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(57)【要約】
【課題】　複数のソース機器が接続され得る状況でプロ
ジェクターの作動と連動して適切なソース機器を作動さ
せることが可能なプロジェクター等を提供すること。
【解決手段】　プロジェクター１００が、それぞれが異
なるソース機器から画像情報が入力される複数の接続端
子を有するインターフェイス部１２０と、画像情報に基
づき、画像を投写する投写部１９０と、当該画像情報を
出力しているソース機器を示す識別情報１５２を記憶部
１５０に記憶する記憶制御部１３３と、指示情報が入力
される指示情報入力部１１０と、電源１４０の駆動制御
を行う電源制御部１３５と、指示情報に基づく判定を行
う判定部１３１と、制御情報を生成する制御情報生成部
１３２を含み、インターフェイス部１２０が、プロジェ
クター１００の起動時に駆動開始制御情報を識別情報１
５２で示されるソース機器に出力する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが異なるソース機器から画像情報が入力される複数の接続端子を有するインタ
ーフェイス部と、
　前記画像情報に基づき、画像を投写する投写部と、
　前記画像情報を出力している前記ソース機器を示す識別情報を記憶部に記憶する記憶制
御部と、
　指示情報が入力される指示情報入力部と、
　電源と、
　前記電源の駆動制御を行う電源制御部と、
　前記指示情報に基づく判定を行う判定部と、
　制御情報を生成する制御情報生成部と、
　を含み、
　前記判定部は、前記指示情報が前記電源の駆動開始を指示する情報であるかどうかを判
定し、
　前記電源制御部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動開始を指示する
情報であると判定された場合、前記電源の駆動を開始し、
　前記制御情報生成部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動開始を指示
する情報であると判定された場合、前記識別情報で示される前記ソース機器の駆動開始を
指示する駆動開始制御情報を前記制御情報として生成し、
　前記インターフェイス部は、前記駆動開始制御情報を前記識別情報で示される前記ソー
ス機器に出力する、
　プロジェクター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクターにおいて、
　前記記憶制御部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動停止を指示する
情報であると判定された場合、当該指示の直前に前記画像情報を出力していた前記ソース
機器を示す識別情報を前記記憶部に記憶する、
　プロジェクター。
【請求項３】
　請求項１、２のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記制御情報生成部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動停止を指示
する情報であると判定された場合、前記識別情報で示される前記ソース機器の駆動停止を
指示する駆動停止制御情報を前記制御情報として生成し、
　前記インターフェイス部は、前記駆動停止制御情報を前記識別情報で示される前記ソー
ス機器に出力し、
　前記電源制御部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動停止を指示する
情報であると判定された場合、前記電源の駆動を停止する、
　プロジェクター。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記投写部は、
　ランプと、
　前記ランプの駆動制御を行うランプ駆動制御部と、
　を含み、
　前記インターフェイス部は、前記ランプの駆動制御が開始される前に前記駆動開始制御
情報の出力を開始する、
　プロジェクター。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
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　前記複数の接続端子は、それぞれがＨＤＭＩケーブルを介して異なる前記ソース機器と
接続され、
　前記制御情報生成部は、前記制御情報として、ＣＥＣコマンドを生成する、
　プロジェクター。
【請求項６】
　それぞれが異なるソース機器から画像情報が入力される複数の接続端子を有するインタ
ーフェイス部と、前記画像情報に基づき、画像を投写する投写部と、指示情報が入力され
る指示情報入力部と、記憶部と、電源とを有するプロジェクターにおける制御方法であっ
て、
　前記プロジェクターは、
　前記画像情報を出力している前記ソース機器を示す識別情報を記憶部に記憶し、
　前記指示情報が前記電源の駆動開始を指示する情報であるかどうかを判定し、
　前記指示情報が前記電源の駆動開始を指示する情報であると判定した場合、
　前記電源の駆動を開始し、
　前記識別情報で示される前記ソース機器の駆動開始を指示する駆動開始制御情報を前記
制御情報として生成し、
　前記駆動開始制御情報を前記識別情報で示される前記ソース機器に出力する、
　制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクターおよび制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＭＩ規格に準拠したソース機器（例えば、ハードディスクレコーダー、ＤＶＤプレ
ーヤー、セットトップボックス等）とリンク機器（例えば、プロジェクター、テレビ等）
を用いた画像表示システムにおいて、リンク機器からソース機器に対して電源オン等のＣ
ＥＣ（Consumer Electronics Control）コマンドを送信することにより、ソース機器を制
御することが提案されている。
【０００３】
　例えば、特開２００８－７９１３５号公報では、液晶表示装置が起動した状態で、液晶
表示装置に接続されたセットトップボックスとＤＶＤプレーヤーのうち、ユーザーによっ
て選択されたソース機器に対して電源オン等のＣＥＣコマンドを送信する手法が記載され
ている。このような手法が用いられる場合、リンク機器に接続されたソース機器の一覧が
表示された状態でユーザーが所望のソース機器を選択する手法が一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－７９１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、プロジェクターにおいては、画像を表示可能になるまでの時間がテレビ等の表
示装置と比べて長いため、プロジェクターの起動とソース機器の起動を連動させる場合、
上記手法では時間がかかり過ぎる。
【０００６】
　また、プロジェクターの起動とソース機器の起動を連動させる場合、ソース機器が起動
した際にプロジェクターに対して電源オンのコマンドを送信する手法も考えられるが、ソ
ース機器はハードディスクレコーダーのように起動に時間がかかるものがあるため、この
手法では画像を投写可能になるまでの時間が、プロジェクターが起動時にソース機器に対
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して電源オンのコマンドを送信する手法と比べて長くなってしまう。
【０００７】
　さらに、複数のソース機器が接続され得る状況でプロジェクターの起動とソース機器の
起動を連動させるためには、プロジェクターは、複数のソース機器から適切なソース機器
を選択して起動させる必要がある。
【０００８】
　本発明にかかるいくつかの態様は、上記課題を解決することにより、複数のソース機器
が接続され得る状況でプロジェクターの作動と連動して適切なソース機器を作動させるこ
とが可能なプロジェクターおよび制御方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の態様の１つであるプロジェクターは、それぞれが異なるソース機器から画像情
報が入力される複数の接続端子を有するインターフェイス部と、前記画像情報に基づき、
画像を投写する投写部と、前記画像情報を出力している前記ソース機器を示す識別情報を
記憶部に記憶する記憶制御部と、指示情報が入力される指示情報入力部と、電源と、前記
電源の駆動制御を行う電源制御部と、前記指示情報に基づく判定を行う判定部と、制御情
報を生成する制御情報生成部と、を含み、前記判定部は、前記指示情報が前記電源の駆動
開始を指示する情報であるかどうかを判定し、前記電源制御部は、前記判定部によって前
記指示情報が前記電源の駆動開始を指示する情報であると判定された場合、前記電源の駆
動を開始し、前記制御情報生成部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動
開始を指示する情報であると判定された場合、前記識別情報で示される前記ソース機器の
駆動開始を指示する駆動開始制御情報を前記制御情報として生成し、前記インターフェイ
ス部は、前記駆動開始制御情報を前記識別情報で示される前記ソース機器に出力すること
を特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の態様の１つである制御方法は、それぞれが異なるソース機器から画像情
報が入力される複数の接続端子を有するインターフェイス部と、前記画像情報に基づき、
画像を投写する投写部と、指示情報が入力される指示情報入力部と、記憶部と、電源とを
有するプロジェクターにおける制御方法であって、前記プロジェクターは、前記画像情報
を出力している前記ソース機器を示す識別情報を記憶部に記憶し、前記指示情報が前記電
源の駆動開始を指示する情報であるかどうかを判定し、前記指示情報が前記電源の駆動開
始を指示する情報であると判定した場合、前記電源の駆動を開始し、前記識別情報で示さ
れる前記ソース機器の駆動開始を指示する駆動開始制御情報を前記制御情報として生成し
、前記駆動開始制御情報を前記識別情報で示される前記ソース機器に出力することを特徴
とする。
【００１１】
　本発明によれば、プロジェクターは、複数のソース機器が接続され得る状況でプロジェ
クターの駆動開始と連動して適切なソース機器の駆動を開始させることができる。
【００１２】
　また、前記記憶制御部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動停止を指
示する情報であると判定された場合、当該指示の直前に前記画像情報を出力していた前記
ソース機器を示す識別情報を前記記憶部に記憶してもよい。
【００１３】
　これによれば、プロジェクターは、プロジェクターの駆動停止時において、直前に画像
情報を出力していたソース機器を示す識別情報を記憶部に記憶しておくことにより、プロ
ジェクターの駆動開始と連動して適切なソース機器の駆動を開始させることができる。
【００１４】
　また、前記制御情報生成部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動停止
を指示する情報であると判定された場合、前記識別情報で示される前記ソース機器の駆動
停止を指示する駆動停止制御情報を前記制御情報として生成し、前記インターフェイス部
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は、前記駆動停止制御情報を前記識別情報で示される前記ソース機器に出力し、前記電源
制御部は、前記判定部によって前記指示情報が前記電源の駆動停止を指示する情報である
と判定された場合、前記電源の駆動を停止してもよい。
【００１５】
　これによれば、プロジェクターは、プロジェクターの駆動停止と連動して適切なソース
機器の駆動を停止させることができる。
【００１６】
　また、前記投写部は、ランプと、前記ランプの駆動制御を行うランプ駆動制御部と、を
含み、前記インターフェイス部は、前記ランプの駆動制御が開始される前に前記駆動開始
制御情報の出力を開始してもよい。
【００１７】
　これによれば、プロジェクターは、ランプの駆動制御を開始する前に駆動開始制御情報
の出力を開始することにより、ランプの駆動制御を集中して行うことができるため、適切
にランプの駆動制御を行うことができる。これにより、プロジェクターは、ランプの駆動
制御を開始してから画像が表示されるまでの間に、ソース機器を起動した状態にすること
ができる。
【００１８】
　また、前記複数の接続端子は、それぞれがＨＤＭＩケーブルを介して異なる前記ソース
機器と接続され、前記制御情報生成部は、前記制御情報として、ＣＥＣコマンドを生成し
てもよい。
【００１９】
　これによれば、プロジェクターは、ＣＥＣコマンドを用いてソース機器を制御すること
ができるため、より簡易に制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１の実施例におけるプロジェクターの接続状況を示す図である。
【図２】第１の実施例におけるプロジェクターの機能ブロック図である。
【図３】第１の実施例における電源オフ時の処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】第１の実施例における電源オン時の処理の流れ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】
【００２１】
　以下、本発明をプロジェクターに適用した実施例について、図面を参照しつつ説明する
。なお、以下に示す実施例は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を何ら限定するも
のではない。また、以下の実施例に示す構成のすべてが、特許請求の範囲に記載された発
明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２２】
　（第１の実施例）
　図１は、第１の実施例におけるプロジェクター１００の接続状況を示す図である。プロ
ジェクター１００は、ＨＤＭＩケーブル３００を介してＤＶＤプレーヤー２００と接続さ
れ、ＨＤＭＩケーブル３０１を介してＨＤＤレコーダー２１０と接続されている。プロジ
ェクター１００は、ソース機器の一種であるＤＶＤプレーヤー２００またはＨＤＤレコー
ダー２１０からの画像情報に基づいて画像を投写する。また、プロジェクター１００は、
電源オフの直前に画像情報を出力していたソース機器の識別情報を記憶しておき、プロジ
ェクター１００の電源オンの際に当該ソース機器を連動して起動させる機能を有している
。
【００２３】
　次に、このような機能を有するプロジェクター１００の機能ブロックについて説明する
。図２は、第１の実施例におけるプロジェクター１００の機能ブロック図である。プロジ
ェクター１００は、リモコン（リモートコントローラー）またはプロジェクター１００本
体の操作ボタンからの指示情報が入力される指示情報入力部１１０と、ソース機器から画
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像情報が入力されるインターフェイス部１２０と、種々の処理を実行する処理部１３０と
、電源１４０と、識別情報１５２等を記憶する記憶部１５０と、投写部１９０を含んで構
成されている。
【００２４】
　インターフェイス部１２０は、接続端子の一種であるＨＤＭＩ端子１２１、１２２を含
んで構成されている。また、処理部１３０は、種々の判定を行う判定部１３１と、制御情
報を生成する制御情報生成部１３２と、識別情報１５２を記憶部１５０に記憶する記憶制
御部１３３と、画像処理部１３４と、電源制御部１３５を含んで構成されている。また、
投写部１９０は、ランプ１９４と、ランプ１９４を駆動制御するランプ駆動制御部１９２
を含んで構成されている。
【００２５】
　なお、プロジェクター１００は、以下のハードウェアを用いてこれらの各部として機能
してもよい。例えば、プロジェクター１００は、指示情報入力部１１０は受光ユニット等
、処理部１３０はＣＰＵ、画像処理回路等、記憶部１５０は不揮発性メモリー等、投写部
１９０はランプ１９４、ランプ駆動回路、液晶パネル、液晶駆動回路、レンズ等を用いて
もよい。
【００２６】
　次に、プロジェクター１００における電源オフ時および電源オン時の処理の流れについ
て説明する。図３は、第１の実施例における電源オフ時の処理の流れを示すフローチャー
トである。
【００２７】
　本実施例では、ＤＶＤプレーヤー２００からプロジェクター１００に画像情報が入力さ
れているものとする。ＨＤＭＩ端子１２１には、ＨＤＭＩケーブル３００を介してＤＶＤ
プレーヤー２００から画像情報が入力される（ステップＳ１）。
【００２８】
　画像処理部１３４は、画像情報に対して色、明るさ等を補正し、投写部１９０は、画像
処理部１３４からの画像情報に基づき、画像を生成し、投写する（ステップＳ２）。
【００２９】
　判定部１３１は、指示情報入力部１１０に電源オフ（電源１４０の駆動停止）を指示す
る指示情報が入力されたかどうかを判定する（ステップＳ３）。例えば、ユーザーは、リ
モコンの電源ボタンを押すことにより、電源オフを指示することができる。
【００３０】
　プロジェクター１００は、電源オフの指示がなく、画像情報が入力されている間、ステ
ップＳ１～Ｓ３の処理を繰り返し実行する。一方、電源オフの指示があった場合、記憶制
御部１３３は、直前に画像情報を出力したソース機器（ここでは、ＤＶＤプレーヤー２０
０）の識別情報１５２を記憶部１５０に記憶する（ステップＳ４）。
【００３１】
　なお、識別情報１５２は、例えば、ソース機器を示す情報、ソース機器が接続されてい
るＨＤＭＩ端子１２１、１２２を示す情報等である。また、ソース機器を示す情報は、例
えば、インターフェイス部１２０がソース機器と情報を送受信することによって取得する
ことが可能である。
【００３２】
　また、電源オフの指示があった場合、制御情報生成部１３２は、駆動停止制御情報（例
えば、ＣＥＣコマンド等）を生成し、インターフェイス部１２０は、直前に画像情報を出
力したソース機器に当該駆動停止制御情報を出力する（ステップＳ５）。
【００３３】
　電源制御部１３５は、駆動停止制御情報の出力後、ランプ駆動制御部１９２にランプ１
９４の駆動を停止させ（ステップＳ６）、電源１４０の駆動を停止する（ステップＳ７）
。
【００３４】



(7) JP 2011-146892 A 2011.7.28

10

20

30

40

50

　次に、プロジェクター１００における電源オン時の処理の流れについて説明する。図４
は、第１の実施例における電源オン時の処理の流れを示すフローチャートである。
【００３５】
　判定部１３１は、指示情報入力部１１０に電源オン（電源１４０の駆動開始）を指示す
る指示情報が入力されたかどうかを判定する（ステップＳ１１）。例えば、ユーザーは、
リモコンの電源ボタンを押すことにより、電源オンを指示することができる。
【００３６】
　電源オンの指示があった場合、電源制御部１３５は、電源１４０の駆動を開始し（ステ
ップＳ１２）、制御情報生成部１３２は、識別情報１５２で示されるソース機器（ここで
は、ＤＶＤプレーヤー２００）の駆動を開始させるための駆動開始制御情報（例えば、Ｃ
ＥＣコマンド等）を生成し、インターフェイス部１２０は、当該駆動開始制御情報を識別
情報１５２で示されるソース機器に出力する（ステップＳ１３）。
【００３７】
　ランプ駆動制御部１９２は、電源１４０の駆動開始後、ランプ１９４の駆動を開始する
（ステップＳ１４）。これにより、プロジェクター１００は、ソース機器からの画像情報
に基づいて画像を投写可能な状態になる。
【００３８】
　以上のように、本実施例によれば、プロジェクター１００は、複数のソース機器が接続
された状況で、プロジェクター１００の駆動停止と連動して適切なソース機器の駆動を停
止させることができ、プロジェクター１００の駆動開始と連動して適切なソース機器の駆
動を開始させることができる。なお、ＨＤＭＩケーブル３００、３０１と接続しない状態
等になり、プロジェクター１００の駆動開始時に識別情報１５２で示されるソース機器が
存在しない場合、プロジェクター１００のみが駆動を開始する。
【００３９】
　また、本実施例によれば、プロジェクター１００は、プロジェクター１００の駆動停止
時において、直前に画像情報を出力していたソース機器を示す識別情報１５２を記憶部１
５０に記憶しておくことにより、プロジェクター１００の駆動開始と連動して適切なソー
ス機器の駆動を開始させることができる。なお、直前に画像情報を出力していたソース機
器の作動をプロジェクター１００の作動と連動させるのは、プロジェクター１００が次回
の起動時においても当該ソース機器からの画像情報を用いて画像を投写する可能性が高い
からである。
【００４０】
　また、本実施例によれば、プロジェクター１００は、ランプ１９４の駆動制御を開始す
る前に駆動開始制御情報の出力を開始することにより、ランプ１９４の駆動制御を集中し
て行うことができるため、適切にランプ１９４の駆動制御を行うことができる。これによ
り、プロジェクター１００は、ランプ１９４の駆動制御を開始してから画像が表示される
までの間に、ソース機器を起動した状態にすることができる。
【００４１】
　また、本実施例によれば、プロジェクター１００は、ユーザーが１つのリモコンを用い
てプロジェクター１００とソース機器の作動を連動させることができるため、ユーザーの
使い勝手を向上させることができる。
【００４２】
　さらに、本実施例によれば、プロジェクター１００は、ＣＥＣコマンドを用いてソース
機器を制御することができるため、特殊なコマンドを用いる場合と比べ、より簡易に制御
を行うことができる。
【００４３】
　（その他の実施例）
　なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば
、プロジェクター１００と接続されるソース機器の個数および接続端子の個数は２個に限
定されず、３個以上であってもよい。
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【００４４】
　また、接続端子はＨＤＭＩ端子１２１、１２２に限定されず、画像情報を入力し、制御
情報を出力することが可能な種々の端子を採用可能である。また、制御情報生成部１３２
が生成する制御情報は、駆動開始制御情報、駆動停止制御情報に限定されず、例えば、コ
ンテンツの再生を開始させる制御情報、コンテンツの再生を停止させる制御情報等であっ
てもよい。
【００４５】
　また、プロジェクター１００の有するコンピューターは、情報記憶媒体に記憶されたプ
ログラムを読み取って判定部１３１等として機能してもよい。このような情報記憶媒体と
しては、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ等を適用でき
る。
【００４６】
　また、プロジェクター１００は、液晶プロジェクター（透過型、ＬＣＯＳ等の反射型）
に限定されず、例えば、デジタルマイクロミラーデバイスを用いたプロジェクター等であ
ってもよい。また、プロジェクター１００の機能を複数の装置（例えば、ＰＣとプロジェ
クター、記憶部１５０の機能を有する外部メモリーとプロジェクター等）に分散してもよ
い。
【符号の説明】
【００４７】
　１００　プロジェクター、１１０　指示情報入力部、１２０　インターフェイス部、１
２１、１２２　ＨＤＭＩ端子（接続端子）、１３０　処理部、１３１　判定部、１３２　
制御情報生成部、１３３　記憶制御部、１３４　画像処理部、１３５　電源制御部、１４
０　電源、１５０　記憶部、１５２　識別情報、１９０　投写部、１９２　ランプ駆動制
御部、１９４　ランプ、２００　ＤＶＤプレーヤー（ソース機器）、２１０　ＨＤＤレコ
ーダー（ソース機器）、３００、３０１　ＨＤＭＩケーブル
【図１】 【図２】
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