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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体光源素子で構成された光源を備え、前記光源から射出された光を、外部から入力さ
れる画像信号に応じて変調して投写するプロジェクタであって、
　前記画像信号の入力の有無を検知する入力信号検知部と、
　入力された前記画像信号の表示モードを判定するモード判定部と、
　前記入力信号検知部が前記画像信号の入力が途絶えたことを検知した場合には、前記光
源の輝度を低下させ、前記光源の輝度が低下した状態で、前記入力信号検知部が前記画像
信号の入力を検知した場合には、前記モード判定部が前記画像信号の表示モードの判定を
確定させた後で、前記光源を当初の輝度で点灯させる光源駆動部と、
を有することを特徴とするプロジェクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクタであって、前記光源駆動部は、前記入力信号検知部が前
記画像信号の入力が途絶えたことを検知してからの経過時間に応じて、前記光源の輝度を
段階的に低下させることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のプロジェクタであって、前記光源駆動部は、前記入力信号検知
部が前記画像信号の入力が途絶えたことを検知してから所定時間が経過した後に、前記光
源を消灯させることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項４】
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　請求項１～３のいずれか一項に記載のプロジェクタであって、前記光源駆動部は、前記
光源に供給する電力をパルス幅変調することによって、前記光源の輝度を低下させること
を特徴とするプロジェクタ。
【請求項５】
　固体光源素子で構成された光源を備え、前記光源から射出された光を、外部から入力さ
れる画像信号に応じて変調して投写するプロジェクタの制御方法であって、
　前記画像信号の入力が途絶えたか否かを検知する第１の工程と、
　前記第１の工程で、前記画像信号の入力が途絶えたことが検知された場合に、前記光源
の輝度を低下させる第２の工程と、
　前記第２の工程の後に、前記画像信号の入力を検知する第３の工程と、
　前記第３の工程で検知された前記画像信号の表示モードを判定する第４の工程と、
　前記第４の工程における前記表示モードの判定が確定した後で、前記光源を当初の輝度
で点灯させる第５の工程と、
を有することを特徴とするプロジェクタの制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部から入力される画像信号に応じた画像を投写するプロジェクタ及びその
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光源から射出された光を、入力された画像信号に応じて変調し、スクリーン等に画像を
投写するプロジェクタにおいて、画像信号の入力の有無に応じて、光源の点灯状態を制御
するプロジェクタが提案されている（例えば、特許文献１、２）。特許文献１及び特許文
献２に記載のプロジェクタは、画像信号の入力がないとき、即ち、投写すべき画像がない
ときに光源を消灯させたり、光源の発光輝度を低下させたりすることにより、無駄な電力
消費を抑制することを目的としている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１３３８８０号公報
【特許文献２】特開２００３－５１４７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、特許文献１及び特許文献２に記載のプロジェクタには、光源として超高
圧水銀ランプやメタルハライドランプ等の放電型光源ランプが用いられている。放電型光
源ランプは、点灯を開始してから十分な明るさで安定した点灯状態となるまでに、例えば
数十秒程度の時間を要するうえ、ランプを一旦消灯した後の再点灯は、ランプの温度をあ
る程度降下させた後でなければランプの寿命を低下させてしまうことから、ランプ消灯後
数十秒～数分の間、空冷ファン等によりランプの冷却を行う必要がある。また、一時的に
低下させたランプの輝度を本来の輝度に復帰させる場合にも、輝度や発光色が安定するま
でには、相応の時間を要してしまう。
【０００５】
　このため、特許文献１及び特許文献２で提案されているプロジェクタでは、一旦画像信
号が途絶えてランプが消灯（輝度低下）となると、その後画像信号が再入力されてもすぐ
に安定した点灯状態とすることができず、使用時の利便性が損なわれてしまう。一方、画
像信号の再入力を考慮して、画像信号が途絶えた後もしばらくの間ランプを消灯（輝度低
下）しないようにすれば、電力消費の抑制が制限されてしまうという問題を有している。
【０００６】
　本発明は上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、利便性を損なうことなく
電力消費を抑制可能なプロジェクタ及びその制御方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のプロジェクタは、固体光源素子で構成された光源を備え、前記光源から射出さ
れた光を、外部から入力される画像信号に応じて変調して投写するプロジェクタであって
、前記画像信号の入力の有無を検知する入力信号検知部と、前記入力信号検知部が、前記
画像信号の入力が途絶えたことを検知してからの経過時間に応じて、前記光源の輝度を段
階的に低下させる光源駆動部とを有することを特徴とする。
【０００８】
　このプロジェクタによれば、画像信号の入力が途絶えたときに光源の輝度を低下させる
ため、無駄な電力消費を抑制することが可能となる。さらに、点消灯や輝度変更を短時間
に繰り返し行っても光源に対する負担が小さく安定した発光が可能な固体光源素子を用い
ているため、光源の輝度を低下させた直後でも本来の輝度に復帰させることが可能となり
、使用時の利便性が向上する。さらに、光源の輝度を急激に低下させると、ユーザに故障
と誤解されてしまうなど、ユーザを困惑させてしまう恐れがあるが、このプロジェクタに
よれば、光源の輝度を段階的に低下させるため、上記のような事態を抑制することが可能
となる。
【００１１】
　このプロジェクタにおいて、前記光源駆動部は、前記入力信号検知部が前記画像信号の
入力が途絶えたことを検知してから所定時間が経過した後に、前記光源を消灯させること
が望ましい。
【００１２】
　このプロジェクタによれば、画像信号の入力が途絶えて光源の輝度を低下させてから所
定時間が経過した後に光源を消灯させるため、無駄な電力消費を一層抑制することが可能
となる。なお、前述したように、光源として固体光源素子を用いているため、光源を消灯
させた直後でも再点灯させることが可能であり、使用時の利便性が損なわれることはない
。
【００１３】
　このプロジェクタにおいて、前記光源駆動部は、前記光源に供給する電力をパルス幅変
調することによって、前記光源の輝度を低下させることが望ましい。
【００１４】
　このプロジェクタによれば、光源への供給電力をパルス幅変調することによって輝度を
低下させているため、供給する電流値や電圧値を調整して輝度を低下させる場合に比べて
、制御が容易になるとともに、電流値や電圧値の変化に伴う発光色の変化を抑制すること
が可能となる。
【００１５】
　このプロジェクタにおいて、前記光源駆動部は、前記光源が消灯した状態、或いは前記
光源の輝度が低下した状態で、前記入力信号検知部が前記画像信号の入力を検知したとき
に、前記光源を当初の輝度で点灯させることが望ましい。
【００１６】
　このプロジェクタによれば、画像信号の入力に伴って光源が点灯（輝度復帰）するため
、光源を点灯（輝度復帰）させるためのユーザの操作が不要となる。
【００１７】
　本発明のプロジェクタの制御方法は、固体光源素子で構成された光源を備え、前記光源
から射出された光を、外部から入力される画像信号に応じて変調して投写するプロジェク
タの制御方法であって、前記画像信号の入力が途絶えたか否かを検知する第１の工程と、
前記第１の工程で、前記画像信号の入力が途絶えたことが検知された場合に、前記光源の
輝度を低下させる第２の工程とを有することを特徴とする。
【００１８】
　このプロジェクタの制御方法によれば、画像信号の入力が途絶えたときに光源の輝度を
低下させるため、無駄な電力消費を抑制することが可能となる。さらに、点消灯や輝度変
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更を短時間に繰り返し行っても光源に対する負担が小さく安定した発光が可能な固体光源
素子を用いているため、光源の輝度を低下させた直後でも本来の輝度に復帰させることが
可能となり、使用時の利便性が向上する。
【００１９】
　このプロジェクタの制御方法において、前記第２の工程の後に、前記画像信号の入力を
検知する第３の工程と、前記第３の工程で、前記画像信号の入力が検知された場合に、前
記光源を当初の輝度で点灯させる第４の工程とを備えることが望ましい。
【００２０】
　このプロジェクタの制御方法によれば、画像信号の入力に伴って光源が点灯（輝度復帰
）するため、光源を点灯（輝度復帰）させるためのユーザの操作が不要となる。
【００２１】
　また、上述したプロジェクタ及びその制御方法が、プロジェクタに備えられたコンピュ
ータを用いて構築されている場合には、本発明は、その機能を実現するためのプログラム
、或いは当該プログラムを前記コンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体等の態様
で構成することも可能である。記録媒体としては、フレキシブルディスクやＣＤ－ＲＯＭ
、光磁気ディスク、ＩＣカード、ＲＯＭカートリッジ、パンチカード、バーコード等の符
号が印刷された印刷物、プロジェクタの内部記憶装置（ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリ）、及
び外部記憶装置等、前記コンピュータが読み取り可能な種々の媒体を利用することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態に係るプロジェクタについて、図面を参照して説明する。本実
施形態のプロジェクタは、固体光源素子で構成された光源から射出された光を、外部から
入力された画像信号に応じて変調することにより、画像信号に応じた画像の投写を行うも
のである。
【００２３】
　図１は、本実施形態に係るプロジェクタの概略構成を示すブロック図である。
　図１に示すように、プロジェクタ１には、画像の投写を行う画像投写部１０が備えられ
ている。画像投写部１０は、光源としてのＬＥＤ光源１１と、光変調装置としての液晶ラ
イトバルブ１２と、投写光学系としての投写レンズ１３とを備えている。
【００２４】
　ＬＥＤ光源１１は、マトリクス状に配列された複数のＬＥＤ（Light Emitting Diode：
発光ダイオード）１１ａを有している。ＬＥＤ等の固体光源素子は、メタルハライドラン
プ等の放電型光源ランプに比べて、電源を含めて小型化が可能であるうえ、瞬時点灯・瞬
時消灯が可能であること、点消灯や輝度変更を短時間に繰り返しても光源に対する負担が
小さく安定した発光が可能であること、色再現性が広く長寿命であること等、プロジェク
タ用の光源素子として多くの利点を備えている。
【００２５】
　液晶ライトバルブ１２には、図示しない複数の画素が形成されており、ＬＥＤ光源１１
から射出した光を、画像信号に基づいて画素毎に変調することにより、画像信号に応じた
画像光を形成する。液晶ライトバルブ１２で形成された画像光は、投写レンズ１３によっ
て、スクリーンＳＣ等に向けて拡大投写される。
【００２６】
　図２は、画像投写部１０の構成をより詳細に説明するための説明図である。
　図２に示すように、本実施形態のＬＥＤ光源１１は、波長域の異なる３色（赤、緑、青
）の色光Ｒ，Ｇ，Ｂをそれぞれ発する３つのＬＥＤ光源１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂからなっ
ている。各ＬＥＤ光源１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂから射出した色光Ｒ，Ｇ，Ｂは、ミラー１
４によって反射された後、それぞれ３つの液晶ライトバルブ１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂを照
明する。各色光Ｒ，Ｇ，Ｂは、液晶ライトバルブ１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂによって色光毎
に変調された後、クロスダイクロイックプリズム１５によって合成されて、カラーの画像
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光となる。この画像光が投写レンズ１３によって投写され、スクリーンＳＣに画像が表示
される。
【００２７】
　なお、それぞれ波長域の異なる３色（赤、緑、青）の色光Ｒ，Ｇ，Ｂを発する３つのＬ
ＥＤ光源１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂを用いる代わりに、白色光を発するＬＥＤ光源と、白色
光を波長域の異なる３色（赤、緑、青）の色光Ｒ，Ｇ，Ｂに分離可能な色光分離部とを備
え、ＬＥＤ光源から発した光を、色光分離部によって分離した後に、３つの液晶ライトバ
ルブ１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂに入射するようにしてもよい。
【００２８】
　図１に戻って、プロジェクタ１には、ＣＰＵ等からなる主制御部２０が備えられており
、主制御部２０には、主記憶部２１、操作部２２、検波回路２３、光源駆動部２４、画像
制御部２５が接続されている。
【００２９】
　主制御部２０は、コンピュータとして機能し、主記憶部２１に記憶されている制御プロ
グラムに従って、プロジェクタ１の動作を統括制御する。また、主制御部２０には、計時
を行うためのタイマ２０ａが備えられている。このタイマ２０ａは、所定時間（本実施形
態では、１分）経過するごとにＣＰＵに対してイベントを発生するようになっており、主
制御部２０は、当該イベントを検知することにより、タイマ２０ａを動作させてからの経
過時間（何分経過したか）を認識することができる。なお、本実施形態では、画像信号の
入力が途絶えてからの経過時間を計測すべく、入力されている画像信号が途絶えたときに
タイマ２０ａを動作させるようになっている。
【００３０】
　主記憶部２１は、フラッシュメモリ等のＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Random
 Access Memory）等によって構成され、前記制御プログラムを記憶するとともに、各種設
定値等の記憶に用いられる。操作部２２には、電源のオン・オフや、画質の調整等、プロ
ジェクタ１に対して各種操作を行うための複数のキー等が備えられており、ユーザが操作
部２２を操作すると、操作部２２は、操作内容に応じた操作信号を主制御部２０に出力す
る。
【００３１】
　検波回路２３は、本発明の入力信号検知部に相当するものであり、パーソナルコンピュ
ータ等、外部の画像供給装置（図示せず）から供給される画像信号の入力の有無を検知し
て、検知結果を主制御部２０に出力する。
【００３２】
　光源駆動部２４は、主制御部２０からの指示に基づいてＬＥＤ光源１１を駆動すること
により、ＬＥＤ光源１１の点灯、消灯、及び輝度変更を行うことができる。
【００３３】
　図３（ａ）～（ｆ）は、光源駆動部２４によるＬＥＤ光源１１の駆動方法を説明するた
めの説明図である。（ａ）は、ＬＥＤ光源１１を所定の輝度（画像信号に応じた画像を投
写する際の輝度）で発光させる場合、（ｂ）～（ｅ）は、ＬＥＤ光源１１の発光輝度を所
定の輝度から低下させる場合、（ｆ）は、ＬＥＤ光源１１を消灯させる場合の駆動電流と
時間との関係を示すグラフである。
　図３（ａ）～（ｆ）に示すように、光源駆動部２４は、所定の輝度でＬＥＤ光源１１を
発光させた状態（図３（ａ）参照）、及びＬＥＤ光源１１を消灯させた状態（図３（ｆ）
参照）に加えて、ＬＥＤ光源１１に供給する駆動電流をＰＷＭ（Pulse Width Modulation
：パルス幅変調）制御することにより、発光輝度を所定の輝度から低下させた状態（図３
（ｂ）～（ｅ）参照）でＬＥＤ光源１１を点灯させることができるようになっている。即
ち、ＬＥＤ光源１１に供給する駆動電流をパルス波とすることで、最大電流値を変化させ
ることなく、そのデューティー比に応じた輝度でＬＥＤ光源１１を発光させることができ
る。
【００３４】
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　図１に戻って、画像制御部２５は、Ａ／Ｄコンバータ２６、画像メモリ２７、ライトバ
ルブ駆動部２８に接続されており、主制御部２０からの指示に基づいて、入力された画像
信号に応じた画像を画像投写部１０を用いて投写するための制御及び処理を行う。
【００３５】
　外部から供給される画像信号には、画像情報を表す信号（以下、ＲＧＢ信号という。）
とともに、当該信号の走査タイミングを規定する各種同期信号（水平同期信号Ｈや垂直同
期信号Ｖ等）が含まれており、このうちＲＧＢ信号はＡ／Ｄコンバータ２６に入力され、
同期信号は画像制御部２５に入力される。
【００３６】
　画像制御部２５には、モード判定部２５ａが備えられており、入力された同期信号等に
基づいて、解像度や走査周波数等が異なる複数の表示モードの中から、当該画像信号の表
示モードを特定することができる。画像制御部２５は、モード判定部２５ａで特定した表
示モードに基づいて、所定の周波数のクロック信号（サンプリングクロックＣＬＫ）をＡ
／Ｄコンバータ２６に出力する。
【００３７】
　Ａ／Ｄコンバータ２６が、サンプリングクロックＣＬＫに同期してＲＧＢ信号をＡ／Ｄ
変換することにより、ＲＧＢ信号は正確にサンプリングされ、デジタルの画像データとし
て画像制御部２５に出力される。
【００３８】
　サンプリングされた画像データは、画像制御部２５で、解像度を液晶ライトバルブ１２
の解像度（画素数）に合わせる解像度変換や、輝度調整、コントラスト調整、シャープネ
ス調整等の各種画質調整、或いは、メニューやメッセージ等のＯＳＤ（オンスクリーンデ
ィスプレイ）画像を合成する処理が施されて画像メモリ２７に書き込まれる。画像メモリ
２７に格納された画像データは、ライトバルブ駆動部２８に出力される。
【００３９】
　ライトバルブ駆動部２８は、入力された画像データに応じて、液晶ライトバルブ１２を
駆動するための駆動信号を生成する。液晶ライトバルブ１２が、この駆動信号に応じて光
源光を変調することにより、画像データに応じた画像光が投写レンズ１３から投写される
。
【００４０】
　次に、本実施形態のプロジェクタ１の動作について、図面を参照して説明する。
　図４は、プロジェクタ１の起動時（電源投入時）の動作を説明するフローチャートであ
る。
　操作部２２の操作によってプロジェクタ１に電源が投入されると、主制御部２０は、各
種初期化処理を実行した後に、図４に示すフローに従って動作を行う。
【００４１】
　図４に示すように、ステップＳ１０１では、主制御部２０は、検波回路２３から入力さ
れる検知結果に基づいて、画像信号の入力の有無を判断する。主制御部２０は、画像信号
が入力されるまで当該ステップＳ１０１を繰り返し、画像供給装置側での再生開始の操作
等に応じて画像信号が入力されるとステップＳ１０２に移行する。
【００４２】
　画像信号の入力を検波回路２３が検知し、ステップＳ１０２に移行した場合には、主制
御部２０は、画像制御部２５に対して、入力された画像信号の表示モードを判定するよう
指示をする。画像制御部２５は、主制御部２０からの指示を受けると、入力される同期信
号Ｈ，Ｖ等から当該画像信号の表示モードの判定を開始する。その後、表示モードの判定
が完了し、当該画像信号の表示モードが確定すれば、その旨を主制御部２０に通知すると
ともに、Ａ／Ｄコンバータ２６にサンプリングクロックＣＬＫを出力する。これにより、
ＲＧＢ信号のサンプリングが開始する。
【００４３】
　ステップＳ１０３では、主制御部２０は、画像制御部２５からの通知に基づいて、表示
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モードが確定したか否かを判断する。当該ステップＳ１０３を表示モードが確定するまで
繰り返し、表示モードが確定していればステップＳ１０４に移行する。
【００４４】
　表示モードが確定し、ステップＳ１０４に移行すると、主制御部２０は、光源駆動部２
４に対してＬＥＤ光源１１の点灯を指示する。光源駆動部２４が、この指示に基づいてＬ
ＥＤ光源１１に対して駆動電流（図３（ａ）参照）を供給すると、ＬＥＤ光源１１は、所
定の輝度（１００％）で点灯し、スクリーンＳＣに画像信号に応じた画像が投写される。
【００４５】
　図５は、画像信号に応じた画像を投写している際の動作を説明するフローチャートであ
る。
　図５に示すように、プロジェクタ１は、画像信号に応じた画像を投写している間も、画
像信号の入力の有無を検知しており、ステップＳ２０１では、主制御部２０は、検波回路
２３から入力される検知結果に基づいて、画像信号の入力の有無を判断する。この結果、
画像信号の入力が継続している場合にはステップＳ２０８に移行し、画像供給装置側で再
生停止の操作が行われたり、画像信号を伝送するためのケーブルが引き抜かれたりして、
画像信号の入力が途絶えている場合にはステップＳ２０２に移行する。
【００４６】
　画像信号の入力が途絶えていてステップＳ２０２に移行した場合は、主制御部２０は、
画像信号の入力が途絶えたときに動作させるべきタイマ２０ａがすでに動作中であるか否
かを判断する。すでに動作中であればステップＳ２０１に戻り、画像信号の入力が途絶え
た直後であるためタイマ２０ａがまだ動作していない場合にはステップＳ２０３に移行す
る。
【００４７】
　ステップＳ２０３に移行した場合には、主制御部２０は、画像制御部２５に指示をして
、ＲＧＢ信号のサンプリングを停止させるとともに、青色の無地画像を投写させる。なお
、このとき投写させる画像は、無地画像に限られず、予め主記憶部２１に記憶させておい
た任意の画像を投写させるようにしてもよいし、画像信号が入力されていない旨を表すメ
ッセージを投写させるようにしてもよい。
【００４８】
　ステップＳ２０４では、主制御部２０は、ＬＥＤ光源１１の発光輝度を表すカウンタ（
主記憶部２１に保持される変数）に初期値である４を設定する。ここで、主記憶部２１に
は、図６に示すように、カウンタの値と、光源輝度を表す輝度情報とを対応付けた輝度管
理テーブルＴが記憶されており、主制御部２０は、当該輝度管理テーブルＴを参照して、
カウンタの値（４）に対応する輝度情報（４０％）を取得する（ステップＳ２０５）。な
お、カウンタは、タイマ２０ａがイベントを発生する毎、即ち画像信号が途切れてから１
分経過する毎に更新（デクリメント）され、これに応じてＬＥＤ光源１１の輝度が低下す
るようになっており、カウンタが０になるとＬＥＤ光源１１は消灯される。
【００４９】
　ステップＳ２０６では、主制御部２０は、取得した輝度情報（４０％）に基づき、光源
駆動部２４に指示をしてＬＥＤ光源１１の発光輝度を低下させる。光源駆動部２４が、こ
の指示に基づいて、ＬＥＤ光源１１に対して駆動電流（図３（ｂ）参照）を供給すると、
ＬＥＤ光源１１は、当初の輝度（ステップＳ１０４で点灯させた際の輝度）の４０％の輝
度で点灯する。
【００５０】
　ステップＳ２０７では、主制御部２０は、タイマ２０ａを動作させて、画像信号が途絶
えてからの経過時間の計測を開始した後、ステップＳ２０１に戻る。
【００５１】
　一方、ステップＳ２０１において、画像信号の入力が検知され、ステップＳ２０８に移
行した場合には、主制御部２０は、タイマ２０ａが動作中であるか否か、即ち、それまで
画像信号の入力が途絶えていたか否かを判断する。動作中である（画像信号の入力が再開
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した直後である）場合にはステップＳ２０９に移行し、動作していなければステップＳ２
０１に戻る。
【００５２】
　ステップＳ２０９に移行した場合には、主制御部２０は、タイマ２０ａの動作を停止さ
せて計時を終了する。その後、ステップＳ２１０では、主制御部２０は、画像制御部２５
に指示をして、入力された画像信号の表示モードを判定させ、ＲＧＢ信号のサンプリング
を開始させる。ステップＳ２１１では、主制御部２０は、画像制御部２５からの通知に基
づいて、表示モードが確定したか否かを判断する。当該ステップＳ２１１を表示モードが
確定するまで繰り返し、表示モードが確定すればステップＳ２１２に移行する。
【００５３】
　ステップＳ２１２では、主制御部２０は、光源駆動部２４に指示をして、ＬＥＤ光源１
１の発光輝度を当初の輝度（１００％）に復帰させ、ステップＳ２０１に戻る。これによ
り、新たに入力された画像信号に基づいた画像が投写される。
【００５４】
　ここで、前述したように、タイマ２０ａはその動作中、１分経過する毎にイベントを発
生するようになっており、主制御部２０は、当該イベントの発生を検知すると、図５に示
した動作フロー（メインフロー）を抜けて、図７に示した動作フローに従って動作するよ
うになっている。
【００５５】
　図７は、イベント発生時の動作を説明するフローチャートである。
　図７に示すように、ステップＳ３０１では、主制御部２０は、カウンタの値が０である
か否か、即ちＬＥＤ光源１１が消灯した状態か否かを判断する。この結果、０以外である
（ＬＥＤ光源が点灯している）場合にはステップＳ３０２に移行し、０である（ＬＥＤ光
源１１が消灯している）場合には、メインフローに復帰する。
【００５６】
　ステップＳ３０２に移行した場合には、主制御部２０は、発光輝度を決定するためのカ
ウンタから１を減じ、ステップＳ３０３では、輝度管理テーブルＴを参照して、新たなカ
ウンタに対応する輝度情報を取得する。さらに、ステップＳ３０４では、主制御部２０は
、輝度管理テーブルＴから取得した輝度情報に基づき、光源駆動部２４に指示をしてＬＥ
Ｄ光源１１の発光輝度を低下させる。その後、当該動作フロー（イベント発生時の動作フ
ロー）を終了して、メインフローに復帰する。
【００５７】
　上記の動作フロー（図５及び図７参照）を要約すると、以下のようになる。
　画像信号が入力され、これに応じた画像を投写している間、タイマ２０ａは動作してい
ないため、主制御部２０は、メインフロー（図５参照）のステップＳ２０１及びステップ
Ｓ２０８を繰り返している。ここで、画像信号の入力が途絶えると、主制御部２０は、投
写画像を無地画像に切り替え（ステップＳ２０３）、ＬＥＤ光源１１の発光輝度を４０％
に低下（ステップＳ２０４～Ｓ２０６）させた後、タイマ２０ａの計時動作を開始する（
ステップＳ２０７）。これ以降、画像信号が途絶え続けている限り、ステップＳ２０１及
びステップＳ２０２を繰り返す。
【００５８】
　画像信号が途絶えてから１分が経過すると、タイマ２０ａがイベントを発生するため、
主制御部２０は、イベント発生時の動作フロー（図７参照）に移行して、ＬＥＤ光源１１
の発光輝度を３０％に低下させ（ステップＳ３０２～Ｓ３０４）、その後、メインフロー
に復帰して、再びステップＳ２０１及びステップＳ２０２を繰り返す。主制御部２０は、
画像信号が途絶えてからさらに１分が経過する毎に、イベント発生時の動作フローに移行
してＬＥＤ光源１１の発光輝度を２０％、１０％と順次低下させ、画像信号が途絶えてか
ら計４分が経過したときには、発光輝度を０％、即ち、ＬＥＤ光源１１への電力供給を停
止させて（図３（ｆ）参照）、ＬＥＤ光源１１を消灯させる。なお、主制御部２０は、Ｌ
ＥＤ光源１１を消灯させた後も、タイマ２０ａを動作させたままメインフローに復帰し、
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ステップＳ２０１及びステップＳ２０２を繰り返す。
【００５９】
　ＬＥＤ光源１１の発光輝度を低下（４０％～１０％）させた状態、或いはＬＥＤ光源１
１を消灯（０％）させた状態で、画像信号の入力が再開されると、主制御部２０は、タイ
マ２０ａの動作を停止させるとともに（ステップＳ２０９）、ＬＥＤ光源１１の発光輝度
を当初の輝度（１００％）に復帰させ（ステップＳ２１２）、画像信号に応じた画像の投
写を再開する。その後、主制御部２０は、画像信号が入力されている限りステップＳ２０
１及びステップＳ２０８を繰り返す。
【００６０】
　図８（ａ）、（ｂ）は、ＬＥＤ光源１１の発光輝度の推移を示すグラフであり、（ａ）
は、ＬＥＤ光源１１が消灯する場合の推移、（ｂ）は、ＬＥＤ光源１１が消灯する前に画
像信号の入力が再開された場合の推移を示している。また、図中の時刻ｔ０は、画像信号
の入力が途絶えた時刻であり、時刻ｔ１～ｔ４は、それぞれ時刻ｔ０から１～４分後の時
刻である。また、時刻ｔａは、画像信号の入力が再開された時刻を示している。
【００６１】
　図８（ａ）に示すように、画像信号の入力が途絶えると、ＬＥＤ光源１１の発光輝度は
当初の４０％に低下する。その後も１分経過する毎に段階的に低下し（４０％→３０％→
２０％→１０％）、画像信号の入力が途絶えてから４分経過後にＬＥＤ光源１１は消灯す
る。また、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、ＬＥＤ光源１１の発光輝度が低下した状態
、或いはＬＥＤ光源１１が消灯した状態で画像信号の入力が再開されると、ＬＥＤ光源１
１の発光輝度は当初の輝度（１００％）に復帰する。
【００６２】
　以上説明したように、本実施形態のプロジェクタ１によれば、以下の効果を得ることが
できる。
　（１）本実施形態のプロジェクタ１によれば、画像信号の入力が途絶えたときにＬＥＤ
光源１１の輝度を低下させるため、無駄な電力消費を抑制することが可能となる。
【００６３】
　（２）本実施形態のプロジェクタ１によれば、点消灯や輝度変更を短時間に繰り返し行
っても光源に対する負担が小さく安定した発光が可能な固体光源素子（ＬＥＤ１１ａ）で
光源を構成しているため、光源の輝度を低下させた直後でも本来の輝度に復帰させること
が可能となり、使用時の利便性が向上する。
【００６４】
　（３）本実施形態のプロジェクタ１によれば、画像信号の入力が途絶えた後に、ＬＥＤ
光源１１の輝度を段階的に低下させているため、輝度を急激に低下させた場合のように、
ユーザに故障と誤解されてしまうなど、ユーザを困惑させてしまう事態を抑制することが
可能となる。
【００６５】
　（４）本実施形態のプロジェクタ１によれば、画像信号の入力が途絶えて所定時間（４
分）が経過した後に、ＬＥＤ光源１１が消灯するようにしているため、無駄な電力消費を
一層抑制することが可能となる。なお、前述したように、光源に固体光源素子（ＬＥＤ１
１ａ）を用いているため、光源を消灯させた直後でも再点灯させることが可能であり、使
用時の利便性が損なわれることはない。
【００６６】
　（５）本実施形態のプロジェクタ１によれば、ＬＥＤ光源への駆動電流をＰＷＭ（パル
ス幅変調）制御することによって輝度を低下させているため、電流値を調整して輝度を低
下させる場合に比べて、制御が容易になるとともに、電流値の変化に伴う発光色の変化を
抑制することが可能となる。
【００６７】
　（６）本実施形態のプロジェクタ１によれば、光源が消灯している状態で画像信号が入
力されると、ＬＥＤ光源１１が点灯するため、光源を点灯させるためのユーザの操作が不
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要となる。また、光源の輝度が低下している状態でも、画像信号の入力に伴って本来の輝
度に復帰するため、輝度復帰させるためのユーザの操作が不要となる。さらに、瞬時点灯
が可能な固体光源素子（ＬＥＤ１１ａ）を光源に用いているため、画像信号の入力後すぐ
に安定した投写が可能となり、使用時の利便性が向上する。
【００６８】
　（７）本実施形態のプロジェクタ１によれば、画像信号が入力された後も、表示モード
が確定するまでＬＥＤ光源１１を消灯させているため、電力消費をさらに抑制することが
可能となる。
【００６９】
　（８）本実施形態のプロジェクタ１によれば、画像信号を伝送するためのケーブルを引
き抜いたり、画像供給装置側で再生停止の操作を行ったりすることによりＬＥＤ光源１１
を消灯させることが可能となるため、設置状態等によりプロジェクタ１に対して電源オフ
等の操作が困難な場合にも、容易に電力消費を抑制することが可能となる。
【００７０】
　（変形例）
　なお、本発明の実施形態は、以下のように変更してもよい。
　前記実施形態では、画像信号の入力が途絶えて所定時間（４分）が経過し、ＬＥＤ光源
１１が消灯した後でも、画像信号の再入力によってＬＥＤ光源１１を再点灯させることが
可能になっているが、上記所定時間が経過した後は、プロジェクタ１の電源をオフ（例え
ば、画像信号の入力を検知しない状態）として、より電力消費を抑制するようにしてもよ
い。
【００７１】
　前記実施形態において、段階的に輝度が低下する際の段階数（前記実施形態では、輝度
０％と１００％を除いて４段階）や、各段階の輝度（４０％～１０％）、各段階の保持期
間（１分）等は、前記に限られず適宜変更可能である。
【００７２】
　前記実施形態では、入力された画像信号の表示モードが確定した後に、ＬＥＤ光源１１
を点灯するようにしているが、表示モードの確定・未確定に拘わらず、画像信号の入力に
応じてＬＥＤ光源１１を点灯するようにしてもよい。
【００７３】
　前記実施形態では、画像信号の入力が途絶えた直後にＬＥＤ光源１１の輝度を低下する
ようにしているが、画像信号の入力が途絶えてから所定の待機時間が経過した後に低下す
るようにしてもよい。
【００７４】
　前記実施形態では、固体光源素子としてＬＥＤ１１ａを用いているが、他の固体光源素
子であるエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）や半導体レーザー（ＬＤ）等を用いてもよい
。
【００７５】
　前記実施形態では、光源にＬＥＤ光源１１を用いているため、ＰＷＭ制御の対象を駆動
電流にしているが、使用する光源によっては、駆動電圧をＰＷＭ制御するようにしてもよ
い。
【００７６】
　前記実施形態では、ＬＥＤ光源１１の輝度を低下させるために、ＰＷＭ制御を行ってい
るが、電流値（使用する光源によっては電圧値）を調整することによって輝度を低下させ
るようにしてもよい。
【００７７】
　前記実施形態では、光変調装置として、透過型の液晶ライトバルブ１２を用いているが
、反射型の液晶ライトバルブ等、反射型の光変調装置を用いることも可能である。また、
入射した光の出射方向を、画素としてのマイクロミラー毎に制御することにより、光源か
ら出射した光を変調する微小ミラーアレイデバイス等を用いることもできる。



(11) JP 5303824 B2 2013.10.2

10

20

【００７８】
　前記実施形態では、入力される画像信号がアナログＲＧＢ信号の場合を例に説明してい
るが、本発明は、コンポジット信号やコンポーネント信号、或いはデジタルＲＧＢ信号等
、他の形式の画像信号にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】プロジェクタの概略構成を示すブロック図。
【図２】画像投写部の構成をより詳細に説明する説明図。
【図３】（ａ）～（ｆ）は、光源駆動部によるＬＥＤ光源の駆動方法を説明するための説
明図。
【図４】プロジェクタの起動時の動作を説明するフローチャート。
【図５】画像信号に応じた画像を投写している際の動作を説明するフローチャート。
【図６】輝度管理テーブルを説明する説明図。
【図７】イベント発生時の動作を説明するフローチャート。
【図８】（ａ）、（ｂ）は、ＬＥＤ光源１１の発光輝度の推移を示すグラフであり、（ａ
）は、ＬＥＤ光源１１が消灯する場合の推移を示すグラフ、（ｂ）は、ＬＥＤ光源１１が
消灯する前に画像信号の入力が再開された場合の推移を示すグラフ。
【符号の説明】
【００８０】
　１…プロジェクタ、１０…画像投写部、１１，１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂ…ＬＥＤ光源、
１１ａ…ＬＥＤ、１２，１２Ｒ，１２Ｇ，１２Ｂ…液晶ライトバルブ、１３…投写レンズ
、１４…ミラー、１５…クロスダイクロイックプリズム、２０…主制御部、２０ａ…タイ
マ、２１…主記憶部、２２…操作部、２３…検波回路、２４…光源駆動部、２５…画像制
御部、２５ａ…モード判定部、２６…Ａ／Ｄコンバータ、２７…画像メモリ、２８…ライ
トバルブ駆動部、Ｔ…輝度管理テーブル。
【図１】 【図２】
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