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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示システムであって、
　光を発生する光源と、
　複数の着色セグメントと基準マーカをもち、上記セグメントはスポークで相互接続され
ている、上記光を着色して着色された光を生成するための回転可能なカラーホイールと、
　上記着色された光を変調するための空間光変調器と、
　上記ホイール基準マーカを感知し、上記感知されたマーカを示す第１センサ出力を与え
る第１センサと、
　上記着色された光の色を感知し、上記感知された色を示す第２センサ出力を与える第２
センサと、
　上記第１センサー出力と上記第２センサー出力の関数として、何時上記スポークが照明
されたかを決定し、出力を発生する較正回路と、
　上記較正回路の出力の関数として、上記カラーホイールからの上記着色された光を変調
するため上記空間光変調器を制御する制御回路とからなる表示システム。
【請求項２】
　フィールド順次カラー表示システムにおけるカラー変調データをカラーホイールフィル
タセグメントに整合させる方法であって、
　（ａ）基準マーカと、スポークで接合される複数の着色セグメントとをもつカラーホイ
ールを回転させて着色された光を生成する段階と、
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　（ｂ）上記基準マーカを検出する段階と、
　（ｃ）上記基準マーカを検出した後、第１の所定時間に上記カラーホイールの一部を照
明する段階と、
　（ｄ）上記着色された光の色を検出する段階と、
　（ｅ）上記検出された光の上記色が所定の色になるまで上記第１の所定時間を調節する
段階とからなるカラー変調データをカラーホイールセグメントに整合させる方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般にフィールド順次カラー表示システムに関し、より詳しくは、表示システ
ム、及び空間光変調器が相隣接する着色セグメントの中間面又はスポークによって着色さ
れた光のような純粋な色以外の入射光を変調する事を回避するためカラー変調データをカ
ラーホイールフィルタセグメントに整合する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
フィールド順次カラー訳出を使用する多くの空間光変調器（以下ＳＬＭと言う）表示シス
テムにおいては、３原色、即ち赤、青及び緑のフィルタを含むカラーホイールは、これら
の着色フィルタをビーム路の中で光源とＳＬＭの間を通過させる。このようなシステムの
一つは、本出願と共通して譲渡されサンプセル氏（Ｓａｍｐｓｅｌｌ）に付与された米国
特許第５，２３３，３８５号明細書で標題「白色光の強化されたカラーフィールド順次投
射」及びトムプソン氏（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ，ｅｔａｌ）に付与された米国特許第５，１９
２，９４６明細書で標題「ディジタル化されたカラービデオ表示システム」に開示され、
後者は入射光を変調して光画像を形成するためディジタルマイクロミラー装置（ＤＭＤ）
を備える。各色に対する変調データは、対応するカラーフィルタが光路内にある時間にＳ
ＬＭに供給される。
【０００３】
カラーホイールは、通常、カラーセグメント境界又はスポークが光ビームを通過するため
の移行時間を最少にし、従ってＳＬＭ表示システムの光効率を最大にするため、光ビーム
の狭い点に置かれる。スポーク時間、この時間はまた空白時間とも言われ、即ち、光ビー
ムがセグメント境界を横切る２つのフィルタにより着色されている時間であるが、この時
間の間ＳＬＭは、両方のセグメントからの混合色の光の変調を防止するためターンオフさ
れなければならない。従って、変調データのＳＬＭへの供給は、関連するフィルタセグメ
ント境界内に保持させるため、またスポーク時間である空白時間の間の光の変調を避ける
ため、綿密にカラーフィルタ位置に整合しなければならない。システムの同期化を完全に
するため、カラーホイール速度は、通常到来ビデオデータの垂直フレーム速度信号ＶＳＹ
ＮＣに位相ロックされる。ＳＬＭへの処理されたフィールド順次カラーデータのストリー
ムは、次にカラーホイール上のタイミングマークからタイミングがとられる。
【０００４】
この技術においては、基準マーカが感知された時とカラーセグメントの１つが実際に光ビ
ームを着色している時との間の遅延に対する補償を含み、機械的許容差の累積と電子回路
遅延に対する補償の要望がある。これは、センサがホイールマーカを感知する位置と光ビ
ームがホイールを照明する位置との間の角度関係が僅かに変化する事実に起因している。
この調節を行う従来技術の方法は、変調される光における変調順序を見て、この変調され
る光を２つのフィルタスポーク間の中心におくため、オッシロスコープ及びホトダイオー
ドを含む特別な試験機器を含み、長い時間と多くの労力を要する。この方法は、特に現場
での整合及び修理貯蔵所に対して適していない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
カラーホイールフィルタのカラーセグメントを通過する各色の光を空間光変調器へ供給さ
れるカラー変調データにより変調するに当たって、カラー変調データの供給時機をカラー
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ホイールフィルタのカラーセグメントが光ビームの光路内に位置した時機に容易に整合で
きるようにする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の表示システムは、光を発生する光源を含む。回転可能なカラーホイールは、基準
マーカと、順次に光を着色する複数の着色セグメントを含み、これらのセグメントはスポ
ークで相互接続されている。空間光変調器はこの着色光を変調する。第１センサは、ホイ
ール基準マーカを感知して、感知されたマーカを示す第１センサ出力を与える。第２セン
サは、着色光の色を感知して、この色を示す第２センサ出力を与える。較正回路は、何時
スポークが照明されたかを、第１センサ出力及び第２センサ出力の関数として決定し、こ
の期間を示す出力を発生する。制御回路は、カラーホイールからの着色光を較正回路から
の出力の関数として変調するため空間光変調器を制御する。
【０００７】
ホイール基準マーカが感知された後所定の色がフィルタスポークにより発生されている正
確な時間を確立することにより、制御回路はカラー変調データを、対応するカラーフィル
タセグメントが光路内にあることが知られている時間の間のみＳＬＭに供給することがで
き、また空白期間として知られているスポークが照明されているときは供給できない。こ
のことは、フィルタセグメント境界（スポーク）が光ビームを通過するために割当てられ
る必要のある移行時間を最少にし、従ってＳＬＭ表示システムの光効率を最大にする。
【０００８】
本発明の好ましい実施例においては、少なくとも１対の光学センサが空間光変調器に指向
されている着色光を感知するために利用される。各光学センサは、異なる所定の色を感知
するように同調されており、各第２センサ出力を与える。較正回路は、何時スポークが光
ビームの中心に入ったかを、２つのセンサ出力の関数として確立する。これは２つのセン
サ出力の大きさを検出し、好ましくは、何時２つのセンサ出力の大きさが同一になったか
を決定して、スポークが光路の中心に入ったのを知る。例えば、もし赤セグメントと青セ
グメントの間のスポークが照明されていると、マゼンタ色が発生する。２つの光学センサ
出力の大きさが同一であれば、一方のセンサは赤スペクトラムに同調し、他方のセンサは
青スペクトラムに同調しているので、スポークは光ビームの中心にあることが分かる。
【０００９】
本発明のフィールド順次カラー表示システムにおいてカラー変調データをカラーホイール
フィルタセグメントに整合する方法は、次に述べる段階を含む。基準マーカと、スポーク
で接合されている複数の着色セグメントとをもつカラーホイールを回転させる。ホイール
基準マーカが検出され、そして基準マーカの検出の後第１の所定時間にカラーホイールの
一部分が照明される。着色された光の色が検出され、これにより第１の所定時間は、検出
された光の色が所定の色になるまで調節される。
【００１０】
例えば、もし青／赤中間面又はスポークが照明されると、第１所定時間は純粋のマゼンタ
色が検出されるまで調節され、このマゼンタ色は赤と青の光の等しい寄与によるものであ
る。このとき、スポークは、着色されている光ビームの中心にあることが分かる。この光
の色の検出は、本発明の好ましい実施例の装置で述べられている光学センサのような素子
を用いて自動的に行われ、又はカラーホイールを１５マイクロ秒のような短時間だけ照明
し、人間の目でこの所定の色を単に検出することにより手動で行われ、この短時間は、パ
ルス幅変調技術の最下位ビットに相当させることができる。光を通過させる着色セグメン
トの相隣接する部分を特定の時間に照明するために、スポークを短時間だけ照明している
が、操作者はこの所定時間の調節を数マイクロ秒以内の精度で正確に設定することができ
る。従って、本発明の方法は装置で自動的に、又は、基準マーカーの検出後、特定の時間
に照明されている光の所定の色を視覚的に確認するため人間の目を用いて手動で行うこと
ができる。もし自動的に行うには、装置を表示システムに包含させ、遠隔制御のボタン等
を使用して消費者により自動的に行われるが、また現場の整合及び修理貯蔵所のための訓
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練された技術者により手動で行うこともできる。
【００１１】
本発明は、所定の色を発生させるため、通常の空白時間の間カラーホイールフィルタ境界
を照明し、所定の色を検出することにより基準マーカからの遅延時間が正しいことを決定
することにより技術的利点を達成している。例えば、もし照明時間の中心が正しく赤／青
境界上にあれば、青と赤の光の等しい寄与であるマゼンタ色が発生するであろう。もしス
ポークの基準マーカに対するタイミングが正しくなければ、観察される色は誤差の方向に
依存してより青みがかり、又は赤みがかる。この方法で、基準マーカが検出された後、何
時スポークが照明されているかを正確に決定できる。自動的サーボ又は手動的タイミング
調節が、そこで各色に対する変調データの供給を、対応するカラーフィルタが光路内にあ
ると分かっている時間に整合させ、どれかのスポークが光路内にある時には供給しない。
これは、スポークが照明されたとき発生する混合された色の光の変調を回避し、対応する
光を変調し、また割当てられた空白時間を最少にすることによりシステムの光効率を最大
にする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１を参照して、本発明の好ましい実施例によるフィールド順次カラー空間光変調器表示
システムが参照番号１０で、一般的に示されている。システム１０は、複数の等しい大き
さの着色セグメント１３に仕切られたカラーホイール１２を含み、この着色セグメント１
３は、１対の青着色セグメント、１対の赤着色セグメント、及び１対の緑着色セグメント
からなり、各セグメントは円弧状に６０度広がっている。各隣接する着色セグメントの対
の中間面には、一般に１４で示すスポークがある。一般に１６で示す金属ハロゲン化物ア
ークランプのようなランプの光出力はレンズ１８により、レンズ１８の前で回転している
カラーホイール１２の小さな部分上に集光される。一般に２０で示す光ビームは、Ｐで示
す照明点では狭く、フィルタセグメント境界又はスポーク１４が光ビームを通過するのに
要する移行時間を最少にし、従って表示システムの光効率を最大にする。
【００１３】
光ビーム２０はビーム路の中のそれぞれのセグメント１３により着色され、２２で示すこ
の着色光は、一般に２６で示すディジタルマイクロミラー装置（以下、ＤＭＤと言う）と
して示される空間光変調器（ＳＬＭ）を等質的に照明するが、このＤＭＤに限定する意味
ではない。この様なＤＭＤからなる空間光変調器は、従来の技術の項において述べた、本
出願と共通して譲渡された参照米国特許明細書にかなり詳細に記載され、これらの教示事
項は引用してここに含める。本質的に、ＤＭＤ２６からなるＳＬＭは微少なマイクロミラ
ーの領域配列を含み、これらのマイクロミラーは入射光を投射器レンズの中へか、又は光
吸収器へ偏向させることにより入射着色光を変調する。このＤＭＤ２６は入射光を変調し
て光画像を形成し、この光画像は、その応用に依存して、表示画面上へ、又はゼログラフ
ィ印刷装置の光受容体ドラム上に集光される。
【００１４】
マイクロプロセッサを用いるＤＭＤ制御装置３０は、複数のＲＡＭメモリバンク３２の１
つからディジタルカラーデータを受け取る。ディジタルカラーデータは、ＤＭＤ２６によ
って表示されるべきデータのフレーム毎に、どの着色セグメントが現在ランプ１６により
照明されているかに依存して、制御装置３０により検索される。ビデオデータのストリー
ムは、データフォーマッタ３４により、線３６上の垂直同期パルスＶＳＹＮＣに同期して
、メモリバンク３２に与えられる。
【００１５】
本発明の好ましい実施例によれば、カラーホイール１２の周辺に位置するホイール基準マ
ーカ４２が回転して光学センサ４０を通り過ぎたときに、これを感知するために光学セン
サ４０が利用される。ＤＭＤ制御装置３０は、ディジタルカラーデータをホイール基準マ
ーカ４２の検出後所定時間に表示用のＤＭＤ２６に書き込み、そのホイール基準マーカ４
２に対応して着色セグメントがランプ１６により照明される。これについては以下に詳細
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に述べる。
【００１６】
図示されているように、１対の同調された光学センサ５０が、ＤＭＤ２６のマイクロミラ
ー（図示なし）がオフ位置、即ち光を投射器レンズへ反射していないときに、マイクロミ
ラーの幾つかから反射された光を感知する向きに置かれている。一方のセンサは、１つの
セグメント１３の色である赤に相当する波長をもつ光を感知するように同調され、他方の
センサは、隣接するセグメント１３の色である青に相当する波長をもつ光を感知するよう
に同調されてもよい。各センサは、感知されている特定の光の大きさを示す出力を与える
。ＤＭＤ制御装置３０は、赤／青スポーク１４が光ビーム２０の中心に位置して照明され
た時に一致して、赤と青の両方の光学センサ５０の出力が大きさにおいて同一の出力をも
つので、この時にセンサ４０がホイール基準マーカ４２を検出した後に正確な時間期間を
設定することによりシステム１０を較正する。
【００１７】
もしカラーホイール１２が、ＮＴＳＣ表示システムで典型的な約６０ヘルツで回転し、ま
たカラーホイール１２が、６個の等しい円弧状の６０度のセグメントに分割されていれば
、ホイール速度周期は約１６．６７ミリ秒であり、これにより各着色セグメントは、この
周期の１／６、即ち２．７７ミリ秒で照明される。基準マーカ４２がセンサ４０により感
知された位置に対する、光ビーム２０がカラーホイール１２上に集光された位置の機械的
な方位はシステム毎に僅かに変化する。従って、ＤＭＤ制御装置３０は、どの着色セグメ
ントが照明されており、また何時スポークが照明されるかを知っていることが肝要であり
、このことは本発明では、基準マーカ４２が検出された後、何時２つの着色セグメントか
らの等しく混合された色が両方のセンサ５０により検出されたかを決定することにより行
なっている。
【００１８】
図１に例示的に示され、なんら限定は意図していないが、もしランプ１６からの光が、セ
ンサ４０がホイール基準マーカ４２を検出している位置から角度位置９０度で、６０ヘル
ツで回転しているカラーホイール１２上にレンズ１８により集光されると、１６．６７ミ
リ秒を４で割った時間遅延、即ち４．１７ミリ秒に等しい時間遅延が基準マーカ４２と関
連する赤／青スポークが光源１６により照明される時まで存在し、このカラーホイール１
２上の集光点は一般にＰで示される。勿論、センサ４０に対する角度方向における点Ｐの
特定の方位はシステム毎に変化する。本発明を使用すると、制御装置３０は、両方のセン
サ５０と組み合わされて、何時赤／青中間面であるスポーク１４が、又は希望すればどの
他の中間面のスポーク１４でもが、基準マーカ４２がセンサ４０により検出された後、点
Ｐにおいて照明されているかを正確に決定する。全部のスポークは相互に等距離で６０度
離れているので、カラーホイール１２の周期が分かれば、全部のスポークが照明される時
間が分かる。
【００１９】
ＤＭＤ制御装置３０は、高周波水晶発振器（図示なし）に関係があり、これにより、セン
サ４０が基準マーカ４２を検出した後、赤と青を感知するセンサ５０が等しい大きさの出
力を与える正確な瞬間を、好ましくは１０マイクロ秒以内に確認できる。その後、通常の
動作中、ＤＭＤ制御装置３０は、全部のスポーク１４がどこに存在するかを正確に知り、
従って、何時でも、どの着色セグメントが照明されているかを正確に知ることができる。
時間についてもそれぞれのスポーク１４がどこにあるかを、基準マーカ４２に関係して正
確に知ることにより、ＤＭＤ制御装置３０は、対応する着色光を変調して光画像を作るた
め、混合色の光を変調することなく、種々のディジタルカラーデータを正しい時機にメモ
リバンク３２からＤＭＤ（ＳＬＭ）２６へ書き込む。１つのスポーク１４が点Ｐでランプ
１６により照明されている時間に関連する空白時間は、Ｔ１として識別される窓により一
般に示される。本発明では、この空白時間は約２００マイクロ秒に相当する。本発明では
、この窓は比較的に小さく、またスポークの回りに中心がある。この２００マイクロ秒の
窓の空白時間は、約１０マイクロ秒のプラス又はマイナスの増分で調節でき、従って、窓
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は常にそれぞれのスポークの回りに中心がある。
【００２０】
図２を参照すると、本発明の好ましい実施例による方法の流れ図が示されている。この方
法は、人間の目で色を知覚して、電気的又は機械的な調節を行なって手動で実行できるが
、またセンサ５０を用いる図１の装置でも実行できる。換言すれば、ＤＭＤ２６は、空白
窓の間、即ち約１５ミリ秒の短期間に亘り簡単に照明されることができ、この約１５ミリ
秒は、６０ヘルツのフレーム速度で動作しているカラー当たり８ビットの動的範囲をもつ
空間光変調器（ＳＬＭ）の最下位ビットに相当する。センサ４０が基準マーカ４２を感知
した時から何時マゼンタ色が観察されたかを人間の目を使用して決定することにより、技
術者は、何時ディジタルカラー変調データがＤＭＤ（ＳＬＭ）２６に供給されるかについ
て整合し較正することができ、これにより、その供給は、対応するカラーフィルタセグメ
ントが光路内にある時に対応する。
【００２１】
段階６０において、光学センサはホイール基準マーカ４２を検出して、それを示す出力を
与える。段階６２において、ＤＭＤ（ＳＬＭ）２６は、このホイール基準マーカ４２が感
知された後所定時間に照明される。段階６４において、人間の目を用いてＤＭＤ（ＳＬＭ
）２６を照明している光の色を決定する。段階６６において、空白時間を決定する制御装
置３０における所定時間をマゼンタ色が観察されるまで調節する。このマゼンタ色は前述
のように赤と青の光の等しい組み合わせである。この所定時間は、例えば、４４で機械的
遅延時間調節器として示した、ディップスイッチ又は電位差計を使用して手動で調節でき
る。代わりに、センサ４０の位置を、図１の矢印で示すセットねじを用いて弓形方向に調
節及び固定ができる。ＤＭＤ制御装置３０は、通常の動作においてこの設定された所定時
間を使用し、カラー変調データが、カラーフィルタである着色セグメントが光路内にある
時間の間だけＤＭＤ（ＳＬＭ）２６へ供給され、スポーク１４が存在している時には供給
されないことを確実にする。図１に示すように、ＤＭＤ制御装置３０は、前述の１対の光
学センサ５０を使用して、遅延時間を自動的に決定し、記憶し、利用することができる。
【００２２】
【発明の効果】
本発明の技術的な利点は、各特定の表示システムは、ＤＭＤ制御装置３０が、基準マーカ
４２がセンサ４０により感知された時との角度関係において、光の照明点Ｐがどこに集光
されているかを正確に知ることができるように同調され、較正されることである。即ち、
図１に示すように、カラーホイール１２が正確に６０ヘルツのフレーム速度で回転してい
るとき、点Ｐが、基準マーカ４２が感知された所から９０度角度的に離れていれば、制御
装置３０は正確に何時スポーク１４が点Ｐを横切って位置するであろうかを知ることがで
きる。この空白時間の間は、カラー変調データは変調のためにＤＭＤ（ＳＬＭ）２６へは
書き込まれない。この空白時間は最少にされ、４．３度のカラーホイール回転に相当する
２００マイクロ秒に設定され、これにより空白時間は、０．２度のカラーホイール回転に
相当する１０マイクロ秒の増分でスポーク１４の回りに中心を置くことができる。これは
表示システムの効率を最大にする。
【００２３】
図１の装置により自動的に行っても、または、マゼンタのような所定の色を視覚で確認し
て手動で行っても、システム１０は工場において、現場又は修理貯蔵所において較正し、
整合することができる。本発明においては、オッシロスコープ及びホトダイオードのよう
な特別な試験機器なしで、又それぞれのスポーク間の変調される光における変調順序のマ
ッチングのための長時間で労力の要する工程なしで、迅速かつ容易に整合ができる。
【００２４】
本発明は、特定の好ましい実施例に関して記載したが、当業者には、本出願を読めば多く
の変更及び修正が自明である。例えば、シアン色を観察するため青／緑スポークを照明し
、又は黄色を観察するため赤／緑スポークを照明することもできる。従って、特許請求の
範囲に記載した請求項は、総ての変更及び修正を含めるため、従来技術を考慮して、でき
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るだけ広く解釈されるべきである。
【００２５】
以上の説明に関して以下の項を開示する。
（１）表示装置であって、光を発生する光源と、複数の着色セグメントと基準マーカをも
ち、上記セグメントはスポークで相互接続されている、上記光を着色するための回転可能
なカラーホイールと、上記着色された光を変調するための空間光変調器と、上記ホイール
基準マーカを感知し、上記感知されたマーカを示す第１センサ出力を与える第１センサと
、上記着色された光の色を感知し、上記感知された色を示す第２センサ出力を与える第２
センサと、上記第１センサー出力と上記第２センサー出力の関数として、何時上記スポー
クが照明されたかを決定し、出力を発生する較正回路と、上記カラーホイールからの上記
着色された光を、上記較正回路出力の関数として変調するため上記空間光変調器を制御す
る制御回路とからなる表示装置。
（２）第１項記載の表示装置において、上記第２センサは少なくとも１つの光学センサを
含む。
（３）第２項記載の表示装置において、上記第２センサは１対の光学センサを含み、各上
記光学センサは光の異なる所定の色を感知するように同調され、そして各上記第２センサ
出力を与え、上記較正回路は、何時上記スポークが照明されるかを上記２つの第２センサ
出力の関数として確定する。
（４）第３項記載の表示装置において、上記較正回路は、上記２つの第２センサ出力の大
きさが同一のとき上記スポークの検出を確立する。
（５）第１項記載の表示装置において、上記第１センサは、上記第２センサから所定距離
角度的に離れている。
（６）フィールド順次カラー表示装置におけるカラー変調データをカラーホイールフィル
タセグメントに整合させる方法であって、（ａ）基準マーカと、スポークで接合される複
数の着色セグメントとをもつカラーホイールを回転する段階と、（ｂ）上記基準マーカを
検出する段階と、（ｃ）上記基準マーカを検出した後、第１の所定時間に上記カラーホイ
ールの一部を照明する段階と、（ｄ）上記着色された光の色を検出する段階と、（ｅ）上
記間検出された光の上記色が所定の色になるまで上記第１の所定時間を調節する段階とか
らなるカラー変調データをカラーホイールセグメントに整合させる方法。
（７）第６項記載の方法であって、上記カラーホイールからの上記着色光を、上記所定時
間の関数として変調する段階をさらに含む。
（８）第７項記載の方法であって、上記着色光を変調するため画素ミラーの配列をもつＤ
ＭＤ空間光変調器を利用する段階をさらに含む。
（９）第８項記載の方法であって、上記画素ミラーのオンタイムを上記着色セグメントの
照明と整合させるため、上記画素ミラーのパルス幅変調を、上記所定時間の関数として調
整する段階をさらに含む。
（１０）フィールド順次カラー空間光変調器表示システムにおける、表示装置１０、及び
カラー変調データをカラーホイールフィルタセグメント１３に整合させる方法である。ス
ポーク１４で接合された複数の着色セグメント１３をもつカラーホイール１２は、狭い光
ビーム２０の前で回転する。着色光２２は混合色の光が検出されるまで観測され、この混
合色の光はスポークに隣接する２つのセグメントからの等しい部分をもつ光に相当する。
ホイールマーカ４２が検出された時と所定の混合色が観測された時との間の時間が測定さ
れる。光学センサ５０が、赤／青移行の組み合わせから出るマゼンタのような混合色を感
知するため利用できるが、簡単にカラーホイール１２を照明し、この所定の色を視覚によ
り確認することにより手動で行ってもよい。ホイールマーカ４２が検出された時との関係
において、どこにスポーク１４が存在しているかを正確に分かるように表示装置を較正す
ることにより、各着色セグメント１３に対するカラー変調データは、対応するカラーフィ
ルタが光路内にある時だけＯＤＭ（ＳＬＭ）２６へ供給される。
【００２６】
関連出願に対する参照
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本出願と共通して譲渡され係属する次の米国特許出願を参照し、その教示事項を参照して
ここに含める。
一連番号０８／１７９，０２８　標題　順次カラー撮像のための方法及び装置出願日　０
１／０７／９４
一連番号０８／１４６，３８５　標題　ＤＭＤ表示システム　出願日　１１／０１／９３
一連番号０８／２２１，７３９　標題　空間光変調器をもつ表示装置のための照明制御ユ
ニット　出願日　０３／３１／９４
一連番号０８／３７１，３４８　標題　ＤＭＤ照明器スイッチ　出願日　０１／１１／９
５
一連番号０８／３７３，６９２　標題　モノリシック　プログラマブル　ディジタル　マ
イクロミラー装置　出願日　０１／１７／９５
一連番号０８／４１４，７０７　標題　同期され変調された光源をもつ空間光撮像システ
ム　出願日　０３／３１／９５
一連番号ＴＩ－２００９１（代理人書類）　標題　スポーク同期フレーム速度変換をもつ
順次カラー表示システム　出願日　６／０８／９５
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好ましい実施例によるフィールド順次カラー空間光変調器表示システム
のブロック図で、これによりホイールマーカの感知後スポークが光ビームを通過する時を
決定するため１対の光学センサが利用される。
【図２】表示システムにおけるカラーホイールフィルタセグメントへカラー変調データを
整合させるための、本発明の好ましい実施例による方法の流れ図で、これにより各着色セ
グメントに対するカラー変調データは、光路内にあるカラーフィルタ着色セグメントに対
応する時間の間ＳＬＭへ供給される。
【符号の説明】
１０　フィールド順次カラー空間光変調器表示システム
１２　カラーホイール
１３　着色セグメント
１４　スポーク
１６　光源
１８　レンズ
２０　光ビーム
２２　着色光
２６　ディジタルマイクロミラー装置（ＤＭＤ）（空間光変調器を表す）
３０　ＤＭＤ制御装置
３２　メモリバンク
３４　データフォーマッタ
４０　光学センサ
４２　ホイール基準マーカ
５０　光学センサ
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