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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置とを備える表示シ
ステムにおいて、
　前記表示装置は、
　表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り
替える状態切替手段と、
　前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段と
　を有し、
　前記複数の表示装置のうちの複数の表示装置は、
　人の存在を検知する人感センサを有し、
　該人感センサの検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにして
あり、
　前記表示制御装置は、
　各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
　該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段によ
る状態の切り替えを行わせる指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段
と、
　前記人感センサの有効／無効に係る設定を受け付ける受付手段と
　を有し、
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　前記状態制御手段は、有効と設定された全ての人感センサが不在を検知した場合に、全
ての表示装置へ前記低電力動作状態への切り替え指示を与えるようにしてあり、
　各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置から与えられた指示に応じて状態
の切り替えを行うようにしてあること
　を特徴とする表示システム。
【請求項２】
　複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置とを備える表示シ
ステムにおいて、
　前記表示装置は、
　表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り
替える状態切替手段と、
　前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段と
　を有し、
　前記複数の表示装置のうちの複数の表示装置は、
　人の存在を検知する人感センサを有し、
　該人感センサの検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにして
あり、
　前記表示制御装置は、
　各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
　該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段によ
る状態の切り替えを行わせる指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段
と、
　前記複数の表示装置の配置に係る情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が受け付けた情報に応じて、各人感センサの有効／無効を判断する判断手
段と
　を有し、
　前記状態制御手段は、前記判断手段が有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、
状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあり、
　各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置から与えられた指示に応じて状態
の切り替えを行うようにしてあること
　を特徴とする表示システム。
【請求項３】
　前記状態制御手段が前記表示装置へ前記低電力動作状態への切替指示を与えた場合に、
前記表示制御装置は電力消費を低減した低電力動作状態にて動作するようにしてあること
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示システム。
【請求項４】
　複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置とを備える表示シ
ステムにおいて、
　前記表示装置は、
　表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り
替える状態切替手段と、
　前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段と
　を有し、
　前記複数の表示装置のうちの一又は複数の表示装置は、
　人の存在を検知する人感センサを有し、
　該人感センサの検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにして
あり、
　前記表示制御装置は、
　各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
　該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段によ
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る状態の切り替えを行わせる指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段
と
　を有し、
　各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置から与えられた指示に応じて状態
の切り替えを行うようにしてあり、
　前記状態制御手段が前記表示装置へ前記低電力動作状態への切替指示を与えた場合に、
前記表示制御装置は電力消費を低減した低電力動作状態にて動作するようにしてあること
　を特徴とする表示システム。
【請求項５】
　前記表示制御装置は、前記人感センサの感度に係る設定を受け付ける受付手段を有し、
　該受付手段が受け付けた設定に応じて、前記人感センサの感度を調整する調整手段を備
えること
　を特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の表示システム。
【請求項６】
　人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を複数含む複数の表示装置の動作を制
御する表示制御装置において、
　各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
　該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、表示を行う表示動作状
態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える指示を、前記通信
手段により各表示装置へ与える状態制御手段と、
　前記人感センサの有効／無効に係る設定を受け付ける受付手段と
　を備え、
　前記状態制御手段は、有効と設定された全ての人感センサが不在を検知した場合に、全
ての表示装置へ前記低電力動作状態への切り替え指示を与えるようにしてあること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項７】
　人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を複数含む複数の表示装置の動作を制
御する表示制御装置において、
　各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、
　該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に応じて、表示を行う表示動作状
態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える指示を、前記通信
手段により各表示装置へ与える状態制御手段と、
　前記複数の表示装置の配置に係る情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が受け付けた情報に応じて、各人感センサの有効／無効を判断する判断手
段と
　を備え、
　前記状態制御手段は、前記判断手段が有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、
状態切り替えを行わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項８】
　コンピュータに、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を複数含む複数の表
示装置の動作を制御させるコンピュータプログラムにおいて、
　コンピュータに、
　前記人感センサを有する表示装置へ、前記人感センサの検知結果の送信要求を与えさせ
る送信要求ステップと、
　前記送信要求に対する応答として前記人感センサの検知結果を受信させる検知結果受信
ステップと、
　前記検知結果に応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減し
た低電力動作状態を切り替える指示を、各表示装置へ送信させる指示送信ステップと、
　前記人感センサの有効／無効に係る設定を受け付けさせる設定受付ステップと
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　を含み、
　前記指示送信ステップは、有効と設定された全ての人感センサが不在を検知した場合に
、全ての表示装置へ前記低電力動作状態への切り替え指示を送信させること
　を特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項９】
　コンピュータに、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置を複数含む複数の表
示装置の動作を制御させるコンピュータプログラムにおいて、
　コンピュータに、
　前記人感センサを有する表示装置へ、前記人感センサの検知結果の送信要求を与えさせ
る送信要求ステップと、
　前記送信要求に対する応答として前記人感センサの検知結果を受信させる検知結果受信
ステップと、
　前記検知結果に応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減し
た低電力動作状態を切り替える指示を、各表示装置へ送信させる指示送信ステップと、
　前記複数の表示装置の配置に係る情報の入力を受け付けさせる受付ステップと、
　受け付けた情報に応じて、各人感センサの有効／無効を判断させる判断ステップと
　を含み、
　前記指示送信ステップは、有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、状態切り替
えを行わせる指示を各表示装置へ送信させること
　を特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＣ（Personal Computer）などの表示制御装置に複数のモニタ（表示装置
）を接続した所謂マルチモニタ環境の表示システム、並びにこの表示システムを構成する
表示制御装置及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デスクトップ型などのＰＣにおいては、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及
びハードディスク等を搭載した本体に、モニタなどの表示装置と、マウス及びキーボード
等の入力装置が接続される。ＰＣ本体とモニタとにはそれぞれ電源スイッチなどが設けら
れており、ユーザは各電源スイッチのオン／オフ操作を個別に行う必要があった。
【０００３】
　特許文献１においては、ＰＣの電源オフに連動してディスプレイの電源をオフすること
ができる電源管理方法が提案されている。この電源管理方法では、ユーザがＰＣの電源を
オンした場合、ＰＣはサービスプログラムに基づいてディスプレイへ電源オン制御信号を
送信し、これを受信したディスプレイは電源ユニットの電源をオンする。またユーザがＰ
Ｃの電源をオフした場合、ＰＣはサービスプログラムに基づいてディスプレイへ電源オフ
制御信号を送信し、これを受信したディスプレイは電源ユニットの電源をオフする。更に
、複数のＰＣがネットワーク接続された構成においては、管理用のＰＣが他のＰＣへ電源
オン／オフの指示を与えることができる。
【０００４】
　一方、マルチウインドウシステムのＯＳ（Operating System）を搭載したＰＣでは、複
数のアプリケーションプログラムを起動して同時的に使用することができ、ユーザは多数
のウインドウをモニタに表示し、使用するウインドウを切り替えながら作業を行う。しか
し１つのモニタの表示領域には限りがあるため、同時的に表示できるウインドウの数は限
られている。モニタのサイズを大型化することによって表示領域を拡大することができる
が、高コストであるという問題がある。そこで、１つのＰＣに複数のモニタを接続し、各
モニタにそれぞれ異なる情報を表示することができるマルチモニタ環境の表示システムが
普及し始めている。マルチモニタ環境の表示システムは、１つのモニタを大型化すること
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と比べて比較的低コストで表示領域の拡大を実現することができる。
【０００５】
　近年では、地球環境の保全及びエネルギー資源の節約等の観点から、ＰＣを使用しない
場合にはモニタの電源をオフして節電することが望まれている。このような場合に、上述
のマルチモニタ環境の表示システムでは、各モニタの電源スイッチをユーザが操作し、複
数のモニタの電源を個別にオン／オフする必要があるため、より操作が煩わしいという問
題がある。
【０００６】
　マルチモニタ環境の表示システムにおける複数のモニタの制御については、種々の発明
がなされている。例えば特許文献２においては、複数のディスプレイを接続することがで
きるコンピュータにて、複数のディスプレイの個別的な電源管理を行う省電力方法が提案
されている。この省電力方法では、複数ディスプレイ上でのマウスポインタの位置及びア
クティブウインドウの位置等を判断し、特定のディスプレイ上でこれらの表示がない状態
が一定時間続いた段階で、このディスプレイを低消費電力モードへ遷移させる。
【０００７】
　特許文献３においては、例えば会議室用として使用される複数個のサブモニタをコンピ
ュータでそれぞれ制御できる画像通信システムが提案されている。この画像通信システム
では各モニタが相互通信可能としてあり、管理者がコンピュータを操作することにより、
制御しようとするモニタを選択し、選択したモニタに対して制御しようとする機能及びデ
ータ値を入力する。各モニタに内蔵されたマイクロコンピュータは、与えられた制御デー
タが自らに対するものであれば、制御データに応じてそれぞれのモニタを制御し、他のモ
ニタに対する制御データであれば、この制御データを他のモニタへ転送する。
【０００８】
　特許文献４においては、同一の表示内容を同時に複数の表示装置に表示させることがで
きる電子機器にて、ユーザが各表示装置の電源をオフさせるための待ち時間を個別に設定
できる表示装置電源管理方法が提案されている。この表示装置電源管理方法では、電子機
器の設定画面上で複数の表示装置の電源をオフ状態にするまでの待ち時間を個別に設定す
る。電子機器は、待ち時間が設定された表示装置のうち、接続状態に変化がなく且つ入力
装置に変化がない状態の継続時間が待ち時間に達した表示装置があった場合、その表示装
置の電源をオフにする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－２３３９５４号公報
【特許文献２】特許第３８３１５３８号公報
【特許文献３】特開平１０－１２４０１８号公報
【特許文献４】特開２００４－３６２１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載の電源管理方法は、ＰＣの電源オン／オフとディスプ
レイの電源オン／オフとを連動させるのみであるため、ＰＣの電源をオフしなければディ
スプレイの電源をオフすることができない。よって、例えばＰＣを用いた作業をユーザが
短時間休止する場合に省電力のためにディスプレイの電源をオフするなどの目的には不向
きである。また特許文献１では、複数のＰＣがネットワーク接続された構成についての言
及はあるが、１つのＰＣが複数のディスプレイを備える構成についての言及はなされてい
ない。
【００１１】
　特許文献２に記載の省電力方法は、マウスポインタの位置及びアクティブウインドウの
位置に応じて複数のディスプレイの使用状況を判断し、未使用のディスプレイを低消費電
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力モードへ遷移させるというものである。よって、全てのディスプレイを低消費電力モー
ドへ遷移させることはできず、例えばＰＣを用いた作業をユーザが短時間休止する場合で
あっても、マウスポインタ又はアクティブウインドウが表示された少なくとも１つのディ
スプレイは低消費電力モードへ遷移しないため、十分な省電力を実現できない。
【００１２】
　特許文献３に記載の画像通信システムは、複数のモニタを１人のユーザが使用するので
はなく、会議室などで複数のユーザが複数のモニタを使用するためのシステムであり、複
数のモニタを管理者が一括して制御することを可能としたものである。このため、例えば
未使用のモニタが存在する場合には、各モニタの電源のオン／オフを管理者が行う必要が
あり、省電力のための操作の煩わしさを解消し得るものではない。
【００１３】
　特許文献４に記載の表示装置電源管理方法は、複数の表示装置の電源オフまでの待ち時
間を個別に設定することを可能としたものである。しかし、各表示装置の待ち時間の設定
はユーザ次第であり、待ち時間を短く設定すると省電力の効果を高めることができるもの
の、必要以上に表示装置の電源がオフとなって利便性が低下する虞がある。このためユー
ザは待ち時間を長く設定する虞があり、十分な省電力効果が得られない虞がある。
【００１４】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、複数
の表示装置の電力消費に係る動作状態の制御を適切に行うことができ、例えばＰＣを用い
た作業をユーザが短時間休止する場合などに複数の表示装置を電力消費が少ない動作状態
に切り替えて省電力を実現することができる表示システム、並びにこの表示システムを構
成する表示制御装置及びコンピュータプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る表示システムは、複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制御する
表示制御装置とを備える表示システムにおいて、前記表示装置は、表示を行う表示動作状
態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える状態切替手段と、
前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段とを有し、前記複数の表示装置の
うちの複数の表示装置は、人の存在を検知する人感センサを有し、該人感センサの検知結
果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにしてあり、前記表示制御装置
は、各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により受信した前記
人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段による状態の切り替えを行わせる指示
を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段と、前記人感センサの有効／無効
に係る設定を受け付ける受付手段とを有し、前記状態制御手段は、有効と設定された全て
の人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記低電力動作状態への切り替
え指示を与えるようにしてあり、各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置か
ら与えられた指示に応じて状態の切り替えを行うようにしてあることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る表示システムは、複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制
御する表示制御装置とを備える表示システムにおいて、前記表示装置は、表示を行う表示
動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える状態切替手
段と、前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段とを有し、前記複数の表示
装置のうちの複数の表示装置は、人の存在を検知する人感センサを有し、該人感センサの
検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにしてあり、前記表示制
御装置は、各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により受信し
た前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段による状態の切り替えを行わせ
る指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段と、前記複数の表示装置の
配置に係る情報の入力を受け付ける受付手段と、前記受付手段が受け付けた情報に応じて
、各人感センサの有効／無効を判断する判断手段とを有し、前記状態制御手段は、前記判
断手段が有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を
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各表示装置へ与えるようにしてあり、各表示装置の前記状態切替手段は、前記表示制御装
置から与えられた指示に応じて状態の切り替えを行うようにしてあることを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る表示システムは、前記状態制御手段が前記表示装置へ前記低電力動
作状態への切替指示を与えた場合に、前記表示制御装置は電力消費を低減した低電力動作
状態にて動作するようにしてあることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係る表示システムは、複数の表示装置と、該複数の表示装置の動作を制
御する表示制御装置とを備える表示システムにおいて、前記表示装置は、表示を行う表示
動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態を切り替える状態切替手
段と、前記表示制御装置との間で情報の送受信を行う通信手段とを有し、前記複数の表示
装置のうちの一又は複数の表示装置は、人の存在を検知する人感センサを有し、該人感セ
ンサの検知結果を前記通信手段により前記表示制御装置へ送信するようにしてあり、前記
表示制御装置は、各表示装置との間で情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により
受信した前記人感センサの検知結果に応じて、前記状態切替手段による状態の切り替えを
行わせる指示を前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段とを有し、各表示装
置の前記状態切替手段は、前記表示制御装置から与えられた指示に応じて状態の切り替え
を行うようにしてあり、前記状態制御手段が前記表示装置へ前記低電力動作状態への切替
指示を与えた場合に、前記表示制御装置は電力消費を低減した低電力動作状態にて動作す
るようにしてあることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係る表示システムは、前記表示制御装置が、前記人感センサの感度に係
る設定を受け付ける受付手段を有し、
　該受付手段が受け付けた設定に応じて、前記人感センサの感度を調整する調整手段を備
えることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明に係る表示制御装置は、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置
を複数含む複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置において、各表示装置との間で
情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に
応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態
を切り替える指示を、前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段と、前記人感
センサの有効／無効に係る設定を受け付ける受付手段とを備え、前記状態制御手段は、有
効と設定された全ての人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記低電力
動作状態への切り替え指示を与えるようにしてあることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明に係る表示制御装置は、人の存在を検知する人感センサを有する表示装置
を複数含む複数の表示装置の動作を制御する表示制御装置において、各表示装置との間で
情報の送受信を行う通信手段と、該通信手段により受信した前記人感センサの検知結果に
応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態
を切り替える指示を、前記通信手段により各表示装置へ与える状態制御手段と、前記複数
の表示装置の配置に係る情報の入力を受け付ける受付手段と、前記受付手段が受け付けた
情報に応じて、各人感センサの有効／無効を判断する判断手段とを備え、前記状態制御手
段は、前記判断手段が有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行
わせる指示を各表示装置へ与えるようにしてあることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、人の存在を検知する
人感センサを有する表示装置を複数含む複数の表示装置の動作を制御させるコンピュータ
プログラムにおいて、コンピュータに、前記人感センサを有する表示装置へ、前記人感セ
ンサの検知結果の送信要求を与えさせる送信要求ステップと、前記送信要求に対する応答
として前記人感センサの検知結果を受信させる検知結果受信ステップと、前記検知結果に
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応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態
を切り替える指示を、各表示装置へ送信させる指示送信ステップと、前記人感センサの有
効／無効に係る設定を受け付けさせる設定受付ステップとを含み、前記指示送信ステップ
は、有効と設定された全ての人感センサが不在を検知した場合に、全ての表示装置へ前記
低電力動作状態への切り替え指示を送信させることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、人の存在を検知する
人感センサを有する表示装置を複数含む複数の表示装置の動作を制御させるコンピュータ
プログラムにおいて、コンピュータに、前記人感センサを有する表示装置へ、前記人感セ
ンサの検知結果の送信要求を与えさせる送信要求ステップと、前記送信要求に対する応答
として前記人感センサの検知結果を受信させる検知結果受信ステップと、前記検知結果に
応じて、表示を行う表示動作状態又は表示を行わずに電力消費を低減した低電力動作状態
を切り替える指示を、各表示装置へ送信させる指示送信ステップと、前記複数の表示装置
の配置に係る情報の入力を受け付けさせる受付ステップと、受け付けた情報に応じて、各
人感センサの有効／無効を判断させる判断ステップとを含み、前記指示送信ステップは、
有効と判断した人感センサの検知結果に応じて、状態切り替えを行わせる指示を各表示装
置へ送信させることを特徴とする。
【００２５】
　本発明においては、複数の表示装置とＰＣなどの表示制御装置とを通信可能に接続し、
表示を行う表示動作状態又は電力消費の少ない低電力動作状態等の表示装置の動作状態の
切り替えを表示制御装置が制御する構成とする。また複数の表示装置のうちの少なくとも
１つは、人の存在を検知する人感センサを搭載した表示装置とする（即ち、全ての表示装
置が人感センサを搭載している必要はない）。
　人感センサは、赤外線又は超音波等を利用して所定範囲内に人が存在するか否かを検知
するセンサであり、従来では例えば照明の点灯／消灯を制御する場合に用いられていたセ
ンサである。表示装置に人感センサを搭載することによって、例えば表示装置の正面にユ
ーザが存在するか否か、即ち表示装置がユーザに使用されているか否かを検知することが
できる。
　表示制御装置は、人感センサを搭載した表示装置からユーザが存在するか否かの検知結
果を通信により取得する。複数の表示装置を利用する所謂マルチモニタの環境において、
少なくとも１つの表示装置に搭載された人感センサがユーザの存在を検知した場合、ユー
ザはマルチモニタの環境を利用して作業を行っていると判断できる。そこで表示制御装置
は、取得した人感センサの検知結果に応じて、動作状態の切り替え指示を通信によって与
えることにより、ユーザがマルチモニタ環境にて作業を行っているか否かに応じた適切な
表示装置の動作状態切り替え、即ち電力消費量の制御を実現できる。
【００２６】
　表示制御装置は、上述のように少なくとも１つの人感センサがユーザの存在を検知した
場合にはユーザがマルチモニタ環境を利用して作業を行っていると判断でき、また、全て
の人感センサがユーザの不在を検知した場合（又はユーザの存在を検知しない場合）には
ユーザがマルチモニタ環境を利用して作業を行っていないと判断できる。
　そこで本発明においては、全ての人感センサが人の不在を検知した場合には、全ての表
示装置を低電力動作状態に切り替える制御を表示制御装置が行う。これにより、ユーザが
マルチモニタ環境で作業を行っていない場合に表示装置による電力消費量を低減できる。
また少なくとも１つの人感センサが人の存在を検知した場合には、全ての表示装置を表示
動作状態に切り替える制御を行えばよく、これによりユーザが作業を開始する際には表示
装置の表示を行わせることができる。
【００２７】
　複数の表示装置に人感センサが搭載されている場合、各表示装置の配置によっては、ユ
ーザがマルチモニタ環境で作業を行っていても人感センサがユーザの存在を検知できない
表示装置が含まれる可能性がある。例えば人感センサをそれぞれ搭載した３つの表示装置
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を、中央及びその左右にそれぞれ配置した場合、ユーザは中央の表示装置に面して作業を
行う可能性が高い。この場合、中央の表示装置に搭載された人感センサはユーザの存在を
検知できるが、ユーザの位置が左右の表示装置に搭載された人感センサの検知範囲から外
れ、人感センサがユーザの存在を検知できない虞がある。また逆に、左右の表示装置に搭
載された人感センサが、マルチモニタ環境と無関係の他人（例えば周囲で別の作業を行っ
ている他人など）を誤検知する虞がある。
　そこで本発明においては、複数の表示装置に人感センサが搭載されている場合に、各人
感センサが有効／無効のいずれであるかをユーザが設定することができる構成とし、有効
な人感センサの検知結果のみを利用して表示装置の制御を行う。これにより、マルチモニ
タ環境における各表示装置の使用態様などはそのユーザが熟知しているため、人感センサ
の有効／無効の設定をユーザが適切に行うことによって、表示制御装置に適切な制御を行
わせることができ、表示制御装置による制御の信頼性を高めることができる。
【００２８】
　ただし、人感センサの有効／無効をユーザが設定する構成とした場合、初心者のユーザ
などが適切に設定を行うことができない虞がある。そこで本発明においては、複数の表示
装置の配置に係る情報（例えば、表示装置の数、上下左右などの並び順、及びユーザがい
ずれの表示装置に面して作業を行うか等の情報）をユーザが設定する構成とする。表示制
御装置は、ユーザによる表示装置の配置情報を基に、各人感センサの有効／無効の判断を
行う。これにより、不慣れなユーザであっても人感センサを利用した表示装置の制御を利
用することができる。
【００２９】
　また、本発明においては、表示装置に搭載された人感センサの感度をユーザが設定でき
る構成とする。人感センサの感度として、例えば人の存在を検知する範囲を増減すること
ができる構成としてもよい。マルチモニタ環境を利用するユーザの周囲に存在する他人を
誤検知する場合などに、人感センサの検知範囲を狭めることができる。
　また例えば、人感センサは人以外の物品などを検知する虞があるが、存在が検知されて
もその位置に変化が生じないものについては人以外の静止した物品であると判別すること
ができる。人感センサにこのような静止物品を判別する機能が備えられている場合に、人
感センサの感度としてこの機能を利用するか否かを設定できる構成としてもよい。
　また例えば、マルチモニタ環境を利用して作業を行うユーザは完全に静止していること
はなく、表示装置に対する位置は作業中に変動するが、この変動の範囲を記憶しておき、
人感センサが検出したユーザの位置が記憶した範囲から大きく逸脱した場合にのみ不在を
検知する構成とすることができる。人感センサにこのような変動範囲に基づく検知を行う
機能が備えられている場合に、人感センサの感度としてこの機能を利用するか否かを設定
できる構成としてもよい。
【００３０】
　また、本発明においては、複数の表示装置を制御する表示制御装置は、消費電力の少な
い低電力動作状態（所謂、スリープモード又はスタンバイモード等）と、消費電力の多い
通常の動作状態とを切り替えて動作することができる構成とする。この場合に、表示制御
装置は、人感センサの検知結果に応じて複数の表示装置を低電力動作状態に切り替えた場
合に、自らを低電力動作状態へ移行させる。これにより、表示装置のみでなく表示制御装
置についても電力消費を低減することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明による場合は、人感センサを搭載した表示装置を少なくとも１つ含む複数の表示
装置の電力消費に係る動作状態を、表示制御装置が人感センサの検知結果に応じて制御す
る構成とすることにより、マルチモニタ環境におけるユーザの作業状態に応じた表示装置
の適切な制御を行うことができるため、未使用時の複数の表示装置による消費電力を低減
することができ、省電力化を確実に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３２】
【図１】本発明に係る表示システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る表示システムの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る表示制御装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】ＰＣのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。
【図５】ＰＣのモニタ状態制御手段によるモニタの制御を説明するための模式図である。
【図６】ＰＣの人感センサ設定受付手段による設定の受け付けを説明するための模式図で
ある。
【図７】ＰＣの人感センサ設定受付手段による設定の受け付けを説明するための模式図で
ある。
【図８】人感センサのレベル調整を説明するための図表である。
【図９】ＰＣの配置情報受付手段による配置情報の受け付けを説明するための模式図であ
る。
【図１０】本発明に係る表示システムのＰＣが行う処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図１１】本発明に係る表示システムのＰＣが行う処理の手順を示すフローチャートであ
る。
【図１２】本発明に係る表示システムのＰＣが行う省電力処理の手順を示すフローチャー
トである。
【図１３】本発明に係る表示システムのモニタが行う処理の手順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】
【００３３】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。図１及び図２は
、本発明に係る表示システムの構成を示すブロック図であり、図１には表示システムを構
成する表示制御装置の詳細を示し、図２には表示システムを構成する表示装置の詳細を示
してある。図において１はＰＣであり、本発明に係る表示システムを構成する表示制御装
置に相当する。また図において２ａ～２ｃはそれぞれモニタであり、本発明に係る表示シ
ステムを構成する表示装置に相当する。図示の例では１つのＰＣに３つのモニタ２ａ～２
ｃを接続することで表示システムが構成されている。
【００３４】
　ＰＣ１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、メモリ１２、表示処理部１３、
ハードディスク１４、ディスクドライブ１５、Ｉ／Ｆ（インタフェース）部１６及び通信
部１７等を備えて構成される汎用のコンピュータである。また本実施の形態に係るＰＣ１
は、通信ケーブルなどを介して３つ又はそれ以上のモニタ２ａ～２ｃを接続することがで
きる。
【００３５】
　ＣＰＵ１１は、ハードディスク１４に予めインストールされたＯＳ（Operating System
）６０及び種々のコンピュータプログラムを読み出して実行することにより、ＰＣ１内の
各部の制御処理及び各種の演算処理等を行う。また本実施の形態のＰＣ１は、ＣＰＵ１１
がハードディスク１４に予めインストールされた電力制御プログラム５０を読み出して実
行することにより、ＰＣ１に接続されたモニタ２ａ～２ｃに対する制御処理（詳細は後述
する）を行うことができる。
【００３６】
　メモリ１２は、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）又はＤＲＡＭ（Dynamic Ran
dom Access Memory）等のメモリ素子で構成されており、ハードディスク１４から読み出
したプログラム及びデータ、並びにＣＰＵ１１の演算過程で生じたデータ等を一時的に記
憶する。表示処理部１３は、モニタ２ａ～２ｃに表示する画像の生成処理及び生成した画
像に対する種々の画像処理を行い、処理後の画像データを通信部１７へ与える。
【００３７】
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　ハードディスク１４は、大容量の磁気ディスクで構成される記憶装置であり、ＰＣ１を
動作させるためのＯＳ６０及びアプリケーションプログラム等の種々のプログラム、並び
にこれらのプログラムが使用するデータ等を記憶している。特に、本実施の形態のＰＣ１
は、ハードディスク１４に電力制御プログラム５０が予めインストールされて記憶されて
いる。ディスクドライブ１５は、ＣＤ（Compact Disc）及びＤＶＤ（Digital Versatile 
Disk）等の光ディスクによる記録媒体に対して、データの読み出し及び書き込みを行うも
のである。このディスクドライブ１５にて光ディスクからプログラム及びデータを読み出
してハードディスク１４に記憶することによって、プログラム及びデータのインストール
を行うことができる。
【００３８】
　Ｉ／Ｆ部１６は、入力装置を接続するための端子を有しており、図示の例では入力装置
としてマウス５及びキーボード６が接続されている。マウス５及びキーボード６はユーザ
の操作を受け付けて入力信号としてＩ／Ｆ部１６へ与え、Ｉ／Ｆ部１６は与えられた入力
信号に基づくユーザの操作をＣＰＵ１１へ通知する。
【００３９】
　通信部１７は、例えばＤＶＩ（Digital Visual Interface）規格の接続端子を有してお
り、モニタ２ａ～２ｃをそれぞれ１本のケーブルを介して接続することができる。通信部
１７は、表示処理部１３から与えられた画像データを、モニタ２ａ～２ｃとの送受信に適
した形式の画像信号に変換し、ケーブルを介してモニタ２ａ～２ｃへ画像信号を送信する
。また通信部１７は、モニタ２ａ～２ｃとの間で双方向の通信を行うことができ、モニタ
２ａ～２ｃの動作制御に係る情報を送受信することができる。これによりＰＣ１は、制御
に係る指示を送信してモニタ２ａ～２ｃの動作を制御することができ、また、モニタ２ａ
～２ｃからの情報を受信してモニタ２ａ～２ｃの動作状態などを把握することができる。
【００４０】
　通信部１７は、例えばＤＤＣ／ＣＩ（Display Data Channel / Command Interface）の
規格によりモニタ２ａ～２ｃと双方向の通信を行う。通信部１７は、ＣＰＵ１１の制御に
応じてモニタ２ａ～２ｃへ動作状態の切替指示、並びに画像表示の明度及び彩度等の設定
変更の指示等を送信し、モニタ２ａ～２ｃの動作を制御する。また通信部１７は、モニタ
２ａ～２ｃに設定された明度及び彩度等の設定値、並びにモニタ２ａ～２ｃの動作状態等
の情報の送信要求をモニタ２ａ～２ｃへ与え、この送信要求に対する各モニタ２ａ～２ｃ
からの応答を受信することで、各モニタ２ａ～２ｃの動作状態を取得する。
【００４１】
　ＰＣ１に接続される３つのモニタ２ａ～２ｃのうち、２つのモニタ２ａ及び２ｂは人感
センサ３を備えており、残りの１つのモニタ２ｃは人感センサ３を備えていない。人感セ
ンサ３は、所定の検知範囲内に人が存在するか否かを検知するセンサであり、例えば赤外
線又は超音波等を出射してその反射波を検知することにより人の存在を検知する構成とす
ることができる（ただし、人感センサ３による人の検知方法はこれに限らない）。
【００４２】
　モニタ２ａは、上記の人感センサ３と、表示部２２、操作部２３、通信部２４及び給電
部２５と、これらを制御する制御部２１とを備えて構成されている。なお、図２において
はモニタ２ａのみ詳細な構成を図示し、モニタ２ｂ及び２ｃの詳細な構成の図示を省略し
たが、モニタ２ｂについてもモニタ２ａと略同じ構成である。またモニタ２ｃは人感セン
サ３を備えていない点を除いてモニタ２ａと略同じ構成である。
【００４３】
　表示部２２は、例えば液晶パネル又はＰＤＰ（Plasma Display Panel）等で構成され、
ＰＣ１から与えられた画像信号に応じた画像表示を行う。ＰＣ１からの画像信号はモニタ
２ａの通信部２４にて受信され、通信部２４は受信した画像信号を制御部２１へ与える。
制御部２１は与えられた画像信号を表示部２２の表示に適した信号に変換して表示部２２
へ与え、表示部２２は制御部２１から与えられた信号により表示を行う。
【００４４】
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　操作部２３は、モニタ２ａの筐体に配設された複数のスイッチなどで構成されており、
ユーザによる電源のオン／オフ操作、並びに画像表示の明度及び彩度等の設定値の変更操
作等を受け付け、制御部２１へ通知する。
【００４５】
　通信部２４は、例えばＤＶＩ規格の接続端子を有しており、ＰＣ１と１本のケーブルを
介して接続される。通信部２４は、上述のようにＰＣ１の通信部１７から送信された画像
信号を受信して制御部２１へ与える処理を行う。また通信部２４は、ＰＣ１との間で双方
向の通信を行って、制御信号の送受信を行う。このとき通信部２４は、例えばＤＤＣ／Ｃ
Ｉの規格によりＰＣ１と双方向の通信を行うことができる。通信部２４は、ＰＣ１から動
作状態又は設定値等の送信要求を受信した場合、受信した要求を制御部２１へ通知し、こ
れに対して制御部２１から与えられる動作状態又は設定値等を応答としてＰＣ１へ送信す
る。また通信部２４は、ＰＣ１から動作に係る指示を受信した場合、受信した指示を制御
部２１へ与え、これにより制御部２１はＰＣ１からの指示に応じた制御処理を行う。
【００４６】
　給電部２５は、商用の交流の電力を直流の電力に変換し、モニタ２ａの各部へ供給する
ものであり、制御部２１により電力供給の開始／停止を制御されている。モニタ２ａは、
表示部２２に画像を表示する通常動作モード（表示動作状態）と、画像表示に係る動作を
停止して表示部２２に画像を表示せず、電力消費を低減するスリープモード（低電力動作
状態）と、給電部２５による各部への電力供給を停止して電力消費を更に低減する電源オ
フモード（低電力動作状態）との３つのモードで動作することができる。ただしスリープ
モードにおいてモニタ２ａは、人感センサ３によるユーザの検知及び通信部２４によるＰ
Ｃ１からの制御情報の送受信は行うことができ、ＰＣ１からの指示を受信して制御部２１
へ通知し、通常動作モードへ復帰することができる。また電源オフモードにおいてモニタ
２ａは、人感センサ３への電力供給を停止するためユーザの検知を行うことはできないが
、制御部２１及び通信部２４への電力供給は行っており、ＰＣ１からの指示に応じて通常
動作モードへ復帰することができる。
【００４７】
　制御部２１は、モニタ２ａの各部の動作の制御処理及び各種の演算処理を行うものであ
り、例えばＰＣ１から与えられた画像信号を表示部２２の表示に適した信号に変換して出
力することにより表示部２２に画像を表示し、また例えば操作部２３になされたユーザの
操作に応じて明度又は彩度等の設定変更を行う。また本実施の形態に係るモニタ２ａの制
御部２１は、自らの判断で又はＰＣ１からの指示に応じて、上記の通常動作モード、スリ
ープモード又は電源オフモードの切り替えを行うことができ、モニタ２ａの電力消費量を
制御することができる。
【００４８】
　また、本実施の形態に係るＰＣ１は、ハードディスク１４に記憶された電力制御プログ
ラム５０をＣＰＵ１１にて実行することにより、通信部１７に接続された複数のモニタ２
ａ～２ｃの消費電力量を制御する処理を行うことができる。図３は、本発明に係る表示制
御装置の構成を示す機能ブロック図であり、ＰＣ１にて電力制御プログラム５０及びＯＳ
６０を実行した場合に実現されるソフトウェア機能の構成を図示してある。
【００４９】
　電力制御プログラム５０を実行したＰＣ１には、人感センサ搭載情報取得手段５１、人
感センサ検知結果取得手段５２、モニタ状態制御手段５３、モニタ情報記憶手段５４及び
人感センサ設定受付手段５５等が実現される。またＯＳ６０を実行したＰＣ１には、（モ
ニタ２ａ～２ｃの電力消費量の制御に係る機能として）配置情報受付手段６１及び配置情
報記憶手段６２等が実現される。
【００５０】
　人感センサ搭載情報取得手段５１は、通信部１７により複数のモニタ２ａ～２ｃとそれ
ぞれ通信を行って、各モニタ２ａ～２ｃが人感センサ３を搭載しているか否かに関する情
報を取得し、取得した搭載情報をモニタ情報記憶手段５４へ与える。人感センサ搭載情報
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取得手段５１による搭載情報の取得は、例えばＰＣ１の起動の際に又は通信部１７に新た
なモニタが接続された際に１度行えばよい。
【００５１】
　人感センサ設定受付手段５５は、各モニタ２ａ、２ｂに搭載された人感センサ３を使用
するか否か（有効／無効）及び各人感センサ３の感度設定等をユーザから受け付け、受け
付けた設定情報をモニタ情報記憶手段５４へ与える。このとき人感センサ設定受付手段５
５は、いずれかのモニタ２ａ～２ｃに設定受付のためのダイアログを表示し、このダイア
ログに対してユーザがマウス５又はキーボード６を利用して行った操作に基づいて設定の
受け付けを行う。なお、人感センサ設定受付手段５５が表示するダイアログの構成につい
ての詳細は後述する（図６及び図７参照）。
【００５２】
　モニタ情報記憶手段５４は、人感センサ搭載情報取得手段５１から与えられた搭載情報
、及び人感センサ設定受付手段５５から与えられた設定情報を記憶する。モニタ状態制御
手段５３は、モニタ情報記憶手段５４に記憶された搭載情報及び設定情報を読み出し、こ
れらの情報に応じて制御処理を行うことができる。
【００５３】
　人感センサ検知結果取得手段５２は、通信部１７を介して定期的に人感センサ３を搭載
したモニタ２ａ及び２ｂへ検知結果の送信要求を与え、これに対する応答として各モニタ
２ａ、２ｂから送信される検知結果を受信することで、全ての人感センサ３の検知結果を
取得する。人感センサ検知結果取得手段５２は、取得した全ての人感センサ３の検知結果
をモニタ状態制御手段５３へ与える。
【００５４】
　配置情報受付手段６１は、ＰＣ１に接続された複数のモニタ２ａ～２ｃの配置（例えば
、モニタ２ａが中央に配置され、その右側にモニタ２ｂが配置され、左側にモニタ２ｃが
配置され、ユーザはモニタ２ａに面して作業を行うなど）に関する情報をユーザから受け
付け、受け付けた配置情報を配置情報記憶手段６２に与える。このとき配置情報受付手段
６１は、いずれかのモニタ２ａ～２ｃに配置情報受付のためのダイアログを表示し、この
ダイアログに対してユーザがマウス５又はキーボード６を利用して行った操作に基づいて
配置情報の受け付けを行う。なお、配置情報受付手段６１が表示するダイアログの構成に
ついての詳細は後述する（図９参照）。
【００５５】
　配置情報記憶手段６２は、配置情報受付手段６１から与えられた配置情報を記憶する。
モニタ状態制御手段５３は、配置情報記憶手段６２に記憶されたモニタ２ａ～２ｃの配置
情報を読み出し、これらの情報に応じて制御処理を行うことができる。
【００５６】
　モニタ状態制御手段５３は、人感センサ検知結果取得手段５２が取得した人感センサ３
の検知結果に応じて、モニタ２ａ～２ｃの動作状態（通常動作モード、スリープモード又
は電源オフモード）を決定し、動作状態の切り替えが必要な場合には、通信部１７を介し
て各モニタ２ａ～２ｃへ動作状態の切り替えに係る制御指示を送信する。ＰＣ１のモニタ
状態制御手段５３から送信された制御指示は各モニタ２ａ～２ｃの通信部２４にて受信さ
れ、各モニタ２ａ～２ｃは受信した制御指示に応じて動作状態を切り替える。
【００５７】
　図４及び図５は、ＰＣ１のモニタ状態制御手段５３によるモニタ２ａ～２ｃの制御を説
明するための模式図であり、２つのモニタ２ａ及び２ｂにそれぞれ搭載された２つの人感
センサ３が共に有効と設定された場合を図４に示し、１つのモニタ２ａに搭載された人感
センサ３のみが有効と設定された場合を図５に示してある。また図４及び図５においては
、モニタ２ａに搭載された人感センサ３の検知範囲を破線で囲んだ領域Ａで示し、モニタ
２ｂに搭載された人感センサ３の検知範囲を破線で囲んだ領域Ｂで示してある。
【００５８】
　図示の例では、モニタ２ａが中央に配置され、その右側にモニタ２ｂが配置され、左側
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にモニタ２ｃが配置されている。また左側のモニタ２ｃは、他の２つのモニタ２ａ及び２
ｂに対してユーザ１００へ向けて略４５°の角度で配置されている。モニタ２ａ及び２ｂ
に搭載された２つの人感センサ３は共に有効であるため、モニタ２ａの人感センサ３の検
知範囲Ａにユーザ１００が存在する場合（図４（ａ）参照）、及び、モニタ２ｂの人感セ
ンサ３の検知範囲Ｂにユーザ１００が存在する場合（図４（ｂ）参照）、いずれの場合も
３つのモニタ２ａ～２ｃは通常動作モードで動作し、それぞれの表示部２２にはＰＣ１か
ら与えられた画像信号に基づく画像が表示される。
【００５９】
　このとき、ＰＣ１のモニタ状態制御手段５３は、モニタ情報記憶手段５４に記憶された
設定情報からモニタ２ａ及び２ｂに搭載された人感センサ３が共に有効であることを判断
し、また、人感センサ検知結果取得手段５２から与えられた検知結果から、モニタ２ａ又
は２ｂのいずれかの人感センサ３にてユーザ１００の存在が検知されたことを判断する。
よってモニタ状態制御手段５３は、３つのモニタ２ａ～２ｃを通常動作状態で動作させる
ことを決定し、各モニタ２ａ～２ｃへ通常動作状態で動作する旨の制御指示を送信する。
【００６０】
　またユーザ１００が、モニタ２ａの人感センサ３の検知範囲Ａ外に存在し、且つ、モニ
タ２ｂの人感センサ３の検知範囲Ｂ外に存在する場合（図４（ｃ）参照）、全てのモニタ
２ａ～２ｃは画像表示を行わない。人感センサ３を搭載したモニタ２ａ及び２ｂはスリー
プモードであり、人感センサ３によるユーザ１００の検知は継続して行われている。また
人感センサ３を搭載していないモニタ２ｃは電源オフモードである（ただし、スリープモ
ードであってもよい）。
【００６１】
　このとき、ＰＣ１のモニタ状態制御手段５３は、人感センサ検知結果取得手段５２から
与えられた検知結果から、全ての人感センサ３にてユーザ１００の存在が検知されないこ
と、即ちユーザ１００が不在であることを判断する。よってモニタ状態制御手段５３は、
人感センサ３を搭載したモニタ２ａ及び２ｂへスリープモードへ切り換える旨の制御指示
を送信し、人感センサ３を搭載しないモニタ２ｃへ電源オフモードへ切り換える旨の制御
指示を送信する。
【００６２】
　また、中央のモニタ２ａに搭載された人感センサ３が有効であり、右側のモニタ２ｂに
搭載された人感センサ３が無効であると設定された状態においては、モニタ２ａの人感セ
ンサ３の検知範囲Ａにユーザ１００が存在する場合（図５（ａ）参照）、３つのモニタ２
ａ～２ｃは通常動作モードで動作し、それぞれの表示部２２にはＰＣ１から与えられた画
像信号に基づく画像が表示される。
【００６３】
　このとき、ＰＣ１のモニタ状態制御手段５３は、モニタ情報記憶手段５４に記憶された
設定情報からモニタ２ａに搭載された人感センサ３が有効であり、モニタ２ｂに搭載され
た人感センサ３が無効であることを判断し、また、人感センサ検知結果取得手段５２から
与えられた検知結果から、モニタ２ａの人感センサ３にてユーザ１００の存在が検知され
たことを判断する。よってモニタ状態制御手段５３は、３つのモニタ２ａ～２ｃを通常動
作状態で動作させることを決定し、各モニタ２ａ～２ｃへ通常動作状態で動作する旨の制
御指示を送信する。
【００６４】
　またユーザ１００が、モニタ２ｂの人感センサ３の検知範囲Ｂ内に存在し、且つ、モニ
タ２ａの人感センサ３の検知範囲Ａ外に存在する場合（図５（ｂ）参照）、モニタ２ｂの
人感センサ３は無効に設定されているため、全てのモニタ２ａ～２ｃは画像表示を行わな
い。
【００６５】
　このとき、ＰＣ１のモニタ状態制御手段５３は、モニタ情報記憶手段５４に記憶された
設定情報からモニタ２ｂに搭載された人感センサ３が無効であることを判断するため、人
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感センサ検知結果取得手段５２から与えられた検知結果からモニタ２ｂの人感センサ３に
てユーザ１００の存在が検知された場合であっても、ユーザ１００は不在であると判断す
る。よって、モニタ状態制御手段５３は、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ及び２ｂへ
スリープモードへ切り換える旨の制御指示を送信し、人感センサ３を搭載しないモニタ２
ｃへ電源オフモードへ切り換える旨の制御指示を送信する。
【００６６】
　またユーザ１００が、モニタ２ａの人感センサ３の検知範囲Ａ外に存在し、且つ、モニ
タ２ｂの人感センサ３の検知範囲Ｂ外に存在する場合（図５（ｃ）参照）、全てのモニタ
２ａ～２ｃは画像表示を行わない。これはモニタ２ｂの人感センサ３が有効な場合（図４
（ｃ）参照）と同様である。
【００６７】
　これらのように、ＰＣ１のモニタ状態制御手段５３は、有効と設定された少なくとも１
つの人感センサ３にてユーザ１００の存在が検知されている場合には、全てのモニタ２ａ
～２ｃを通常動作モードで動作させる。またモニタ状態制御手段５３は、有効と設定され
た全ての人感センサ３にてユーザ１００の存在が検知されない場合には、有効と設定され
た人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃをスリープモードで動作させ、無効と設定さ
れた人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃ及び人感センサ３を搭載しないモニタ２ａ
～２ｃを電源オフモードで動作させる。人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃであっ
ても、人感センサ３が無効と設定されている場合には、モニタ状態制御手段５３はこのモ
ニタ２ａ～２ｃを人感センサ３が搭載されていないモニタ２ａ～２ｃと同様に扱う。
【００６８】
　また有効と設定された人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃをスリープモードで動
作させるのは、電源オフモードでは人感センサ３への電力供給が停止され、人感センサ３
によるユーザの検知を行うことができないためである。例えば人感センサ３を搭載したモ
ニタ２ａ～２ｃを電源オフモードで動作させた場合、モニタ２ａ～２ｃは人感センサ３に
よる検知を行うことができず、ＰＣ１の人感センサ検知結果取得手段５２は検知結果を取
得することができないため、モニタ状態制御手段５３はモニタ２ａ～２ｃの動作状態を電
源オフモードから通常動作モードへ復帰させることができない。
【００６９】
　図６及び図７は、ＰＣ１の人感センサ設定受付手段５５による設定の受け付けを説明す
るための模式図である。電力制御プログラム５０を実行しているＰＣ１にて、ユーザはマ
ウス５又はキーボード６を操作することにより、図６に示すダイアログ１０１をモニタ２
ａ～２ｃのいずれかに表示させて人感センサ３に関する設定を行うことができる。なお、
図示の例ではモニタ制御アプリケーションのダイアログ１０１に設けられた複数のタブの
１つを人感センサ設定用タブ１０２としてあり、このタブを選択することで人感センサ３
の設定をユーザ１００が行う構成とするが、これは一例であって、人感センサ３の設定の
ためのみに用いるダイアログを表示するなど、その他の構成であってもよい。
【００７０】
　人感センサ設定用タブ１０２には、モニタ選択のためのコンボボックス１０３、人感セ
ンサ３の有効／無効を設定するためのボタン１０４、及び複数のチェックボックス１０５
～１０７等が設けられている。コンボボックス１０３は、ＰＣ１に接続された複数のモニ
タ２ａ～２ｃの名称などを一覧表示して（一覧表示の図示は省略する）、ユーザ１００に
いずれか１つのモニタ２ａ～２ｃを選択させるものである。図示の例は、”モニタ２ａ”
が選択された状態であり、選択されたモニタ２ａに搭載された人感センサ３に関する設定
を人感センサ設定受付手段５５が受け付ける状態であることを示している。
【００７１】
　人感センサ３の設定用のボタン１０４は、コンボボックス１０３にて人感センサ３を搭
載したモニタ２ａ～２ｃが選択された場合にのみユーザ１００による操作が可能となる。
ボタン１０４がユーザ１００により操作された場合、人感センサ設定受付手段５５は更に
図７に示す人感センサ設定ダイアログ１１０をモニタ２ａ～２ｃのいずれかに表示する。



(16) JP 4615053 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

人感センサ設定ダイアログ１１０には、人感センサのオン／オフ（有効／無効）を設定す
るためのラジオボタン１１１、人感センサ３のレベル（感度）を調整するためのラジオボ
タン１１２、ＯＫボタン１１３及びキャンセルボタン１１４等が設けられている。
【００７２】
　ラジオボタン１１１は、”オン（有効）”及び”オフ（無効）”のラベルがそれぞれ付
された２つの円形のボタンを有しており、ユーザ１００はオン及びオフの２つの項目から
いずれか一方を選択することができる。選択された一方のボタンにはその中に黒丸が表示
される。図示の例は、人感センサ３のオンが設定された状態であることを示している。こ
れにより人感センサ設定受付手段５５は、人感センサ３の有効／無効の設定を受け付ける
ことができる。
【００７３】
　ラジオボタン１１２は、”オート”、”マニュアル１”、”マニュアル２”及び”マニ
ュアル３”のラベルがそれぞれ付された４つの円形のボタンを有しており、ユーザ１００
は４つの項目からいずれか１つを選択することができる。なおラジオボタン１１２は、ラ
ジオボタン１１にて人感センサ３がオンに設定された場合にのみユーザ１００による操作
が可能となる。図示の例は、人感センサ３のレベル調整がオートに設定された状態である
ことを示している。
【００７４】
　本実施の形態においては、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ、２ｂはレベル（感度）
の調整として、（１）検知範囲、（２）ゆらぎ判定の有無、（３）静物判定の有無の３つ
を、ラジオボタン１１２の選択に応じて調整することができる。図８は、人感センサ３の
レベル調整を説明するための図表である。
【００７５】
　本例において人感センサ３の検知範囲は、１２０ｃｍ又は９０ｃｍの２段階で調整する
ことができる。人感センサ設定ダイアログ１１０のレベル調整のラジオボタン１１２にて
”オート”又は”マニュアル２”が選択された場合、人感センサ３の検知範囲は１２０ｃ
ｍに調整され、レベル調整のラジオボタン１１２にて”マニュアル１”又は”マニュアル
３”が選択された場合、人感センサ３の検知範囲は９０ｃｍに調整される。
【００７６】
　なお、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃは、設定された検知範囲にユーザ１０
０が入った場合には直ぐにユーザ１００が存在すると判断し、ユーザ１００が存在する旨
の検知結果をＰＣ１からの要求に応じて送信する。これに対して、設定された検知範囲か
らユーザ１００が出た場合、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃは、人感センサ３
にてユーザ１００の不在を検知して５秒経過した後に、ユーザ１００が不在である旨の検
知結果をＰＣ１からの要求に応じて送信する。即ち、人感センサ３にて不在が検知された
場合であっても、５秒経過する前にユーザ１００の存在が検知された場合には、人感セン
サ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃはＰＣ１へ不在の検知結果を送信することはない。
【００７７】
　人感センサ３のゆらぎ判定とは、上記の人感センサ３の検知範囲を更に制限するもので
ある。ＰＣ１及びモニタ２ａ～２ｃを使用して作業を行うユーザ１００は、長時間に亘っ
て不動に作業を行うことはなく、その位置は数ｃｍ～数十ｃｍ程度の範囲で変動している
（この変動をゆらぎという）。人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃは、ユーザ１０
０のゆらぎの範囲を人感センサ３の検知結果を基に記憶しており、このゆらぎの範囲内に
ユーザ１００が存在する場合に、ＰＣ１へユーザ１００が存在する旨の検知結果を送信す
る。またゆらぎの範囲内にユーザ１００が存在せず、且つ、５秒経過した場合、人感セン
サ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃは、ＰＣ１へユーザ１００が不在である旨の検知結果を
送信する。
【００７８】
　人感センサ設定ダイアログ１１０のレベル調整のラジオボタン１１２にて”オート”又
は”マニュアル１”が選択された場合、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃはゆら
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ぎの判定を行い、レベル調整のラジオボタン１１２にて”マニュアル２”又は”マニュア
ル３”が選択された場合、ゆらぎの判定は行わない。
【００７９】
　静物判定とは、人感センサ３によりユーザ１００以外の静物が誤検知されることを防止
するためのものである。例えばＰＣ１及びモニタ２ａ～２ｃが机の上に配置されている場
合、その周囲にはマウス５及びキーボード６等のＰＣ１の周辺機器、並びに書類、電話器
又は筆記具等の種々の物が存在する可能性がある。人感センサ３が例えば超音波などの反
射波を検知することでユーザ１００の検知を行う構成の場合、人感センサ３はユーザ１０
０のみでなく検知範囲内のその他の物を検知する可能性がある。そこで人感センサ３を搭
載したモニタ２ａ～２ｃは、人感センサ３の検知範囲内にてユーザ１００又はその他の物
等を検知した場合であっても、検知位置が６０秒以上の間に変動しない場合には、検知し
た物がユーザ１００以外の静物であると判断し、ＰＣ１へユーザ１００が不在である旨の
検知結果を送信する。即ち、実際にはユーザ１００が人感センサ３の検知範囲外であって
も、検知範囲内にその他の静物が存在している場合には、モニタ２ａ～２ｃは静物の検知
から６０秒の経過後にユーザ１００の不在を送信することができる。
【００８０】
　人感センサ設定ダイアログ１１０のレベル調整のラジオボタン１１２にて”オート”又
は”マニュアル１”が選択された場合、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃは静物
判定を行い、レベル調整のラジオボタン１１２にて”マニュアル２”又は”マニュアル３
”が選択された場合、静物判定は行わない。
【００８１】
　検知範囲、ゆらぎ判定の有無及び静物判定の有無の設定は、ＰＣ１に接続されたモニタ
２ａ～２ｃのそれぞれで異なる設定とすることができる。人感センサ設定ダイアログ１１
０にてなされた設定は、ＯＫボタン１１３が操作された場合に人感センサ設定受付手段５
５にて受け付けられてモニタ情報記憶手段５４に記憶され、モニタ状態制御手段５３が設
定内容を通信部１７を介して設定対象のモニタ２ａ～２ｃに送信する。この設定を受信し
たモニタ２ａ～２ｃは、設定内容を制御部２１にて記憶し、設定内容に応じた検知範囲の
調整、ゆらぎ判定及び静物判定の処理を制御部２１が行う。なお人感センサ設定ダイアロ
グ１１０にてキャンセルボタン１１４が操作された場合には、人感センサ設定受付手段５
５は設定を受け付けずに人感センサ設定ダイアログ１１０を閉じる。
【００８２】
　本実施の形態に係る表示システムでは、人感センサ３の検知範囲の調整、ゆらぎ判定及
び静物判定は各モニタ２ａ～２ｃにてそれぞれ行われるため、ＰＣ１はこれらを考慮する
ことなく各モニタ２ａ～２ｃから受信した検知結果を取得するのみでよい。よってＰＣ１
は、複数の人感センサ３について検知範囲の調整、ゆらぎ判定及び静物判定を行う必要が
なく、多数のモニタ２ａ～２ｃを接続した場合であってもＰＣ１の処理負荷が増大するこ
とはない。ただし、これらの処理をＰＣ１にて行う構成としてもよい。
【００８３】
　モニタ制御アプリケーションのダイアログ１０１に設けられたチェックボックス１０５
～１０７は、モニタ選択のコンボボックス１０３にて選択された１つのモニタ２ａ～２ｂ
に対する設定ではなく、ＰＣ１に接続された全てのモニタ２ａ～２ｃに対する設定を受け
付けるためのものである。
【００８４】
　チェックボックス１０５は、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃが少なくとも１
つＰＣ１に接続され、且つ、人感センサ設定ダイアログ１１０にて少なくとも１つの人感
センサ３がオンに設定された場合に操作可能となる。チェックボックス１０５は、”人感
センサをアプリケーションで制御する”というラベルが付されており、人感センサ３の検
知結果に基づいたモニタ２ａ～２ｃの状態切替の制御を行うか否かの設定を受け付けるも
のである。このチェックボックス１０５がチェックされた場合、ＰＣ１の電力制御プログ
ラム５０は人感センサ３の検知結果を取得し、取得した検知結果に応じて人感センサ３を
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搭載したモニタ２ａ～２ｃを通常動作モード又はスリープモードに切り替える処理を行う
。ただしチェックボックス１０５がチェックされた場合であっても、後述のチェックボッ
クス１０７がチェックされていない場合には、人感センサ３を搭載していないモニタ２ａ
～２ｃの制御は行わない。またチェックボックス１０５がチェックされていない場合、人
感センサ３の検知結果に応じた制御処理を電力制御プログラム５０は行わず、人感センサ
３に応じた動作は各モニタ２ａ～２ｃに任される。
【００８５】
　チェックボックス１０６は、チェックボックス１０５がチェックされた場合に操作可能
となる。チェックボックス１０６は、”不在時にコンピュータをスリープにする”という
ラベルが付されており、人感センサ３の検知結果に応じてＰＣ１の動作状態を制御するか
否かの設定を受け付けるものである。ＰＣ１は、表示処理部１３、ハードディスク１４及
びディスクドライブ１５等の各部の動作を停止して電力消費を低減するスリープモードと
、これら各部が動作して通常の電力消費を行う通常動作モードとを切り換えて動作するこ
とができる。ＰＣ１の電力制御プログラム５０は、チェックボックス１０６がチェックさ
れているときに、モニタ２ａ～２ｃの人感センサ３にてユーザ１００の不在が検知された
場合、モニタ２ａ～２ｂをスリープモード又は電源オフモードとして電力消費を低減した
後、ＰＣ１をスリープモードへ切り替えることによって更なる電力消費の低減を行う。た
だし、ＰＣ１のスリープモードから通常動作モードへの復帰は、マウス５又はキーボード
６がユーザ１００に操作された場合に行われ、ＰＣ１がスリープモードの場合には人感セ
ンサ３の検知結果に基づくモニタ２ａ～２ｃの制御を行うことができないため、ＰＣ１が
スリープモードへ切り替えられた後は、マウス５又はキーボード６が操作されるまでモニ
タ２ａ～２ｃを通常動作モードに切り替えて表示を行うことはできない。
【００８６】
　チェックボックス１０７は、チェックボックス１０５がチェックされた場合に操作可能
となる。チェックボックス１０７は、”コンピュータに接続されている全てのモニタを制
御する”というラベルが付されており、人感センサ３を搭載していないモニタ２ａ～２ｃ
についても他のモニタ２ａ～２ｃに搭載された人感センサ３の検知結果に基づいて制御を
行うか否かの設定を受け付けるものである。このチェックボックス１０７がチェックされ
た場合、図４及び図５に示したように、全てのモニタ２ａ～２ｃの状態切替が電力制御プ
ログラム５０により制御される。チェックボックス１０７がチェックされていない場合に
は、人感センサ３を搭載したモニタ２ａ～２ｃのみを電力制御プログラム５０が制御する
。
【００８７】
　モータ制御アプリケーションのダイアログ１０１には、その最下部に”閉じる”のラベ
ルが付されたボタン１０８が設けられており、ボタン１０８に対する操作がなされた場合
にダイアログ１０１が閉じられる。このとき、ＰＣ１の人感センサ設定受付手段５５はダ
イアログ１０１にて設定された設定内容を受け付けてモニタ情報記憶手段５４に記憶する
。モニタ状態制御手段５３は、モニタ情報記憶手段５４に記憶された設定内容を読み出し
て、各モニタ２ａ～２ｃへ制御指示を与える。
【００８８】
　図９は、ＰＣ１の配置情報受付手段６１による配置情報の受け付けを説明するための模
式図である。ＯＳ６０を実行しているＰＣ１にて、ユーザはマウス５又はキーボード６を
操作することにより、図９に示す画面設定ダイアログ１２０をモニタ２ａ～２ｃのいずれ
かに表示させてモニタ２ａ～２ｃの配置情報の入力を行うことができる。画面設定ダイア
ログ１２０には複数のタブが設けられており、これら複数のタブのうちの１つをモニタ２
ａ～２ｃの配置設定タブ１２１としてある。
【００８９】
　配置設定タブ１２１には、モニタ２ａ～２ｃ及びユーザ１００の配置をアイコンを用い
て指定するための配置領域１２２が設けられている。配置領域１２２には、ＰＣ１に接続
されたモニタ２ａ～２ｃに一対一に対応するモニタアイコン１２３ａ～１２３ｃと、ユー
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ザ１００に対応するユーザアイコン１２４とが表示されている。ユーザ１００は、マウス
５を用いてドラッグ＆ドロップ操作することにより、モニタアイコン１２３ａ～１２３ｃ
又はユーザアイコン１２４を配置領域１２２内にて移動させることができる。
【００９０】
　モニタアイコン１２３ａ～１２３ｃは、モニタ２ａ～２ｃを模した形状（例えば扁平な
立方体）であり、マウス５を用いたドラッグ＆ドロップ操作により向きを変更することが
できる。図示の例では、２つのモニタアイコン１２３ａ、１２３ｂに対して、左側のモニ
タアイコン１２３ｃは略４５°向きをずらしてある。モニタアイコン１２３ａ～１２３ｃ
の向きの変更は、例えば立方体の頂点又は辺をマウス５にてドラッグ＆ドロップすること
で行うことができるものとする。
【００９１】
　またモニタアイコン１２３ａ～１２３ｃは、対応するモニタ２ａ～２ｃが人感センサ３
を搭載しているか、また人感センサ３を搭載している場合には有効又は無効のいずれに設
定されているかに応じて、異なる色で表示される。例えば、モニタ２ａが人感センサ３を
搭載しており、これが有効と設定されている場合には、モニタアイコン１２３ａは赤色で
表示される。モニタ２ｂが人感センサ３を搭載しており、これが無効と設定されている場
合には、モニタアイコン１２３ｂは緑色で表示される。またモニタ２ｃが人感センサ３を
搭載していない場合には、モニタアイコン１２３ｃは灰色で表示される。（なお、図９に
おいては、各モニタアイコン１２３ａ～１２３ｃの各色をハッチングに代えて描いてある
。）
【００９２】
　ユーザアイコン１２４は、略円形のアイコンであり、その内部にユーザ１００を模した
画像が表示される。ユーザアイコン１２４は、配置領域１２２内のいずれの位置にでも配
することができる。ユーザ１００は、モニタアイコン１２３ａ～１２３ｃの配置に対して
、自らが主として作業を行う場所にユーザアイコン１２４を配置する。図示の例では、モ
ニタ２ａを示すモニタアイコン１２３ａの正面側にユーザアイコン１２４が配置されてい
る。
【００９３】
　画面設定ダイアログ１２０の最下部にはＯＫボタン１２５及びキャンセルボタン１２６
が設けてある。ユーザ１００が配置領域１２２にモニタアイコン１２３ａ～１２３ｃ及び
ユーザアイコン１２４を適宜に配置した後、ＯＫボタン１２５を操作した場合、ＰＣ１の
配置情報受付手段６１は、モニタアイコン１２３ａ～１２３ｃが配された座標などを取得
してモニタ２ａ～２ｃの配置を判断してこれを配置情報として受け付ける。また配置情報
受付手段６１は、ユーザアイコン１２４が配された座標などを取得して、モニタ２ａ～２
ｃを使用するユーザ１００の作業位置を判断し、モニタ２ａ～２ｃの配置情報と共に受け
付ける。配置情報受付手段６１は、受け付けたモニタ２ａ～２ｃの配置情報及びユーザ１
００の作業位置を配置情報記憶手段６２に記憶する。なお画面設定ダイアログ１２０にて
キャンセルボタン１２６が操作された場合には、配置情報受付手段６１による受け付け及
び配置情報記憶手段６２による記憶は行われない。
【００９４】
　上述のように、モニタ状態制御手段５３は、図７に示した人感センサ設定ダイアログ１
１０にて設定された人感センサ３のオン／オフに応じて複数のモニタ２ａ～２ｃに搭載さ
れた各人感センサ３の有効／無効を判断することができるが、図９に示した画面設定ダイ
アログ１２０にて設定されたモニタ２ａ～２ｃの配置情報及びユーザ１００の作業位置に
応じて各人感センサ３の有効／無効を判断する構成としてもよい。
【００９５】
　この場合、モニタ制御手段５３は、配置情報記憶手段６２からモニタ２ａ～２ｃの配置
情報及びユーザ１００の作業位置を読み出し、例えばユーザ１００に対して対向配置され
たモニタ２ａ～２ｃに搭載された人感センサ３のみを有効とし、その他のモニタ２ａ～２
ｃに搭載された人感センサ３を無効として複数のモニタ２ａ～２ｃの動作状態を制御する
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ことができる。図９に示す例ではモニタ２ａがユーザ１００に対向配置されているため、
モニタ制御手段５３はモニタ２ａに搭載された人感センサ３を有効とし、その他のモニタ
２ｂ、２ｃに搭載された人感センサ３を無効として制御を行う。このときにモニタ制御手
段５３が行う制御は、図５に示したものと同じである。
【００９６】
　図１０及び図１１は、本発明に係る表示システムのＰＣ１が行う処理の手順を示すフロ
ーチャートであり、電力制御プログラム５０を実行したＣＰＵ１１が行う処理である。ま
ずＣＰＵ１１は、モニタ情報記憶手段５４に記憶された情報（又は配置情報記憶手段６２
に記憶された情報）に基づいて、人感センサ３が有効と設定されたモニタ２ａ～２ｃへ検
知結果の送信要求を通信部１７を介して与える（ステップＳ１）。
【００９７】
　その後、ＣＰＵ１は、通信部１７にてモニタ２ａ～２ｃから送信要求に対する応答とし
て全ての検知結果を受信したか否かを判定し（ステップＳ２）、人感センサ３を搭載した
全てのモニタ２ａ～２ｃから検知結果を受信していない場合（Ｓ２：ＮＯ）、全ての検知
結果を受信するまで待機する。全ての検知結果を受信した場合（Ｓ２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ
１は受信した検知結果と以前に受信した検知結果とを比較し、検知結果に変化があるか否
かを判定する（ステップＳ３）。受信した検知結果に変化がない場合（Ｓ３：ＮＯ）、Ｃ
ＰＵ１１はステップＳ１へ戻り、上述のＳ１～Ｓ３の処理を繰り返し行う。
【００９８】
　受信した検知結果に変化がある場合（Ｓ３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、受信した検知結
果がユーザ１００の不在を示すものであるか否か（即ち、ユーザ１００の存在が検知され
ていない旨の検知結果であるか否か）を判定する（ステップＳ４）。検知結果が不在の場
合（Ｓ４：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１はモニタ２ａ～２ｃの電力消費を低減する省電力処理を
行って（ステップＳ５）、ステップＳ７へ進む。また検知結果が不在でない場合（Ｓ４：
ＮＯ）、即ちユーザ１００が存在する場合には、ＣＰＵ１１は通信部１７から全てのモニ
タ２ａ～２ｃへ通常動作モードへ遷移させる制御指示を送信し（ステップＳ６）、ステッ
プＳ７へ進む。
【００９９】
　図１２は、本発明に係る表示システムのＰＣ１が行う省電力処理の手順を示すフローチ
ャートであり、図１０及び図１１に示したフローチャートのステップＳ５にてＣＰＵ１１
が行う処理である。なお、図示の省電力処理では変数ｉを用いて処理を行っているが、変
数ｉは例えばＣＰＵ１１のレジスタ又はメモリ１２等の記憶領域を用いて実現されるもの
である。
【０１００】
　省電力処理において、まずＣＰＵ１１は、変数ｉの値を１に初期化し（ステップＳ２１
）、人感センサ搭載情報取得手段５１にて予め取得されモニタ情報記憶手段５４に記憶さ
れた人感センサ３の搭載情報に基づいて、第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃ（図１２において
は単に第ｉモニタと記載）が人感センサ３を搭載したモニタであるか否かを判定する（ス
テップＳ２２）。第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃが人感センサ３を搭載している場合（Ｓ２
２：ＹＥＳ）、更にＣＰＵ１１は、人感センサ設定受付手段５５にて予め設定を受け付け
、モニタ情報記憶手段５４に記憶された人感センサ３の設定情報を基に（又は、配置情報
受付手段６１にて予め受け付け、配置情報記憶手段６２に記憶されたモニタ２ａ～２ｃの
配置情報を基に）、第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃの人感センサ３が有効に設定されている
か否かを判定する（ステップＳ２３）。
【０１０１】
　第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃに搭載された人感センサ３が有効である場合（Ｓ２３：Ｙ
ＥＳ）、ＣＰＵ１１は、第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃへスリープモードへ遷移させる制御
指示を送信し（ステップＳ２４）、ステップＳ２６へ進む。また第ｉ番目のモニタ２ａ～
２ｃが人感センサ３を搭載していない場合（Ｓ２２：ＮＯ）、又は、第ｉ番目のモニタ２
ａ～２ｃに搭載された人感センサ３が無効である場合（Ｓ２３：ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、
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第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃへ電源オフモードへ遷移させる制御指示を送信し（ステップ
Ｓ２５）、ステップＳ２６へ進む。
【０１０２】
　第ｉ番目のモニタ２ａ～２ｃへ制御指示を送信した後、ＣＰＵ１１は、変数ｉの値に１
を加算し（ステップＳ２６）、ＰＣ１に接続された全てのモニタ２ａ～２ｃへ制御指示の
送信を終了したか否かを判定する（ステップＳ２７）。これは、変数ｉの値がＰＣ１に接
続されたモニタ２ａ～２ｃの数を超えたか否かにより判定することができる。全てのモニ
タ２ａ～２ｃへ制御指示の送信を終了していない場合（Ｓ２７：ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、
ステップＳ２２へ戻り、全てのモニタ２ａ～２ｃへの制御指示の送信が終了するまでステ
ップＳ２２～Ｓ２６の処理を繰り返し行う。全てのモニタ２ａ～２ｃへの制御指示の送信
を終了した場合（Ｓ２７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、省電力処理を終了して図１０及び図
１１のフローチャートに示す処理へ戻る。
【０１０３】
　ステップＳ５又はＳ６にて全てのモニタ２ａ～２ｃへ制御指示を送信した後、ＣＰＵ１
１は、ＰＣ１のスリープ設定がオンであるか否かを判定する（ステップＳ７）。ＰＣ１の
スリープ設定は図６に示したモニタ制御アプリケーションのダイアログ１０１に設けられ
たチェックボックス１０６にて設定されるものであり、人感センサ設定受付手段５５にて
設定が受け付けられてモニタ情報記憶手段５４に記憶されているため、ＣＰＵ１１はこれ
を読み出すことで判定を行うことができる。
【０１０４】
　ＰＣ１のスリープ設定がオンの場合（Ｓ７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１はスリープモードへ
移行する（ステップＳ８）。その後、ＣＰＵ１１は、マウス５又はキーボード６にてユー
ザ１００による操作がなされたか否かを判定し（ステップＳ９）、操作がなされていない
場合には（Ｓ９：ＮＯ）、操作がなされるまで待機する。マウス５又はキーボード６にて
操作がなされた場合（Ｓ９：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は通常動作モードへ移行し（ステップ
Ｓ１０）、ステップＳ１へ戻って上述の処理を繰り返し行う。
【０１０５】
　図１３は、本発明に係る表示システムのモニタ２ａ～２ｃが行う処理の手順を示すフロ
ーチャートであり、各モニタ２ａ～２ｃの制御部２１にて行われる処理である。まず、モ
ニタ２ａ～２ｃの制御部２１は、通信部２４にてＰＣ１からの制御指示を受信したか否か
を判定し（ステップＳ４１）、制御指示を受信していない場合には（Ｓ４１：ＮＯ）、制
御指示を受信するまで待機する。
【０１０６】
　ＰＣ１からの制御指示を受信した場合（Ｓ４１：ＹＥＳ）、制御部２１は、受信した制
御指示がスリープモードへの遷移に係るものであるか否かを判定する（ステップＳ４２）
。制御指示がスリープモードへの遷移に係るものである場合（Ｓ４２：ＹＥＳ）、制御部
２１はモニタ２ａ～２ｃの動作状態をスリープモードへ遷移させ（ステップＳ４３）、ス
テップＳ４１へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。
【０１０７】
　制御指示がスリープモードへの遷移に係るものでない場合（Ｓ４２：ＮＯ）、制御部２
１は、受信した制御指示が電源オフモードへの遷移に係るものであるか否かを判定する（
ステップＳ４４）。制御指示が電源オフモードへの遷移に係るものである場合（Ｓ４４：
ＹＥＳ）、制御部２１はモニタ２ａ～２ｃの動作状態を電源オフモードへ遷移させ（ステ
ップＳ４５）、ステップＳ４１へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。
【０１０８】
　制御指示が電源オフモードへの遷移に係るものでない場合（Ｓ４４：ＮＯ）、制御部２
１は、受信した制御指示が通常動作モードへの遷移に係るものであるか否かを判定する（
ステップＳ４６）。制御指示が通常動作モードへの遷移に係るものである場合（Ｓ４６：
ＹＥＳ）、制御部２１はモニタ２ａ～２ｃの動作状態を通常動作モードへ遷移させ（ステ
ップＳ４７）、ステップＳ４１へ戻って新たな制御指示を受信するまで待機する。また受
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信した制御指示が通常動作モードへの遷移に係るものでない場合（Ｓ４６：ＮＯ）、即ち
その他の制御指示である場合には、制御部２１はステップＳ４１へ戻って新たな制御指示
を受信するまで待機する。
【０１０９】
　以上の構成の表示システムにおいては、複数のモニタ２ａ～２ｃがＰＣ１に接続された
マルチモニタ環境にて、少なくとも１つのモニタ２ａ～２ｃに人感センサ３を搭載し、人
感センサ３の検知結果に応じてＰＣ１が複数のモニタ２ａ～２ｃの動作状態（通常動作モ
ード、スリープモード又は電源オフモード）の切替制御を行う構成とすることにより、ユ
ーザ１００がモニタ２ａ～２ｃの電源スイッチなどを操作することなく、ユーザ１００の
不在時にＰＣ１がモニタ２ａ～２ｃを電力消費の少ない動作状態（スリープモード又は電
源オフモード）に切り替えることができる。よって、マルチモニタ環境におけるユーザ１
００の作業状態に応じたモニタ２ａ～２ｃの適切な電力制御を行うことができ、未使用時
の複数のモニタ２ａ～２ｃによる消費電力を低減することができ、省電力化を確実に実現
することができる。
【０１１０】
　また、全ての人感センサ３がユーザ１００の不在を検知した場合にモニタ２ａ～２ｃを
スリープモード又は電源オフモードにて動作させ、少なくとも１つの人感センサ３がユー
ザ１００の存在を検知した場合にモニタ２ａ～２ｃを通常動作モードにて動作させる構成
とすることにより、ユーザ１００がマルチモニタ環境で作業を行っていない場合に電力消
費を確実に低減でき、ユーザ１００が作業を開始する際にはモニタ２ａ～２ｃの表示を自
動的に開始させることができる。
【０１１１】
　また、複数のモニタ２ａ～２ｃに人感センサ３が搭載され、複数の人感センサ３の検知
結果をＰＣ１が取得することが可能な場合に、ＰＣ１が各人感センサ３の有効／無効を判
断し、有効な人感センサ３の検知結果に応じてモニタ２ａ～２ｃの制御を行う構成とする
ことにより、例えばマルチモニタ環境を利用するユーザ１００の周囲で作業を行う他人を
人感センサ３が検知してＰＣ１によるモニタ２ａ～２ｃの制御が誤って行われることを抑
制できる。
【０１１２】
　人感センサ３の有効／無効の判断は、図７に示した人感センサ設定ダイアログ１１０な
どによって、ＰＣ１が各人感センサ３の有効／無効に関する設定を受け付け、受け付けた
設定に基づいてＰＣ１が行う構成とすることができる。この構成では、マルチモニタ環境
を利用するユーザ１００がモニタ２ａ～２ｃの使用態様などに応じて適切に設定を行うこ
とで、ＰＣ１によるモニタ２ａ～２ｃの誤制御をより確実に防止できる。
【０１１３】
　人感センサ３の有効／無効の判断は、図９に示した画面設定のダイアログ１２０などに
よってモニタ２ａ～２ｃの配置情報及びユーザ１００の位置を受け付け、受け付けたこれ
らの情報に基づいてＰＣ１が行う構成とすることができる。この構成では、初心者のユー
ザ１００などであっても簡単に設定を行うことができ、人感センサ３の検知結果に基づく
複数のモニタ２ａ～２ｃの制御を利用することができ、省電力化を容易に実現できる。
【０１１４】
　また、図７に示した人感センサ設定ダイアログ１１０などによって、ＰＣ１が各人感セ
ンサ３の感度（レベル）に係る設定をユーザ１００から受け付け、受け付けた設定をＰＣ
１から各モニタ２ａ～２ｃへ送信し、各モニタ２ａ～２ｃにて感度の調整を行う構成とす
ることにより、モニタ２ａ～２ｃの設置状況及び周囲の状況等に応じてユーザ１００が人
感センサ３の感度を調整することができ、ユーザ１００が適切な設定を行うことによって
ＰＣ１によるモニタ２ａ～２ｃの誤制御をより確実に防止することができる。
【０１１５】
　また、ＰＣ１が人感センサ３の検知結果に応じてモニタ２ａ～２ｃを消費電力が少ない
状態（スリープモード又は電源オフモード）で動作させる場合に、ＰＣ１自身もまたスリ
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ｃの電力消費を低減するのみでなく、ＰＣ１による電力消費をも低減することができる。
【０１１６】
　なお、本実施の形態においては、ＰＣ１が電力制御プログラム５０を実行することによ
って複数のモニタ２ａ～２ｃの動作状態を制御する処理を行う構成とし、図３に示した人
感センサ搭載情報取得手段５１、人感センサ検知結果取得手段５２、モニタ状態制御手段
５３、モニタ情報記憶手段５４及び人感センサ設定受付手段５５等が電力制御プログラム
５０の実行により実現されるソフトウェア機能として設けられる構成としたが、これに限
るものではなく、これら各手段の一部又は全部をハードウェアとして構成してもよい。Ｏ
Ｓ６０の実行により実現される配置情報受付手段６１及び配置情報記憶手段６２等につい
ても同様である。
【０１１７】
　また、配置情報受付手段６１及び配置情報記憶手段６２をＯＳ６０に設ける構成とした
が、これに限るものではなく、電力制御プログラム５０に設ける構成としてもよい。また
、図６、図７及び図９に示した各種の設定を受け付けるダイアログの構成は一例であって
、これに限るものではない。また、人感センサ３の検知結果に応じてＰＣ１がモニタ２ａ
～２ｃをスリープモード又は電源オフモードへ移行させた後、ＰＣ１がスリープモードへ
移行する構成としたが、この際にＰＣ１にてプログラムのコンパイル処理などがバックグ
ラウンドで実行されている場合には、ＰＣ１のスリープモードへの移行を行わない構成と
してもよい。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　ＰＣ（表示制御装置）
　２ａ～２ｃ　モニタ（表示装置）
　３　人感センサ
　５　マウス
　６　キーボード
　１１　ＣＰＵ（状態制御手段、受付手段、判断手段）
　１４　ハードディスク
　１７　通信部（通信手段）
　２１　制御部（状態切替手段、調整手段）
　２２　表示部
　２４　通信部（通信手段）
　２５　給電部
　５０　電力制御プログラム（コンピュータプログラム）
　５１　人感センサ搭載情報取得手段
　５２　人感センサ検知結果取得手段
　５３　モニタ状態制御手段
　５４　モニタ情報記憶手段
　５５　人感センサ設定受付手段
　６０　ＯＳ（コンピュータプログラム）
　６１　配置情報受付手段
　６２　配置情報記憶手段
　１００　ユーザ（人）
　Ａ、Ｂ　検知範囲
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