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(57)【要約】
【課題】投射型表示装置から開閉制御装置までのケーブ
ルの設置性を向上させる。
【解決手段】左眼用の映像と右眼用の映像を交互に切り
替えて物体に投射する投射型表示装置２と、該投射型表
示装置２から物体に投射された映像の表示状態に応じた
制御信号を受信し、左右の眼に対応した立体映像観察用
眼鏡５の開閉部を制御する開閉制御装置３と、を有する
。そして、投射型表示装置２と開閉制御装置３がＬＡＮ
ケーブル４で接続されている。投射型表示装置２は、Ｌ
ＡＮケーブル４を通じて開閉制御装置３に制御信号を伝
送する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左眼用の映像と右眼用の映像を交互に切り替えて物体に投射する投射型表示装置と、
　前記投射型表示装置から前記物体に投射された映像の表示状態に応じた制御信号を受信
し、左右の眼に対応した立体映像観察用眼鏡の開閉部を制御する開閉制御装置と、を有し
、
　前記投射型表示装置と前記開閉制御装置がＬＡＮケーブルで接続されている
　投射型表示システム。
【請求項２】
　前記投射型表示装置は、前記ＬＡＮケーブルを通じて前記開閉制御装置に前記制御信号
を伝送する
　請求項１に記載の投射型表示システム。
【請求項３】
　前記投射型表示装置は、
　該投射型表示装置に内蔵された内蔵型開閉制御装置と、前記ＬＡＮケーブルの先に前記
開閉制御装置が接続されているか否かを判定する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記ＬＡＮケーブルの先に前記開閉制御装置が接続されている場合は、
当該開閉制御装置へ前記制御信号を伝送すべく制御し、前記ＬＡＮケーブルの先に前記開
閉制御装置が接続されていない場合は、該投射型表示装置に内蔵された内蔵型開閉制御装
置へ前記制御信号を供給すべく制御する
　請求項２に記載の投射型表示システム。
【請求項４】
　前記投射型表示装置は、使用者の背後から前方に向かって映像を投射する
　請求項３に記載の投射型表示システム。
【請求項５】
　前記制御部は、前記開閉制御装置又は前記内蔵型開閉制御装置に制御信号を供給すると
ともに、前記開閉制御装置又は前記内蔵型開閉制御装置が前記立体映像観察用眼鏡へ出力
する赤外線の出力の強度を調整するための強度設定信号を供給する
　請求項４に記載の投射型表示システム。
【請求項６】
　前記投射型表示装置と前記開閉制御装置のいずれか一方がＬＡＮ規格に準拠し、他方が
独自規格に準拠し、前記投射型表示装置と前記開閉制御装置の間がＬＡＮケーブル、専用
ケーブル、そして、該ＬＡＮケーブルと該専用ケーブルを中継する中継ケーブルで接続さ
れている
　請求項１乃至５のいずれかに記載の投射型表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば投射型表示装置を天井に吊り下げて使用し、立体映像を鑑賞するため
の投射型表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用者前面にあるスクリーンに映像を投射（投影）して使用者に三次元映像（立体映像
）を認識させる投射型表示システム（プロジェクタシステム）がある。プロジェクタシス
テムでは、投射型表示装置（プロジェクタ装置）によりスクリーンに左眼用の映像と右眼
用の映像とを所定の周期（例えばフィールド周期）で交互に切り替えて表示する。そして
、この表示された映像を、左右の眼に対応する開閉部が該映像の表示状態に同期して開閉
制御される液晶シャッタ眼鏡等の立体映像観察用眼鏡を通して鑑賞する（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００３】
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　開閉部を開閉制御するための信号（＝同期信号）を立体映像観察用眼鏡に供給する方法
として、一般に、プロジェクタ装置と接続したエミッタ装置（開閉制御装置）から同期信
号を含む赤外線を立体映像観察用眼鏡に送信する方法が採られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０９－９２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来、プロジェクタ装置からエミッタ装置への同期信号の伝送には、ＵＳＢ
規格に準拠したＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケーブルもしくは専用の固定長ケーブル
が用いられていた。
【０００６】
　ＵＳＢケーブルは、規格上の長さの制約があり、最大５ｍと短いため環境によってはプ
ロジェクタ装置からエミッタ装置へ配線できず、同期信号を伝送できない。例えば、テレ
ビジョン受像機（以下、「ＴＶ」という）を用いて三次元映像を鑑賞する場合、ＴＶとエ
ミッタ装置は近接しているのでケーブル長の問題は発生しない。一方、プロジェクタ装置
の場合、使用者に対向して設けられたスクリーンに対し、該使用者側から映像を投影する
。一例として、該使用者の背後の天井に吊して設置（いわゆる天吊り型）したプロジェク
タ装置から、使用者の前方にあるスクリーンに映像を投影する場合を想定する。この場合
、プロジェクタ装置とエミッタ装置の距離が遠くなるので、この間のケーブルは長くなる
。映画館等の大きな施設であれば、プロジェクタ装置からエミッタ装置までの距離はなお
のこと長くなり、長さに制約があるＵＳＢケーブルでは対応できない。
【０００７】
　他方、専用の固定長ケーブルによる伝送の場合、ケーブルが固定長であるため、使用環
境によってはケーブル長が余ってしまい配線が煩わしくなる或いは長さが足りなくなり伝
送不可になる。さらには、プロジェクタシステムを導入する都度、導入先の環境に合わせ
て専用の固定長ケーブルを製作しなければならないので費用が増えてしまう。
【０００８】
　本発明は、上記の状況に鑑みてなされたものであり、投射型表示装置から開閉制御装置
までのケーブルの設置性を向上させるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面の投射型表示システムは、左眼用の映像と右眼用の映像を交互に切り替
えて物体に投射する投射型表示装置と、該投射型表示装置から物体に投射された映像の表
示状態に応じた制御信号を受信し、左右の眼に対応した立体映像観察用眼鏡の開閉部を制
御する開閉制御装置と、を有する。そして、投射型表示装置と開閉制御装置がＬＡＮ（Ｌ
ｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）ケーブルで接続されている。投射型表示装置は、Ｌ
ＡＮケーブルを通じて開閉制御装置に制御信号を伝送する。
【００１０】
　本発明の一側面によれば、ＬＡＮケーブルを用いて投射型表示装置と開閉制御装置を接
続するので、ＵＳＢケーブルのような長さ制約がなく長距離伝送が可能になる。かつ固定
長ケーブルのような配線制約がなくなる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、投射型表示装置から開閉制御装置までのケーブルの設置性を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】本発明の第１の実施の形態におけるプロジェクタシステムの全体構成例を示すブ
ロック図である。
【図２】ＬＡＮケーブルの一例を示す説明図である。
【図３】ＬＡＮケーブル内の配線例を示す説明図である。
【図４】プロジェクタ装置からエミッタ装置に供給する同期信号の波形図である。
【図５】プロジェクタ装置の内部構成例を示すブロック図である。
【図６】プロジェクタシステムの動作例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態におけるプロジェクタシステムの全体構成例を示すブ
ロック図である。
【図８】変換ケーブルの一例を示す説明図である。
【図９】変換ケーブル内の配線例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態の例について、添付図面を参照しながら説明する。
説明は下記の順序で行う。なお、各図において共通の構成要素には、同一の符号を付して
重複する説明を省略する。
　１．第１の実施の形態（ＬＡＮケーブルのみを使用した例）
　２．第２の実施の形態（ＬＡＮケーブルと専用ケーブル間に変換ケーブルを使用した例
）
【００１４】
＜１．第１の実施の形態＞
［プロジェクタシステムの概要］
　図１は、本発明の第１の実施の形態におけるプロジェクタシステム（投射型表示システ
ム）の全体構成例を示すブロック図である。図２は、第１の実施の形態におけるプロジェ
クタシステムに用いられるＬＡＮケーブルの一例を示すものである。図２ＡはＬＡＮケー
ブルの一端側に設けられたＬＡＮプラグの側面図、図２ＢはＬＡＮケーブルの上面図、図
２ＣはＬＡＮケーブルの他端側に設けられたＬＡＮプラグの側面図を示している。
【００１５】
　本実施の形態に係るプロジェクタシステム１では、プロジェクタ装置２（投射型表示装
置の例）とエミッタ装置３（開閉制御装置の例）がＩＥＥＥ８０２．３およびその拡張版
の規格に沿ったＬＡＮケーブル４で接続されている。ＩＥＥＥ８０２．３及びその拡張版
の規格は、イーサネット（登録商標）と呼ばれ、ＬＡＮにおいて一般に使用されている技
術規格である。ＬＡＮケーブル４としては、同軸ケーブルや光ファイバーケーブル、ツイ
ステッド・ペア・ケーブルが用いられる。本明細書において、イーサネットは、ファスト
・イーサネット及びギガビット・イーサネットを含む総称である。
【００１６】
　エミッタ装置３は、赤外線ＬＥＤ（Light Emitting Diode）を備えており、プロジェク
タ装置２からＬＡＮケーブル４を通じて供給される同期信号に基づいて、立体映像観察用
眼鏡５へ向けて赤外線を送出する。
【００１７】
　ＬＡＮケーブル４は、その両端にそれぞれＬＡＮプラグ４Ａ（オス側コネクタ）を有し
ている。ＬＡＮケーブル４の一端のＬＡＮプラグ４Ａがプロジェクタ装置２のソケット（
メス側コネクタ）に、またＬＡＮケーブル４の他端のＬＡＮプラグ４Ａがエミッタ装置３
のソケットに装着される。イーサネットにおけるケーブルは８線式であり、この８線式に
対応するため、ＬＡＮプラグ４Ａとしては、連邦通信委員会（ＦＣＣ）のRegistered jac
k RJ45規格のいわゆる「ＲＪ４５」が用いられる。ＲＪ４５は、電話回線で使用されるモ
ジュラージャックのＲＪ１１の形状に似た８ピンプラグである。
【００１８】
　プロジェクタ装置２とエミッタ装置３を接続する手段としてイーサネット規格のＬＡＮ
ケーブル４を採用したことにより、ＵＳＢケーブル（５ｍ）と比較してケーブル長（最大
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伝送距離）を長くとることができる。例えば、最大通信速度100Mbpsの1000BASE-T及び最
大通信速度1G(1000M)bpsの1000BASE-Tでは、ケーブル長を最大で１００ｍまでとることが
できる。また、1000BASE規格の他のシリーズには数百ｍ単位、また10ＧBASE規格のシリー
ズにはｋｍ単位で最大ケーブル長が規定されている。また、市販のイーサネット規格のＬ
ＡＮケーブルは、複数の長さのケーブルが揃っており、プロジェクタシステムの導入環境
に応じて適宜選択できる。さらに、ＬＡＮケーブル４に市販品を使用できるので、専用の
固定長ケーブルを使用する場合と比較して費用を抑えられる。
【００１９】
　図３は、ＬＡＮケーブル内の配線例を示す説明図である。
　ＬＡＮプラグ４Ａの８ピンのうち、第１ピンは橙色、第３ピンは黒色、第４ピンは茶色
、第６ピンは赤色の配線と接続し、第７ピンと第８ピンはドレイン線で短絡され、第１線
と第２線がジャンパ線で短絡され、また第７線と第８線がジャンパ線で短絡されている。
プロジェクタ装置２側のＬＡＮプラグ４Ａとエミッタ装置３側のＬＡＮプラグ４Ａは、対
応する番号の線が相互に接続されている。このような構造の双方のＬＡＮプラグ４Ａにお
いて、第１ピンと第２ピンに電源（Power）が供給され、第３ピンには検出信号（EMIT_De
tect）が、第４ピンには同期信号（EMIT_Sync）が、第６ピンには強度設定信号（EMIT_St
rength）が伝送される。そして、第７ピンと第８ピンはグラウンド（GND）に接続されて
いる。
【００２０】
　検出信号（EMIT_Detect）は、ＬＡＮケーブル４とエミッタ装置３が接続されたことを
プロジェクタ装置２へ通知するためのものである。検出信号（EMIT_Detect）は、ＬＡＮ
プラグ４Ａがエミッタ装置３のソケットに挿入されていないとき（非挿入時）にハイ（Ｈ
）、挿入されているとき（挿入時）にロー（Ｌ）となる。
【００２１】
　また、同期信号（EMIT_Sync）は、左眼用の映像と右眼用の映像との表示状態に応じて
、立体映像観察用眼鏡５の左眼及び右眼のシャッタの開口時間を決めるものである。図４
に同期信号（EMIT_Sync）の波形を示す。同期信号（EMIT_Sync）は、所定のデューティ比
（１周期に対するパルス幅（Ｈ期間）の時間比）を持つ矩形波である。このデューティ比
を変えることによりエミッタ装置３の出力が変化し、その結果、立体映像観察用眼鏡５の
左眼及び右眼のシャッタの開口時間が変化する。なお、一般に、両眼のうち左眼用シャッ
タを開閉制御するための同期信号（EMIT_Sync）が生成され、右眼用シャッタのための同
期信号は、同期信号を受信したエミッタ装置３又はエミッタ部１７が、受信した該同期信
号に応じて生成される。
【００２２】
　さらに、強度設定信号（EMIT_Strength）は、エミッタ装置３の強度（＝赤外線ＬＥＤ
の出力信号の強度）の強弱を設定する信号である。赤外線ＬＥＤの出力信号の強度を強く
するときはロー（Ｌ）方向に設定され、弱くするときはハイ（Ｈ）方向に設定される。
【００２３】
［プロジェクタ装置の構成例］
　図５は、プロジェクタ装置２の内部構成例を示すブロック図である。
　プロジェクタ装置２は、映像信号受信部１１と、第１映像信号処理部１２と、第２映像
信号処理部１３と、映像信号調整部１４と、映像表示部１５と、制御部１６と、エミッタ
部１７と、ＬＡＮ端子１８とを備える。
【００２４】
　映像信号受信部１１は、３次元映像信号（以下、「３Ｄ映像信号」と称す。）を受信す
るものであり、例えばＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）に対応してい
る。ＨＤＭＩは、映像信号、音声信号及び制御信号を同時に伝送できるデジタル映像・音
声入出力インタフェース規格である。また、圧縮されている３Ｄ映像信号を復号する処理
を行う。３Ｄ映像信号は、例えばハードディスクドライブ装置、ブルーレイレコーダ（「
ブルーレイ」は登録商標）、パーソナルコンピュータ、ネットワーク（ストリーミング配
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信）から供給される。なお、本実施の形態において、プロジェクタ装置２に供給される３
Ｄ映像信号は、映像信号、音声信号及び制御信号を含むものとしている。
【００２５】
　第１映像信号処理部１２は、映像信号受信部１１から入力された３Ｄ映像信号に対し、
インターレース／プログレッシブ変換や画面サイズを変換するスケーリング等の信号処理
を行い、第２映像信号処理部１３へ出力するものである。
【００２６】
　第２映像信号処理部１３は、第１映像信号処理部１２から入力された３Ｄ映像信号に対
して立体映像処理を行い、映像信号調整部１４へ出力する。また、映像信号調整部１４へ
出力した３Ｄ映像信号に対する同期信号（EMIT_Sync）を生成し、エミッタ部１７又はＬ
ＡＮ端子１８へ出力する。立体映像処理は、一例としてフレームレート１２０Ｈｚ対応な
がら２４０Ｈｚ駆動で行われる。ただし、このフレームレート及び駆動周波数の例に限る
ものではない。
【００２７】
　映像信号調整部１４は、第２映像信号処理部１３から入力された３Ｄ映像信号に対し、
３Ｄガンマの調整、表示パネルガンマのＬＵＴ等の調整を行い、映像表示部１５へ出力す
るものである。映像表示部１５へ出力される３Ｄ映像信号は、例えば１９２０×１０８０
（横×縦）の走査線本数を持つ。
【００２８】
　映像表示部１５は、映像信号調整部１４から供給された３Ｄ映像信号に対応する映像を
出力するものであり、例えば液晶パネルが用いられる。映像表示部１５は、３Ｄ映像信号
に含まれる制御信号（同期信号）に基づいて駆動し、一例として２４０Ｈｚで映像を駆動
し、左眼用の映像と右眼用の映像を交互に切り替えて投射する。
【００２９】
　制御部１６は、プロジェクタ装置２内の各ブロックを制御するものであり、例えばＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）等の演算処理装置が用いられる。制御部１６は、不揮発
性のメモリ１６ａに記録された制御プログラムを、不図示のＲＡＭ（Random Access Memo
ry）に読み出して実行する。制御部１６には、ＬＡＮ端子１８から検出信号（EMIT_Detec
t）が入力される。制御部１６は、この検出信号（EMIT_Detect）に基づいてエミッタ部１
７とエミッタ装置３（つまり、ＬＡＮ端子１８）のいずれに同期信号（EMIT_Sync）を供
給するかを決定する。エミッタ部１７とエミッタ装置３（つまり、ＬＡＮ端子１８）は、
表１に示すように、必ずいずれか一方のみが選択される。また、制御部１６は、ユーザが
操作によりプロジェクタ装置２本体に設けられた操作部（図示略）で生成される強度調節
信号が入力されたとき、該強度調節信号に基づいて、エミッタ部１７又はＬＡＮ端子１８
のいずれかに強度設定信号（EMIT_Strength）を出力する。なお、強度調節信号は、プロ
ジェクタ装置２と接続されたレコーダ装置やコンピュータ装置（図示略）から又はネット
ワークを通じて、プロジェクタ装置２に入力されてもよい。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　エミッタ部１７は、赤外線ＬＥＤを備えており、第２映像信号処理部１３から供給され
る同期信号（EMIT_Sync）に基づいて、立体映像観察用眼鏡５へ向けて赤外線を送出する
ものである。
【００３２】
　ＬＡＮ端子１８は、ソケット（メス側コネクタ）に設けられた端子である。ＬＡＮ端子
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１８は、例えばＬＡＮプラグ４Ａと同様にイーサネットに対応して８ピンを有し、ＬＡＮ
プラグ４Ａの対応する各端子と接続する。
【００３３】
［プロジェクタシステムの動作例］
　次に、図６のフローチャートを参照して、プロジェクタシステム１の動作を説明する。
　まず、プロジェクタ装置２の制御部１６は、ＬＡＮ端子１８から入力される検出信号（
EMIT_Detect）を受信する。そして、その検出信号に基づいて、ＬＡＮケーブル４を通じ
て、プロジェクタ装置２とエミッタ装置３が接続されているか判定し（ステップＳ１）、
判定結果をＲＡＭ又はメモリ１６ａに記憶しておく。
【００３４】
　次に、プロジェクタ装置２の映像信号受信部１１に３Ｄ映像信号が入力された場合、第
１映像信号処理部１２及び第２映像信号処理部１３により３Ｄ映像信号に対し、所定の信
号処理を行い（ステップＳ２）、映像信号調整部１４へ送る。映像信号調整部１４で所定
の調整が行われた後、映像表示部１５から３Ｄ映像信号に対応する映像が出力される。同
時に、第２映像信号処理部１３において、３Ｄ映像信号に対応する同期信号（EMIT_Sync
）が生成される（ステップＳ３）。
【００３５】
　制御部１６は、ステップＳ１における判定結果を取得し、該判定結果がプロジェクタ装
置２とエミッタ装置３が接続されているという内容かどうかを判定する（ステップＳ４）
。プロジェクタ装置２とエミッタ装置３が接続されている場合、制御部１６は、第２映像
信号処理部１３に対し、ＬＡＮ端子１８へ同期信号（EMIT_Sync）を送信するよう制御す
る。また、制御部１６は、強度設定信号（EMIT_Strength）をＬＡＮ端子１８に送信する
（ステップＳ５）。
【００３６】
　ＬＡＮ端子１８に送られた同期信号（EMIT_Sync）及び強度設定信号（EMIT_Strength）
は、ＬＡＮケーブル４を通じてエミッタ装置３へ伝送される。エミッタ装置３は、伝送さ
れた同期信号（EMIT_Sync）及び強度設定信号（EMIT_Strength）に基づいて、立体映像観
察用眼鏡５に対して赤外線を送出する。すなわち、同期信号に基づいて立体映像観察用眼
鏡５の左右の眼に対応する開閉部（シャッタ）の開閉を制御するとともに、当該赤外線の
出力強度を調整する（ステップＳ６）。
【００３７】
　一方、ステップＳ４においてプロジェクタ装置２とエミッタ装置３が接続されていない
場合、第２映像信号処理部１３は、同期信号（EMIT_Sync）をエミッタ部１７へ出力する
。また、制御部１６は、強度設定信号（EMIT_Strength）をエミッタ部１７へ出力する（
ステップＳ７）。
【００３８】
　エミッタ部１７は、第２映像信号処理部１３より入力された同期信号（EMIT_Sync）及
び制御部１６より入力された強度設定信号（EMIT_Strength）に基づいて、立体映像観察
用眼鏡５に対して赤外線を送出する。すなわち、同期信号に基づいて立体映像観察用眼鏡
５の左右の眼に対応する開閉部（シャッタ）の開閉を制御するとともに、当該赤外線の出
力強度を調整する（ステップＳ８）。
【００３９】
　上述した第１の実施の形態によれば、ＬＡＮケーブルを用いてプロジェクタ装置とエミ
ッタ装置を接続し、エミッタ装置へ同期信号を伝送するので、ＵＳＢケーブルのような長
さ制約がなく長距離伝送が可能になる。かつ固定長ケーブルのような配線制約がない。そ
れゆえ、プロジェクタシステムの設置性が向上し、よりより視聴環境を実現できる。例え
ば、ユーザが最も理想とする長さのケーブルを使用してプロジェクタ装置とエミッタ装置
を接続できるようになり、設置性が向上する。
【００４０】
　また、第１の実施の形態によれば、プロジェクタ装置（本体）内蔵型と外付け型の２つ
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のエミッタ手段を適宜切り替えられるので、プロジェクタシステムを使用する上での自由
度が増す。つまり、プロジェクタ装置からスクリーンに向けて赤外線を投射して立体映像
観察用眼鏡がその反射光を受信する形態（内蔵型）、及びエミッタ装置をユーザ前方に設
置し立体映像観察用眼鏡に向けて直接赤外線を投射する形態（外付け型）の両方の形態に
対応可能である。このような、プロジェクタ装置（本体）内蔵型と外付け型の２つのエミ
ッタ手段を併用したプロジェクタシステムはこれまで存在していない。
【００４１】
　なお、ＵＳＢケーブルは４線式であり、ＵＳＢプラグも４ピンである。したがって、Ｕ
ＳＢケーブルだけを用いた従来のプロジェクタシステムでは、ＬＡＮケーブルを用いた第
１の実施の形態のように、検出信号（EMIT_Detect）、同期信号（EMIT_Sync）及び強度設
定信号（EMIT_Strength）の３つの信号を伝送することはできない。例えば、ＵＳＢケー
ブルだけを用いた従来のプロジェクタシステムでは、強度設定信号（EMIT_Strength）を
伝送していない。本実施の形態では、強度設定信号（EMIT_Strength）をプロジェクタ装
置からエミッタ装置に供給し、立体映像観察用眼鏡に送出する赤外線の出力強度を適切に
調整することができる。
【００４２】
＜２．第２の実施の形態＞
　第２の実施の形態は、プロジェクタ装置とエミッタ装置との間をＬＡＮケーブル、専用
ケーブル及び変換ケーブル（中継ケーブル）を用いて接続した例である。
【００４３】
　図７は、本発明の第２の実施の形態におけるプロジェクタシステムの全体構成例を示す
ブロック図である。図８は、第２の実施の形態におけるプロジェクタシステムに用いられ
る変換ケーブルの一例を示すものである。図８Ａは変換ケーブルの一端側に設けられたＬ
ＡＮプラグの側面図、図８Ｂは変換ケーブルの上面図、図８Ｃは専用ケーブルの他端側に
設けられた専用プラグの側面図を示している。図７及び図８において、図１に対応する部
分には同一符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００４４】
　プロジェクタシステム１Ａでは、プロジェクタ装置２とエミッタ装置３との間を、ＬＡ
Ｎケーブル４、変換ケーブル２２、そして専用ケーブル２１と繋いで接続する。ＬＡＮケ
ーブル４は、プロジェクタ装置２側にＬＡＮプラグ４Ａ、変換ケーブル２２側にＬＡＮソ
ケット４Ｂ（メス側コネクタ）を有している。専用ケーブル２１は、プロジェクタシステ
ム１Ａのプロジェクタ装置２とエミッタ装置３を接続するための固定長のケーブルである
。
【００４５】
　専用ケーブル２１は、エミッタ装置３側に専用プラグ２１Ａ、変換ケーブル２２側に専
用ソケット２１Ｂ（オス側コネクタ）を有している。エミッタ装置３は専用ソケット（専
用端末）（メス側コネクタ）を備え、専用プラグ２１Ａが装着される。専用ケーブル２１
の接続に用いられる専用プラグ及び後述の専用ソケットは一例として４端子（４ピン）で
ある。
【００４６】
　変換ケーブル２２は、ＬＡＮケーブル４側にＬＡＮプラグ４Ａを有し、専用ケーブル２
１側に専用プラグ２１Ａ（メス側コネクタ）を有し、その内部でＬＡＮ規格の信号と専用
ケーブル用の独自規格の信号を変換する。変換ケーブル２２のＬＡＮプラグ４ＡをＬＡＮ
ソケット４Ｂに挿入し、専用プラグ２１Ａを専用ソケット２１Ｂに挿入することで、変換
ケーブル２２を介してＬＡＮケーブル４と専用ケーブル２１が中継され、プロジェクタ装
置２とエミッタ装置３が接続される。なお、図８に示した変換ケーブル２２のＬＡＮプラ
グ４Ａと専用プラグ２１Ａは、樹脂製の保護カバーが装着された例としてある。
【００４７】
　図９は、変換ケーブル内の配線例を示す説明図である。
　専用ケーブル２１の専用プラグ２１Ａは、４ピンプラグである。変換ケーブル２２のＬ
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ＡＮプラグ４Ａの第１，第２ピンと専用プラグ２１Ａの第１ピンが橙色の配線で接続され
、電源（Power）が供給される。また、ＬＡＮプラグ４Ａの第３ピンと専用プラグ２１Ａ
の第２ピンが黒色の配線で接続され、検出信号（EMIT_Detect）が伝送される。また、Ｌ
ＡＮプラグ４Ａの第４ピンと専用プラグ２１Ａの第３ピンが茶色の配線で接続され、同期
信号（EMIT_Sync）が伝送される。また、ＬＡＮプラグ４Ａの第６ピンと専用プラグ２１
Ａの第４ピンが赤色の配線で接続され、強度設定信号（EMIT_Strength）が伝送される。
そして、ＬＡＮプラグ４Ａの第７，８ピンと専用プラグ２１Ａのシェルが接続され、各装
置のグラウンド（GND）に接続される。
【００４８】
　上述した第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様の作用、効果を奏する。
第２の実施の形態に特有の作用、効果としては以下のようなものがある。第２の実施の形
態では、変換ケーブルを利用することにより、既存の専用端子（専用ソケット）を備えた
エミッタ装置を、ＬＡＮ端子を備えたプロジェクタ装置と接続できる。ここでは、プロジ
ェクタ装置と変換ケーブルとの間にＬＡＮケーブルを用いているので、専用ケーブルだけ
を用いたときのような長さ制約がなく、かつ固定長ケーブルのような配線制約がない。そ
れゆえ、プロジェクタシステムの設置性が向上し、よりよい視聴環境を実現できる。
【００４９】
　なお、上述した実施の形態では、プロジェクタ装置２がＬＡＮ端子を、エミッタ装置３
が専用端子を有していたが、この逆の形態にも適用できることは勿論である。
【００５０】
　以上、本発明は上述した各実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記
載された本発明の要旨を逸脱しない限りにおいて、その他種々の変形例、応用例を取り得
ることは勿論である。
【００５１】
　なお、上述した一実施の形態例における一連の処理は、ハードウェアにより実行するこ
とができるが、ソフトウェアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウェア
により実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが専用のハードウェ
アに組み込まれているコンピュータ、または、各種の機能を実行するためのプログラムを
インストールしたコンピュータにより、実行可能である。例えば汎用のパーソナルコンピ
ュータなどに所望のソフトウェアを構成するプログラムをインストールして実行させれば
よい。
【００５２】
　また、上述した実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録し
た記録媒体を、システムあるいは装置に供給してもよい。また、そのシステムあるいは装
置のコンピュータ（またはＣＰＵ等の制御装置）が記録媒体に格納されたプログラムコー
ドを読み出し実行することによっても、機能が実現されることは言うまでもない。
【００５３】
　この場合のプログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブ
ルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５４】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実
施の形態の機能が実現される。加えて、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部又は全部を行う。その処理によって上
述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【００５５】
　また、本明細書において、時系列的な処理を記述する処理ステップは、記載された順序
に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくともよい
。例えば、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいはオブジェク
トによる処理）をも含むものである。
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【符号の説明】
【００５６】
　１，１Ａ…プロジェクタシステム、　２…プロジェクタ装置、　３…エミッタ装置、　
４…ＬＡＮケーブル、　４Ａ…ＬＡＮプラグ、４Ａ…ＬＡＮソケット、　５…立体映像観
察用眼鏡、　１３…第２映像信号処理部、　１５…映像表示部、　１６…制御部、　１７
…エミッタ部、　１８…ＬＡＮ端子、　２１…専用ケーブル、　２２…変換ケーブル、　
２１Ａ…専用プラグ、　２１Ｂ…専用ソケット

【図１】 【図２】
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