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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイに近接して前記ディスプレイの一部を遮蔽する可動部材と、
　第１の静止またはビデオ画像と第２の静止またはビデオ画像を有する内容を前記ディス
プレイに送信する手段と、
　前記第１および第２の画像を分離する境界を形成するよう前記可動部材の動きを制御す
る手段と、
　前記可動部材がディスプレイ上を移動するのに伴って、前記第１画像および前記第２画
像のディスプレイ上の配分を操作して、前記第１の画像を消去、圧縮または締め出すよう
に見せ、前記第２の画像を伸張または引き出すように見せるソフトウェア手段と、
を有する表示構造体。
【請求項２】
　前記ディスプレイに内容を送信する前記手段が、前記ディスプレイと通信する１以上の
コンピュータプロセッサを有する請求項１に記載の表示構造体。
【請求項３】
　前記可動部材を制御する前記手段が、プーリおよびカウンタウェイトからなり１以上の
コンピュータプロセッサと通信するシステムを有する請求項１または２に記載の表示構造
体。
【請求項４】
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　前記内容は２つの異なる画像を含む請求項１～３のいずれか一項に記載の表示構造体。
【請求項５】
　前記可動部材を水平姿勢に置き、該可動部材が上下方向に動く請求項１～４のいずれか
一項に記載の表示構造体。
【請求項６】
　第１画像が前記可動部材の上にあり第２画像が前記可動部材の下にある請求項１～５の
いずれか一項に記載の表示構造体。
【請求項７】
　前記ディスプレイは複数の発光ダイオードを含む請求項１～６のいずれか一項に記載の
表示構造体。
【請求項８】
　１以上のディスプレイスクリーンと、
　前記１以上のディスプレイに関し平行移動して前記１以上のディスプレイスクリーンの
一部を隠すキャビネットと、
　前記キャビネットの動きを制御し前記１以上のディスプレイスクリーンに送信される第
１の静止またはビデオ画像と第２の静止またはビデオ画像からなる内容を電気的に操作す
る制御手段とを具備し、
　前記制御手段は、前記キャビネットが前記第１および第２の画像を分離する境界を形成
するよう前記キャビネットの動きを制御するとともに、前記キャビネットがディスプレイ
上を移動するのに伴って、前記第１画像および前記第２画像のディスプレイ上の配分を操
作して、前記第１の画像を消去、圧縮または締め出すように見せ、前記第２の画像を伸張
または引き出すように見せるディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、キャビネットおよび前記１以上のディスプレイスクリーンと通信する
１以上の中央演算処理装置を具備する請求項８に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記内容は２つの異なる画像からなる請求項８または９に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記キャビネットを水平姿勢に置き、該キャビネットが上下方向に動く請求項８～１０
のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１２】
　第１画像が前記キャビネットの上にあり第２画像が前記キャビネットの下にある請求項
８～１１のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１３】
前記ディスプレイは複数の発光ダイオードからなる請求項８～１２のいずれか一項に記載
のディスプレイ装置。
【請求項１４】
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイに近接して前記ディスプレイの一部を遮蔽する可動部材と、
　前記可動部材と接続するプーリおよびカウンタウェイトからなるシステムと、
　第１の静止またはビデオ画像と第２の静止またはビデオ画像からなる内容を前記ディス
プレイに送信し、プーリおよびカウンタウェイトからなる前記システムを制御することに
より、前記可動部材が前記第１および第２の画像を分離する境界を形成するよう前記可動
部材の動きを制御する１以上のコンピュータプロセッサと、
　前記可動部材がディスプレイ上を移動するのに伴って、前記第１画像および前記第２画
像のディスプレイ上の配分を操作して、前記第１の画像を消去、圧縮または締め出すよう
に見せ、前記第２の画像を伸張または引き出すように見せるソフトウェア手段とを具備す
る表示構造体。
【請求項１５】
　１以上のコンピュータ処理ユニットが、第１の静止またはビデオ画像と第２の静止また
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はビデオ画像を１以上のディスプレイスクリーンに送信し、
　前記１以上のコンピュータ処理ユニットが、前記第１および第２の画像を分離する境界
を形成するようディスプレイスクリーン遮断物の動きを制御し、
　前記ディスプレイスクリーン遮蔽物がディスプレイ上を移動するのに伴って、前記１以
上のコンピュータ処理ユニットが、前記第１画像と前記第２画像のディスプレイ上の配分
を操作して、前記第１の画像を消去、圧縮または締め出すように見せ、前記第２の画像を
伸張または引き出すように見せることを含む内容表示方法。
【請求項１６】
　前記静止画像は、前記１以上のディスプレイスクリーンと連絡する装置に記憶される請
求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ディスプレイ遮断物は前記１以上のディスプレイスクリーンの水平部を遮蔽する請
求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ディスプレイ遮断物が上下に動くと、前記第１画像は前記遮断物の上に残り、前記
第２画像は前記遮断物の下に残る請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ディスプレイ遮断物が前記第１画像の方向に動いて前記第１画像を消去するように
見えるように前記画像を操作する請求項１５～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ディスプレイ遮断物が前記第１画像の方向に動いて前記第１画像を圧縮するように
見えるように前記画像を操作する請求項１５～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ディスプレイ遮断物が前記第１画像の方向に動いて前記第１画像を締め出すように
見えるように前記画像を操作する請求項１５～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ディスプレイ遮断物が前記第２画像から離れる方向に動いて前記第２画像を伸張す
るように見えるように前記画像を操作する請求項１５～１８のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２３】
　前記ディスプレイ遮断物が前記第２画像から離れる方向に動いて前記第２画像を前記デ
ィスプレイスクリーン上へ引き出すように見えるように前記画像を操作する請求項１５～
１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　１以上のコンピュータ処理ユニットが、第１の静止またはビデオ画像と第２の静止また
はビデオ画像からなる内容を１以上のディスプレイスクリーンに送信し、
　前記１以上のコンピュータ処理ユニットが、前記第１および第２の画像を分離するよう
ディスプレイスクリーン遮断物の動きを制御し、
　前記ディスプレイスクリーン遮蔽物がディスプレイ上を移動するのに伴って、前記１以
上のコンピュータ処理ユニットが、前記第１画像と前記第２画像のディスプレイ上の配分
を操作して、前記第１の画像を消去、圧縮または締め出すように見せ、前記第２の画像を
伸張または引き出すように見せることを含む内容表示方法。
【請求項２５】
　第１の静止またはビデオ画像と第２の静止またはビデオ画像からなる内容を創作するた
めの手段と、
　ディスプレイ装置のディスプレイスクリーン表面を移動可能なキャビネットを含む前記
ディスプレイ装置に、前記内容を送信するための手段と、
　前記第１および第２の画像を分離する境界を形成するよう前記キャビネットの動きを制
御する手段と、
　前記キャビネットがディスプレイ上を移動するのに伴って、前記第１画像および前記第
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２画像のディスプレイ上の配分を操作して、前記第１の画像を消去、圧縮または締め出す
ように見せ、前記第２の画像を伸張または引き出すように見せるソフトウェア手段とを具
備する内容表示のためのシステム。
【請求項２６】
　前記内容を創作するための前記手段は、ソフトウェアおよびハードウェア構成を有する
コンピュータを具備する請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記ディスプレイスクリーンに前記内容を送信するための前記手段は、ワイヤ接続から
なる請求項２５または２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ディスプレイスクリーンに前記内容を送信するための前記手段は、無線接続からな
る請求項２５または２６に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記キャビネットの動きを制御する前記手段は、コンピュータプロセッサからなる請求
項２５～２８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記コンピュータプロセッサは、前記キャビネットの動きを制御するためにプーリおよ
びカウンタウェイトを組み合わせた操作を制御する請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記キャビネットが上下に動き、前記第１画像が前記キャビネットの上に残り前記第２
画像が前記キャビネットの下に残る請求項２５～３０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記キャビネットが前記第１画像の方向に動いて前記第１画像を消去するように見える
請求項２５～３１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記キャビネットが前記第１画像の方向に動いて前記第１画像を圧縮するように見える
請求項２５～３１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記キャビネットが前記第１画像の方向に動いて前記第１画像を締め出すように見える
請求項２５～３１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記キャビネットが前記第２画像から離れる方向に動いて前記第２画像を伸張するよう
に請求項２５～３１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記キャビネットが前記第２画像から離れる方向に動いて前記第２画像を前記ディスプ
レイスクリーン上へ引き出すように見える請求項２５～３１のいずれか一項に記載のシス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、電子ディスプレイおよびその操作に関する。特に、本実施例は独創
的な方法で内容を表示することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　技術の向上に伴い、ＬＥＤディスプレイ、ＬＣＤディスプレイ、プラズマディスプレイ
およびデジタルディスプレイを含む電子ディスプレイが今日周知となっている。タイムズ
スクウェアまたはラスベガスストリップに沿って歩くと誰もが、現在のディスプレイに強
い興味をもつ。このような場所で、ディスプレイは多層階に亘る高さであるから、見落と
されることはない。このように大きなディスプレイに画像およびビデオ画像を表示する能
力は、関連ビジネスの魅力を宣伝するに当たって、かなり幅広い用途を提供する。たとえ
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ば、カジノでは、カジノ内で催される予定にある特定の楽隊によるコンサートのビデオク
リップを、またはカジノフロアで行われるゲームの様子のビデオクリップを見せることが
できる。
【０００３】
　同様に、より小さい電子ディスプレイは、われわれの文化にとってより一層重要なもの
である。空港、ホテルおよび他の公共の場所では、商品および／または役務を宣伝するビ
ジネスや、新しい顧客を呼び込むビジネスのために、より小さいディスプレイを備えてい
る。
【０００４】
　ディスプレイ技術における１つの重要な進展は、より大きなディスプレイであっても極
めて鮮明な画像または映像を表示する能力である。これにより、より多くのビジネスにお
いて、商品および／または役務を宣伝するために高品質のディスプレイを利用することが
できる。特に、ほとんどのカジノでは、通路正面にある１以上の大きなディスプレイを操
作して、カジノの魅力につき通行人を楽しませ、啓発し、引き込む。ラスベガスのThe St
rip通りは、膨大な数のリゾートカジノおよびこれらに付随する巨大なディスプレイで有
名である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　残念なことに、鮮明な画像および映像のディスプレイであっても、ディスプレイ自身は
固定されていて、表示された題材の他は、見る人を引き込むものはない。よりドラマチィ
ックな方法で画像およびビデオの内容を提示し、これによってより多くの通行人の注意を
集め、見る人を付随するカジノまたはその他のビジネスに多く引き込むために、より動的
なディスプレイユニットを開発することが有益である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第1実施例は、動的なキャビネットまたは台車と組み合わせたディスプレイを
有する。動的なキャビネットはディスプレイ上を動くことによってディスプレイの一部を
隠す。第1実施例では、キャビネットが上方および下方に動く。その結果、キャビネット
がディスプレイの水平な区分または細長い一片の上を移動することによって、これらを隠
す。
【０００７】
　コンピュータまたは似たような電子装置がキャビネットおよびディスプレイ上に提示さ
れる内容を制御する。その結果、ディスプレイ上の内容がキャビネットによって巧みに操
作されるように見えるように当該内容を提示する。例えば、第1の画像またはビデオクリ
ップがディスプレイ上に表示されている間、キャビネットがディスプレイ表面を下方へ動
き始める。キャビネットが下方へ動くにつれて、キャビネットより上方で第１の画像を見
ることはできないように、第2の画像、ビデオクリップ、または画像およびビデオクリッ
プの一部が、キャビネットの高さよりも上方で提示される。しかしながら、キャビネット
の高さよりも下方のディスプレイ上では第1の画像または画像の一部を続けて見ることが
できる。このような方法で、キャビネットが、表示された画像またはビデオクリップを巧
みに操作しているように見える。言い換えれば、１つの例として、キャビネットが第1の
画像またはビデオクリップを消去し、第2の画像またはビデオクリップに置き換えている
ように見える。実際は、コンピュータが、キャビネットの動きと組み合わせたディスプレ
イの内容を制御して、所望の外観を提示している。
【発明の効果】
【０００８】
　したがって、キャビネット、ディスプレイおよびコンピュータの使用によって、静止し
たおよびビデオの画像または内容を表示する一層動的な方法を生み出す。このような方法
は、多様な高品質ディスプレイが注意を引くために競合している環境で特に有益である。
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さらに、上述した開示を超えて他の多くの内容操作がある。このような巧みなディスプレ
イ操作につき他の幾つかを以下に開示および記載する。加えて、本発明のさらなる詳細に
ついての以下の記載によって、本発明の他の実施例および目的が明らかになろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下の詳細な説明は、本説明にある創造的および独創的な特徴を組み込んだ特定のディ
スプレイデザインに有用であると理解されたい。しかし、創造的および独創的な特徴は、
いかなる特定のディスプレイデザインから独立している。さらに、本発明の実施例は、大
型のディスプレイ装置に限定されず、いかなるサイズのディスプレイ装置にも利用可能で
ある。以下に説明において、画像とは、静止画像、ディスプレイグラフィック、ビデオク
リップもしくはライブビデオフィードのことをいうものとする。
【００１０】
　ここで図面を参照し、図を通じて類似の部材を類似の符号で示す。図１～２ではディス
プレイ装置全体を符号１００で示す。ディスプレイ装置１００はディスプレイ１１０、支
持塔１２０およびキャビネット１３０を含む。実施例に示すようにキャビネット１３０は
ディスプレイ１１０の表面を垂直方向に可動である。このようにして、キャビネット１３
０が動くと、キャビネット１３０があたかも２つの画像１４０－１および１４０－２を巧
みに操作するように見せる。例えば、図１および図２に示すキャビネット１３０が下方へ
動く場合、音楽会の画像１４０－１がディスプレイ１１０のうちキャビネット１３０より
上方の部分を覆うよう伸張するとともに、キャビネット１３０がディスプレイ最下部位置
に達するまで綱を握る女性の画像１４０－２が縮小する。これにより音楽会の画像１４０
－１はディスプレイ１００の可視部全体を占め、綱を握る女性の画像１４０－２は消滅す
る。
【００１１】
　画像１４０－１および１４０－２の巧みな操作は様々な形態をとる。他の種類として、
キャビネット１３０が最上部または最下部から動くと第１の画像が、つまりこの場合はキ
ャビネット１３０が下方に動き、音楽会の画像１４０－１がディスプレイ１１０表面へ引
き出されるとともに、第2の画像が、この場合は綱を握る女性の画像１４０－２が、ディ
スプレイ１１０から押し外されるように見える。別な言い方をすれば、画像１４０－１お
よび１４０－２の配分が変化するが、画像１４０－１および画像１４０－２全体が下方へ
動くように見える。さらに他の種類として、各々の画像１４０－１および１４０－２が伸
張および圧縮されるように見える。このような種類では、各画像１４０－１および１４０
－２は全部表示されるが、これら画像はときどき伸張または圧縮された状態である。さら
に他の種類として、他方の画像が現れるようにキャビネット１３０が字消しのように作動
して一方の画像を体系的に消去するように見える。他の巧みな画像操作として、垂直方向
に置かれたキャビネットを左右方向に動かすことによって巧みな操作を生み出すことが有
得る。
【００１２】
　ディスプレイ装置支持体１５０の斜視図である図３を参照すると、ディスプレイ装置支
持体１５０は一組の支持柱１６０－１～１６０－３、支持枠１７０およびキャビネット枠
１８０を有する。支持枠１７０およびキャビネット枠１８０は、望ましくはアルミニウム
または鋼等の合金から加工された一組のトラス構造を有する。各柱１６０－１～１６０－
３は基礎１９０－１～１９０－３を含む。実際には、地面上に突出したディスプレイ構造
体１５０の残りの部分を支持するために、基礎１９０－１～１９０－３は地盤に植設され
る。望ましくは、基礎１９０－１～１９０－３はコンクリートまたは類似の材料から形成
される。
【００１３】
　図３および他の図に示すように、V字形状のディスプレイ装置支持体１５０は、概ね反
対を向き、単一のキャビネット枠１８０を使用する２個のディスプレイ１１０を収容する
ことができる。このような配置により、反対方向からの通行人が同様に操作された内容を
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見ることができる。
【００１４】
　図４はディスプレイ装置１００を一部透視して示す。３個の垂直トラス２００－１～２
００－３が機械的なキャビネット制御システムの制御塔として動作する。各トラス２００
－１～２００－３は、各先端でプーリシステム２１０－１～２１０－３およびカウンタウ
ェイトアセンブリ２２０－１～２２０－３を支持する。ディスプレイ装置支持体１５０は
さらに、上側プーリシステム２３０および下側プーリシステム２４０を有する２個のプー
リシステムを支持する。ケーブル２５０の配索により、カウンタウェイトアセンブリ２２
０－１～２２０－３と、モータおよびウインチアセンブリ２６０とを接続する（図１０に
より詳細に示す）。モータおよびウインチアセンブリ２６０はキャビネット１３０を駆動
する。キャビネット１３０は、ガイドトラック２８５－１～２８５－３に沿って上昇およ
び下降するピックアップ装置２８０－１～２８０－３により支持される。モータ制御セン
タ２７０がモータおよびウインチ２６０に対し通信および指令する。以下に説明するよう
に、モータ制御センタ２７０は１以上のコンピュータからその指令を受ける。
【００１５】
　図５および図６はそれぞれ、単独のトラス部２００－１の斜視図および側面図である。
図５および図６に示すようにピックアップ装置２８０－１が、他のピックアップ装置と同
様に、トラス部２００－１の外部に設けたガイドトラック２８５－１に沿って上昇および
下降することができ、これにより付属のキャビネット１３０（図５および図６には示さな
い）を所定の方法で動かす。図４に示すように、各ピックアップ装置２８０－１～２８０
－３は、対応するガイドトラック２８５－１～２８５－３を有する。ピックアップ装置２
８０－１～２８０－３の操作は、前記トラス部２００－１～２００－３の内部に設けられ
ており、自由に上昇および下降するカウンタウェイトアセンブリ２２０－１～２２０－３
によって容易となる。
【００１６】
　図７は、ディスプレイ装置１００の内部機構を示す平面図であり、プーリシステム２１
０－１～２１０－３、ケーブル２５０、モータおよびウインチアセンブリ２６０、ならび
にモータ制御センタ２７０を露出させた状態で含む。また、所定の位置にあるキャビネッ
ト１３０も示す。
【００１７】
　図８～図１０はプーリシステム２１０－１、カウンタウェイトアセンブリ２２０－１、
ならびにモータおよびウインチアセンブリ２６０の詳細を示す。図８に示すようにプーリ
システム２１０－１は、共に整列した第1プーリ３１０および第２プーリ３２０、ならび
にプーリ支持メンバ３３０を含む。第1プーリ３１０は、一端がカウンタウェイトアセン
ブリ２２０－１に固定された４本のケーブル２５０を支持する。第２プーリ３２０は、一
端がカウンタウェイトアセンブリ２２０－１に取り付けられた単独ケーブル２５５を支持
する。単独ケーブル２５５の他端は上側プーリシステム２３０および下側プーリシステム
２４０へ延び、最終的にはモータおよびウインチアセンブリ２６０と接続する。トラス部
２００－１の各端部が同一のプーリシステム２１０－１を具備する。同じようにして、同
一のプーリシステム２１０－２および２１０－３がそれぞれトラス部２００－２および２
００－３の各端部に固定される。プーリシステム２１０－２および２１０－３も、同一の
ケーブル配置を提供する。
【００１８】
　図９はカウンタウェイトアセンブリ２２０－１をトラス部２００－１の範囲とともに示
す。カウンタウェイトアセンブリ２２０－１は、トラス部２００－１の高さに延びる平行
な軌道３３５と摺動可能に係合する。ケーブル２５０および２５５はカウンタウェイトア
センブリの上部と付着する。ケーブル２５０’および２５５’はカウンタウェイトアセン
ブリ２２０－１の下部から延びる。
【００１９】
　モータおよびウインチアセンブリ２６０を図１０に示す。アセンブリ２６０はベース３
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４０、ケーブルドラム３５０、エアアキュムレータ３６０およびジャンクションボックス
３７０を含む。実際には、ケーブルドラム３５０は機械的なキャビネット制御システムか
らの少なくとも１本のケーブルと係合する。ケーブルドラム３５０はモータおよびウイン
チアセンブリ２６０のモータ３８０によって随時駆動され、それによってキャビネット１
３０を必要に応じて上昇または下降させる。大抵の場合、キャビネット１３０の動きは体
系的で所定のものであり、上方へ限界まで上がると次は下方へ限界まで下がり、あるいは
その逆といったものである。しかしながら、表示される内容がキャビネット１３０の動き
の本質を最終的に決定付ける。
【００２０】
　ディスプレイ１１０、キャビネット１３０および関係する機構を含むディスプレイ装置
１００は、１以上のコンピュータプロセッサによって制御される。図１１はディスプレイ
装置１００を操作するコンピュータネットワーク４００の実施例になるブロック線図を示
す。ネットワーク４００は、内容生成部５００ならびに記憶およびＩＴ部６００を有する
。
【００２１】
　内容生成部５００は１以上のディスプレイ１１０の見え方のための内容または題材の生
成を容易にする。実施例では、内容生成部５００は、中央演算処理装置（CPU）５２０、
ディスプレイ５３０およびキーボード５４０を具えたパーソナルコンピュータシステム５
１０を少なくとも有する。例示的なコンピュータシステム５１０に適切なソフトウェアは
WindowsXP Pro（登録商標）操作システム、Adobe AfterEffects（登録商標）およびAdobe
 Premier（登録商標）を含む。Adobe（登録商標）ソフトウェアは、後にディスプレイ装
置１００上に表示する内容を創作し、操作し、および見るための手段を人々に提供する。
適切なハードウェア構成は、Pentium 4 （登録商標）3.0 GB CPU、2.0 GBのRam、および2
00　GB×２ Raid Drivesである。当業者は、他のソフトウェアおよび／またはハードウェ
アも表示内容を創作し、操作し、および見るための所望の作業に適切であることを理解す
るであろう。
【００２２】
　他の選択肢として、創作した内容を予め見るための強化装置を提供するために、プラズ
マスクリーン５５０または同等のものをコンピュータシステム５１０に接続してもよい。
理想的には、コンピュータディスプレイ５３０および／またはプラズマスクリーン５５０
が、キャビネット１３０によって隠れた部分を再現し、ディスプレイ装置１００上に表示
されるべき最終的な成果の真の印象を提供する。
【００２３】
　内容が創作されると、当該内容をコンピュータネットワーク４００の記憶部６００へ送
信する。この送信はファイバまたはCat 5といった有線のイーザネット接続５６０を介し
て行うことが可能であり、あるいはワイヤレス接続によっても達成することができる。記
憶部６００は１以上のファイルサーバ６１０、ライブビデオサーバ６２０および１以上の
スイッチ６３０からなる。適切なファイルサーバ６１０モデルは、Windows（登録商標）
プラットフォーム上で作動するDell（登録商標）PowerEdge 4600を含む。適切な記憶ユニ
ットはRaid 5 Drivesの146GBを利用する。当業者は、他のソフトウェアおよび／またはハ
ードウェアも指示および内容などのデータを記憶メディアであるイーザネットスイッチ／
ハブ６４０を経てディスプレイ１１０へ送信するといった、データを記憶および送信する
所望の作業に適切であることを理解するであろう。ライブビデオサーバ６２０はライブビ
デオソース６２５から内容を受信して、当該内容をリアルタイムのイーザネットスイッチ
／ハブ６５０を経てディスプレイ１１０へ送出する。理想的には、データのディスプレイ
１１０への送出およびデータ送信はファイバ接続６６０により容易となる。
【００２４】
　キャビネット１３０の制御は、１以上のファイルサーバ６１０を接続することによって
達成される。すなわち、表示される内容およびキャビネット１３０の動きが共働し、ディ
スプレイ装置１１０上に所望の効果を生み出す。これに応じて、ファイルサーバ６１０、
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すなわち記憶されたデータは、所望の効果を実現するための内容に調和するようキャビネ
ット１３０の速度および方向を確実にする。
【００２５】
　実施例では、ディスプレイ１１０は１００フィート（３０．５メートル）鉛直配向で１
２００画素であり５０フィート８インチ（１５．４４３メートル）水平配向で６０８画素
である発光ダイオード（LED）ディスプレイである。ディスプレイ１１０の全体的な分解
能を変更するために、画素数を加減することができる。ディスプレイ１１０は複数の水平
部６７０に分割され、各部６７０は１個のプレーヤモジュール６８０および１以上のLED
制御インターフェース６９０を具える。プレーヤモジュール６８０は、ビデオを含む内容
データを、ファイルサーバ６１０またはライブビデオサーバ６２０から送出し、LED制御
インターフェース６９０を経てLEDを駆動するために当該内容を使用する。LCD、プラズマ
およびデジタルを含む他のタイプのディスプレイを、本発明の実施例と共同して使用でき
ることは明らかである。
【００２６】
　このように、キャビネット１３０を内容データとともに使用して、情報に関する独特の
表示を作る。例えば、上述のように、巧みな操作は、少なくとも一部において同時に表示
される複数の画像を含む押し引き、伸張収縮または消去するシナリオといった外観を容易
にすることができる。
【００２７】
　コンピュータプロセッサおよび本発明の実施例の関連するシステムは、ディスプレイ装
置１００を保守する人々に対して、ディスプレイ装置１００の操作に関するエラー通知を
生成することができる。これにより、あらゆるシステムまたは部品の故障を迅速に評価お
よび修正し、ディスプレイ装置１００の機械故障によるダウンタイムを最小限にすること
ができる。
【００２８】
　図１および図２に示すように、キャビネット１３０は、パーマネントロゴタイプ、商標
および関連情報またはキャビネット１３０の形式で宣伝用の題材１１５を含むことが考え
られる。キャビネット上の宣伝用の題材１１５は、複数の照明により提示することができ
る。実際には、手書きの方法で署名が完成するよう照明をプログラムすることができる。
もう１つの方法として光を照らさない可視材料でロゴ１１５を形成してもよい。
【００２９】
　図１２に示すように、フローチャート７００が本システムの一般的な実施例を詳述する
。ステップ７１０において、ソフトウェアおよびハードウェア構成を含むコンピュータシ
ステムを用いてディスプレイ内容を創作し、視察されるようにする。内容を気に入ったら
、ステップ７２０において、内容を１以上の記憶用ファイルサーバに送信する。ステップ
７３０において、記憶内容を可動キャビネットと連携するディスプレイ装置に送信する。
ステップ７４０において、オプションで、上記の記憶内容と組み合わせて、あるいは単独
で、ライブビデオをディスプレイに送信することもできる。ステップ７５０において、所
望のビジュアルプレゼンテーションを生み出すキャビネットの動きと連動する対象ディス
プレイに、内容を表示する。
【００３０】
　幾つかの実施例を参照しつつ発明を詳細に説明したが、発明の思想の範囲内でその他の
変形例および修正が存在する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第1実施例になるキャビネットを活用したディスプレイ装置の正面図で
ある。
【図２】図１に示すディスプレイ装置の斜視図である。
【図３】ディスプレイ装置支持体の斜視図である。
【図４】機械的なキャビネット制御システムの斜視図である。
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【図５】図４に示す機械的なキャビネット制御システムのうち１本の制御塔の斜視図であ
る。
【図６】図４に示す機械的なキャビネット制御システムのうち１本の制御塔の側面図であ
る。
【図７】図５に示す制御塔の平面図である。
【図８】機械的なキャビネット制御システムのプーリ装置を示す。
【図９】機械的なキャビネット制御システムのカウンタウェイトアセンブリを示す。
【図１０】モータおよびウインチアセンブリを示す。
【図１１】ディスプレイおよび機械的なキャビネット制御システムを操作するためのコン
ピュータネットワークのダイヤグラムを示す。
【図１２】本発明の実施例の１つの実際的な適用を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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