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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を投写する複数のプロジェクタと、該複数のプロジェクタを制御するための制御装
置とを備えるマルチスクリーンシステムを実現する画像投写システムであって、
前記複数のプロジェクタは、それぞれ、
画像処理に用いられる複数のルックアップテーブルを備え、該複数のルックアップテー
ブルのうちの少なくとも１つを用いて、入力された画像データに対して、所定の画像処理
を施す画像処理部と、
該画像処理が施された画像データに基づいて、画像を形成する液晶パネルと、
該形成された画像を投写する際に用いられる光源ランプと、
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前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に変化するパラメータ値で
あって、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度を含
む複数のパラメータ値を、前記制御装置に送信するパラメータ送信部と、
前記制御装置から、前記画質を調整するために用いられ、前記ルックアップテーブルを
選択するためのデータを含む所定の制御データを受信する制御データ受信部と、
該制御データに基づいて、前記画像処理部と、前記光源ランプとのうちの少なくとも前
記画像処理部の駆動を制御することによって前記画質を調整するための所定の制御を行う
制御部と、
を備えており、
前記制御装置は、

20

(2)

JP 4281593 B2 2009.6.17

通信部と、制御データ設定部と、を備え、
前記通信部は、
前記各プロジェクタに、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時
間および温度を含む複数のパラメータ値の送信を要求する要求信号送信部と、
前記各プロジェクタから、前記パラメータ値を受信するパラメータ受信部と、
前記制御データ設定部によって、前記各プロジェクタについてそれぞれ設定された前記
制御データを、それぞれ前記各プロジェクタに送信する制御データ送信部と、を備え、
前記制御データ設定部は、
前記光源ランプの積算使用時間と前記光源ランプの輝度との関係に基づいて定められた
前記光源ランプの積算使用時間と第１の係数との関係を示す第１の情報、前記液晶パネル
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の積算使用時間と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネル
の積算使用時間と第２の係数との関係を示す第２の情報、および、前記液晶パネルの温度
と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネルの温度と第３の
係数との関係を示す第３の情報を保持する係数保持部と、
前記各プロジェクタが、対応する前記制御データに従って、前記ルックアップテーブル
の切り換え、および、前記光源ランプのランプ電力の制御を行ったときに、投写画像の明
るさ、および、コントラスト比が、互いにほぼ等しくなるように設定されている設定テー
ブルであって、前記各プロジェクタについて前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パ
ネルの積算使用時間および温度にそれぞれ対応する前記第１の係数と前記第２の係数と前
記第３の係数との積を第４の係数とし、該第４の係数と該各第４の係数の中の最小値との
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差を第５の係数としたときの、前記第５の係数と、前記ルックアップテーブルの名前、お
よび、前記ランプ電力の基準値に対する補正の割合との対応関係が記された設定テーブル
と、を備え、
前記パラメータ受信部によって前記各プロジェクタから受信した前記パラメータ値に含
まれる前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度に基づ
いて、前記係数保持部を参照して、前記第１の係数、前記第２の係数、および、前記第３
の係数を求め、前記第１の係数、前記第２の係数、前記第３の係数を用いて、前記第４の
係数、さらに、前記第５の係数を算出し、
前記第５の係数に基づいて、前記設定テーブルを参照して、前記各プロジェクタについ
て、前記ルックアップテーブルの名前、および、前記ランプ電力の基準値に対する補正の
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割合を含む制御データをそれぞれ設定する、
画像投写システム。
【請求項２】
画像を投写する複数のプロジェクタを制御するための制御装置であって、
前記複数のプロジェクタは、それぞれ、
画像処理に用いられる複数のルックアップテーブルを備え、該複数のルックアップテー
ブルのうちの少なくとも１つを用いて、入力された画像データに対して、所定の画像処理
を施す画像処理部と、
該画像処理が施された画像データに基づいて、画像を形成する液晶パネルと、
該形成された画像を投写する際に用いられる光源ランプと、
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前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に変化するパラメータ値で
あって、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度を含
む複数のパラメータ値を、前記制御装置に送信するパラメータ送信部と、
前記制御装置から、前記画質を調整するために用いられ、前記ルックアップテーブルを
選択するためのデータを含む所定の制御データを受信する制御データ受信部と、
該制御データに基づいて、前記画像処理部と、前記光源ランプとのうちの少なくとも前
記画像処理部の駆動を制御することによって前記画質を調整するための所定の制御を行う
制御部と、
を備えており、
前記制御装置は、
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通信部と、制御データ設定部と、を備え、
前記通信部は、
前記各プロジェクタに、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時
間および温度を含む複数のパラメータ値の送信を要求する要求信号送信部と、
前記各プロジェクタから、前記パラメータ値を受信するパラメータ受信部と、
前記制御データ設定部によって、前記各プロジェクタについてそれぞれ設定された前記
制御データを、それぞれ前記各プロジェクタに送信する制御データ送信部と、を備え、
前記制御データ設定部は、
前記光源ランプの積算使用時間と前記光源ランプの輝度との関係に基づいて定められた
前記光源ランプの積算使用時間と第１の係数との関係を示す第１の情報、前記液晶パネル
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の積算使用時間と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネル
の積算使用時間と第２の係数との関係を示す第２の情報、および、前記液晶パネルの温度
と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネルの温度と第３の
係数との関係を示す第３の情報を保持する係数保持部と、
前記各プロジェクタが、対応する前記制御データに従って、前記ルックアップテーブル
の切り換え、および、前記光源ランプのランプ電力の制御を行ったときに、投写画像の明
るさ、および、コントラスト比が、互いにほぼ等しくなるように設定されている設定テー
ブルであって、前記各プロジェクタについて前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パ
ネルの積算使用時間および温度にそれぞれ対応する前記第１の係数と前記第２の係数と前
記第３の係数との積を第４の係数とし、該第４の係数と該各第４の係数の中の最小値との
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差を第５の係数としたときの、前記第５の係数と、前記ルックアップテーブルの名前、お
よび、前記ランプ電力の基準値に対する補正の割合との対応関係が記された設定テーブル
と、を備え、
前記パラメータ受信部によって前記各プロジェクタから受信した前記パラメータ値に含
まれる前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度に基づ
いて、前記係数保持部を参照して、前記第１の係数、前記第２の係数、および、前記第３
の係数を求め、前記第１の係数、前記第２の係数、前記第３の係数を用いて、前記第４の
係数、さらに、前記第５の係数を算出し、
前記第５の係数に基づいて、前記設定テーブルを参照して、前記各プロジェクタについ
て、前記ルックアップテーブルの名前、および、前記ランプ電力の基準値に対する補正の
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割合を含む制御データをそれぞれ設定する、
制御装置。
【請求項３】
画像を投写する複数のプロジェクタと、該複数のプロジェクタを制御するための制御装
置とを備えるマルチスクリーンシステムを実現する画像投写システムを制御する制御方法
であって、
前記複数のプロジェクタは、それぞれ、
画像処理に用いられる複数のルックアップテーブルを備え、該複数のルックアップテー
ブルのうちの少なくとも１つを用いて、入力された画像データに対して、所定の画像処理
を施す画像処理部と、
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該画像処理が施された画像データに基づいて、画像を形成する液晶パネルと、
該形成された画像を投写する際に用いられる光源ランプと、を備えており、
前記制御装置は、
前記光源ランプの積算使用時間と前記光源ランプの輝度との関係に基づいて定められた
前記光源ランプの積算使用時間と第１の係数との関係を示す第１の情報、前記液晶パネル
の積算使用時間と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネル
の積算使用時間と第２の係数との関係を示す第２の情報、および、前記液晶パネルの温度
と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネルの温度と第３の
係数との関係を示す第３の情報を保持する係数保持部と、
前記各プロジェクタが、対応する前記制御データに従って、前記ルックアップテーブル
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の切り換え、および、前記光源ランプのランプ電力の制御を行ったときに、投写画像の明
るさ、および、コントラスト比が、互いにほぼ等しくなるように設定されている設定テー
ブルであって、前記各プロジェクタについて前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パ
ネルの積算使用時間および温度にそれぞれ対応する前記第１の係数と前記第２の係数と前
記第３の係数との積を第４の係数とし、該第４の係数と該各第４の係数の中の最小値との
差を第５の係数としたときの、前記第５の係数と、前記ルックアップテーブルの名前、お
よび、前記ランプ電力の基準値に対する補正の割合との対応関係が記された設定テーブル
と、を備えており、
（ａ）前記各プロジェクタにおいて、前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに
、経時的に変化するパラメータ値であって、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パ
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ネルの積算使用時間および温度を含む複数の所定のパラメータ値を、前記制御装置に送信
する工程と、
（ｂ）前記制御装置において、前記各プロジェクタから、前記パラメータ値を受信する工
程と、
（ｃ）前記制御装置において、前記各プロジェクタから受信した前記パラメータ値に含ま
れる前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度に基づい
て、前記係数保持部を参照して、前記第１の係数、前記第２の係数、および、前記第３の
係数を求め、前記第１の係数、前記第２の係数、前記第３の係数を用いて、前記第４の係
数、さらに、前記第５の係数を算出する工程と、
（ｄ）前記制御装置において、前記第５の係数に基づいて、前記設定テーブルを参照して
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、前記各プロジェクタについて、前記ルックアップテーブルの名前、および、前記ランプ
電力の基準値に対する補正の割合を含む制御データをそれぞれ設定する工程と、
（ｅ）前記制御装置において、前記各制御データを、対応する前記各プロジェクタに送信
する工程と、
（ｆ）前記プロジェクタにおいて、前記制御装置から、前記制御データを受信する工程と
、
（ｇ）前記プロジェクタにおいて、前記制御データに基づいて、前記画像処理部と、前記
光源ランプとのうちの少なくとも前記画像処理部の駆動を制御することによって前記画質
を調整するための所定の制御を行う工程と、
を備える制御方法。
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【請求項４】
画像を投写する複数のプロジェクタを制御するための制御装置の制御方法であって、
前記複数のプロジェクタは、それぞれ、
画像処理に用いられる複数のルックアップテーブルを備え、該複数のルックアップテー
ブルのうちの少なくとも１つを用いて、入力された画像データに対して、所定の画像処理
を施す画像処理部と、
該画像処理が施された画像データに基づいて、画像を形成する液晶パネルと、
該形成された画像を投写する際に用いられる光源ランプと、
前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に変化するパラメータ値で
あって、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度を含
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む複数のパラメータ値を、前記制御装置に送信するパラメータ送信部と、
前記制御装置から、前記画質を調整するために用いられ、前記ルックアップテーブルを
選択するためのデータを含む所定の制御データを受信する制御データ受信部と、
該制御データに基づいて、前記画像処理部と、前記光源ランプとのうちの少なくとも前
記画像処理部の駆動を制御することによって前記画質を調整するための所定の制御を行う
制御部と、を備えており、
前記制御装置は、
前記光源ランプの積算使用時間と前記光源ランプの輝度との関係に基づいて定められた
前記光源ランプの積算使用時間と第１の係数との関係を示す第１の情報、前記液晶パネル
の積算使用時間と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネル
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の積算使用時間と第２の係数との関係を示す第２の情報、および、前記液晶パネルの温度
と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネルの温度と第３の
係数との関係を示す第３の情報を保持する係数保持部と、
前記各プロジェクタが、対応する前記制御データに従って、前記ルックアップテーブル
の切り換え、および、前記光源ランプのランプ電力の制御を行ったときに、投写画像の明
るさ、および、コントラスト比が、互いにほぼ等しくなるように設定されている設定テー
ブルであって、前記各プロジェクタについて前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パ
ネルの積算使用時間および温度にそれぞれ対応する前記第１の係数と前記第２の係数と前
記第３の係数との積を第４の係数とし、該第４の係数と該各第４の係数の中の最小値との
差を第５の係数としたときの、前記第５の係数と、前記ルックアップテーブルの名前、お
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よび、前記ランプ電力の基準値に対する補正の割合との対応関係が記された設定テーブル
と、を備えており、
前記制御方法は、
（ａ）前記各プロジェクタから、前記パラメータ値を受信する工程と、
（ｂ）前記各プロジェクタから受信した前記パラメータ値に含まれる前記光源ランプの積
算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度に基づいて、前記係数保持部を参
照して、前記第１の係数、前記第２の係数、および、前記第３の係数を求め、前記第１の
係数、前記第２の係数、前記第３の係数を用いて、前記第４の係数、さらに、前記第５の
係数を算出する工程と、
（ｃ）前記第５の係数に基づいて、前記設定テーブルを参照して、前記各プロジェクタに
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ついて、前記ルックアップテーブルの名前、および、前記ランプ電力の基準値に対する補
正の割合を含む制御データをそれぞれ設定する工程と、
（ｄ）該各制御データを、対応する前記各プロジェクタに送信する工程と、
を備える制御方法。
【請求項５】
画像を投写する複数のプロジェクタを制御するための制御装置を制御するためのコンピ
ュータプログラムであって、
前記複数のプロジェクタは、それぞれ、
画像処理に用いられる複数のルックアップテーブルを備え、該複数のルックアップテー
ブルのうちの少なくとも１つを用いて、入力された画像データに対して、所定の画像処理
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を施す画像処理部と、
該画像処理が施された画像データに基づいて、画像を形成する液晶パネルと、
該形成された画像を投写する際に用いられる光源ランプと、
前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に変化するパラメータ値で
あって、前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度を含
む複数のパラメータ値を、前記制御装置に送信するパラメータ送信部と、
前記制御装置から、前記画質を調整するために用いられ、前記ルックアップテーブルを
選択するためのデータを含む所定の制御データを受信する制御データ受信部と、
該制御データに基づいて、前記画像処理部と、前記光源ランプとのうちの少なくとも前
記画像処理部の駆動を制御することによって前記画質を調整するための所定の制御を行う
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制御部と、を備えており、
前記制御装置は、
前記光源ランプの積算使用時間と前記光源ランプの輝度との関係に基づいて定められた
前記光源ランプの積算使用時間と第１の係数との関係を示す第１の情報、前記液晶パネル
の積算使用時間と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネル
の積算使用時間と第２の係数との関係を示す第２の情報、および、前記液晶パネルの温度
と前記液晶パネルの透過率との関係に基づいて定められた前記液晶パネルの温度と第３の
係数との関係を示す第３の情報を保持する係数保持部と、
前記各プロジェクタが、対応する前記制御データに従って、前記ルックアップテーブル
の切り換え、および、前記光源ランプのランプ電力の制御を行ったときに、投写画像の明
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るさ、および、コントラスト比が、互いにほぼ等しくなるように設定されている設定テー
ブルであって、前記各プロジェクタについて前記光源ランプの積算使用時間、前記液晶パ
ネルの積算使用時間および温度にそれぞれ対応する前記第１の係数と前記第２の係数と前
記第３の係数との積を第４の係数とし、該第４の係数と該各第４の係数の中の最小値との
差を第５の係数としたときの、前記第５の係数と、前記ルックアップテーブルの名前、お
よび、前記ランプ電力の基準値に対する補正の割合との対応関係が記された設定テーブル
と、を備えており、
前記コンピュータプログラムは、
前記各プロジェクタから、前記パラメータ値を受信する機能と、
前記各プロジェクタから受信した前記パラメータ値に含まれる前記光源ランプの積算使

10

用時間、前記液晶パネルの積算使用時間および温度に基づいて、前記係数保持部を参照し
て、前記第１の係数、前記第２の係数、および、前記第３の係数を求め、前記第１の係数
、前記第２の係数、前記第３の係数を用いて、前記第４の係数、さらに、前記第５の係数
を算出する機能と、
前記第５の係数に基づいて、前記設定テーブルを参照して、前記各プロジェクタについ
て、前記ルックアップテーブルの名前、および、前記ランプ電力の基準値に対する補正の
割合を含む制御データをそれぞれ設定する機能と、
該各制御データを、対応する前記各プロジェクタに送信する機能と、
をコンピュータに実現させるためのコンピュータプログラム。
【請求項６】

20

請求項５記載のコンピュータプログラムをコンピュータ読み取り可能に記録した記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、プロジェクタを制御する技術、詳しくは、プロジェクタによって投写される
画像の画質を自動調整する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、スクリーン上に画像を拡大投写するプロジェクタが普及している。このプロジェ

30

クタでは、光源ランプ等の照明光学系や、液晶パネル等の表示デバイスなど、構成部品の
性能の経時劣化、経時変化によって、明るさや、コントラスト比や、色バランスなどの画
質に劣化が生じる。そこで、プロジェクタの構成部品の性能の経時劣化、経時変化に応じ
て、投写された画像（以下、投写画像と呼ぶ）の画質を自動調整する種々の技術が提案さ
れている（例えば、特許文献１〜３参照）。例えば、特許文献１には、光源ランプの点灯
時間に応じて、液晶プロジェクタの色温度を調整する技術が記載されている。
【０００３】
近年では、複数のプロジェクタを用いて画像の投写を行ういわゆるマルチスクリーンシ
ステムも普及している。このようなマルチスクリーンシステムとしては、例えば、プレゼ
ンテーション会場等で、複数のプロジェクタを用いて同じ画像や、関連のある画像を別々

40

に投写するシステムや、１つの画像を分割し、分割された各画像を別々のプロジェクタを
用いて並べて投写することによって、全体画像を投写するシステムなどが挙げられる。
【０００４】
【特許文献１】特開平６−１４８６２４号公報
【特許文献２】特開平５−２３２４２８号公報
【特許文献３】特開平５−１７３１０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
マルチスクリーンシステムにおいて、複数のプロジェクタを用いて画像を投写する場合
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、通常、各プロジェクタ間の構成部品の性能の経時劣化、経時変化にはバラツキがあるた
め、各投写画像の画質にもバラツキが生じることが多い。このため、複数のプロジェクタ
によって投写される各投写画像の画質を統合的に調整したいという要請があった。特に、
先に説明した１つの画像を分割し、分割された各画像を別々のプロジェクタを用いて並べ
て投写することによって、全体画像を投写するシステムでは、各投写画像の画質を統一し
たいという要請があった。上述した特許文献に記載された技術によれば、各プロジェクタ
において、投写画像の画質を個別に調整することは可能ではある。しかし、上記特許文献
に記載された技術では、複数のプロジェクタ間の各投写画像の画質のバラツキについては
考慮されていないため、各投写画像の画質を統合的に調整することは困難だった。
【０００６】

10

本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、画像を投写するプロジェ
クタと、該プロジェクタを制御するための制御装置とを備える画像投写システムにおいて
、プロジェクタの構成部品の性能の経時劣化、経時変化に応じて、投写画像の画質の自動
調整を行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上述の課題の少なくとも一部を解決するため、本発明では、以下の構成を採用した。
本発明の画像投写システムは、
画像を投写するプロジェクタと、該プロジェクタを制御するための制御装置とを備える
画像投写システムであって、

20

前記プロジェクタは、
前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に変化する所定のパラメー
タ値を、前記制御装置に送信するパラメータ送信部と、
前記制御装置から、前記画質を調整するために用いられる所定の制御データを受信する
制御データ受信部と、
該制御データに基づいて、前記画質を調整するための所定の制御を行う制御部と、
を備えており、
前記制御装置は、
前記プロジェクタから、前記パラメータ値を受信するパラメータ受信部と、
該パラメータ値に基づいて、前記制御データを設定する制御データ設定部と、

30

該制御データを、前記プロジェクタに送信する制御データ送信部と、
を備えることを要旨とする。
【０００８】
投写画像の画質には、明るさや、コントラスト比や、色バランスなどが含まれる。これ
らに影響を与え、経時的に変化するパラメータは、プロジェクタの構成部品、例えば、照
明光学系や、表示デバイスなどの性能に関するパラメータであり、プロジェクタから射出
される射出光の明るさや、色再現性に関連するパラメータである。このようなパラメータ
としては、例えば、液晶プロジェクタの場合、光源ランプの輝度、および、発光スペクト
ルや、液晶パネルの透過率や、フィルタ、ミラー、レンズ等各種光学部品の特性などが挙
げられる。さらに、これらに影響を与える使用時間や、温度、湿度などが挙げられる。各
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パラメータ値は、種々のセンサによって検出することができる。
【０００９】
制御データ設定部は、例えば、予め用意されたパラメータ値と制御データとの対応関係
を記したテーブルを用いて、制御データの設定を行うようにしてもよいし、所定の演算に
よって制御データの設定を行うようにしてもよい。また、両者を併用してもよい。
【００１０】
制御データの設定は、必ずしも投写画像の画質が向上するように行う必要はない。例え
ば、必要に応じて投写画像の明るさや、コントラスト比が低下するように設定してもよい
。
【００１１】
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本発明によって、プロジェクタの構成部品の性能の経時劣化、経時変化に応じて、投写
画像の画質の自動調整を行うことができる。特に、前記画像投写システムが前記プロジェ
クタを複数備える場合には、複数のプロジェクタの投写画像の画質を統合的に調整するよ
うにすることができる。
【００１２】
上記画像投写システムにおいて、
画質の調整について、種々の項目を調整対象とすることができるが、例えば、
前記画質は、前記画像の明るさと、コントラスト比とのうちの少なくとも一方を含むも
のとすることができる。
【００１３】

10

プロジェクタの構成部品の性能の経時劣化、経時変化は、投写画像の明るさや、コント
ラスト比への影響が大きい。したがって、これらの項目を調整対象とすることによって、
投写画像の画質調整を効果的に行うことができる。なお、これらの項目以外に、色バラン
スや、ガンマ補正や、白レベルの補正や、黒レベルの補正など種々の項目を調整対象とし
てもよい。
【００１４】
本発明の画像投写システムにおいて、
前記プロジェクタは、
入力された画像データに対して、所定の画像処理を施す画像処理部と、
該画像処理が施された画像データに基づいて、画像を形成する液晶パネルと、
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該形成された画像を投写する際に用いられる光源ランプと、を備える液晶プロジェクタ
であり、
前記パラメータ送信部は、前記液晶パネルと、前記光源ランプとのうちの少なくとも一
方について、前記パラメータ値を送信し、
前記制御部は、前記制御データに基づいて、前記画像処理部と、前記光源ランプとのう
ちの少なくとも一方の駆動を制御することによって、前記制御を行うようにすることがで
きる。
【００１５】
液晶プロジェクタは、その構成部品のうち、液晶パネルと、光源ランプの性能の経時劣
化、経時変化が、他の構成部品の経時劣化、経時変化よりも大きい。したがって、本発明

30

によって、液晶プロジェクタの投写画像の画質調整を効果的に行うことができる。
【００１６】
なお、本発明において、制御データ設定部は、種々の態様で制御データを設定可能であ
る。制御データ設定部は、液晶パネルについてのパラメータ値に基づいて、画像処理部の
駆動を制御するための制御データを設定したり、光源ランプについてのパラメータ値に基
づいて、光源ランプの駆動を制御するための制御データを設定したりする態様に限られな
い。制御データ設定部は、例えば、光源ランプについてのパラメータ値に基づいて、画像
処理部の駆動を制御するための制御データを設定するようにしてもよいし、また、液晶パ
ネルについてのパラメータ値に基づいて、光源ランプの駆動を制御するための制御データ
を設定するようにしてもよい。
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【００１７】
上記画像投写システムにおいて、前記パラメータ値として、液晶パネルの透過率や、光
源ランプの輝度など、投写画像の画質に直接的に影響を与えるパラメータ値を用いること
もできるが、
前記パラメータ値は、前記液晶パネルの使用時間と、前記液晶パネルの温度と、前記光
源ランプの使用時間と、前記光源ランプの温度とのうちの少なくとも１つを含むものとす
ることができる。
【００１８】
液晶パネルの使用時間、液晶パネルの温度と、液晶パネルの透過率との関係や、光源ラ
ンプの使用時間、光源ランプの温度と、光源ランプの輝度や、発光スペクトルとの関係は
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、予め実験的に対応付けることができる。また、液晶パネルの使用時間や、液晶パネルの
温度や、光源ランプの使用時間や、光源ランプの温度は、タイマや、温度センサ等を用い
て容易に検出することができるので、液晶パネルの透過率や、光源ランプの輝度よりも検
出が容易である。したがって、本発明によって、比較的簡単な構成で、投写画像の調整を
行うことができる。
【００１９】
また、上記液晶プロジェクタを備える画像投写システムにおいて、
前記画像処理部は、前記画像処理に用いられる複数のルックアップテーブルを備えてお
り、該複数のルックアップテーブルのうちの少なくとも１つを選択して、前記画像処理を
実行可能であり、

10

前記制御データは、前記ルックアップテーブルを選択するためのデータを含むものとす
ることができる。
【００２０】
ルックアップテーブルとは、入力された画像データの階調値を補正するためのテーブル
である。本発明によって、投写画像の画質を容易に調整することができる。
【００２１】
また、上記液晶プロジェクタを備える画像投写システムにおいて、
前記制御データは、前記光源ランプの駆動電力を調整するためのデータを含むものとする
ことができる。
【００２２】

20

こうすることによって、投写画像の明るさを容易に調整することができる。
【００２３】
本発明の画像投写システムにおいて、
該画像投写システムが、前記プロジェクタを複数備えている場合、
前記制御データ設定部は、前記各プロジェクタに対応する前記制御データを、それぞれ
設定し、
前記制御データ送信部は、前記各制御データを、対応する前記各プロジェクタに送信す
るようにすることができる。
【００２４】
本発明では、制御データ設定部は、複数のプロジェクタからそれぞれ受信した複数のパ

30

ラメータ値に基づいて、各投写画像の画質のバラツキを考慮して制御データを設定するの
で、複数のプロジェクタの投写画像の画質を統合的に調整することができる。
【００２５】
なお、上記画像投写システムにおいて、
前記制御データ設定部は、前記各プロジェクタによって投写された画像の画質が互いに
等しくなるように、前記制御データを設定するようにしてもよい。
【００２６】
こうすることによって、各プロジェクタの投写画像の画質のバラツキを抑制することが
できる。本発明を、先に説明した１つの画像を分割し、分割された各画像を別々のプロジ
ェクタを用いて並べて投写することによって、全体画像を投写する画像投写システムに適

40

用すれば、全体画像の画質を向上させることができるため、特に有効である。
【００２７】
また、上記複数のプロジェクタを備える画像投写システムにおいて、
前記制御装置は、さらに、
前記各プロジェクタに対して、同時に、前記パラメータ値の送信を要求するための要求
信号を送信する要求信号送信部を備え、
前記各プロジェクタは、さらに、
前記要求信号を受信する要求信号受信部を備え、
前記パラメータ送信部は、前記要求信号の受信に応じて、前記パラメータ値を送信する
ようにすることが好ましい。
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【００２８】
この場合、各プロジェクタは、制御装置からの要求信号の受信に応じて、パラメータ値
を検出する。こうすることによって、制御装置は、各プロジェクタでほぼ同じタイミング
で検出されたパラメータ値に基づいて、制御データの設定を行うことができる。したがっ
て、投写画像の画質調整の精度を向上させることができる。
【００２９】
上記画像投写システムにおいて、
前記要求信号送信部は、さらに、所定の時間間隔で、前記要求信号を送信するようにす
ることができる。
【００３０】

10

こうすることによって、画像投写システムの稼働中に、随時画質調整を行うことができ
る。なお、要求信号を送信する時間間隔は、画像投写システム、あるいは、制御装置のユ
ーザによって、任意に設定可能である。
【００３１】
本発明は、先に説明した画像投写システムに用いられる制御装置の発明として構成する
こともできる。すなわち、
本発明の制御装置は、
画像を投写するプロジェクタを制御するための制御装置であって、
前記プロジェクタから、前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に
変化する所定のパラメータ値を受信するパラメータ受信部と、

20

該パラメータ値に基づいて、前記プロジェクタで、前記画質を調整するために用いられ
る所定の制御データを設定する制御データ設定部と、
該制御データを、前記プロジェクタに送信する送信部と、
を備えることを要旨とする。
【００３２】
本発明の制御装置によって、先に説明した画像投写システムを実現することができる。
【００３３】
本発明は、先に説明した画像投写システムに用いられるプロジェクタの発明として構成
することもできる。すなわち、
本発明の第１のプロジェクタは、
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画像を投写するプロジェクタであって、
前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に変化する所定のパラメー
タ値を、所定の制御装置に送信するパラメータ送信部と、
前記制御装置から、前記画質を調整するために用いられる所定の制御データを受信する
制御データ受信部と、
該制御データに基づいて、前記画質を調整するための所定の制御を行う制御部と、
を備えることを要旨とする。
【００３４】
本発明のプロジェクタによって、先に説明した画像投写システムを実現することができ
る。
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【００３５】
本発明は、先に説明した制御装置の制御データを設定する機能を備えるプロジェクタの
発明として構成することもできる。すなわち、
本発明の第２のプロジェクタは、
画像を投写するプロジェクタであって、
他のプロジェクタから、前記投写された画像の画質に影響を与えるとともに、経時的に
変化する所定のパラメータ値を受信するパラメータ受信部と、
前記他のプロジェクタから受信したパラメータ値と、当該プロジェクタのパラメータ値
とに基づいて、前記他のプロジェクタと、当該プロジェクタとのうちの少なくとも１つで
、前記画質を調整するために用いられる所定の制御データを設定する制御データ設定部と
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、
当該プロジェクタに対応する前記制御データに基づいて、前記画質を調整するための所
定の制御を行う制御部と、
前記他のプロジェクタに、対応する前記制御データを送信する制御データ送信部と、
を備えることを要旨とする。
【００３６】
こうすることによって、上述した画像投写システムにおいて、先に説明した制御装置の
代わりに、本発明の第２のプロジェクタを適用することができる。したがって、複数のプ
ロジェクタを用いて画像を投写する画像投写システムにおいて、システム構成の簡素化を
図ることができる。

10

【００３７】
本発明は、上述した種々の特徴を必ずしも全て備えている必要はなく、その一部を省略
したり、適宜、組み合わせたりして構成することができる。本発明は、上述の画像投写シ
ステム、制御装置、プロジェクタとしての構成の他、これらの制御方法の発明として構成
することもできる。また、これらを実現するコンピュータプログラム、およびそのプログ
ラムを記録した記録媒体、そのプログラムを含み搬送波内に具現化されたデータ信号など
種々の態様で実現することが可能である。なお、それぞれの態様において、先に示した種
々の付加的要素を適用することが可能である。
【００３８】
本発明をコンピュータプログラムまたはそのプログラムを記録した記録媒体等として構

20

成する場合には、制御装置や、プロジェクタの動作を制御するプログラム全体として構成
するものとしてもよいし、本発明の機能を果たす部分のみを構成するものとしてもよい。
また、記録媒体としては、フレキシブルディスクやＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、光磁
気ディスク、ＩＣカード、ＲＯＭカートリッジ、パンチカード、バーコードなどの符号が
印刷された印刷物、コンピュータの内部記憶装置（ＲＡＭやＲＯＭなどのメモリ）および
外部記憶装置などコンピュータが読み取り可能な種々の媒体を利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
以下、本発明の実施の形態について、実施例に基づき以下の順序で説明する。
Ａ．第１実施例：
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Ａ１．画像投写システム：
Ａ２．プロジェクタの構成：
Ａ３．制御装置の構成：
Ａ４．画質調整処理：
Ｂ．第２実施例：
Ｂ１．画像投写システム：
Ｂ２．プロジェクタの構成：
Ｂ３．画質調整処理：
Ｃ．変形例：
【００４０】
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Ａ．第１実施例：
Ａ１．画像投写システム：
図１は、第１実施例としての画像投写システム１０００の構成を示す説明図である。こ
の画像投写システム１０００は、パーソナルコンピュータ２００と、パーソナルコンピュ
ータ２００に接続された４台の液晶プロジェクタ１００[１]〜１００[４]（以下、これら
を総称してプロジェクタ１００と呼ぶ）とを備えている。この画像投写システム１０００
は、図示するように、パーソナルコンピュータ２００で、投写すべき画像を４つの画像領
域Ｐ１〜Ｐ４に分割し、これらを４台のプロジェクタ１００を用いて、全体画像としてス
クリーンＳＣ上に投写するシステムである。なお、本実施例では、４台のプロジェクタ１
００を用いたマルチスクリーンシステムを例に説明するが、プロジェクタ１００は、１台
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以上あればよい。
【００４１】
本実施例の画像投写システム１０００では、各プロジェクタ１００は、パーソナルコン
ピュータ２００からの要求に応じて、それぞれが備える光源ランプの積算使用時間と、液
晶パネルの使用時間および温度とを検出し、その検出結果をパーソナルコンピュータ２０
０に送信する。これらのパラメータ値は、投写画像の画質に影響を与えるとともに、経時
的に変化するパラメータ値である。パーソナルコンピュータ２００は、各プロジェクタ１
００から受信した検出結果に基づいて、各プロジェクタ１００に対応し、画質調整に用い
られる所定の制御データを設定し、各制御データをそれぞれ対応するプロジェクタ１００
に送信する。各プロジェクタ１００は、パーソナルコンピュータ２００から受信した制御
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データに基づいて、光源ランプや、液晶パネルの駆動を制御する。パーソナルコンピュー
タ２００は、本発明における制御装置に相当する。以下、パーソナルコンピュータ２００
を、制御装置２００とも呼ぶ。
【００４２】
Ａ２．プロジェクタの構成：
図２は、プロジェクタ１００の概略構成を示す説明図である。図示するように、プロジ
ェクタ１００は、レシーバ１２と、画像処理部２０と、液晶パネル駆動部３０と、液晶パ
ネル３２と、液晶パネル３２の使用時間を積算するための液晶パネル用タイマ３４と、制
御部４０と、通信部４２とを備えている。液晶パネル３２には、液晶パネル３２の温度を
検出するための温度センサ３３が備えられている。プロジェクタ１００は、さらに、液晶
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パネル３２を照明するための照明装置５０と、液晶パネル３２を透過した透過光をスクリ
ーンＳＣ上に投写するための投写光学系５８とを備えている。
【００４３】
レシーバ１２は、パーソナルコンピュータ２００から供給された画像信号ＶＳを入力し
、画像処理部２０で処理可能な形式の画像データに変換する。画像信号ＶＳは、アナログ
画像信号であってもよいし、ディジタル画像信号であってもよい。
【００４４】
画像処理部２０は、レシーバ１２を介して入力された画像データに対して、輝度調整、
色バランス調整、コントラスト調整、シャープネス調整などの画質調整や、画像サイズを
拡大／縮小する処理や、プロジェクタ１００によってあおり投写を行うときの台形歪補正
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等の各種画像処理を施す。また、画像処理部２０は、Ｒ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の各
色について、それぞれ複数のルックアップテーブルＬＵＴを備えており、各色について、
複数のルックアップテーブルＬＵＴのうちの少なくとも１つを選択して画質調整に用いる
。ルックアップテーブルとは、入力された画像データの階調値を補正するためのテーブル
であり、これを切り換えることによって、液晶パネル３２に形成される画像の輝度や、色
バランスや、コントラスト比などの調整を行うことができる。このルックアップテーブル
ＬＵＴの切り換えは、制御部４０からの信号に従って行われる。こうすることによって、
投写画像の画質を容易に調整することができる。なお、本実施例では、複数のルックアッ
プテーブルＬＵＴを切り換えるものとしたが、１つのルックアップテーブルＬＵＴを補正
して用いるようにしてもよい。また、ルックアップテーブルＬＵＴの代わりに、所定の関

40

数を用いるようにしてもよい。
【００４５】
液晶パネル駆動部３０は、画像処理部２０において画像処理が施された画像データに基
づいて、液晶パネル３２を駆動するための駆動信号を生成する。
【００４６】
液晶パネル３２は、液晶パネル駆動部３０で生成された駆動信号に応じて照明光を変調
する。液晶パネル３２は、透過型の液晶パネルであり、照明装置５０から射出された照明
光を変調するライトバルブ（光変調器）として使用されている。
【００４７】
照明装置５０は、光源ランプ５２と、ランプ駆動部５４と、光源ランプ５２の使用時間
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を積算するための光源ランプ用タイマ３４とを備えている。本実施例では、光源ランプ５
２として、超高圧水銀ランプを用いるものとした。光源ランプ５２として、メタルハライ
ドランプ、キセノンランプなどの他の放電ランプを用いるようにしてもよい。
【００４８】
ランプ駆動部５４は、制御部４０で設定された設定値に従って、ランプ電力を変更して
光源ランプ５２を駆動する。ランプ駆動部５４は、ランプ電力を調整することによって、
光源ランプ５２から射出される照明光の明るさ、あるいは、投写画像の明るさ容易に調整
することができる。
【００４９】
なお、図示は省略しているが、このプロジェクタ１００は、ＲＧＢの３色分の３枚の液
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晶パネル３２を備えている。また、各部は３色分の画像データを処理する機能を備えてい
る。照明装置５０は、白色光を３色の光に分離する色光分離光学系を備えている。また、
投写光学系５８は、３色の画像光を合成してカラー画像を表す画像光を生成する合成光学
系を備えている。
【００５０】
通信部４２は、制御装置２００と各種データのやり取りを行う。通信部４２は、例えば
、液晶パネル用タイマ３４によって検出された液晶パネル３２の積算使用時間と、温度セ
ンサ３３によって検出された液晶パネル３２の温度と、光源ランプ用タイマ３４によって
検出された光源ランプ５２の積算使用時間とを制御装置２００に送信する。また、通信部
４２は、制御装置２００から、液晶パネル３２の積算使用時間と、液晶パネル３２の温度
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と、光源ランプ５２の積算使用時間の送信を要求する要求信号や、後述する制御データを
受信する。通信部４２は、本発明におけるパラメータ送信部、要求信号受信部、制御デー
タ受信部に相当する。
【００５１】
制御部４０は、図示しないリモートコントローラや、プロジェクタ１００本体に備えら
れた操作ボタンの操作に従って、画像処理部２０や、ランプ駆動部５４を制御する。すな
わち、制御部４０は、画像処理部２０で用いられる各種パラメータ値や、ランプ電力を設
定する。また、制御部４０は、制御装置２００から受信した要求信号に応じて、温度セン
サ３３と、液晶パネル用タイマ３４と、光源ランプ用タイマ３４から、それぞれ検出結果
を取得する。また、制御部４０は、制御装置２００から受信した制御データに基づいて、
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ルックアップテーブルＬＵＴを切り換えるための信号を生成し、これを画像処理部２０に
出力したり、ランプ電力の設定を行い、この設定値をランプ駆動部５４に出力したりする
。
【００５２】
Ａ３．制御装置の構成：
図３は、制御装置２００の概略構成を示す説明図である。図示した各機能ブロックは、
所定のコンピュータプログラムを、ＣＰＵや、メモリや、外部記憶装置を備えるパーソナ
ルコンピュータ２００にインストールすることによって、ソフトウェア的に構成されてい
る。これらの機能ブロックの少なくとも一部を、ハードウェア的に構成してもよい。パー
ソナルコンピュータ２００は、そのＣＰＵが、メモリ上で上記プログラムを実行すること
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によって、制御装置２００として機能する。
【００５３】
通信部２１０は、各プロジェクタ１００と各種データのやり取りを行う。通信部２１０
は、例えば、プロジェクタ１００から、プロジェクタ１００の液晶パネル３２の積算使用
時間と、液晶パネル３２の温度と、光源ランプ５２の積算使用時間との検出結果を受信す
る。受信した検出結果は、各プロジェクタ１００と対応付けられ、メモリに保持される。
また、通信部２１０は、プロジェクタ１００に検出結果の送信を要求する要求信号や、制
御データを送信する。通信部２１０は、本発明におけるパラメータ受信部、要求信号送信
部、制御データ送信部に相当する。
【００５４】
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制御データ設定部２２０は、係数保持部２２２と、設定テーブル２２４とを備えている
。制御データ設定部２２０は、係数保持部２２２、および、設定テーブル２２４を参照し
、各プロジェクタ１００から受信した検出結果に基づいて、それぞれに対応する制御デー
タを設定する。本実施例では、制御データとして、プロジェクタ１００のルックアップテ
ーブルＬＵＴの切り換え、および、光源ランプ５２のランプ電力を制御するための制御デ
ータを設定するものとした。図中に係数保持部２２２、および、設定テーブル２２４の内
容を模式的に示した。
【００５５】
係数保持部２２２は、光源ランプ５２の積算使用時間と係数ａとの関係を示す情報と、
液晶パネル３２の積算使用時間と係数ｂとの関係を示す情報と、液晶パネル３２の温度と
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係数ｃとの関係を示す情報とを保持している。光源ランプ５２の積算使用時間と係数ａと
の関係は、光源ランプ５２の積算使用時間と光源ランプ５２の輝度との関係に対応してい
る。液晶パネル３２の積算使用時間と係数ｂとの関係は、液晶パネル３２の積算使用時間
と液晶パネル３２の透過率との関係に対応している。液晶パネル３２の温度と係数ｃとの
関係は、液晶パネル３２の温度と液晶パネル３２の透過率との関係に対応している。
【００５６】
制御データ設定部２２０は、各プロジェクタ１００から受信した検出結果に基づいて、
係数保持部２２２を参照して、それぞれ係数Ｄを算出する。係数Ｄは、係数ａと、係数ｂ
と、係数ｃとの積である（Ｄ＝ａ×ｂ×ｃ）。例えば、あるプロジェクタ１００の光源ラ
ンプ５２の積算使用時間がｔ２であり、液晶パネル３２の積算使用時間がｔ３であり、液
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晶パネル３２の温度がＴ１である場合には、図から分かるように、係数ａ、係数ｂ、係数
ｃは、それぞれａ２、ｂ３、ｃ１であるから、そのプロジェクタ１００についての係数Ｄ
は、Ｄ＝ａ２×ｂ３×ｃ１である。
【００５７】
次に、制御データ設定部２２０は、算出した複数の係数Ｄの中から、最小の係数Ｄｍｉ
ｎを特定し、各プロジェクタ１００について、係数ＤとＤｍｉｎとの差ｄ（＝Ｄ−Ｄｍｉ
ｎ）を算出する。そして、制御データ設定部２２０は、各プロジェクタ１００について、
この差ｄに基づいて、設定テーブル２２４を参照して、制御データをそれぞれ設定する。
【００５８】
設定テーブル２２４には、係数Ｄと最小の係数Ｄｍｉｎとの差ｄと、ルックアップテー
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ブル名、および、ランプ電力との対応関係が記されている。ランプ電力については、基準
値に対する補正の割合が記されている。例えば、ｄ＝０、すなわち、算出された係数Ｄが
最小の係数Ｄｍｉｎであるプロジェクタ１００は、ルックアップテーブル「ＬＵＴ１」を
用いて画像処理を行い、ランプ電力を「基準値」に設定することを示している。また、ｄ
＝ｍ０〜ｍ１であるプロジェクタ１００は、ルックアップテーブル「ＬＵＴ１」を用いて
画像処理を行い、ランプ電力を「基準値−５％」に設定することを示している。この設定
テーブル２２４は、各プロジェクタ１００が、対応する制御データに従って、ルックアッ
プテーブルＬＵＴの切り換え、および、ランプ電力の制御を行ったときに、投写画像の明
るさ、および、コントラスト比が互いにほぼ等しくなるように設定されている。
【００５９】
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図４は、制御データの一例を示す説明図である。図示するように、本実施例では、制御
データには、制御対象となる各プロジェクタ１００について、選択すべきルックアップテ
ーブル名、および、ランプ電力の基準値に対する補正の割合が含まれる。図示した例では
、プロジェクタ１００[１]に対応する制御データは、ルックアップテーブルＬＵＴを「Ｌ
ＵＴ１」に設定し、ランプ電力を「基準値」に設定すべきことを示している。プロジェク
タ１００[２]に対応する制御データは、ルックアップテーブルＬＵＴを「ＬＵＴ１」に設
定し、ランプ電力を「基準値−５％」に設定すべきことを示している。プロジェクタ１０
０[３]に対応する制御データは、ルックアップテーブルＬＵＴを「ＬＵＴ２」に設定し、
ランプ電力を「基準値−５％」に設定すべきことを示している。プロジェクタ１００[４]
に対応する制御データは、ルックアップテーブルＬＵＴを「ＬＵＴ２」に設定し、ランプ
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電力を「基準値−１０％」に設定すべきことを示している。
【００６０】
本実施例の画像投写システム１０００では、各プロジェクタ１００は、以上説明したよ
うに設定された制御データに基づいて、ルックアップテーブルＬＵＴの切り換え、および
、ランプ電力の制御を行うので、各プロジェクタ１００の投写画像の画質を統合的に調整
することができる。さらに、各プロジェクタ１００の投写画像の画質のバラツキを抑制す
ることができる。
【００６１】
Ａ４．画質調整処理：
図５は、画質調整処理の流れを示すフローチャートである。図の左側には、制御装置２
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００での処理を示した。また、図の右側には、プロジェクタ１００での処理を示した。
【００６２】
まず、制御装置２００は、プロジェクタ１００の液晶パネル３２の積算使用時間と、液
晶パネル３２の温度と、光源ランプ５２の積算使用時間との検出結果の送信を要求する要
求信号を各プロジェクタ１００にほぼ同時に送信する（ステップＳ１００）。
【００６３】
各プロジェクタ１００は、制御装置２００から要求信号を受信すると（ステップＳ２０
０）、液晶パネル３２の積算使用時間と、液晶パネル３２の温度と、光源ランプ５２の積
算使用時間とを検出し（ステップＳ２１０）、この検出結果を制御装置２００に送信する
（ステップＳ２２０）。
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【００６４】
制御装置２００は、各プロジェクタ１００から検出結果を受信すると（ステップＳ１１
０）、先に説明したように、制御データを設定する（ステップＳ１２０）。そして、制御
装置２００は、設定した制御データを、対応する各プロジェクタ１００に送信する（ステ
ップＳ１３０）。
【００６５】
各プロジェクタ１００は、それぞれ制御データを受信すると（ステップＳ２３０）、こ
の制御データに基づいて、ルックアップテーブルＬＵＴ、および、ランプ電力を切り換え
、画像処理部２０、および、光源ランプ５２の駆動を制御する（ステップＳ２４０）。例
えば、制御データが図４に示したものである場合、プロジェクタ１００[１]は、ルックア
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ップテーブルＬＵＴを「ＬＵＴ１」に設定し、ランプ電力を「基準値」に設定する。プロ
ジェクタ１００[２]は、ルックアップテーブルＬＵＴを「ＬＵＴ１」に設定し、ランプ電
力を「基準値−５％」に設定する。プロジェクタ１００[３]は、ルックアップテーブルＬ
ＵＴを「ＬＵＴ２」に設定し、ランプ電力を「基準値−５％」に設定する。プロジェクタ
１００[４]は、ルックアップテーブルＬＵＴを「ＬＵＴ２」に設定し、ランプ電力を「基
準値−１０％」に設定する。プロジェクタ１００は、ルックアップテーブル、および、ラ
ンプ電力の設定が完了すると、画質調整処理を終了する。
【００６６】
このように、各プロジェクタ１００が、制御装置２００からほぼ同時に送信された要求
信号に応じて各パラメータ値を検出することによって、制御装置２００は、各プロジェク
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タでほぼ同じタイミングで検出されたパラメータ値に基づいて、制御データの設定を行う
ことができる。したがって、投写画像の画質調整の精度を向上させることができる。
【００６７】
なお、この画質調整処理は、所定の時間間隔で実行される。この時間間隔は、画像投写
システム１０００のユーザによって、任意に設定可能である。こうすることによって、画
像投写システム１０００の稼働中に、随時画質調整を行うことができる。
【００６８】
以上説明した第１実施例の画像投写システム１０００によれば、プロジェクタ１００の
液晶パネル３２、および、光源ランプ５２の性能の経時劣化、経時変化に応じて、投写画
像の画質の自動調整を統合的に行うことができる。
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【００６９】
Ｂ．第２実施例：
Ｂ１．画像投写システム：
図６は、第２実施例としての画像投写システム１０００Ａの構成を示す説明図である。
この画像投写システム１０００Ａは、４台の液晶プロジェクタ１００[１]〜１００[４]（
以下、これらを総称してプロジェクタ１００Ａと呼ぶ）を備えている。そして、各プロジ
ェクタ１００Ａは、ローカル・エリア・ネットワークＬＡＮを介して互いに接続されてい
る。ローカル・エリア・ネットワークＬＡＮには、図示しない画像データ出力装置が接続
されており、各プロジェクタ１００Ａは、画像データ出力装置から供給された画像データ
に基づいて、スクリーンＳＣ１〜ＳＣ４上に画像を投写する。
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【００７０】
各プロジェクタ１００Ａは、ローカル・エリア・ネットワークＬＡＮに接続するための
ＮＩＣ（ネットワーク・インタフェース・カード）を備えている。各ＮＩＣには、それぞ
れ固有の識別番号であるＭＡＣアドレスが割り振られている。そして、本実施例では、４
台のプロジェクタ１００Ａの中で、最も小さい番号のＭＡＣアドレスが割り当てられたプ
ロジェクタ１００Ａが、マスタとして動作し、マスタ以外の他のプロジェクタ１００Ａが
スレーブとして動作するものとした。図示した例では、ＭＡＣアドレスの番号が最も小さ
いプロジェクタ１００Ａ[１]がマスタとして動作し、プロジェクタ１００Ａ[２]〜１００
Ａ[４]がスレーブとして動作する。プロジェクタ１００Ａ[１]は、プロジェクタ１００Ａ
[２]〜１００Ａ[４]における画質調整、および、自らの画質調整を制御する。つまり、マ
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スタとして動作するプロジェクタ１００Ａは、画像を投写する機能の他に、第１実施例に
おける制御装置２００の機能を有する。
【００７１】
Ｂ２．プロジェクタの構成：
図７は、第２実施例におけるプロジェクタ１００Ａの概略構成を示す説明図である。こ
のプロジェクタ１００Ａは、制御データ設定部４４を備えること以外は、第１実施例にお
けるプロジェクタ１００と同じである。制御データ設定部４４は、第１実施例における制
御装置２００の制御データ設定部２２０と同じ機能を奏する。さらに、制御データ設定部
４４は、自らの制御データの設定も行う。
【００７２】
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なお、マスタとして動作するプロジェクタ１００Ａ[１]は、制御データ設定部４４を動
作させるが、スレーブとして動作するプロジェクタ１００Ａ[２]〜１００Ａ[４]は、制御
データ設定部４４を動作させない。つまり、スレーブとして動作するプロジェクタ１００
Ａ[２]〜１００Ａ[４]は、図中に一点鎖線で示したように、通信部４２と、制御部４０と
が、直接的にデータのやり取りを行う。マスタとして動作するプロジェクタ１００Ａ[１]
における制御データの設定方法は、第１実施例と同じである。
【００７３】
Ｂ３．画質調整処理：
第２実施例における画質調整処理の流れは、第１実施例とほぼ同じである。図５に示し
た制御装置２００での処理を、マスタとして動作するプロジェクタ１００Ａ[１]が実行し
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、プロジェクタ１００での処理を、スレーブとして動作するプロジェクタ１００Ａ[２]〜
１００Ａ[４]が実行する。プロジェクタ１００Ａ[１]は、図５のステップＳ１２０におい
ては、プロジェクタ１００Ａ[２]〜１００Ａ[４]に対応する制御データ、および、自らの
制御データの設定を行う。そして、プロジェクタ１００Ａ[１]は、図５のステップＳ１３
０のあとに、制御データに基づいて、自らのルックアップテーブルＬＵＴ、および、ラン
プ電力を切り換え、画像処理部２０、および、光源ランプ５２の駆動を制御する。
【００７４】
以上説明した画像投写システム１０００Ａによれば、第１実施例の画像投写システム１
０００と同様に、プロジェクタ１００の液晶パネル３２、および、光源ランプ５２の性能
の経時劣化、経時変化に応じて、投写画像の画質の自動調整を統合的に行うことができる
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。また、本実施例では、プロジェクタ１００Ａが、制御データの設定を行う機能を有して
いるので、第１実施例における制御装置２００の代わりに、プロジェクタ１００Ａを適用
することができる。したがって、複数のプロジェクタを用いて画像を投写する画像投写シ
ステムにおいて、システム構成の簡素化を図ることができる。
【００７５】
Ｃ．変形例：
以上、本発明のいくつかの実施の形態について説明したが、本発明はこのような実施の
形態になんら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々なる態
様での実施が可能である。例えば、以下のような変形例が可能である。
【００７６】
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Ｃ１．変形例１：
上記実施例では、投写画像の画質に影響を与え、経時的に変化するパラメータとして、
液晶パネル３２の積算使用時間と、液晶パネル３２の温度と、光源ランプ５２の積算使用
時間とを用いるものとしたが、これらのうちの少なくとも１つを用いるようにすればよい
。また、例えば、光源ランプ５２の輝度、および、発光スペクトルや、液晶パネル３２の
透過率や、フィルタ、ミラー、レンズ等各種光学部品の特性など他のパラメータを用いる
ようにしてもよい。さらに、これらに影響を与える使用時間や、温度、湿度などを用いる
ようにしてもよい。
【００７７】
Ｃ２．変形例２：
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上記実施例では、制御データの設定を、液晶パネル３２の積算使用時間と、液晶パネル
３２の温度と、光源ランプ５２の積算使用時間とに基づいて行うものとしたが、これに限
られない。液晶パネル３２や、光源ランプ５２の経時劣化は、その使用条件によって影響
を受ける。したがって、さらに、液晶パネル３２を何度で何時間使用したか、光源ランプ
５２をどれだけのランプ電力で何時間使用したかといった使用履歴を考慮して制御データ
の設定を行うようにすれば、投写画像の画質調整の精度を向上させることができる。
【００７８】
Ｃ３．変形例３：
上記２実施例では、各プロジェクタ１００の投写画像の画質が、互いにほぼ等しくなる
ように、制御データの設定を行うものとしたが、これに限られない。例えば、各プロジェ
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クタ１００が予め設定された画質になるように、制御データの設定を行うようにしてもよ
い。このような態様としては、例えば、複数の投写画像が、段階的に明るくなるように自
動調整する態様などが挙げられる。
【００７９】
Ｃ４．変形例４：
上記第２実施例では、最も小さい番号が割り当てられたプロジェクタ１００Ａがマスタ
として動作するものとしたが、これに限られない。例えば、最も大きい番号が割り当てら
れたプロジェクタ１００Ａをマスタとしてもよい。また、マスタの決定に、ＭＡＣアドレ
スの代わりに、ＩＰアドレスを用いるようにしてもよい。また、ユーザがプロジェクタ１
００Ａに設けられた所定のスイッチを操作することによって、マスタ、および、スレーブ
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を決定するようにしてもよい。また、マスタとして、プロジェクタ１００Ａを用い、スレ
ーブとして、第１実施例のプロジェクタ１００を用いるようにしてもよい。
【００８０】
Ｃ５．変形例５：
上記実施例では、画像投写システム１０００、１００Ａに液晶プロジェクタを適用した
場合について説明したが、これに限られない。例えば、ＤＭＤ（デジタル・マイクロミラ
ー・デバイス）を用いたＤＬＰプロジェクタ（ＤＬＰは、テキサス・インスツルメンツ社
の登録商標）など他のプロジェクタを適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
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【図１】第１実施例としての画像投写システム１０００の構成を示す説明図である。
【図２】プロジェクタ１００の概略構成を示す説明図である。
【図３】制御装置２００の概略構成を示す説明図である。
【図４】制御データの一例を示す説明図である。
【図５】画質調整処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】第２実施例としての画像投写システム１０００Ａの構成を示す説明図である。
【図７】第２実施例におけるプロジェクタ１００Ａの概略構成を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８２】
１０００、１０００Ａ...画像投写システム

10

１２...レシーバ
２０...画像処理部
３０...液晶パネル駆動部
３２...液晶パネル
３３...温度センサ
３４...液晶パネル用タイマ
４０...制御部
４２...通信部
４４...制御データ設定部
５０...照明装置
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５２...光源ランプ
５４...ランプ駆動部
５６...光源ランプ用タイマ
５８...投写光学系
１００、１００Ａ...液晶プロジェクタ
２００...制御装置（パーソナルコンピュータ）
２１０...通信部
２２０...制御データ設定部
２２２...係数保持部
２２４...設定テーブル
ＬＡＮ...ローカル・エリア・ネットワーク
ＬＵＴ...ルックアップテーブル
ＳＣ、ＳＣ１〜ＳＣ４...スクリーン
ＶＳ...画像信号
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