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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号を取得する映像信号取得部と、
　音声信号を取得する音声信号取得部と、
　前記映像信号および前記音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、取得した前記
映像信号および前記音声信号に付加するスタンプ付加部と、
　録画を行う録画モードと、拡声を行う拡声モードと、を含む複数のモードの中でモード
切替を行うモード切替部と、
　前記録画モードに切り替えられている場合、前記映像信号および前記音声信号を前記タ
イムスタンプと共に記録する録画部と、
　前記拡声モードに切り替えられている場合、前記タイムスタンプを無視して、前記映像
信号および前記音声信号を出力するように出力装置に対して命令を行う拡声命令部と、を
備えたことを特徴とする書画カメラ。
【請求項２】
　前記出力装置は、外部出力装置であり、
　前記拡声命令部は、前記拡声モードに切り替えられている場合、前記出力装置に対して
、前記映像信号および前記音声信号と、前記タイムスタンプの無視を有効とする制御パラ
メータと、を送信することを特徴とする請求項１に記載の書画カメラ。
【請求項３】
　前記拡声命令部は、前記拡声モードに切り替えられている場合、音声処理に関する制御
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パラメータを、更に送信することを特徴とする請求項２に記載の書画カメラ。
【請求項４】
　前記音声処理に関する制御パラメータは、エコーキャンセルを有効とする制御パラメー
タを含むことを特徴とする請求項３に記載の書画カメラ。
【請求項５】
　前記音声処理に関する制御パラメータは、音量調整および／または音質調整に関する制
御パラメータを含むことを特徴とする請求項３または４に記載の書画カメラ。
【請求項６】
　映像信号および音声信号を取得する書画カメラと、
　前記書画カメラにより取得した前記映像信号および前記音声信号を出力する出力装置と
、を備え、
　前記書画カメラは、
　前記映像信号を取得する映像信号取得部と、
　前記音声信号を取得する音声信号取得部と、
　前記映像信号および前記音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、取得した前記
映像信号および前記音声信号に付加するスタンプ付加部と、
　録画を行う録画モードと、拡声を行う拡声モードと、を含む複数のモードの中でモード
切替を行うモード切替部と、
　前記録画モードに切り替えられている場合、前記映像信号および前記音声信号を前記タ
イムスタンプと共に記録する録画部と、
　前記拡声モードに切り替えられている場合、前記タイムスタンプを無視して、前記映像
信号および前記音声信号を出力するように出力装置に対して命令を行う拡声命令部と、を
有し、
　前記出力装置は、前記拡声命令部の前記命令に従って、前記書画カメラから出力された
前記映像信号および前記音声信号を出力する出力部を有することを特徴とする映像音声出
力システム。
【請求項７】
　前記出力装置は、前記書画カメラに対して、音声出力設定に関する制御パラメータを送
信する送信部を、更に有することを特徴とする請求項６に記載の映像音声出力システム。
【請求項８】
　映像信号を取得する映像信号取得部、および音声信号を取得する音声信号取得部を有す
る書画カメラを用いた映像音声出力方法であって、
　前記書画カメラは、
　前記映像信号および前記音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、取得した前記
映像信号および前記音声信号に付加するスタンプ付加ステップと、
　録画を行う録画モードと、拡声を行う拡声モードと、を含む複数のモードの中でモード
切替を行うモード切替ステップと、
　前記録画モードに切り替えられている場合、前記映像信号および前記音声信号を前記タ
イムスタンプと共に記録する録画ステップと、
　前記拡声モードに切り替えられている場合、前記タイムスタンプを無視して、前記映像
信号および前記音声信号を出力するように出力装置に対して命令を行う拡声命令ステップ
と、を実行することを特徴とする映像音声出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声信号取得部およびカメラ部を有する書画カメラ、映像音声出力システム
および映像音声出力方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像表示システムとして、書画カメラと、書画カメラをＵＳＢインターフェース
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を介して直接接続するプロジェクターと、を備えたものが知られている（特許文献１参照
）。書画カメラは、被写体の撮像を行い、撮像した画像のストリーム（映像信号）を、プ
ロジェクターに送信する。プロジェクターは、そのストリームを受信し、ストリームの画
像の画像処理を行った後、処理後の画像の投写を実行する。この画像表示システムは、書
画カメラとプロジェクターとの間にコンピュータを介在させず、ＵＳＢインターフェース
を介して直接接続することで、機械操作に不慣れな使用者であっても簡単に操作可能とし
たものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１７７７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、この種の画像表示システムにおいて、書画カメラが、映像信号を記録する録
画部を更に備え、映像信号を録画／再生する構成が知られている。また、書画カメラが、
音声信号を取得する音声信号取得部を更に備え、映像信号と共に音声信号を録音／再生す
る構成が知られている。かかる構成では、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）インターフェ
ースにより、映像信号および音声信号の同期させるためのタイムスタンプが付加される。
すなわち、プロジェクターは、当該タイムスタンプに基づき、映像信号および音声信号を
同期させて出力する。
　そして、かかる構成において、映像信号および音声信号の録画（録音）／再生機能の一
部を利用して、書画カメラで取得した映像信号および音声信号を、リアルタイムでプロジ
ェクターにより出力する構成（拡声機能）が考えられた。
　しかしながら、このような構成では、プロジェクターが、タイムスタンプに基づき、映
像信号および音声信号を同期させて出力する結果、一方の信号を、処理時間がかかる他方
の信号に合わせ、遅延させて出力することになる。そのため、特に、音声信号が、音声取
得時点から極端に遅延して出力されてしまうという問題があった。これでは、拡声機能と
しては実用に耐えない。
【０００５】
　本発明は、拡声使用時に、音声信号が音声取得時点から極端に遅延して出力されてしま
うのを防止することができる書画カメラ、映像音声出力システムおよび映像音声出力方法
を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の書画カメラは、映像信号を取得する映像信号取得部と、音声信号を取得する音
声信号取得部と、映像信号および音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、取得し
た映像信号および音声信号に付加するスタンプ付加部と、録画を行う録画モードと、拡声
を行う拡声モードと、を含む複数のモードの中でモード切替を行うモード切替部と、録画
モードに切り替えられている場合、映像信号および音声信号をタイムスタンプと共に記録
する録画部と、拡声モードに切り替えられている場合、タイムスタンプを無視して、映像
信号および音声信号を出力するように出力装置に対して命令を行う拡声命令部と、を備え
たことを特徴とする。
【０００７】
　この場合、出力装置は、外部出力装置であり、拡声命令部は、拡声モードに切り替えら
れている場合、出力装置に対して、映像信号および音声信号と、タイムスタンプの無視を
有効とする制御パラメータと、を送信することが好ましい。
【０００８】
　本発明の映像音声出力方法は、映像信号を取得する映像信号取得部、および音声信号を
取得する音声信号取得部を有する書画カメラを用いた映像音声出力方法であって、書画カ
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メラは、映像信号および音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、取得した映像信
号および音声信号に付加するスタンプ付加ステップと、録画を行う録画モードと、拡声を
行う拡声モードと、を含む複数のモードの中でモード切替を行うモード切替ステップと、
録画モードに切り替えられている場合、映像信号および音声信号をタイムスタンプと共に
記録する録画ステップと、拡声モードに切り替えられている場合、タイムスタンプを無視
して、映像信号および音声信号を出力するように出力装置に対して命令を行う拡声命令ス
テップと、を実行することを特徴とする。
【０００９】
　これらの構成によれば、拡声モードに切り替えられている場合には、タイムスタンプを
無視して、映像信号および音声信号を出力する構成であるため、拡声使用時には、出力装
置が映像信号および音声信号を非同期で出力する。このように、出力装置による同期出力
をキャンセルして、非同期で出力することで、音声信号を、映像信号に合わせて遅延させ
ることがない。そのため、拡声使用時に、音声信号が音声取得時点から極端に遅延して出
力されてしまうのを防止することができる。なお、ここにいう「出力装置」は、外部出力
装置と、書画カメラに設けられた出力装置（内部出力装置）とを含む概念である。また、
出力装置が複数有り、映像信号を一方の出力装置で出力し、音声信号を他方の出力装置で
出力する構成であっても良い。
【００１０】
　上記の書画カメラにおいて、拡声命令部は、拡声モードに切り替えられている場合、音
声処理に関する制御パラメータを、更に送信することが好ましい。
【００１１】
　この場合、音声処理に関する制御パラメータは、エコーキャンセルを有効とする制御パ
ラメータを含むことが好ましい。
【００１２】
　また、音声処理に関する制御パラメータは、音量調整および／または音質調整に関する
制御パラメータを含むことが好ましい。
【００１３】
　これらの構成によれば、拡声使用時に、エコーキャンセル、音量調整および音質調整等
の音声処理を行わせるので、拡声使用時ならではの問題（例えばハウリング等）や要望に
適切に対応することができる。なお、この「音質調整」とは、音域調整等を含む概念であ
る。
【００１４】
　本発明の映像音声出力システムは、映像信号および音声信号を取得する書画カメラと、
書画カメラにより取得した映像信号および音声信号を出力する出力装置と、を備え、書画
カメラは、映像信号を取得する映像信号取得部と、音声信号を取得する音声信号取得部と
、映像信号および音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、取得した映像信号およ
び音声信号に付加するスタンプ付加部と、録画を行う録画モードと、拡声を行う拡声モー
ドと、を含む複数のモードの中でモード切替を行うモード切替部と、録画モードに切り替
えられている場合、映像信号および音声信号をタイムスタンプと共に記録する録画部と、
拡声モードに切り替えられている場合、タイムスタンプを無視して、映像信号および音声
信号を出力するように出力装置に対して命令を行う拡声命令部と、を有し、出力装置は、
拡声命令部の命令に従って、書画カメラから出力された映像信号および音声信号を出力す
る出力部を有することを特徴とする。
【００１５】
　この構成によれば、拡声モードに切り替えられている場合には、タイムスタンプを無視
して、映像信号および音声信号を出力する構成であるため、拡声使用時には、出力装置が
映像信号および音声信号を非同期で出力する。このように、出力装置による同期出力をキ
ャンセルして、非同期で出力することで、音声信号を、映像信号に合わせて遅延させるこ
とがない。そのため、拡声使用時に、音声信号が音声取得時点から極端に遅延して出力さ
れてしまうのを防止することができる。
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【００１６】
　この場合、出力装置は、書画カメラに対して、音声出力設定に関する制御パラメータを
送信する送信部を、更に有することが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、出力装置が指示する音声出力設定により、音声信号を出力（伝送）
することができるので、出力装置に対し適切なデータ伝送を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態にかかるプロジェクターシステムを示したシステム構成図で
ある。
【図２】書画カメラを模式的に示した斜視図である。
【図３】プロジェクターシステムによる映像信号および音声信号の出力動作を示したフロ
ーチャートである。
【図４】プロジェクターシステムによる映像信号および音声信号の再生処理を示したフロ
ーチャートである。
【図５】プロジェクターシステムの第１変形例を示したシステム構成図である。
【図６】プロジェクターシステムの第２変形例を示したシステム構成図である。
【図７】プロジェクターシステムの第３変形例を示したシステム構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照し、本発明の一実施形態にかかる書画カメラ、映像音声出力シス
テムおよび映像音声出力方法について説明する。本実施形態では、本発明の書画カメラを
用いたプロジェクターシステム（映像音声出力システム）について説明する。特に、本プ
ロジェクターシステムは、映像信号および音声信号の同期／非同期を制御して、拡声使用
時の音声出力の遅延を防止する構成を有している。
【００２０】
　図１に示すように、プロジェクターシステム１は、書画カメラ２と、ＵＳＢケーブル４
を介して書画カメラ２が接続されたプロジェクター３（出力装置）と、を有している。プ
ロジェクターシステム１では、書画カメラ２で得られた映像信号および音声信号を、プロ
ジェクター３によって投射表示および音声出力するものである。
【００２１】
　図１および図２に示すように、書画カメラ２は、カメラ部（映像信号取得部）１１と、
カメラ部１１を支持する支持アーム１２と、支持アーム１２が立設された本体部１３と、
本体部１３上に配設された操作部１４と、を備えている。また、書画カメラ２は、内部に
、マイク部（音声信号取得部）１５と、記憶部１６と、ＵＳＢインターフェース部１７と
、これら各部を制御する制御部１８と、を備えている。
【００２２】
　カメラ部１１は、ＣＣＤカメラ等で構成されており、撮像対象物Ａを撮像して、映像信
号を取得する。支持アーム１２は、カメラ部１１を支持し、カメラ部１１を角度変更可能
且つ前後左右および上下に移動可能としている。
【００２３】
　操作部１４は、ユーザーが各種設定および操作を行うためのものであり、各種操作ボタ
ンを有している。各種操作ボタンには、プロジェクターシステム１の使用モードを、拡声
を行う「拡声モード」と、録画を行う「録画モード」と、再生を行う「再生モード」との
間でモード切替を行う（設定する）ためのモード切替ボタン（モード切替部）１４ａが含
まれている。「拡声モード」は、書画カメラ２で取得した映像信号および音声信号を、リ
アルタイムでプロジェクター３により出力するモードである。一方、「録画モード」は、
書画カメラ２で取得した映像信号および音声信号を、書画カメラ２の記憶部１６に再生可
能に記録（録画／録音）するモードである。さらに、「再生モード」は、「録画モード」
で記録した映像信号および音声信号を、プロジェクター３により出力する（再生処理）モ
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ードである。詳細は後述するが、「拡声モード」時には、プロジェクター３により、映像
信号および音声信号を非同期で出力させ、「再生モード」時には、プロジェクター３によ
り、映像信号および音声信号を同期して出力させる。
【００２４】
　マイク部１５は、書画カメラ２の周囲の音声から、音声信号を取得する。詳細は後述す
るが、取得した音声信号は、使用モードが「拡声モード」に切り替えられている場合には
、拡声され、使用モードが「録画モード」に切り替えられている場合には、録音される。
【００２５】
　記憶部１６は、カメラ部１１により取得した映像信号と、マイク部１５により取得した
音声信号とを記憶する。具体的には、「録画モード」に切り替えられている場合に、映像
信号および音声信号を不揮発に記憶する。
【００２６】
　ＵＳＢインターフェース部１７は、ＵＳＢケーブル４を介して、プロジェクター３との
各種信号のやり取りを行う。具体的には、記憶部１６に記憶された映像信号および音声信
号を送信（伝送）すると共に、プロジェクター３との間で、制御パラメータ等の制御信号
のやり取りを行う。
【００２７】
　制御部１８は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ(Random Access Memory)
およびＲＯＭ(Read Only Memory)等により構成されている。また、制御部１８は、ＵＳＢ
ドライバー１９を搭載する。制御部１８は、ＵＳＢドライバー１９に従って、映像信号お
よび音声信号を同期させるためのタイムスタンプを、映像信号および音声信号に付加する
。また、制御部１８は、ＵＳＢドライバー１９に従って、映像信号および音声信号の送信
制御を行う。さらに、制御部１８は、「録画モード」に切り替えられている場合に、映像
信号および音声信号を、記憶部１６に記録する。またさらに、詳細は後述するが、制御部
１８は、ＵＳＢインターフェース部１７により、タイムスタンプの無視を有効とする制御
パラメータをプロジェクター３に送信する。これにより、タイムスタンプを無視して、映
像信号および音声信号を出力するようにプロジェクター３に対して命令を行う。なお、ス
タンプ付加部は、制御部１８およびＵＳＢドライバー１９により構成されている。また、
録画部は、制御部１８により構成されている。さらに、拡声命令部は、ＵＳＢインターフ
ェース部１７および制御部１８により構成されている。
【００２８】
　図１に示すように、プロジェクター３は、ＵＳＢインターフェース機構２１と、画像変
換機構２２と、音声変換機構２３と、投射機構（出力部）２４と、音声出力機構（出力部
）２５と、これら各機構を制御する制御機構２６と、を備えている。
【００２９】
　ＵＳＢインターフェース機構２１は、ＵＳＢケーブル４を介して、書画カメラ２との各
種信号のやり取りを行う。具体的には、書画カメラ２から映像信号および音声信号を受信
すると共に、書画カメラ２との間で、制御パラメータ等の制御信号のやり取りを行う。
【００３０】
　画像変換機構２２は、映像信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。一方、
音声変換機構２３は、音声信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換する。
【００３１】
　投射機構２４は、光源ランプ、液晶ライトバルブおよび投射レンズ等を有し、アナログ
信号に変換された映像信号を、映像としてスクリーンに投射表示する。音声出力機構２５
は、アナログ信号に変換された音声信号を、音声として出力する。
【００３２】
　制御機構２６は、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭ等により構成されている。また、制御機
構２６は、ＵＳＢドライバー２７を搭載する。制御機構２６は、ＵＳＢドライバー２７に
従って、映像信号および音声信号の受信制御を行う。
【００３３】
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　ここで図３および図４を参照して、プロジェクターシステム１による映像信号および音
声信号の出力動作について説明する。本出力動作は、ユーザーが、モード切替ボタン１４
ａにより、使用モードを「拡声モード」または「録画モード」に切り替えた（モード切替
ステップ）後に実行される。また、接続検出処理、コンフィグレーション設定処理および
ＵＳＢクラスドライバのロード処理を行った後に実行されるものとする。
【００３４】
　接続検出処理は、書画カメラ２のＵＳＢインターフェース部１７と、プロジェクター３
のＵＳＢインターフェース機構２１との間が接続されていることを検出する処理である。
一方、コンフィグレーション設定処理は、プロジェクター３がコンフィグレーションディ
スクリプタを要求し、書画カメラ２がコンフィグレーションディスクリプタを返答する処
理である。コンフィグレーションディスクリプタには、書画カメラ２がＵＳＢ規格に準じ
た動作をすること、および、書画カメラ２の機能でプロジェクター３が制御できる機能の
一覧や、サポートしているフレームの解像度、サポートしているフレームのフォーマット
（ＭＪＰＥＧ／ＹＵＶ）、および色空間の種類（ｓＲＧＢ／ＢＴ．４７０－２（Ｍ）／Ｂ
Ｔ．４７０－２（Ｒ，Ｇ）／ＳＭＰＴＥ１７０Ｍ／ＳＭＰＴＥ２４０Ｍ）等が含まれてい
る。また、ＵＳＢクラスドライバのロード処理は、ＵＳＢビデオクラスドライバおよびＵ
ＳＢオーディオクラスドライバをロードする処理である。
【００３５】
　図３に示すように、書画カメラ２は、まず、カメラ部１１およびマイク部１５により、
映像信号および音声信号を取得する（Ｓ１）。映像信号および音声信号を取得したら、制
御部１８により、使用モードが「拡声モード」に切り替えられているか、「録画モード」
に切り替えられているかを判定する（Ｓ２）。「録画モード」に切り替えられていると判
定された場合（Ｓ２：Ａ）には、制御部１８により、ＵＳＢドライバー１９に従って、取
得した映像信号および音声信号に上記タイムスタンプを付加する（Ｓ３：スタンプ付加ス
テップ）。その後、制御部１８により、映像信号および音声信号をタイムスタンプと共に
、記憶部１６に記録する（録画処理）（Ｓ４：録画ステップ）。ここで記録した映像信号
および音声信号の再生処理については後述する。
【００３６】
　一方、「拡声モード」に切り替えられていると判定された場合（Ｓ２：Ｂ）には、ＵＳ
Ｂインターフェース部１７および制御部１８により、プロジェクター３に制御パラメータ
を送信する（Ｓ５：拡声命令ステップ）。厳密には、プロジェクター３からの要求に返答
する形で、書画カメラ２が制御パラメータをプロジェクター３に送信する。この制御パラ
メータには、プロジェクター３から制御できる書画カメラ２の機能（ズーム、コントラス
ト制御、ブライトネス調整など）の設定範囲値や、上記機能の現在の設定値（Ｍｉｎ／Ｍ
ａｘ）等が含まれている。そして、「拡声モード」に切り替えられている場合の制御パラ
メータには、タイムスタンプの無視を有効とする制御パラメータと、エコーキャンセルを
有効とする制御パラメータと、音量調整に関する制御パラメータと、音域調整（Ｂａｓｓ
／Ｔｒｅｂｌｅのレベル調整）に関する制御パラメータとが含まれている。これに対し、
プロジェクター３は、ＵＳＢインターフェース機構２１により、書画カメラ２から、制御
パラメータを受信する（Ｓ６）。
【００３７】
　その後、書画カメラ２およびプロジェクター３は、ストリームネゴシエーションを行う
（Ｓ７およびＳ８）。具体的には、書画カメラ２とプロジェクター３との間でやり取りを
行い、フレーム解像度、フレームフォーマット、インターバルおよびバンド幅等の映像信
号を送信（ストリーム送信）するための条件（送信条件）を確定する。
【００３８】
　ストリームネゴシエーションが終了したら、書画カメラ２は、ＵＳＢインターフェース
部１７および制御部１８により、取得した映像信号および音声信号に上記タイムスタンプ
を付加し（Ｓ９）、映像信号および音声信号をプロジェクター３に送信する（Ｓ１０）。
厳密には、プロジェクター３からの要求に返答する形で、映像信号および音声信号を送信
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（ストリーム送信）する。これに対し、プロジェクター３は、ＵＳＢインターフェース機
構２１により、書画カメラ２から、映像信号および音声信号（タイムスタンプが付加され
たもの）を受信する（Ｓ１１）。
【００３９】
　プロジェクター３は、映像信号および音声信号を受信すると、制御機構２６により、受
信した映像信号に対し画像処理を行うと共に、受信した音声信号に対し音声処理を行う（
Ｓ１２およびＳ１３）。音声処理では、制御パラメータに基づき、エコーキャンセルを施
すと共に、音量調整および音域調整を施す。その後、画像変換機構２２および音声変換機
構２３により、処理後の映像信号および音声信号を、デジタル信号からアナログ信号に変
換する（Ｓ１４およびＳ１５）。
【００４０】
　その後、プロジェクター３は、タイムスタンプの無視を有効とする制御パラメータに従
い、タイムスタンプを無視して、変換後の映像信号および音声信号を出力する（Ｓ１６お
よびＳ１７）。すなわち、当該制御パラメータに従って、タイムスタンプに基づく同期出
力をキャンセルし、映像信号および音声信号を非同期で出力する。具体的には、投射機構
２４により、処理後の映像信号を出力し（Ｓ１６）、音声出力機構２５により、処理後の
音声信号を出力する（Ｓ１７）。これにより本出力動作を終了する。
【００４１】
　次に、録画処理（Ｓ４）で記録した映像信号および音声信号の再生処理について説明す
る。本再生処理は、使用モードを「再生モード」に切り替えた後に、ユーザーによる再生
操作に伴って実行されるものである。図４に示すように、まず、ＵＳＢインターフェース
部１７および制御部１８により、プロジェクター３に制御パラメータを送信する（Ｓ２１
）。ただし、再生時に送信する制御パラメータには、タイムスタンプの無視を有効とする
制御パラメータと、エコーキャンセルを有効とする制御パラメータと、音量調整を行う制
御パラメータと、音域調整を行う制御パラメータとが含まれていない。これに対し、プロ
ジェクター３は、ＵＳＢインターフェース機構２１により、書画カメラ２から、制御パラ
メータを受信する（Ｓ２２）。
【００４２】
　その後、書画カメラ２およびプロジェクター３は、ストリームネゴシエーションを行う
（Ｓ２３およびＳ２４）。ストリームネゴシエーションが終了したら、書画カメラ２は、
ＵＳＢインターフェース部１７および制御部１８により、映像信号および音声信号をプロ
ジェクター３に送信する（Ｓ２５）。これに対し、プロジェクター３は、ＵＳＢインター
フェース機構２１により、書画カメラ２から、映像信号および音声信号（タイムスタンプ
が付加されたもの）を受信する（Ｓ２６）。
【００４３】
　プロジェクター３は、映像信号および音声信号を受信すると、制御機構２６により、受
信した映像信号に対し画像処理を行う（Ｓ２７）。その後、画像変換機構２２および音声
変換機構２３により、映像信号および音声信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換
する（Ｓ２８およびＳ２９）。
【００４４】
　その後、プロジェクター３は、タイムスタンプに基づき、変換後の映像信号および音声
信号を同期して出力する（Ｓ３０およびＳ３１）。すなわち、タイムスタンプの無視を有
効とする制御パラメータを受信していないので、デフォルトの設定の同期出力により、映
像信号および音声信号を出力する。これにより本再生処理を終了する。
【００４５】
　以上のような構成によれば、「拡声モード」に切り替えられている場合には、タイムス
タンプを無視して、映像信号および音声信号を出力する構成であるため、拡声使用時には
、プロジェクター３が映像信号および音声信号を非同期で出力する。このように、プロジ
ェクター３による同期出力をキャンセルして、非同期で出力することで、音声信号を、映
像信号に合わせて遅延させることがない。そのため、拡声使用時に、音声信号が音声取得
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時点から極端に遅延して出力されてしまうのを防止することができる。
【００４６】
　また、「拡声モード」に切り替えられている場合に、音声処理に関する制御パラメータ
（エコーキャンセルを有効とする制御パラメータおよび音量調整／音域調整に関する制御
パラメータ）を送信することで、拡声使用時に、音声処理（エコーキャンセル、音量調整
および音域調整）を行わせることができる。そのため、拡声使用時ならではの問題（例え
ばハウリング等）や要望に適切に対応することができる。
【００４７】
　なお、本実施形態において、プロジェクター３が、ＵＳＢインターフェース機構２１お
よび制御機構２６により、書画カメラ２に対して、音声出力設定（音量設定や音質設定）
に関する制御パラメータを送信する構成であっても良い。かかる構成によれば、プロジェ
クター３が指示する音声出力設定により、音声信号を出力（伝送）することができるので
、プロジェクター３に対し適切なデータ伝送を行うことができる。なお、請求項にいう送
信部は、ＵＳＢインターフェース機構２１と、制御機構２６とにより構成される。
【００４８】
　また、本実施形態においては、書画カメラ２が、タイムスタンプの無視を有効とする制
御パラメータを、プロジェクター３に送信する。これにより、タイムスタンプを無視して
、映像信号および音声信号を出力するようにプロジェクター３に対して命令を行う構成で
あったが、これに限るものではない。例えば、書画カメラ２が、映像信号および音声信号
のタイムスタンプを削除することにより、プロジェクター３に対し上記命令を行う構成で
あっても良い。
【００４９】
　さらに、本実施形態においては、映像信号および音声信号を不揮発で記憶する記憶部１
６を、書画カメラ２に設ける構成であったが、当該記憶部１６をプロジェクター３に設け
る構成であっても良い。かかる場合、「録画モード」に切り替えられていると判定された
とき（Ｓ３：Ａ）には、制御部１８の指示により、制御パラメータを送信すると共に、映
像信号および音声信号をプロジェクター３に送信して、プロジェクター３上の記憶部１６
に、映像信号および音声信号を記録する。
【００５０】
　またさらに、本実施形態においては、書画カメラ２が接続される出力装置（外部出力装
置）として、プロジェクター３を用いたが、映像信号および音声信号を出力する出力装置
であれば、これに限るものではない。例えば、出力装置として、パーソナルコンピュータ
ーを用いても良い。かかる場合、パーソナルコンピューターに、上記記憶部１６を設ける
構成であっても良い。また、出力装置として、スピーカー付きモニターを用いても良い。
【００５１】
　また、本実施形態においては、音声出力および映像出力を外部出力装置（プロジェクタ
ー３等）により行う構成であったが、これらの一方または両方の出力を書画カメラ２によ
り行う構成であっても良い。例えば、図５に示すように、書画カメラ２がスピーカー３１
（内部出力装置）を備え（内蔵し）、音声出力を書画カメラ２側で行う構成であっても良
い。かかる場合、書画カメラ２の制御部１８の命令により、書画カメラ２側の音声出力と
プロジェクター３側の映像出力とを、同期／非同期で実行させる。また、図６に示すよう
に、書画カメラ２が、外部スピーカー（外部出力装置）３２の出力端子３３（無線を含む
）を備え、外部スピーカー３２で音声出力を行う構成であっても良い。
【００５２】
　さらに、本実施形態においては、音声信号取得部を、マイク部１５により構成したが、
音声信号取得部を、外部マイクからの音声信号を取得する音声入力部により構成しても良
い。例えば、図７に示すように、書画カメラ２が、無線マイク４１（ＦＭのトランスミッ
ターマイク等）からの音声信号を入力する音声入力部４２をさらに備え、当該音声入力部
４２により、音声信号取得部を構成しても良い。
【００５３】
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　またさらに、本実施形態においては、映像信号取得部を、カメラ部１１により構成した
が、映像信号取得部を、外部ビデオカメラからの映像信号を取得する映像入力部により構
成しても良い。
【００５４】
　また、本実施形態においては、映像信号および音声信号を取得した時の出力動作につい
て例示したが、映像信号および音声信号のいずれか一方のみを取得する場合も想定される
。かかる場合、タイムスタンプを付加せずに、映像信号または音声信号を記録し、または
、タイムスタンプを付加せずに、映像信号または音声信号を送信する。
【００５５】
　さらに、本実施形態において、マイク部１５により取得した音声信号の出力と、静止画
の順次表示（スライドショー表示）とを、同期させて行う構成であっても良い。かかる場
合、取得した音声信号と静止画データとにタイムスタンプを付加し、タイムスタンプと共
に当該音声信号および静止画データを、記憶部１６に記録する（録音）。また、かかる場
合、音声信号の出力と、静止画の表示との同期のタイミングを、変更可能とする構成であ
っても良い。例えば、録音時の設定により、静止画の表示に対し音声信号の出力を遅らせ
、または静止画の表示に対し音声信号の出力を早めることを可能とする構成であっても良
い。
【００５６】
　またさらに、書画カメラ２が複数の音声信号取得部（マイク部１５等）を備え、複数の
音声信号取得部から取得した音声信号を、同期／非同期で出力する構成であっても良い。
かかる場合にも、上記使用モードに応じて、同期／非同期を切り替えることが好ましい。
【符号の説明】
【００５７】
　１：プロジェクターシステム、　２：書画カメラ、　３：プロジェクター、　１１：カ
メラ部、　１４ａ：モード切替ボタン、　１５：マイク部、　１７：ＵＳＢインターフェ
ース部、　１８：制御部、　１９：ＵＳＢドライバー、　２１：ＵＳＢインターフェース
機構、　２４：投射機構、　２５：音声出力機構、　２６：制御機構、　３１：スピーカ
ー、　３２：外部スピーカー、　４２：音声入力部
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