画像データＥＤとによって表
される画像がプレビュー表示される。メモリ画像データＭＤとしては、図４に示すメモリ
カード４２内に含まれる画像データ（ Picture1,Picture2,Picture3,…）と、定型画像デ
ータ（ Pattern1,Pattern2,Pattern3,…）とによって表される画像がプレビュー表示され
ている。また、外部画像データＥＤとしては、アナログ画像信号ＡＶ１（「 VIDEO」）に
よって表される画像がプレビュー表示されている。なお、図７に示す各画像Ｐａ，Ｐｂ，
Ｐｃ，…は、メニュー画面表示制御部２３０（図３）とＣＰＵ２０とが協力して各画像デ
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ータを収集することによって表示される。
【００５７】
処理プログラム編集画面ＰＥＭにおいては、画面内に表示される種々の画像Ｐａ，Ｐｂ，
Ｐｃ，…をリモコン３２を用いて指定することにより、スクリプト表示領域ＳＷ１に表示
されている処理プログラムを編集することが可能である。具体的には、ユーザが、まず、
スクリプト表示領域ＳＷ１内に表示された処理プログラムＰＲ１の中の編集したい行をリ
モコン３２を用いて指定する。図７では、行番号Ｌ７（斜線部）が指定された場合が示さ
れている。例えば、行番号Ｌ７において表示される画像（「 Picture3」）を、プレビュー
表示された画像Ｐｄ（画像データ「 Picture4」）に変更する場合には、リモコン３２の図
示しない「変更ボタン」を選択した後に、プレビュー表示された画像Ｐｄをリモコン３２
で指定する。これにより、行番号Ｌ７の画像データ「 Picture3」が画像データ「 Picture4
」に変更される。同様にして、処理プログラムＰＲ１内の表示すべき画像データを追加し
たり、削除したりすることも可能である。このように、リモコン３２の操作のみで、容易
に処理プログラムを編集することが可能である。また、処理プログラム編集画面ＰＥＭに
は、表示可能な画像がプレビュー表示されているため、視覚的に確認しながら処理プログ
ラムを編集できるという利点がある。
【００５８】
このように編集された処理プログラムは、メモリ制御装置４０によってメモリカード４２
に書き込むことができ、編集後の処理プログラムに従って処理を実行することが可能であ
る。
【００５９】
以上、説明したように、本発明の投写型表示装置は、メモリカード４２に記憶された処理
プログラムの命令に従って、メモリカード４２に記憶されたメモリ画像データ等を用いて
画像を表示することができる。したがって、コンピュータを接続しない状態で投写型表示
装置における一連の処理を自動的に実行し、画像を投写表示することが可能となる。
【００６０】
Ｂ．第２実施例：
図８は、第２実施例における投写型表示装置の全体構成を示すブロック図である。本実施
例の装置では、図２に示す装置に、画像重畳回路１２と、装飾画像メモリ２４と、装飾画
像展開メモリ２６とが追加されている。なお、追加された画像重畳回路１２と装飾画像メ
モリ２４と装飾画像展開メモリ２６以外の各部の機能は、図２の各部の機能とほぼ同じで
あるため、詳細な説明は省略する。なお、本実施例における画像処理回路１０と、液晶パ
ネル駆動回路１４と、ＣＰＵ２０と、フレームメモリ２２と、リモコン制御部３０と、画
像重畳回路１２と、装飾画像メモリ２４と、装飾画像展開メモリ２６とが、本発明におけ
る画像処理部に相当する。
【００６１】
装飾画像メモリ２４は、画像処理回路１０から出力されたデジタル画像データＤＶ１に重
畳するための装飾画像データを格納するメモリである。ここで、装飾画像データとは、デ
ジタル画像データＤＶ１によって表される画像を装飾するために用いられる画像データで
あり、例えば、マーカ画像や指差し画像、リング形状の画像等の種々の画像データが用い
られる。本実施例においては、これらの装飾画像データは、圧縮されて装飾画像メモリ２
４に格納されている。また、装飾画像メモリ２４内の装飾画像データは、ビットマップ形
式で展開され、装飾画像展開データＳＰとして装飾画像展開メモリ２６に格納される。装
飾画像展開データＳＰは、画像重畳回路１２に供給され、デジタル画像データＤＶ１との
重畳処理に用いられる。装飾画像データの展開処理および画像重畳回路１２への供給処理
は、ＣＰＵ２０によって実行される。
【００６２】
なお、本実施例においては、装飾画像メモリ２４に格納された装飾画像データは、装飾画
像展開メモリ２６内に展開されているが、装飾画像メモリ２４内に展開されるようにして
もよい。この場合には、装飾画像展開メモリ２６は省略できる。また、装飾画像メモリ２

10

20

30

40

50

(10) JP 3644295 B2 2005.4.27



４に格納された装飾画像データは、圧縮されていなくてもよい。ただし、圧縮する場合に
は、装飾画像メモリ２４に要するデータ容量を小さくできるという利点がある。
【００６３】
画像重畳回路１２には、画像処理回路１０から供給されるデジタル画像データＤＶ１と、
装飾画像展開メモリ２６から供給される装飾画像展開データＳＰとが入力されている。画
像重畳回路１２は、デジタル画像データＤＶ１に、装飾画像展開データＳＰを重畳する機
能を有している。画像重畳回路１２は、内部に図示しないセレクタを備えており、セレク
タの切替動作によって重畳処理が実行される。なお、このセレクタの切替動作は、バス２
０ａを介してＣＰＵ２０から供給される切替信号に従って行われる。具体的には、デジタ
ル画像データＤＶ１によって表される画像内の所定の位置において、セレクタの切替動作
を行うことにより、装飾画像展開データＳＰによって表される画像を重畳する。これによ
り、装飾画像展開データＳＰが重畳された重畳画像データＳＤＶ１を得ることができる。
【００６４】
図９は、装飾画像の重畳処理を実行する処理プログラムＰＲ２の一例を示す説明図である
。この処理プログラムＰＲ２では、図５に示す処理プログラムＰＲ１の行番号Ｌ９（ Set 
Source "VIDEO"）に代えて、行番号Ｌ９～Ｌ１１の処理が記述されている。処理プログラ
ムＰＲ２の行番号Ｌ９～Ｌ１１の処理は、画像重畳回路１２に供給されたデジタル画像デ
ータＤＶ１に装飾画像展開データＳＰを重畳させて表示するための処理である。
【００６５】
処理プログラムＰＲ２の行番号Ｌ９では、重畳される装飾画像データのソースを設定する
ための「 Superimpose Source」コマンドが記述されている。また、このコマンドに続いて
、装飾画像メモリ２４を意味する「 MEM」が指定されている。すなわち、装飾画像メモリ
２４が装飾画像の入力ソースとして設定されている。行番号Ｌ１０では、装飾画像の重畳
位置（範囲）を決定する「 Coordinete」コマンドが記述されている。また、このコマンド
に続いて記述されている座標値「 400,160,600,200」により装飾画像の重畳位置が設定さ
れている。なお、本実施例の座標値は、液晶パネルの表示領域を「８００×６００」とし
た場合の値であり、座標値「 400,160,600,200」によって、重畳範囲の始点である第１の
座標値（４００，１６０）と終点である第２の座標値（６００，２００）とが指定される
。次の行番号Ｌ１０において、「 Display」コマンドに続き装飾画像データを指定するデ
ータ名「 Dec1」が記述されている。これにより、行番号Ｌ１０で指定された重畳位置に、
装飾画像データ「 Dec1」が重畳されてスクリーン１０４上に重畳画像が表示されることと
なる。なお、行番号Ｌ１１までの処理が終了したとき、画像重畳回路１２から出力された
重畳画像データＳＤＶ１によって表される画像は、行番号Ｌ７の画像データ「 Picture3」
によって表される画像に、装飾画像データ「 Dec1」によって表される画像が重畳された重
畳画像である。
【００６６】
図１０は、図９に示す処理プログラムＰＲ２の行番号Ｌ１１の処理が実行された後に、画
像重畳回路１２（図８）から出力された重畳画像データＳＤＶ１によって表される画像を
示す説明図である。図９に示す処理プログラムＰＲ２の行番号Ｌ１１が実行されたときに
は、上記のように、行番号Ｌ７の画像データ「 Picture3」によって表される画像に、装飾
画像データ「 Dec1」によって表される画像が重畳された重畳画像が表示される。したがっ
て、図１０に示す「Ａ　Ｂ　Ｃ　・・・」の文書画像が画像データ「 Picture3」によって
表される画像であり、マーカ画像（図中、斜線部）が装飾画像データ「 Dec1」によって表
される画像である。図１０に示すように、装飾画像は、図９の処理プログラムで指定され
た位置に重畳されている。すなわち、行番号Ｌ１０で指定された第１の座標値（４００，
１６０）と第２の座標値（６００，２００）とで決定される範囲に装飾画像が重畳されて
いる。
【００６７】
図１１は、画像重畳回路１２（図８）から出力された重畳画像データＳＤＶ１によって表
される他の画像を示す説明図である。図１１においては、棒グラフの画像が画像重畳回路
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１２に入力されたデジタル画像データＤＶ１によって表される画像に相当し、指差し図形
の画像が装飾画像メモリ２４から供給された装飾画像データによって表される画像に相当
する。なお、図中、斜線が付されている指差し図形の周辺部では、デジタル画像データＤ
Ｖ１によって表される画像が表示されている。すなわち、装飾画像としては、図１０に示
すような矩形の画像に限らず任意の形状のものを表示することができる。これは、斜線部
を含む矩形の装飾画像展開データＳＰの斜線部の画素データとして、所定の画素情報を与
えておくことによって実現できる。例えば、斜線部の特定の画素情報として、通常用いら
れないような画素データ（例えば、全ビット「０」）や、フラグなどを与えておき、その
ような画素情報を有する画素については重畳しないようにすればよい。これにより、任意
の形状を有する装飾画像を重畳することが可能となる。
【００６８】
上記のように、画像処理回路１０から出力されたデジタル画像データＤＶ１によって表さ
れる画像に、装飾効果画像を重畳できるようにすれば、プレゼンテーションシート等を効
果的に装飾して表示することが可能となる。
【００６９】
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も
可能である。
【００７０】
（１）上記実施例においては、図１に示すように、投写型表示装置１がメモリスロット３
を１つのみ備える場合について説明したが、メモリスロットは複数備えるようにしてもよ
い。こうすれば、複数のメモリを用いることができるので、投写型表示装置において多数
の画像データを投写表示することが可能となる。この場合には、例えば、いずれか１つの
メモリにのみ処理プログラムを記録しておき、他のメモリを入力ソースとして設定するこ
とにより、他のメモリに記憶されたメモリ画像データ等を用いることができる。
【００７１】
また、上記実施例においては、投写型表示装置の外部から供給される画像データとしては
、アナログ画像信号ＡＶ１に基づく外部画像データＥＤのみであるが、その他の画像デー
タを供給できるようにしてもよい。
【００７２】
（２）上記第１および第２実施例においては、画像処理回路１０は、アナログ画像信号Ａ
Ｖ１に基づく外部画像データＥＤと、メモリカード４２から供給されたメモリ画像データ
ＭＤとの、いずれか一方を選択してフレームメモリ２２に書き込むようにしているが、フ
レームメモリ２２に書き込む画像データとしては、双方が合成された画像データを用いる
ようにしてもよい。この場合には、図９の行番号Ｌ９～Ｌ１１に示すように、「 Superimp
ose」コマンドを用いて重畳処理を行うようにすればよい。なお、この場合には、画像処
理回路１０において重畳処理が実行されることとなる。
【００７３】
また、上記第２実施例においては、重畳画像データＳＤＶ１は、画像重畳回路１２（図８
）内の図示しないセレクタによって生成されているが、セレクタに代えて、乗算器と加算
器とを用いるようにしてもよい。すなわち、乗算器を介したデジタル画像データＤＶ１と
、乗算器を介した装飾画像展開データＳＰとを、加算器で合成するようにすればよい。こ
のとき、２つの乗算器の係数のうち一方を「１」、他方を「０」とすることによって、セ
レクタと同様の重畳処理を行うことができる。また、２つの乗算器の係数を、例えば、双
方「１／２」とすることによって、装飾画像展開データＳＰによって表される画像が、デ
ジタル画像データＤＶ１によって表される画像上に、半透明で重畳されたような重畳画像
を得ることができる。
【００７４】
（３）上記実施例では、例えば、図５に示す処理プログラムＰＲ１の行番号Ｌ２において
、スタンバイ状態とする際にランプ１０１（図２）も点灯させているが、ランプ１０１は
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所定の期間の経過後に点灯するようにしてもよい。こうすれば、ランプ１０１が点灯した
ときに、液晶パネル１６に表示すべき画像データがまだ供給されていないという状況を回
避することができる。あるいは、ランプ１０１が点灯した直後には、全面黒のべた画像を
初期画面として強制的表示させるようにしてもよい。
【００７５】
（４）上記実施例においては、投写型表示装置の電気光学装置として液晶パネル１６を用
いているが、これに限られない。すなわち、電気光学装置としては、液晶パネルに限られ
ず、マイクロミラー型光変調装置やＣＲＴなどを用いることができる。なお、マイクロミ
ラー型光変調装置としては、例えば、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス）（ＴＩ
社の商標）を用いることができる。
【００７６】
（５）上記実施例において、ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフトウ
ェアに置き換えるようにしてもよく、逆に、ソフトウェアによって実現されていた構成の
一部をハードウェアに置き換えるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例としての投写型表示装置を示す説明図である。
【図２】第１実施例における投写型表示装置の全体構成を示すブロック図である。
【図３】画像処理回路１０の内部構成の概略を示す説明図である。
【図４】図２のメモリカード４２に記録されている各種データを示す説明図である。
【図５】図４に示す処理プログラムＰＲ１の内容を示す説明図である。
【図６】図５に示す処理プログラムＰＲ１を用いた場合の投写型表示装置の処理手順を示
すフローチャートである。
【図７】処理プログラムを編集するためのメニュー画面を示す説明図である。
【図８】第２実施例における投写型表示装置の全体構成を示すブロック図である。
【図９】装飾画像の重畳処理を実行する処理プログラムＰＲ２の一例を示す説明図である
。
【図１０】図９に示す処理プログラムＰＲ２の行番号Ｌ１１の処理が実行された後に、画
像重畳回路１２（図８）から出力された重畳画像データＳＤＶ１によって表される画像を
示す説明図である。
【図１１】画像重畳回路１２（図８）から出力された重畳画像データＳＤＶ１によって表
される他の画像を示す説明図である。
【符号の説明】
１…投写型表示装置
２…接続端子
３…メモリスロット
１０…画像処理回路
１２…画像重畳回路
１４…液晶パネル駆動回路
１６…液晶パネル
２０…ＣＰＵ
２０ａ…バス
２２…フレームメモリ
２４…装飾画像メモリ
２６…装飾画像展開メモリ
３０…リモコン制御部
３２…リモコン
４０…メモリ制御装置
４２…メモリカード
５０…スピーカ
１００，１０２…光学系
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１００…照明光学系
１０１…ランプ
１０２…投写光学系
１０４…スクリーン
２００…映像信号変換回路
２１０…セレクタ
２２０…書込・読出制御部
２３０…メニュー画面表示制御部
ＰＥＭ…処理プログラム編集画面
ＳＷ１…スクリプト表示領域 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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