
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流とシリアル接続する上流バス手段を、複数の下流とシリアル接続する下流バス手段
へ分配する 手段 、
　前記上流バス手段からの通電がある場合は、上流からのデータを前記下流バス手段に伝
送し、前記上流バス手段からの通電がない場合は、前記下流バス手段に接続された画像入
出力装置と接続してその画像データの授受を行う ことを特徴とする情
報処理装置。
【請求項２】
　 前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを外部装置より受け取
り、この受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像データの授
受を行う構成にしたことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御プログラムを格納するメモリと、前記メモリ内の制御プログラムの有無を検知
する検知手段とを備え、

前記メモリ内に制御プログラムが格納されていない場合に、前記外部
装置より受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像データの授
受を行う構成にしたことを特徴とする請求項 載の情報処理装置。
【請求項４】
　 前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを前記画像入出力装置
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より受け取り、その受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像
データの授受を行う構成にしたことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　１つの上流と１対１にシリアル接続する上流バス手段を、複数の下流と１対１にシリア
ル接続する下流バス手段へ分配する 手段 、
　前記上流バス手段からの通電がある場合は、上流からのデータを前記下流バス手段に伝
送し、前記上流バス手段からの通電がない場合は、前記下流バス手段に接続された画像入
出力装置と接続してその画像データの授受を行い、ディスプレイに表示する

ことを特徴とするディスプレイ制御装置。
【請求項６】
　 前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを外部装置より受け取
り、前記外部装置より受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画
像データの授受を行う構成にしたことを特徴とする請求項 記載のディスプレイ制御装置
。
【請求項７】
　前記制御プログラムを格納するメモリと、前記メモリ内の制御プログラムの有無を検知
する検知手段とを備え、

前記メモリ内に制御プログラムが格納されていない場合に、前記外部
装置より受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像データの授
受を行う構成にしたことを特徴とする請求項 記載のディスプレイ制御装置。
【請求項８】
　 前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを前記画像入出力装置
より受け取り、その受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像
データの授受を行う構成にしたことを特徴とする請求項 記載のディスプレイ制御装置。
【請求項９】
　１つの上流と１対１にシリアル接続する上流バス手段を、複数の下流と１対１にシリア
ル接続する下流バス手段へ分配する手段を備えておき、前記上流バス手段からの通電があ
る場合は、上流からのデータを前記下流バス手段に伝送し、前記上流バス手段からの通電
がない場合は、前記下流バス手段に接続された画像入出力装置と接続してその画像データ
の授受を行い、ディスプレイに表示することを特徴とするディスプレイ制御方法。
【請求項１０】
　１つの上流と１対１にシリアル接続する上流バス手段を、複数の下流と１対１にシリア
ル接続する下流バス手段へ分配する手段を有し、前記下流バス手段に接続された画像入出
力装置に接続してその画像データをディスプレイに表示するディスプレイ制御方法を実行
する、コンピュータ読み出し可能なプログラムを格納した記憶媒体であって、
　前記上流バス手段からの通電を検知するステップと、
　前記上流バス手段からの通電がある場合は上流からのデータを前記下流バス手段に伝送
し、前記上流バス手段からの通電がない場合は前記下流バス手段に接続された画像入出力
装置と接続してその画像データの授受を行うステップと、
前記画像データをディスプレイに表示するステップとを備えることを特徴とする記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、相互接続されたシリアルバスの切換え制御と画像データ転送を制御する情報処
理装置、ディスプレイ制御装置、ディスプレイ制御方法、及び記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の分野の技術としては例えば図８に示すようなものがあった。
【０００３】
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図８は、従来のディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【０００４】
このディスプレイ装置１１２は、ハブ１２、ＭＰＵ１３、表示部１４、スイッチ１１１、
及びＲＯＭ１１３を備えている。
【０００５】
ハブ１２は、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）１１からのデータを、ハブ１２に接続され
たデジタルカメラ１７やスキャナ１８、プリンタ１９、ＭＰＵ１３に対して伝送する。ま
た、ハブ１２に接続されたデジタルカメラ１７、スキャナ１８、プリンタ１９、及びＭＰ
Ｕ１３からのデータをＰＣ１１へ伝送する。
【０００６】
デジタルカメラ１７は、ハブ１２を介してＰＣ１１から、撮影及び画像番号の指定コマン
ド、画像データ等の指定コマンド、あるいはデータを受け取り、画像データ等のデータや
撮影条件等のデータをハブ１２を介してＰＣ１１へ送信する。スキャナ１８は、ハブ１２
を介してＰＣ１１からスキャンの解像度、位置、範囲、及びコマンド等を受け取り、画像
データをハブ１２を介してＰＣ１１に送信する。
【０００７】
プリンタ１９は、ハブ１２を介してＰＣ１１から制御コマンドや印刷データを受け取って
印刷を行い、プリンタステータスをハブ１２を介してＰＣ１１に送信する。
【０００８】
ＭＰＵ１３は、ハブ１２を介してＰＣ１１から表示部１４の各種設定値を受け取り、モニ
タステータスをハブ１２を介してＰＣ１１に送信する。また、スイッチ１１１からの各種
設定値を入力可能であり、受け取った各種設定値を用いて表示部１４の設定を行う。
【０００９】
表示部１４は、ＭＰＵ１３からの各種調整を行いＰＣ１１からの画像データを受け取り表
示を行う。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のディスプレイ装置では、該ディスプレイ装置がコンピュータと
接続されていない状態にある場合や、コンピュータの電源がオンでない場合には、画像デ
ータの表示や印刷といった操作が行えなかった。
【００１１】
本発明は上記従来の問題点に鑑み、コンピュータの接続がない場合やコンピュータの電源
がオンでない場合にも表示や印刷等の操作が可能になる情報処理装置、ディスプレイ制御
装置、ディスプレイ制御方法、及び記憶媒体を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明に係る情報処理装置では、上流とシリ
アル接続する上流バス手段を、複数の下流とシリアル接続する下流バス手段へ分配する

手段 、前記上流バス手段からの通電がある場合は、上流からのデータを前記下流バス
手段に伝送し、前記上流バス手段からの通電がない場合は、前記下流バス手段に接続され
た画像入出力装置と接続してその画像データの授受を行う ことを特徴
とする。
【００１３】
　請求項２記載の発明に係る情報処理装置では、上記請求項１記載の発明において、

前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを外部装置より受け取り、こ
の受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像データの授受を行
う構成にしたことを特徴とする。
【００１５】
　請求項 記載の発明に係る情報処理装置では、上記請求項 載の発明において、

前記制御プログラムを格納するメモリと、前記メモリ内の制御プログラムの

10

20

30

40

50

(3) JP 3658197 B2 2005.6.8

分
配 と

制御手段とを有する

前記
制御手段は、

３ ２記 前記
制御手段は、



有無を検知する検知手段とを備え、前記メモリ内に制御プログラムが格納されていない場
合に、前記外部装置より受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で
画像データの授受を行う構成にしたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項 記載の発明に係る情報処理装置では、上記請求項１記載の発明において、

前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを前記画像入出力装置より受
け取り、その受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画像データ
の授受を行う構成にしたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項 記載の発明に係るディスプレイ制御装置では、１つの上流と１対１にシリアル
接続する上流バス手段を、複数の下流と１対１にシリアル接続する下流バス手段へ分配す
る 手段 、前記上流バス手段からの通電がある場合は、上流からのデータを前記下流
バス手段に伝送し、前記上流バス手段からの通電がない場合は、前記下流バス手段に接続
された画像入出力装置と接続してその画像データの授受を行い、ディスプレイに表示する

ことを特徴する。
【００１８】
　請求項 記載の発明に係るディスプレイ制御装置では、上記請求項 記載の発明におい
て、 前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを外部装置より受け
取り、前記外部装置より受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で
画像データの授受を行う構成にしたことを特徴とする。
【００２０】
　請求項 記載の発明に係るディスプレイ制御装置では、上記請求項 記載の発明におい
て、前記制御プログラムを格納するメモリと、前記メモリ内の制御プログラムの有無を検
知する検知手段とを備え、 前記メモリ内に制御プログラムが格納されて
いない場合に、前記外部装置より受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置
との間で画像データの授受を行う構成にしたことを特徴とする。
【００２１】
　請求項 記載の発明に係るディスプレイ制御装置では、上記請求項 記載の発明におい
て、 前記画像入出力装置を制御する制御プログラムを前記画像入出力装
置より受け取り、その受け取った制御プログラムによって前記画像入出力装置との間で画
像データの授受を行う構成にしたことを特徴とする。
【００２２】
　請求項 記載の発明に係るディスプレイ制御方法では、１つの上流と１対１にシリアル
接続する上流バス手段を、複数の下流と１対１にシリアル接続する下流バス手段へ分配す
る手段を備えておき、前記上流バス手段からの通電がある場合は、上流からのデータを前
記下流バス手段に伝送し、前記上流バス手段からの通電がない場合は、前記下流バス手段
に接続された画像入出力装置と接続してその画像データの授受を行い、ディスプレイに表
示することを特徴とする。
【００２７】
　請求項 記載の発明に係る記憶媒体では、１つの上流と１対１にシリアル接続する上
流バス手段を、複数の下流と１対１にシリアル接続する下流バス手段へ分配する手段を有
し、前記下流バス手段に接続された画像入出力装置に接続してその画像データをディスプ
レイに表示するディスプレイ制御方法を実行する、コンピュータ読み出し可能なプログラ
ムを格納した記憶媒体であって、前記上流バス手段からの通電を検知するステップと、前
記上流バス手段からの通電がある場合は上流からのデータを前記下流バス手段に伝送し、
前記上流バス手段からの通電がない場合は前記下流バス手段に接続された画像入出力装置
と接続してその画像データの授受を行うステップと、前記画像データをディスプレイに表
示するステップとを備えることを特徴とする。
【００３２】
【発明の実施の形態】
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以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００３３】
（第１実施形態）
図１は、本発明の第１実施形態に係るディスプレイ制御装置を含むディスプレイ装置の全
体構成を示すブロック図であり、図８と共通の要素には同一の符号が付されている。
【００３４】
このディスプレイ装置１１２は、従来の同様に、ハブ１２、表示部１４、スイッチ１１１
、及びＲＯＭ１１３を有するほか、本実施形態の特徴を成すＭＰＵ１３Ａ、画像切換えス
イッチ１５、バス切換えスイッチ１６、及び画像メモリ１１０を備えている。
【００３５】
ＭＰＵ１３Ａは、ＲＯＭ１１３によって各種プログラムの供給を受けて動作する。さらに
、ＭＰＵ１３Ａは、ＰＣ１１からのデータ信号Ｓ１１を監視し、ＰＣ１１の電源が入って
いる場合にはこのデータ信号Ｓ１１によってＰＣ１１の通電状態が検出されるようになっ
ている。
【００３６】
ＭＰＵ１３Ａが、ＰＣ１１からのデータ信号Ｓ１１の通電状態を検出すると、バス切換え
スイッチ１６をＰＣ１１とハブ１２が接続される状態に設定すると共に、表示部１４がＰ
Ｃ１１からの画像信号Ｓ１２を表示するように画像切換えスイッチ１５を設定する。
【００３７】
かかる設定が行われると、ハブ１２は、バス切換えスイッチ１６からのＰＣ１１のデータ
を必要に応じて、ハブ１２に接続されたデジタルカメラ１７や、スキャナ１８、プリンタ
１９、ＭＰＵ１３Ａに対して伝送する。
【００３８】
また、ハブ１２に接続されたデジタルカメラ１７、スキャナ１８、プリンタ１９、及びＭ
ＰＵ１３ＡからＰＣ１１へのデータをバス切換えスイッチ１６へ伝送する。
【００３９】
デジタルカメラ１７は、ハブ１２を介してＰＣ１１から撮影及び画像番号の指定コマンド
、画像データ等の指定コマンド、あるいはデータを受け取り、画像データ等のデータや撮
影条件等のデータをハブ１２を介してＰＣ１１へ送信する。スキャナ１８は、ハブ１２を
介してＰＣ１１からスキャンの解像度、位置、範囲、コマンド等を受け取り、画像データ
をハブ１２を介してＰＣ１１へ送信する。プリンタ１９は、ハブ１２を介してＰＣ１１か
ら制御コマンドや印刷データを受け取り印刷を行い、プリンタステータスをハブ１２を介
してＰＣ１１へ送信する。
【００４０】
ＭＰＵ１３Ａは、ハブ１２を介してＰＣ１１から表示部１４の各種設定値を受け取り、モ
ニタステータスをハブ１２を介してＰＣ１１へ送信する。また、スイッチ１１１からの各
種設定値も入力可能であり、受け取った各種設定値を用いて表示部１４の設定を行う。
【００４１】
表示部１４は、ＭＰＵ１３Ａからの各種調整を行い、画像切換えスイッチ１５からの画像
データを受け取り表示を行う。
【００４２】
　ＰＣ１１の電源が入っていない場合は、ＭＰＵ１３Ａによるデータ信号Ｓ１１の監視に
より、ＰＣ１１からのデータ信号Ｓ１１が通電状態でないことが検出される。ＭＰＵ１３

が、ＰＣ１１からのデータ信号Ｓ１１が通電状態にないことを検出すると、バス切換え
スイッチ１６をＭＰＵ１３Ａとハブ１２を接続する状態に設定すると共に、表示部１４が
画像メモリ１１０からの画像を表示するように画像切換えスイッチ１５を設定する。
【００４３】
かかる設定が行われると、ハブ１２は、バス切換えスイッチ１６からのＭＰＵ１３Ａのデ
ータを必要に応じて、ハブ１２に接続されたデジタルカメラ１７、スキャナ１８、プリン
タ１９、及びＭＰＵ１３Ａに対して伝送する。また、ハブ１２に接続されたデジタルカメ
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ラ１７、スキャナ１８、プリンタ１９、及びＭＰＵ１３ＡからＭＰＵ１３Ａへのデータを
バス切換えスイッチ１６へ伝送する。
【００４４】
デジタルカメラ１７は、ハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａから撮影及び画像番号の指定コマ
ンド、画像データ等の指定コマンド、あるいはデータを受け取り、画像データ等のデータ
や撮影条件等のデータをハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａへ送信する。ＭＰＵ１３Ａは、受
け取った画像データを画像メモリ１１０に保存した後、画像切換えスイッチ１５へ送る。
【００４５】
スキャナ１８は、ハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａからスキャンの解像度、位置、範囲、及
びコマンド等を受け取り、画像データをハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａへ送信する。ＭＰ
Ｕ１３Ａは、受け取った画像データを画像メモリ１１０に保存して、画像切換えスイッチ
１５に画像データを送る。
【００４６】
プリンタ１９は、ハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａから制御コマンドや画像メモリ１１０の
画像データを受け取って印刷を行い、プリンタステータスをハブ１２を介してＭＰＵ１３
Ａに送信する。ＭＰＵ１３Ａは、ハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａから表示部１４の各種設
定値を受け取り、モニタステータスをハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａに送信する。また、
スイッチ１１１からの各種設定値を入力可能であり、受け取った各種設定値を用いて表示
部１４の設定を行う。
【００４７】
表示部１４は、ＭＰＵ１３Ａからの各種調整を行い画像切換えスイッチ１５からの画像デ
ータを受け取り表示を行う。
【００４８】
前述したＰＣ１１の電源が入っていない場合の動作中にＰＣ１１の電源が入っていること
を検出すると、ＭＰＵ１３Ａは、すべての処理を中断し、直ちにＰＣ１１の電源が入って
いる場合の動作に切換える。
【００４９】
図２は、ＰＣ１１の構成を示すブロック図である。
【００５０】
このＰＣ１１は、制御処理装置であるＣＰＵ２１によって制御されている。ＣＰＵ２１は
、システムバスＳ２１によって各々の周辺装置からのデータやプログラムの授受を行う。
【００５１】
まずＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２４によって基本プログラムの供給を受け、外部記憶装置２８
から所定のプログラムをＲＡＭ２３に転送し、前述プログラムを実行することにより所望
の動作をする。
【００５２】
操作者は、キー入力装置であるキーボード２６と、座標入力装置であるポインティングデ
バイス２７とを用いてＰＣ１１に指示を行う。操作者への情報は、プログラムに従ってＣ
ＰＵ２１がＶＲＡＭ２５にデータを書き込み、ＶＲＡＭ２５から出力された画像信号Ｓ１
２がディスプレイ装置１１２の表示部１４に表示される。
【００５３】
また、プログラムの指示により、１対１インタフェース２２を介して、前述のように表示
部１４の各種調整や、デジタルカメラ１７、スキャナ１８及びプリンタ１９に対するデー
タのやり取りを行う。
【００５４】
図３は、ＰＣ１１からのデータ信号の構成を示すブロック図である。
【００５５】
同図において、電源信号Ｓ３１は下流接続されたデバイスへの電源供給信号であり、同信
号の電圧を検知することにより、ＭＰＵ１４は通電状態の有無を検出する。ポジティブデ
ータ信号Ｓ３２とネガティブデータ信号Ｓ３３は、極性が異なるデータ信号であり、同信
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号をツイストペアで用いることによりデータの信頼性向上を図っている。グランド信号Ｓ
３４はグランドを示す信号である。
【００５６】
図４は、ＰＣ１１から送信されるデータ信号のデータ転送フレームの概要図である。
【００５７】
　同図において、フレームの構成は、フレームの開始を示すＳＯＦ４１とデータパケット
からなり、データパケットは、データパケット（１）４２、データパケット（２）４ 、
データパケット（３）４ 及び複数のデータから構成されている。フレームは、ＳＯＦ４
１から次のＳＯＦ４８が開始されるまでであり、１ｍｓ毎の時分割である。
【００５８】
データパケット（２）４６は、トークン４３、データ４４及びハンドシェーク４５からな
り、他のデータパケット（１）４２、データパケット（３）４７も同一の構成を採る。ま
た、前記トークン４３は、データの方向やパケットの種類やを示すパケットＩＤと、転送
先の番号を示すアドレスと、パケットのサイズを示すＥＮＤポイントと、ＣＲＣで構成さ
れている。さらに、データ４４は、転送したいデータの本体で前記ＥＮＤポイントで示さ
れたバイト数で構成され、ハンドシェーク４５は、データ受信成功やフロー制御や停止状
態のデータトランザクションを返す。
【００５９】
このように本実施形態によれば、コンピュータの接続され且つ該コンピュータの電源がオ
ンの状態であれば従来通り操作が可能であり、コンピュータの接続がない場合やコンピュ
ータの電源がオンでない場合にも表示や印刷等の操作が可能になる。
【００６０】
（第２実施形態）
上記第１実施形態では、制御プログラムがＲＯＭ１１３に格納されていたが、本実施形態
では、ＲＯＭ１１３に制御プログラムが格納されていない例を説明する。
【００６１】
図５は、本発明の第２実施形態に係るディスプレイ制御装置を含むディスプレイ装置の全
体構成を示すブロック図であり、図１と共通の要素には同一の符号が付されている。
【００６２】
本実施形態では、図１のシステム構成図にプログラム格納用のＮＶＲＡＭ５１を追加した
ものである。
【００６３】
プログラムを転送する場合は、まずＰＣ１１の電源が入っている状態で行う。ＰＣ１１に
おいてプログラムを外部記憶装置２８から読み出し、１対１インタフェース２２を介して
、バス切換えスイッチ１６及びハブ１２を経由してＭＰＵ１３Ａへ転送する。
【００６４】
ＭＰＵ１３Ａは、受け取ったプログラムを電源が断でも保持が可能なＮＶＲＡＭ５１に格
納する。ＰＣ１１が電源が入っていることを検出すると、ＭＰＵ１３Ａは上記第１実施形
態と同様の動作を行う。
【００６５】
ＰＣ１１が電源が入っていない場合に、ハブ１２に接続されたデジタルカメラ１７、スキ
ャナ１８、プリンタ１９及びＭＰＵ１３Ａに対して必要な情報を伝送するときは、ＲＯＭ
１１３にプログラムの格納されていない場合は、ＮＶＲＡＭ５１のプログラムを用いて伝
送を行う。
【００６６】
（第３実施形態）
上記第２実施形態では、ＲＯＭ１１３にプログラムが格納されていない場合にＰＣ１１か
らプログラムの転送を受ける例であったが、本実施形態は、ハブ１２に接続された機器か
らプログラムの転送を受ける例について説明する。
【００６７】
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図６は、本発明の第３実施形態に係るディスプレイ制御装置を含むディスプレイ装置の全
体構成を示すブロック図であり、図１と共通の要素には同一の符号が付されている。
【００６８】
同図は、図５に示したＮＶＲＡＭ５１がＲＡＭ６１に置き代わったものである。プログラ
ムの転送方式以外は、上記第２実施形態と同じ動作を行う。
【００６９】
ＭＰＵ１３Ａは、ハブ１２に接続された機器のうち、情報の受け渡しを行いたい機器に対
しての要求が始めて発生したときに、機器に依存しない予め決められた手順で該機器から
制御プログラムの転送を受ける。
【００７０】
ＭＰＵ１３Ａは、転送されたプログラムをＲＡＭ６１に格納し、該プログラムを用いてハ
ブ１２に接続された機器との情報の授受を行い、所定の画像データや印刷等の制御を行う
。
【００７１】
　図７は、デジタルカメラ の構成を示すブロック図である。
【００７２】
　このデジタルカメラ はＭＰＵ７８を有している。ＭＰＵ７８は、ＭＰＵバスＳ７３
を介してデータの送受を行い、ハブ１２とはデータ線Ｓ７２を介してデータの送受を行う
。
【００７３】
ディスプレイ装置１１２のＭＰＵ１３ＡからＭＰＵ７８に対してハブ１２を介した要求の
パケットが１対１インタフェース７９に届くと、ＭＰＵ７８は、要求されたプログラムを
ＲＯＭ７７から読み出し、１対１インタフェース７９とハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａへ
送る。
【００７４】
この送られたプログラムによってＭＰＵ１３Ａから、撮影とＮＶＲＡＭ７６への画像デー
タの要求を行うと、ＭＰＵ７８は、１対１インタフェース７９から要求を受け付ける。そ
して、Ａ－Ｄ変換器７２は、ＣＣＤ７１の画像をアナログからデジタルに変換し、そのＹ
－Ｕ形式のデータは、Ｓ７１を介してフレームメモリ７３に１画面分のデータとして貯え
られる。さらに、ＲＧＢ変換部７４は、フレームメモリ７３の読み出しデータをＲＧＢ形
式に変換し、圧縮装置７５は、ＪＰＥＧ圧縮を行い、ＮＶＲＡＭ７６に保存する。
【００７５】
また、ＭＰＵ１３Ａから、保存した画像データの転送要求を行うと、ＭＰＵ７８は、１対
１インタフェース７９を通して要求を受け付け、ＮＶＲＡＭ７６から画像データを読み出
し、１対１インタフェース７９とハブ１２を介してＭＰＵ１３Ａに画像データを転送する
。
【００７６】
本発明は、上述した実施形態の装置に限定されず、複数の機器から構成されるシステムに
適用しても、ひとつの機器から成る装置に適用してもよい。前述したを実施形態の機能を
実現するソフトウエアのプログラムコードを記憶した記憶媒体も、システムあるいは装置
に供給し、そのシステムるいは装置もコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体
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、完成されることは言
うまでもない。
【００７７】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピーディ
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、不揮発性のメモリーカード、ＲＯＭを用いることができる。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、前述した実施形態の機能が実現され
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るだけではなく、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または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００７８】
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、次のプログラムコードを指示に基づき、その拡張機能を拡張ボードや機能を拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵなどが実際の処理に行って実際の処理の一部または全部を行い、その
処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない
。
【００７９】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明の情報処理装置、ディスプレイ制御装置、ディスプレイ制御
方法、及び記憶媒体によれば、例えばコンピュータの接続され且つ該コンピュータの電源
がオンの状態であれば従来通り操作が可能であり、コンピュータの接続がない場合やコン
ピュータの電源がオンでない場合にも表示や印刷等の操作が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態に係るディスプレイ制御装置を含むディスプレイ装置の
全体構成を示すブロック図である。
【図２】　ＰＣ１１の構成を示すブロック図である。
【図３】　ＰＣ１１からのデータ信号の構成を示すブロック図である。
【図４】　ＰＣ１１から送信されるデータ信号のデータ転送フレームの概要図である。
【図５】　本発明の第２実施形態に係るディスプレイ制御装置を含むディスプレイ装置の
全体構成を示すブロック図である。
【図６】　本発明の第３実施形態に係るディスプレイ制御装置を含むディスプレイ装置の
全体構成を示すブロック図である。
【図７】　デジタルカメラ の構成を示すブロック図である。
【図８】　従来のディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１１　ＰＣ
１２　ハブ
１３Ａ　ＭＰＵ
１４　表示部
１５　画像切換えスイッチ
１６　バス切換えスイッチ

　ディジタルカメラ
１８　スキャナ
１９　プリンタ
５１　ＮＶＲＡＭ
６１　ＲＡＭ
１１０　画像メモリ
１１１　スイッチ
１１２　ディスプレイ装置
１１３　ＲＯＭ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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