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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パソコンに代表される画像信号装置と、前記画像信号装置と任意のネットワーク網で接続
されたプロジェクタとから構成されるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用した
プレゼンテーションシステムにおいて、
前記画像信号装置は、
任意のアプリケーションソフトにより画像データを生成する画像生成手段と、前記画像生
成手段により生成された画像データを、液晶パネルに代表される表示素子上に表示する表
示手段Ａと、前記表示手段Ａ上に表示された一部の画像データのみを抽出する際に、その
画像データの領域を指定するための領域指定枠を発生する領域指定枠発生手段と、前記領
域指定枠内に複数の検出位置が均等に配置され、前記検出位置各々の上に表示されている
アプリケーションウィンドウを検出するウィンドウ検出手段と、前記領域指定枠内におい
て最も領域を占有しているアプリケーションウィンドウを選択し、選択された前記アプリ
ケーションウィンドウ領域のサイズに、前記領域指定枠のサイズを合わせる指定枠サイズ
決定手段と、前記領域指定枠発生手段および指定枠サイズ決定手段により指定された画像
データのみを取得する画像取得手段と、前記画像取得手段により取得された画像データを
、前記ネットワーク網を介して前記プロジェクタに転送する通信手段Ａと、前記画像生成
手段及び前記領域指定枠発生手段及び前記通信手段Ａを各々制御する、マイクロプロセッ
サに代表される制御手段Ａとを有し、
前記プロジェクタは、
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前記画像信号装置から転送された前記画像データを受信する通信手段Ｐと、前記通信手段
Ｐにより受信した前記画像データを、任意のフォーマットに展開する画像展開手段と、前
記画像展開手段により展開された前記画像データを格納する記憶素子と、前記記憶素子に
格納された画像データを前記画像展開手段を介して入力とし、任意の表示素子を通じてス
クリーンに対し拡大投射する表示手段Ｐと、前記通信手段Ｐ及び前記画像展開手段及び前
記表示手段Ｐを各々制御する制御手段Ｐとから構成され、
前記画像展開手段は、前記領域指定枠により指定された画像データのアスペクト比を維持
した状態で、前記画像データを拡大する機能を有することを特徴とするネットワーク機能
を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステム。
【請求項２】
前記指定枠サイズ決定手段は、前記領域指定枠の一部に設けられることを特徴とする請求
項１記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステ
ム。
【請求項３】
画像信号装置上に表示された画像データの一部のみを拡大し、プロジェクタからスクリー
ンに対し拡大投射するか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて拡大
投射すると判定した場合、前記画像信号装置上に表示された所望の画像データの領域を指
定する領域指定枠を、前記画像信号装置上に表示する領域指定枠表示ステップと、前記領
域指定枠内のアプリケーションウィンドウを検出するウィンドウ検出ステップと、前記領
域指定枠内において最も領域を占有しているアプリケーションウィンドウを選択し、選択
された前記アプリケーションウィンドウ領域のサイズに、前記領域指定枠のサイズを合わ
せる指定枠サイズ決定ステップと、前記領域指定枠表示ステップおよび前記指定枠サイズ
決定ステップにおいて指定された画像データを取得する画像取得ステップと、前記画像取
得ステップにより取得された画像データを前記プロジェクタへ転送する画像転送ステップ
と、前記画像転送ステップにより転送された画像データのアスペクト比を維持した状態で
前記画像データを拡大する画像拡大ステップと、前記画像拡大ステップにより拡大された
画像データを表示する画像表示ステップとを備えたことを特徴とするネットワーク機能を
有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パソコンに代表される画像信号装置を使用してプレゼンテーションを行う際
、画像信号装置から出力されるプレゼンテーションデータを任意のネットワーク網を介し
てプロジェクタに投射させるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼン
テーションシステムおよびプレゼンテーション方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プレゼンテーションを行う際、画像信号装置で作成したプレゼンテーションデー
タをプロジェクタから投射する手法が一般的となっている。また、学校教育市場において
は、画像信号装置上に表示された画像の一部分のみをスクリーンいっぱいに拡大投射した
いという要望が高まっている。
【０００３】
　以下に従来のプレゼンテーションシステムについて説明する。
【０００４】
　従来、プレゼンテーションシステムは、特開２００４－８６２７７号公報（特許文献１
）に記載されたものが知られている。そのプレゼンテーションシステムの動作フローチャ
ートを図８に示す。
【０００５】
　まず、画像信号装置とプロジェクタをＵＳＢケーブルで接続し（ステップＳ１０１）、
プロジェクタは画像信号装置に対し、表示可能な解像度数を通知する（ステップＳ１０２
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）。次に、操作者が領域拡大機能を使用すると画像信号装置上で指定した場合（ステップ
Ｓ１０３）、画像信号装置上に領域指定枠が表示され（ステップＳ１０４）、その領域指
定枠により指定された画像データを画像取得手段により取得する（ステップＳ１０５）。
その後、ステップＳ１０２より通知された情報から算出された拡大率に従って、ステップ
Ｓ１０５により取得した画像データを拡大する（ステップＳ１０６）。この拡大された画
像データを、ＵＳＢケーブルを通じてプロジェクタへ転送する（ステップＳ１０７）。ス
テップＳ１０７で転送された画像データは任意のフォーマットに展開された後（ステップ
Ｓ１０８）、プロジェクタから拡大投射される（ステップＳ１０９）。
【０００６】
　以上の動作を行うことにより、画像信号装置上に表示された所望の画像データのみをプ
ロジェクタ側に転送し表示させることが可能となる。
【特許文献１】特開２００４－８６２７７号公報（段落番号「００７９」）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら上記従来の構成では、領域指定枠により取得された画像データを画像信号
装置側で拡大処理を行うため、画像信号装置からプロジェクタへ転送する画像データ容量
が増大し、転送速度が遅くなるという問題点を有していた。
【０００８】
　また、領域指定枠のアスペクト比は自由に変えられるのに対し、プロジェクタから拡大
投射される画像のアスペクト比はプロジェクタに搭載された表示素子のアスペクト比に依
存し固定であるため、例えば、
　　　　領域指定枠：正方形（アスペクト比１：１）
　　　　プロジェクタの表示解像度：ＸＧＡ（アスペクト比４：３）
の場合、領域指定枠内で表示された真円は、横長の楕円としてプロジェクタから拡大投射
されるという問題点を有していた。
【０００９】
　本発明は上記従来の問題点を解決するもので、画像表示装置上に表示された所望の画像
データのみを高速にプロジェクタから拡大投射可能とした、ネットワーク機能を有するプ
ロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムおよびプレゼンテーション方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の請求項１に記載の発明は、パソコンに代表される画像信号装置と、前記画像信
号装置と任意のネットワーク網で接続されたプロジェクタとから構成されるネットワーク
機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記画像信号装置は、
　任意のアプリケーションソフトにより画像データを生成する画像生成手段と、前記画像
生成手段により生成された画像データを、液晶パネルに代表される表示素子上に表示する
表示手段Ａと、前記表示手段Ａ上に表示された一部の画像データのみを抽出する際に、そ
の画像データの領域を指定するための領域指定枠を発生する領域指定枠発生手段と、前記
領域指定枠内に複数の検出位置が均等に配置され、前記検出位置各々の上に表示されてい
るアプリケーションウィンドウを検出するウィンドウ検出手段と、前記領域指定枠内にお
いて最も領域を占有しているアプリケーションウィンドウを選択し、選択された前記アプ
リケーションウィンドウ領域のサイズに、前記領域指定枠のサイズを合わせる指定枠サイ
ズ決定手段と、前記領域指定枠発生手段および指定枠サイズ決定手段により指定された画
像データのみを取得する画像取得手段と、前記画像取得手段により取得された画像データ
を、前記ネットワーク網を介して前記プロジェクタに転送する通信手段Ａと、前記画像生
成手段及び前記領域指定枠発生手段及び前記通信手段Ａを各々制御する、マイクロプロセ
ッサに代表される制御手段Ａとを有し、
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　前記プロジェクタは、
　前記画像信号装置から転送された前記画像データを受信する通信手段Ｐと、前記通信手
段Ｐにより受信した前記画像データを、任意のフォーマットに展開する画像展開手段と、
前記画像展開手段により展開された前記画像データを格納する記憶素子と、前記記憶素子
に格納された画像データを前記画像展開手段を介して入力とし、任意の表示素子を通じて
スクリーンに対し拡大投射する表示手段Ｐと、前記通信手段Ｐ及び前記画像展開手段及び
前記表示手段Ｐを各々制御する制御手段Ｐとから構成され、
　前記画像展開手段は、前記領域指定枠により指定された画像データのアスペクト比を維
持した状態で前記画像データを拡大する機能を有することを特徴とするネットワーク機能
を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムとしたものであり、
　画像表示装置上に表示された所望の画像データのみを高速にプロジェクタから拡大投射
可能とする作用を有する。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、前記指定枠サイズ決定手段は、前記領域指定枠の一部に設け
られることを特徴とする請求項１記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムとしたものであり、
　操作者が領域指定枠のサイズをアプリケーションウィンドウ領域のサイズにきちんと合
わせる必要が無くなるため、スムーズに所望の画像データのみプロジェクタから拡大投射
可能とする作用を有する。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、画像信号装置上に表示された画像データの一部のみを拡大し
、プロジェクタからスクリーンに対し拡大投射するか否かを判定する判定ステップと、前
記判定ステップにおいて拡大投射すると判定した場合、前記画像信号装置上に表示された
所望の画像データの領域を指定する領域指定枠を、前記画像信号装置上に表示する領域指
定枠表示ステップと、前記領域指定枠内のアプリケーションウィンドウを検出するウィン
ドウ検出ステップと、前記領域指定枠内において最も領域を占有しているアプリケーショ
ンウィンドウを選択し、選択された前記アプリケーションウィンドウ領域のサイズに、前
記領域指定枠のサイズを合わせる指定枠サイズ決定ステップと、前記領域指定枠表示ステ
ップおよび前記指定枠サイズ決定ステップにおいて指定された画像データを取得する画像
取得ステップと、前記画像取得ステップにより取得された画像データを前記プロジェクタ
へ転送する画像転送ステップと、前記画像転送ステップにより転送された画像データのア
スペクト比を維持した状態で前記画像データを拡大する画像拡大ステップと、前記画像拡
大ステップにより拡大された画像データを表示する画像表示ステップとを備えたことを特
徴とするネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション方法とし
たものであり、
　画像表示装置上に表示された所望の画像データのみを高速にプロジェクタから拡大投射
可能とする作用を有する。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように本発明は、画像表示装置上に表示された所望の画像データ領域のみをアス
ペクト比を維持したまま、高速にプロジェクタから拡大投射可能とするという優れた効果
が得られる。
【００１５】
　また、領域指定枠において、所望のアプリケーションウィンドウ領域を自動的に検出す
る機能を有することにより、簡単に操作者が所望の画像データ領域を指定可能とする優れ
た効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図１から図７を用いて説明する。
【００１７】
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　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用
したプレゼンテーションシステムの構成図である。
【００１８】
　図１において、１はパソコンに代表される画像信号装置、２はプロジェクタ、３は、画
像信号装置１とプロジェクタ２をイーサネット（登録商標）等で接続する任意のネットワ
ーク網、４は、プロジェクタ２から拡大投射された画像データを投影するスクリーンであ
る。また、５は、画像信号装置１上に表示される領域指定枠である。
【００１９】
　図２は、画像信号装置１及びプロジェクタ２の内部構成図である。図２において、１４
は、任意のアプリケーションソフトにより画像データを生成する画像生成手段、１１は、
画像生成手段１４により生成された画像データを任意のモニタ上に表示する表示手段Ａ、
１２は、表示手段Ａ１１上に表示された画像データの一部の領域のみを抽出する際に、そ
の領域を指定するための領域指定枠を発生する領域指定枠発生手段、１５は、領域指定枠
発生手段１２により指定された画像データの領域のみを取得する画像取得手段、１６は、
画像取得手段１５により取得された画像データを、任意のネットワーク網３を介してプロ
ジェクタ２に転送する通信手段Ａ、１３は、画像生成手段１４及び領域指定枠発生手段１
２及び通信手段Ａ１６を各々制御するマイクロプロセッサに代表される制御手段Ａ、２２
は、画像信号装置１から転送された画像データを受信する通信手段Ｐ、２４は、通信手段
Ｐ２２において受信された画像データを任意のフォーマットに展開する画像展開手段、２
３は、画像展開手段２４によって展開された画像データを格納する記憶素子、２５は、記
憶素子２３に格納された画像データを、プロジェクタ２に搭載された表示素子（図示せず
）を通じてスクリーン４に対し拡大投射する表示手段Ｐである。また、１７はキーボード
やマウスに代表される入力手段である。
【００２０】
　以上のように構成されたネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテ
ーションシステムについて、その動作を図３を用いて説明する。
【００２１】
　まず、ネットワーク網３上で画像信号装置１とプロジェクタ２を接続する（ステップＳ
１）。この接続方法としては、例えばネットワーク網３としてイーサネット（登録商標）
を使用している場合、画像信号装置１とプロジェクタ２に同一グループの固定ＩＰアドレ
スを事前に与える方法がある。その一例を以下に示す。
【００２２】
　　　　画像信号装置１側の設定
　　　　　ＩＰ：１９２．１６８．１６．１
　　　　　サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０
　　　　プロジェクタ２側の設定
　　　　　ＩＰ：１９２．１６８．１６．１００
　　　　　サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０
　また、画像信号装置１或いはプロジェクタ２のいずれかがＤＨＣＰサーバとなり、任意
のネットワーク網３に接続された装置に対してＩＰアドレスを割り振る方法でも接続は可
能となる。更に、ネットワーク網３として無線ネットワークを使用した場合、アドホック
接続により、画像信号装置１とプロジェクタ２を接続可能となる。通常、プロジェクタ２
をスタンバイ電源状態から起動させる際、ランプの点灯動作を行うが、このランプを点灯
する駆動回路は高電圧回路であり、駆動時にノイズがプロジェクタ２内部に伝搬する。即
ち、このランプ点灯動作中はステップＳ１が正常に行えない場合がある。そこで、画像信
号装置１は、プロジェクタ２に搭載されたランプの点灯動作を常時検出し、前記ランプが
点灯された後に、再度ステップＳ１の動作を行う。
【００２３】
　ステップＳ１により画像信号装置１とプロジェクタ２が接続された後、画像信号装置１
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上に表示された画像データの一部のみを、領域拡大機能によりプロジェクタ２へ転送する
か否かの選択メニュー画面を、制御手段Ａ１３から画像信号装置１上に表示する。操作者
は、その選択メニューに従い、入力手段１７を用いて領域拡大機能を使用するか否かを選
択する（ステップＳ２）。
【００２４】
　ステップＳ２において、領域拡大機能を使用すると操作者が選択した場合、制御手段Ａ
１３は、領域指定枠発生手段１２を制御し、画像信号装置１上に領域指定枠５を表示する
（ステップＳ３）。この領域指定枠５は、通常のパソコン上に表示されるアプリケーショ
ンウィンドウ領域と同様に、入力手段１７により領域のサイズや位置を自由に変えること
が可能である。また、領域指定枠５内は透明とし、この領域指定枠５の下にある任意の画
像データの可視化はもちろんのこと、入力手段１７によりボタン操作等も行うことも可能
である。ステップＳ２において領域拡大機能を選択した場合、領域指定枠５により指定さ
れた領域の画像データを画像取得手段１５により取得し（ステップＳ４）、その取得され
た画像データは通信手段Ａ１６から任意のネットワーク網３を介して、プロジェクタ２内
の通信手段Ｐ２２へ転送される（ステップＳ５）。尚、転送される画像データは、領域拡
大機能を選択しているか否かの識別子が含まれ、領域拡大機能を選択している場合は、更
に拡大率の情報が含まれる。拡大率の情報の例としては、ステップＳ３により表示された
領域指定枠５の枠サイズにあたる水平ドット数と垂直ライン数が挙げられる。このような
識別子の情報をプロジェクタ２の制御手段Ｐ２１が判別することにより、ステップＳ５に
おいて転送された画像データをプロジェクタ２で拡大処理を行うか否かを容易に判断可能
となる。ここで、画像データをプロジェクタ２へ転送する前に、画像信号装置１からプロ
ジェクタ２へ領域拡大機能を選択しているか否かの情報のみを通知しておけば、前記画像
データに識別子情報を含まなくても同様な効果を得る。
【００２５】
　ステップＳ５により転送された画像データは、画像展開手段２４により任意のフォーマ
ットに展開され、記憶素子２３に格納される（ステップＳ６）。ネットワーク網３を介し
て画像データを転送する場合、非圧縮画像データではネットワーク網３を通す画像データ
の容量が非常に大きくなり、画像データの転送速度が遅くなるため、一般的にはステップ
Ｓ５においてＪＰＥＧ圧縮などにより画像データの容量を削減する。即ち、ステップＳ５
により圧縮された画像データを、ステップＳ６において伸長する必要が生じる。次に、ス
テップＳ５により転送された領域拡大機能を選択しているか否かの識別子を制御手段Ｐ２
１が判定し（ステップＳ７）、ステップＳ７で領域拡大機能を選択していると判断した場
合、画像信号装置１から送信された情報を元に制御手段Ｐ２１において拡大率を算出する
（ステップＳ８）。
【００２６】
　ここで、ステップＳ８における拡大率の算出方法について説明する。プロジェクタ２に
搭載された表示素子の解像度が、
　　　　水平＝１０２４ドット
　　　　垂直＝７６８ライン
のＸＧＡであったとき、領域指定枠５の枠サイズ、
　　　　水平＝３２０ドット
　　　　垂直＝１２８ライン
とした場合、拡大率は下記のようになる。
【００２７】
　　　　水平＝１０２４／３２０＝３．２倍
　　　　垂直＝７６８／１２０＝６．４倍
　この拡大率を使用してステップＳ５から転送された画像データを拡大した場合、プロジ
ェクタ２に搭載された表示素子の解像度いっぱいまで表示させることは可能となるが、水
平と垂直の拡大率が異なるため、上述の例では縦長の投射画像となるため違和感が生じる
。そこで、水平と垂直の拡大率が異なる場合、拡大率の小さい方（上述の例の場合は水平
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＝３．２倍）を拡大率の大きい方にも適用することにより、アスペクト比を維持した状態
で、プロジェクタ２が最大限投射可能な解像度を得ることが可能となる。
【００２８】
　ステップＳ８により算出された拡大率を元に、記憶素子２３に格納された画像データを
拡大処理する（ステップＳ９）。前述の例のように、プロジェクタ２に搭載された表示素
子のアスペクト比と領域指定枠５のアスペクト比が異なる場合、拡大処理を行った後の画
像データのサイズは、
　　　　水平：３２０×３．２倍＝１０２４ドット
　　　　垂直：１２０×３．２倍＝３８４ライン
となり、プロジェクタ２に搭載された表示素子の解像度数に対し、垂直方向に、
　　　　７６８－３８４＝３８４ライン
の、無効な表示画像データ領域が生じる。この無効となった表示画像データ領域に黒色デ
ータを重畳すると共に、拡大された画像データを、この無効となった表示画像データ領域
の中央に配置することにより、プロジェクタ２から投射する画像の表示品位を上げること
が可能となる。中央に配置する方法としては、例えば、上述の例でいくと、無効となった
画像データ領域が３８４ラインあるため、
　　　　３８４ライン／２＝１９２ライン
より、有効な表示画像データの上下に各々１９２ラインの黒色データを表示することで、
スクリーン４の中央に所望の画像データが投射可能となる（ステップＳ１０）。
【００２９】
　ステップＳ４において領域指定枠５内の画像データを絶えず取得し、ステップＳ５によ
りプロジェクタ２へ取得した画像データを転送する場合、画像取得手段１５及び通信手段
Ａ１６の動作負荷が上がると共に、常にネットワーク網３に大量の画像データを通し続け
ることによりネットワークトラフィックが大きくなるため、結果として、プロジェクタ２
から拡大投射される画像データの表示速度が遅くなるという課題が生じる。このような課
題を解決するため、特開２００３－０５０６９４号公報に知られているように、ステップ
Ｓ４において、変化のあった画像データのみ取得をし、プロジェクタ２へ転送する方法が
提案されている。
【００３０】
　しかしながら、領域指定枠５内の画像データのみをプロジェクタ２に転送する場合、上
述のように変化のあった画像データのみを転送し、そのまま拡大処理を行うと、画像信号
装置１上で静止している画像データが、プロジェクタ２から拡大投射すると静止せずに左
右或いは上下に動いてしまうという課題が生じる。この例を図４を用いて説明する。
【００３１】
　図４において、プロジェクタ２に搭載された表示素子が有する解像度数が、
　　　　水平：１０２４ドット
　　　　垂直：７８６ライン
であり、領域指定枠５の枠サイズが、
　　　　水平：２００ドット
　　　　垂直：１００ライン
とした場合、拡大率は下記に示すように５．１２倍となる。
【００３２】
　　　　水平：１０２４／２００＝５．１２倍
　　　　垂直：　７６８／１００＝７．６８倍
　ここで、差分データ領域Ａ３０が画像信号装置１からプロジェクタ２へ転送された場合
、差分データ領域Ａ３０の原点座標
　　　　（Ｘ０，Ｙ０）＝（１０，５０）
は、
　　　　水平：１０×５．１２＝５１．２ドット
　　　　垂直：５０×５．１２＝２５６ライン
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となり、小数点以下を四捨五入することにより、プロジェクタ２から拡大投射される表示
領域において、下記の座標位置に変換される。
【００３３】
　　　　（Ｘ０’，Ｙ０’）＝（５１，２５６）
　これより、差分データ領域Ａ３０に含まれる任意の座標
　　　　（Ｘ，Ｙ）＝（２２，８３）
は、原点座標（Ｘ０，Ｙ０）に対し、
　　　　水平：２２－１０＝１２ドット
　　　　垂直：８３－５０＝３３ライン
位置がずれているため、
　　　　水平：１２×５．１２＋Ｘ０’＝６１．４４＋５１＝１１２．４４
　　　　垂直：３３×５．１２＋Ｙ０’＝１６８．９＋２５６＝４２４．９
となり、小数点以下を四捨五入することにより、プロジェクタ２から拡大投射される表示
領域において、下記（１）式の座標位置に変換される。
【００３４】
　　　　（Ｘ’，Ｙ’）＝（１１２，４２５）・・・（１）
　次に、差分データ領域Ｂ３１が画像信号装置１からプロジェクタ２へ転送された場合、
　　　　（Ｘ，Ｙ）＝（２２，８３）
は、
　　　　水平：２２×５．１２＝１１２．６
　　　　垂直：８３×５．１２＝４２５
となり、小数点以下を四捨五入することにより、プロジェクタ２から拡大投射される表示
領域において、下記（２）式の座標位置に変換される。
【００３５】
　　　　（Ｘ’，Ｙ’）＝（１１３，４２５）・・・（２）
　即ち、同じ座標位置（Ｘ，Ｙ）＝（２２，８３）の画像データにおいても、差分データ
領域の原点座標位置によって、前述の例に示すように、プロジェクタ２から拡大投射され
る表示領域の座標位置が異なるため、静止しているはずの画像データが、水平或いは垂直
方向に動いて見えるという課題が生じる。そこで、ステップＳ６において、任意の画像フ
ォーマットに伸長された画像データを直ちに拡大せず、記憶素子２３に確保された原画像
データ領域において対応する画像データに上書きをまず行う。その後、ステップＳ９にお
いて、原画像データ領域全体を常に拡大することにより、上述のような課題を容易に解決
可能となる。
【００３６】
　以上のように本実施の形態によれば、領域指定枠５を画像信号装置１上に表示し、操作
者が領域拡大機能を選択した場合において、プロジェクタ２から領域指定枠５により指定
された画像データのみをスクリーン４上に拡大投射を行わせることが可能となり、操作者
が聴講者に対し見せたい画像データのみをプロジェクタ２から投射可能となる。
【００３７】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用
したプレゼンテーションシステムの動作説明図である。尚、前述した実施の形態１と同じ
構成については同一の符号を用い、説明を省略する。
【００３８】
　実施の形態１において、領域指定枠５を画像信号装置１上に表示し、操作者が聴講者に
対して見せたい画像データのみを選択する際に、マウスなどのポインティングデバイスを
使用して領域指定枠５の位置及びサイズを変更する必要があるが、不要な画像データを一
切見せないようにするには、領域指定枠５の位置及びサイズをきっちりと画像信号装置１
上に表示されたアプリケーションウィンドウの位置及びサイズに合わせる必要があり、操
作者に対し、非常に細かい作業を要求することになり、結果として所望の領域のみをプロ
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ジェクタ２から表示させるまでの時間がかかるという課題が生じる。
【００３９】
　このような課題を解決するため、実施の形態２においては、図５に示すように、領域指
定枠５に枠サイズ自動調整ボタン４３を設け、操作者が領域指定枠５を所望のアプリケー
ションウィンドウ上に移動させ、枠サイズ自動調整ボタン４３を押すことにより、自動的
に領域指定枠５の枠サイズを所望のアプリケーションウィンドウのサイズに合わせること
が可能となる。例えば、図５において、画像信号装置１上にアプリケーションウィンドウ
Ａ４１とアプリケーションウィンドウＢ４２が表示されており、操作者がアプリケーショ
ンウィンドウＢ４２に表示されている画像データのみをプロジェクタ２から拡大投射する
場合、操作者はステップＳ３により領域指定枠５を画像信号装置１上に表示し、入力手段
１７により領域指定枠５をアプリケーションウィンドウＢ４２のほぼ上に移動する。そこ
で、枠サイズ自動調整ボタン４３を押すことにより、自動的に領域指定枠５のサイズは、
アプリケーションウィンドウＢ４２のサイズと合致し、操作者は所望の画像データのみを
プロジェクタ２から拡大投射可能となる。
【００４０】
　ここで、図６を用いて枠サイズ自動調整ボタン４３の動作説明を行う。まず、領域指定
枠５を図中の破線に示したように９分割し、その交点座標の４点と中心座標の１点を合わ
せた５点を決定する。この５点を検出位置とし、各々の検出位置上に表示されているアプ
リケーションウィンドウを検出し、多数決で最も多いアプリケーションウィンドウを選択
する。このような動作を行うウィンドウ検出手段により選択されたアプリケーションウィ
ンドウの位置及びサイズ情報は制御手段Ａ１３が把握しているため、その情報を元に領域
指定枠発生手段１２を制御することにより、選択されたアプリケーションウィンドウに領
域指定枠５のサイズ及び位置を合致させる指定枠サイズ決定手段により容易に可能となる
。
【００４１】
　なお、図６において、アプリケーションウィンドウを選択するための検出位置を５点と
したが、中心の１点のみ或いは９分割した各ブロックの中心位置を合計した９点などの方
法でも同様な効果を得る。
【００４２】
　また、図５において、アプリケーションウィンドウの全体サイズに領域指定枠５のサイ
ズを合致させる例を示したが、アプリケーションウィンドウには、図７に示すように複数
のペイン領域を有するものがあり、これらのアプリケーションウィンドウに対しては、ア
プリケーションウィンドウの全体サイズに領域指定枠５のサイズを合致させず、前記検出
位置が最も多く含まれるペイン領域のサイズに領域指定枠５のサイズを合致させても良い
。例えば、マイクロソフト社製のメディアプレーヤにおいて、ペイン領域として、動画像
表示領域やメニュー画面表示領域或いはタイトル一覧表示領域などが存在しており、操作
者が動画像データのみを聴講者に見せたいという要望についても、図７に示すようにペイ
ン領域に領域指定枠５のサイズを合わせることにより、容易に実現可能となる。
【００４３】
　以上のように本実施の形態によれば、領域指定枠５に枠サイズ自動調整ボタン４３を設
けることにより、操作者は所望のアプリケーションウィンドウのサイズに合致した領域指
定枠５のサイズを得ることが可能となり、聴講者に対して所望の画像データのみを迅速に
プロジェクタ２から拡大投射可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明にかかるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション
システムは、パソコンなどの画像信号装置上に表示された所望の画像データのみを迅速に
プロジェクタから拡大投射可能とする効果を有し、今後、普及が進むと期待されているネ
ットワーク機能を有したプロジェクタ或いはプラズマディスプレイや液晶ディスプレイを
使用したプレゼンテーションシステムとして有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムの構成図
【図２】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの内部構成図
【図３】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの動作説明図
【図４】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの動作説明図
【図５】本発明の実施の形態２におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムの動作説明図
【図６】同実施の形態２におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用した枠サ
イズ自動調整ボタンの動作説明図
【図７】本発明の実施の形態２におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムの動作説明図
【図８】従来のプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムの構成図
【符号の説明】
【００４６】
　１　画像信号装置
　２　プロジェクタ
　３　任意のネットワーク網
　４　スクリーン
　５　領域指定枠
　１１、２５　表示手段
　１２　領域指定枠発生手段
　１３、２１　制御手段
　１４　画像生成手段
　１５　画像取得手段
　１６、２２　通信手段
　１７　入力手段
　２３　記憶素子
　２４　画像展開手段
　３０、３１　差分データ領域
　４１、４２、４４　アプリケーションウィンドウ
　４３　枠サイズ自動調整ボタン
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