
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　
　前記画像フレーム選択 は、
　前記画像信号受信 から出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレー
ム 送出インデックス信号を判別するインデックス判別手段と、
　自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力する画像表示装置番号設定手段と、
　前記インデックス判別手 り出力されたインデックス信号および前記画像表示装置番
号設定手段より出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含まれる

画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定手段と、
　前記インデックス判定手段から出力されたフレーム選択信号に応じて前記画像信号に含
まれる画像フレームを選択するフレーム選択手段と、
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所定のフォーマットを有する画像信号を受信し、該画像信号を表示させるための画像表
示装置において、

複数の画像フレームからなる画像信号、該画像信号に対応する同期信号、および前記画
像信号の画像期間の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号
を受信し、前記画像信号および前記同期信号を出力する画像信号受信手段と、

前記画像信号受信手段から出力される送出インデックス信号に基づいて、前記複数の画
像フレームから自装置に表示すべき画像フレームを選択し、選択された画像フレームから
自装置に表示可能な解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレーム選択手段と、

前記画像フレーム選択手段から出力された画像信号を表示する画像表示手段とを備え、
手段

手段
に含まれる前記

段よ
前

記



　前記フレーム選択手段から出力された画像フレームに対応する画像信号を、自装置の画
像表示 で表示し得る最大の解像度分だけのデータとして切り出す画像切り出し手段と
、
　前記画像切り出し手段が切り出して出力した画像信号を記憶する画像記憶手段と
ることを特徴と 表示装置。
【請求項２】
　

　

　

　
　前記画像フレーム選択 は、
　 画像信号受信手段から出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレー
ム 送出インデックス信号を判別するインデックス判別手段と、
　自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力す 像表示装置番号設定手段と、
　前記インデックス判別手段より出力されたインデックス信号および前記画像表示装置番
号設定手段より出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含まれる前
記画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定手段と、
　前記インデックス判定手段から出力されたフレーム選択信号に応じて前記画像信号に含
まれる画像フレームを選択するフレーム選択手段と、
　前記フレーム選択手段から出力された画像フレームに対応する画像信号を、自装置の画
像表示 で表示し得る最大の解像度にするために画像を する画像 手段と、
　前記画像 手段で して出力された画像信号を記憶する画像記憶手段と るこ
とを特徴と 表示装置。
【請求項３】
　

　

　

　
　前記画像フレーム選択 は、
　 画像信号受信手段から出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレー
ム 送出インデックス信号を判別するインデックス判別手段と、
　自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力す 像表示装置番号設定手段と、
　前記インデックス判別手段より出力されたインデックス信号および前記画像表示装置番
号設定手段より出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含まれる前
記画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定手段と、
　前記インデックス判定手段から出力されたフレーム選択信号に応じて前記画像信号に含
まれる画像フレームを選択するフレーム選択手段と、
　前記フレーム選択手段から出力された画像フレームに対応する画像信号を、自装置の画
像表示 で表示し得る最大の解像度にするために画像を拡大する画像拡大手段と、
　前記画像拡大手段で拡大されて出力された画像信号を記憶する画像記憶手段と る
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手段

からな
する画像

所定のフォーマットを有する画像信号を受信し、該画像信号を表示させるための画像表
示装置において、

複数の画像フレームからなる画像信号、該画像信号に対応する同期信号、および前記画
像信号の画像期間の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号
を受信し、前記画像信号および前記同期信号を出力する画像信号受信手段と、

前記画像信号受信手段から出力される送出インデックス信号に基づいて、前記複数の画
像フレームから自装置に表示すべき画像フレームを選択し、選択された画像フレームから
自装置に表示可能な解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレーム選択手段と、

前記画像フレーム選択手段から出力された画像信号を表示する画像表示手段とを備え、
手段

前記
に含まれる前記

る画

手段 縮小 縮小
縮小 縮小 からな
する画像

所定のフォーマットを有する画像信号を受信し、該画像信号を表示させるための画像表
示装置において、

複数の画像フレームからなる画像信号、該画像信号に対応する同期信号、および前記画
像信号の画像期間の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号
を受信し、前記画像信号および前記同期信号を出力する画像信号受信手段と、

前記画像信号受信手段から出力される送出インデックス信号に基づいて、前記複数の画
像フレームから自装置に表示すべき画像フレームを選択し、選択された画像フレームから
自装置に表示可能な解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレーム選択手段と、

前記画像フレーム選択手段から出力された画像信号を表示する画像表示手段とを備え、
手段

前記
に含まれる前記

る画

手段
からな



ことを特徴と 表示装置。
【請求項４】
　前記画像フレーム選択 は、さらに、受信した画像信号の解像度を計測する解像度計
測手段を備えたことを特徴とする請求項 のいずれかに記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記画像フレーム選択 は、さらに、前記画像表示装置番号設定手段と前記画像切り
出し手段とを通信接続する通信手段を備えていることを特徴とする請求項 のいず
れかに記載の画像表示装置。
【請求項６】
　

　
　

　

　

　

　

　
。

【請求項７】
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する画像

手段
１から３

手段
１から３

所定のフォーマットを有する画像信号を受信し、該画像信号を表示させるために、複数
の画像フレームからなる画像信号、該画像信号に対応する同期信号、および前記画像信号
の画像期間の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号を受信
し、前記画像信号および前記同期信号を出力する画像信号受信手段と、前記画像信号受信
手段から出力される送出インデックス信号に基づいて、前記複数の画像フレームから自装
置に表示すべき画像フレームを選択し、選択された画像フレームから自装置に表示可能な
解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレーム選択手段と、前記画像フレーム選択
手段から出力された画像信号を表示する画像表示手段とを備えた画像表示装置における制
御方法であって、

前記画像フレーム選択手段は、
前記画像信号受信手段から出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレー

ムに含まれる前記送出インデックス信号を判別するインデックス判別ステップと、
自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力する画像表示装置番号設定ステップ

と、
前記インデックス判別ステップより出力されたインデックス信号および前記画像表示装

置番号設定ステップより出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含
まれる前記画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定
ステップと、

前記インデックス判定ステップから出力されたフレーム選択信号に応じて前記画像信号
に含まれる画像フレームを選択するフレーム選択ステップと、

前記フレーム選択ステップから出力された画像フレームに対応する画像信号を、自装置
の画像表示手段で表示し得る最大の解像度分だけのデータとして切り出す画像切り出しス
テップと、

前記画像切り出しステップが切り出して出力した画像信号を記憶する画像記憶ステップ
とからなることを特徴とする画像表示装置の制御方法

所定のフォーマットを有する画像信号を受信し、該画像信号を表示させるために、複数
の画像フレームからなる画像信号、該画像信号に対応する同期信号、および前記画像信号
の画像期間の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号を受信
し、前記画像信号および前記同期信号を出力する画像信号受信手段と、前記画像信号受信
手段から出力される送出インデックス信号に基づいて、前記複数の画像フレームから自装
置に表示すべき画像フレームを選択し、選択された画像フレームから自装置に表示可能な
解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレーム選択手段と、前記画像フレーム選択
手段から出力された画像信号を表示する画像表示手段とを備えた画像表示装置における制
御方法であって、

前記画像フレーム選択手段は、
前記画像信号受信手段から出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレー

ムに含まれる前記送出インデックス信号を判別するインデックス判別ステップと、
自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力する画像表示装置番号設定ステップ

と、
前記インデックス判別ステップより出力されたインデックス信号および前記画像表示装



　

　

　
。

【請求項８】
　

　
　

　

　

　

　

　
。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣという）などで使用される所定のフォ
ーマットを有する画像信号を画像信号発生装置から受信し、液晶、ＣＲＴ、プラズマディ
スプレイ（ＰＤＰ）、あるいはエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）などの表示デバイスに
画像信号を表示するための画像表示装置及び画像表示装置の制御方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
図１４は従来の実施例における画像表示システムを示すブロック図である。つまり、この
図は、特開２０００－３５２９６２号公報に開示されている、インデックスを用いた場合
の画像信号発生装置と画像表示装置からなる画像表示システムの構成図である。図１４に
おいて、この画像表示システムは、画像信号発生装置１４１と複数の画像表示装置１４２
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置番号設定ステップより出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含
まれる前記画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定
ステップと、

前記インデックス判定ステップから出力されたフレーム選択信号に応じて前記画像信号
に含まれる画像フレームを選択するフレーム選択ステップと、

前記フレーム選択ステップから出力された画像フレームに対応する画像信号を、自装置
の画像表示手段で表示し得る最大の解像度にするために画像を縮小する画像縮小ステップ
と、

前記画像縮小ステップで縮小して出力された画像信号を記憶する画像記憶ステップとか
らなることを特徴とする画像表示装置の制御方法

所定のフォーマットを有する画像信号を受信し、該画像信号を表示させるために、複数
の画像フレームからなる画像信号、該画像信号に対応する同期信号、および前記画像信号
の画像期間の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号を受信
し、前記画像信号および前記同期信号を出力する画像信号受信手段と、前記画像信号受信
手段から出力される送出インデックス信号に基づいて、前記複数の画像フレームから自装
置に表示すべき画像フレームを選択し、選択された画像フレームから自装置に表示可能な
解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレーム選択手段と、前記画像フレーム選択
手段から出力された画像信号を表示する画像表示手段とを備えた画像表示装置における制
御方法であって、

前記画像フレーム選択手段は、
前記画像信号受信手段から出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレー

ムに含まれる前記送出インデックス信号を判別するインデックス判別ステップと、
自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力する画像表示装置番号設定ステップ

と、
前記インデックス判別ステップより出力されたインデックス信号および前記画像表示装

置番号設定ステップより出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含
まれる前記画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定
ステップと、

前記インデックス判定ステップから出力されたフレーム選択信号に応じて前記画像信号
に含まれる画像フレームを選択するフレーム選択ステップと、

前記フレーム選択ステップから出力された画像フレームに対応する画像信号を、自装置
の画像表示手段で表示し得る最大の解像度にするために画像を拡大する画像拡大ステップ
と、

前記画像拡大ステップで拡大されて出力された画像信号を記憶する画像記憶ステップと
からなることを特徴とする画像表示装置の制御方法



と画像信号発生手段１４３とによって構成されている。また、図１５および図１６は、特
開２０００－３５２９６２号公報に開示されている従来の画像表示システムにおける画像
信号とインデックスの関係を示す図である。
【０００３】
次に、図１４に示す画像表示システムの動作について説明する。図１４に示すように、特
開２０００－３５２９６２号公報の提案では、１つの画像信号発生手段１４３を含む画像
信号発生装置１４１に対して、複数の画像表示装置１４２を接続ケーブルなどによって並
列接続することができ、それぞれの画像表示装置１４２に異なった画像を表示することが
できる。より具体的には、画像信号発生装置１４１は装置内に複数のページを持ち、画像
信号発生手段１４３は、図１５に示す画像信号とインデックスの関係図のように、ページ
ごとに割り振られるインデックス信号を含む複合化信号を発生し、画像表示装置１４２は
そのインデックス信号から自装置が表示すベき信号であるかどうかを判断して表示を行う
。この複合化信号は、図１６に示すように、ページ毎に時間的に分割して送られ、また各
画像表示装置１４２が、それぞれ１つの異なった表示装置番号を持つことによって、画像
表示装置１４２毎に異なった表示を行うことができる。
【０００４】
また、特開２０００－３５２９６２号公報の技術では、図１７に示す画像表示装置のシス
テム概念図のように、一つの画像信号発生装置１４１に対して複数の画像表示装置１４２
を直列に接続した構成とすることも可能である。この場合、それぞれの画像表示装置１４
２は異なった画像を表示することができる。より具体的には、図１４に示す画像表示装置
１４２が並列接続されているのに対し、図１７に示す画像表示装置１４２は、それぞれの
内部に画像出力手段を設けることによって、受信した画像信号を次段の画像表示装置１４
２へ順次送信しながら次々と画像を表示させることができる。このとき、それぞれの画像
表示装置１４２に異なった画像表示装置番号を設定することによって、各画像表示装置１
４２に異なった画像を表示させることができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
図１４に示すような並列接続の画像表示装置１４２や、図１７に示すような直列接続の画
像表示装置１４２においては、画像信号発生手段１４３が一つであるため、接続されてい
る複数の画像表示装置１４２の幾つかが異なった解像度または周波数の制限を持っている
場合には、それぞれの画像表示装置ごとに異なった解像度または周波数を持つ画像信号に
切り替えて出力することが必要である。しかしながら、画像信号発生手段１４３は短時間
でその切り替えを行うことができないために、ページ切り替えに多くの時間を要してしま
い、複数の画像表示装置を同時に使用する場合には画像の更新が遅くなってしまうなどの
不具合がある。また、画像信号にアナログ信号を用いる場合には、画像表示装置に含まれ
る画像信号のクロックを再生するためのＰＬＬ（ Phase Locked Loop）回路の安定に多く
の時間を要するために、画像信号発生装置が複数の画像信号発生手段をもっていたとして
も、画像の更新に時間がかかることとなる。
【０００６】
この発明は、上述のような問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、解
像度の異なる画像表示装置が混在していても、解像度の切り替えを行わないようにして高
速でページ切り替えが行えるような画像表示装置を提供することにある。つまり、従来技
術の特開２０００－３５２９６２号公報で示されたインデックス方式のマルチモニタシス
テムにおいて、要求する解像度の異なる画像表示装置が混在していても、画像信号発生装
置における画像出力解像度の切り替えを行わないことで、高速にページの切り替えを行う
ことができるようにし、もって、使用者に快適な使用環境を提供する画像表示装置を得る
ことを目的とし、さらにはその画像表示装置に適した制御方法を提供することを目的とす
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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上記の目的を達成するため、この発明の画像表示装置は、所定のフォーマットを有する画
像信号を受信し、その画像信号を表示させるための画像表示装置において、複数の画像フ
レームからなる画像信号、画像信号に対応する同期信号、および画像信号の一部を置き換
えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号を受信し、画像信号および同期信
号を出力する画像信号受信部と、画像信号受信部から出力される送出インデックス信号に
基づいて、複数の画像フレームから自装置に表示すべき画像フレームを選択し、選択され
た画像フレームから自装置に表示可能な解像度分の画像信号を抽出して出力する画像フレ
ーム選択部と、画像フレーム選択部から出力された画像信号を表示する画像表示部とを備
えることを特徴とする。
【０００８】
また、この発明の画像表示装置においては、画像フレーム選択部は、画像信号受信部から
出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレームにおける画像表示期間また
は画像非表示期間のいずれかに含まれる送出インデックス信号を判別するインデックス判
別手段と、自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力する画像表示装置番号設定
手段と、インデックス判別手段により出力されたインデックス信号および画像表示装置番
号設定手段より出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含まれる画
像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定手段と、イン
デックス判定手段から出力されたフレーム選択信号に応じて画像信号に含まれる画像フレ
ームを選択するフレーム選択手段と、フレーム選択手段から出力された画像フレームに対
応する画像信号を、自装置の画像表示部で表示し得る最大の解像度分だけのデータとして
切り出す画像切り出し手段と、画像切り出し手段が切り出して出力した画像信号を記憶す
る画像記憶手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
また、この発明の画像表示装置においては、画像フレーム選択部は、画像信号受信手段か
ら出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレームにおける画像表示期間ま
たは画像非表示期間のいずれかに含まれる送出インデックス信号を判別するインデックス
判別手段と、自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力するための画像表示装置
番号設定手段と、インデックス判別手段より出力されたインデックス信号および画像表示
装置番号設定手段より出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含ま
れる画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定手段と
、インデックス判定手段から出力されたフレーム選択信号に応じて画像信号に含まれる画
像フレームを選択するフレーム選択手段と、フレーム選択手段から出力された画像フレー
ムに対応する画像信号を、自装置の画像表示部で表示し得る最大の解像度にするために画
像を圧縮する画像圧縮手段と、画像圧縮手段で圧縮して出力された画像信号を記憶する記
憶手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
また、この発明の画像表示装置においては、画像フレーム選択部は、画像信号受信手段か
ら出力された画像信号および同期信号に基づいて、画像フレームにおける画像表示期間ま
たは画像非表示期間のいずれかに含まれる送出インデックス信号を判別するインデックス
判別手段と、自装置に対して設定された画像表示装置番号を出力するための画像表示装置
番号設定手段と、インデックス判別手段より出力されたインデックス信号および画像表示
装置番号設定手段より出力された自装置の画像表示装置番号に基づいて、画像信号に含ま
れる画像フレームを選択するためのフレーム選択信号を出力するインデックス判定手段と
、インデックス判定手段から出力されたフレーム選択信号に応じて画像信号に含まれる画
像フレームを選択するフレーム選択手段と、フレーム選択手段から出力された画像フレー
ムに対応する画像信号を、自装置の画像表示部で表示し得る最大の解像度にするために画
像を拡大する画像拡大手段と、画像拡大手段で拡大されて出力された画像信号を記憶する
記憶手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
また、この発明の画像表示装置においては、画像フレーム選択部は、さらに、画像表示装
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置番号設定手段と画像切り出し手段とを通信接続する通信手段を備えていることを特徴と
する。
【００１２】
また、この発明における画像表示装置の制御方法は、所定のフォーマットを有する画像信
号を受信し、画像表示装置に画像信号を表示させるための画像表示装置の制御方法におい
て、送出インデックス信号に含まれる制御信号に基づいて画像信号の切り出し位置を制御
し、画像表示装置に所望の画像を表示させることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて、この発明における画像表示装置の実施の形態の幾つかを詳細に説明
する。
実施の形態１
図１は、この発明の実施の形態１における画像表示システムを概略的に表す構成図である
。図１において、この画像表示システムは、画像信号発生装置１１、画像信号発生手段１
４、ＳＸＧＡの最大解像度を持つ画像表示装置１２およびＸＧＡの最大解像度を持つ画像
表示装置１３によって構成されている。ここでは、図に示すように、複数の画像表示装置
１２および１３が、画像表示装置番号１～ｎを設定されて、接続ケーブルなどによって画
像信号発生装置１１に電気的に接続されている。
【００１４】
以下、この画像表示システムの動作について説明する。画像信号発生装置１１は、画像表
示装置１２および１３の有する画像表示部（例えば、液晶パネル、ＣＲＴ、ＰＤＰ、ＥＬ
等）に実際に表示される正味の画像信号、この正味の画像信号に対応する同期信号、およ
び正味の画像信号の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を出力する（以下
、これらの出力信号を総称して複合化信号と云うことにする）。なお、この複合化信号に
おいては、最も基本的には正味の画像信号と同期信号とによって元フレームを構成するが
、この元フレームにさらに送出インデックス信号が含まれてフレーム（画像フレームとも
いう）が構成される。
【００１５】
このとき、画像信号発生装置１１の発生する画像信号の解像度は、接続されるすべての画
像表示装置１２および１３の中で最も高い解像度を表示できる画像表示装置の解像度と同
一となるように設定される。また、画像信号発生装置１１は、正味の画像信号として、画
像表示システムの中に表示し得る解像度の低い画像表示装置が含まれる場合には、その画
像表示装置に表示するページについては、表示し得る解像度の領域についてのみ画像信号
を出力する。具体的には、画像表示システム内の画像表示装置１２が表示し得る最大の解
像度がＳＸＧＡ（１２８０×１０２４）であった場合に、ＸＧＡ（１０２４×７６８）を
最大解像度とする画像表示装置１３に表示すべきフレームでは、複合化信号を持つフォー
マットはＳＸＧＡの信号のまま、画像信号のみ画像領域の左上から１０２４×７６８の範
囲に限定して出力される。
【００１６】
また、画像信号側からの画像表示装置番号とは、複合化信号を構成するフレームにおける
正味の画像信号が、図１に示されたような、複数ある画像表示装置１２および１３のいず
れの画像表示装置番号を有する画像表示装置によって表示されるかを指定するためのもの
である。なお、説明が進む中で、画像表示装置１２および１３を指定する以外にも、さら
にさまざまな情報を付加する場合も送出インデックス信号と称することにする。ただし、
少なくとも画像表示装置番号に関する情報を含むものとする。
【００１７】
画像信号発生装置１１から出力された複合化信号は、それぞれ画像表示装置１２および１
３に並列的に与えられる。言い換えると、同一の内容を有する複合化信号がそれぞれの画
像表示装置１２および１３に与えられる。それぞれの画像表示装置１２および１３におい
ては、受信した複合化信号から、基本的には、正味の画像信号、同期信号および送出イン
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デックス信号の各信号を分離する。そして、画像表示装置１２および１３は、設定されて
いる画像表示装置番号と送出インデックス信号とが適合した画像表示装置において、この
画像信号側からの画像表示装置番号を有するフレームに含まれる正味の画像信号を画像表
示装置１２および１３の画像表示部に表示させる。
【００１８】
上述した一例において、画像表示装置１２および１３に設定されている画像表示装置番号
が重複して存在していてもよい。この場合、同じ画像表示装置番号を設定されている画像
表示装置においては同一の表示となるのは当然のことである。送出インデックス信号が正
味の画像信号に置き換えて画像信号発生装置１１から出力される場合には、画像表示装置
１２および１３における表示画像中に、図１に示すようなインデックスとして示された表
示内容が正味の画像信号における表示内容と共に表示される。
【００１９】
実施の形態１の画像表示システム内で最大の解像度を持つ画像表示装置１２については、
特開２０００－３５２９６２号公報で詳細に述ベられているものと同一であるので、ここ
ではその説明を省略する。したがって、画像表示システム内の最大解像度に満たない解像
度を持つ画像表示装置１３について、画像信号の受信から画像表示に至るまでの画像表示
装置の制御方法について述べる。
【００２０】
すなわち、第１のステップで、複数の画像フレームよりなる画像信号の任意の画像フレー
ムに、画像信号の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号を含む複合化信号を
受信する。次に、第２のステップで、受信された複合化信号に含まれる送出インデックス
信号に基づいて、複数の画像フレームから自装置に表示すべき画像フレームを選択し、選
択された画像フレームから自らの装置が表示し得る解像度に対応する画像信号を記憶する
。
【００２１】
なお、第２ステップにおいては、詳細は後述するが、以下に述べる（ａ）から（ｄ）の各
ステップを含んでいる。先ず、（ａ）複合化信号から送出インデックス信号を判別してイ
ンデックス信号を出力する。（ｂ）出力されたインデックス信号と、自装置に対して設定
された画像表示装置番号とに基づいてフレーム選択信号を出力する。（ｃ）出力されたフ
レーム選択信号に応じて画像信号に含まれる画像フレームを選択する。（ｄ）選択された
画像信号を自らの装置が表示し得る最大解像度に合わせて切り出して記憶する。
【００２２】
そして、第２のステップにおいて選択された画像信号を最大解像度に合わせて切り出して
記憶した後に、第３のステップで、記憶された画像信号を画像 へ画像として表示す
る。
【００２３】
以下、図面を参照しながら、実施の形態１をさらに詳細に説明する。図２は図１に示され
た画像表示装置１３の内部構成を示すブロック図である。図２に示すように、画像表示装
置は、画像信号入力端子２１、画像信号受信手段２２、インデックス判別手段２３、画像
表示装置番号設定手段２４、インデックス判定手段２５、フレーム選択手段２６、画像切
り出し手段２７、画像記憶手段２８、および画像表示手段２９によって構成されている。
【００２４】
また、Ｄｉは画像信号受信手段２２が出力する画像信号、Ｄｓはフレーム選択手段２６が
出力する画像信号、Ｄｍは画像切り出し手段２７が出力する画像信号、Ｄｒは画像記憶手
段２８が出力する画像信号、Ｓｉは画像信号受信手段２２が出力する同期信号、ＩＤはイ
ンデックス判別手段２３が判別したインデックス、Ｎは画像表示装置番号設定手段２４で
設定された画像表示装置番号、ＦＳはインデックス判定手段２５が出力するフレーム選択
信号である。
【００２５】
なお、以下に示す種々の実施の形態の説明においては、特に断らない限り、画像信号受信
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手段２２は画像信号受信部を、インデックス判別手段２３、画像表示装置番号設定手段２
４、インデックス判定手段２５、フレーム選択手段２６、画像切り出し手段２７および画
像記憶手段２８は画像フレーム選択部を、画像表示手段２９は画像表示部をそれぞれ構成
するものとする。
【００２６】
次に、図１および図２に示す画像表示装置の動作について説明するが、ここで、画像信号
受信部（画像信号受信手段２２）と画像表示部（画像表示手段２９）については、特開２
０００－３５２９６２号公報と同じでものあるので以下の説明では省略し、画像フレーム
選択部について説明する。図３は、画像信号中の画像表示期間内に送出インデックス信号
が画像信号の一部を置き換えて付加される場合を説明するための、画像信号と送出インデ
ックス信号との関係図であり、横軸は時間を、縦軸は電圧をそれぞれ示している。図３を
参照すると分かるように、１フレーム期間における垂直同期信号、水平同期信号および画
像信号の各タイミングの関係が示されている。
【００２７】
図４は、図１に示した画像信号発生手段１４が出力する、複数ページの画像信号と、画像
信号の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号とのタイミングの関係を説明す
るための、画像信号と送出インデックス信号との関係図である。なお、図４において、横
軸は時間を、縦軸は電圧をそれぞれ示している。また、ここでいうページとは、図４を参
照しても分かるように、１つ以上の時間的に連続するフレームにより構成されるページで
ある。また、ページの定義としては、１つの表示画面を、１つまたは複数の領域に分けた
場合の１区画（すなわち、１つまたは複数の領域によって１つの表示画面が構成される区
画）、あるいは、異なるページでは、その内容が基本的にそれぞれ異なる複数種類の表示
画面における１つの種類の表示画面の意味を含んでいる。
【００２８】
図４においては、理解を簡単にするために、ページ１に対応する送出インデックス信号は
インデックス１、ページ２に対応する送出インデックス信号はインデックス２、ページ３
に対応する送出インデックス信号はインデックス３、というようにそれぞれ対応している
ものとする。なお、画像信号発生装置１１は、図に示したように送出インデックス信号を
変更した１フレーム後に、ページを切り替えるようにしている。
【００２９】
図５は、実施の形態１において、画像表示システム内に含まれる画像表示装置の最大解像
度が異なる場合の画像信号の構成を示すタイムチャート図である。つまり、図５では、画
像表示システム内に含まれる画像表示装置の最大解像度がＳＸＧＡであり、ここで示すフ
レームを表示しようとする画像表示装置がＸＧＡを最大の解像度としている場合の画像信
号の構成を概念的に示している。この図では仮にページ２が画像システム内の最大解像度
より低い最大解像度を持つ画像表示装置１３に表示すべきページであるとし、ページ２に
相当するフレームの信号は図５に示すように、画像表示期間は１２８０ドット×１０２４
ライン分確保されているが、正味の画像信号は１０２４ドット×７６８ラインに限定され
ている。
【００３０】
図６は、画像信号の一部を置き換えて付加された送出インデックス信号をフラグで示した
具体例を示す説明図であり、表示画像上のある１ラインに対応する画像信号における１ラ
インの一部が示されている。図６において丸印のフラグは１つの画素を表わしている。送
出インデックス信号は、例えば画像期間の所定の位置（ここでは表示画面上のある１ライ
ン上）にある８画素で構成される。送出インデックス信号を構成しているそれぞれの画素
には所望の明暗（輝度）が設定される。画像信号発生装置１１は、この明暗（輝度）に基
づいて画像表示装置番号に対応したフラグを生成するが、その詳細な説明は後述する。
【００３１】
以下、図を参照しながら画像表示装置の動作について説明する。図１および図２に示すよ
うに、画像表示装置１２および１３の画像信号入力端子２１に入力された複合化信号は、
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画像信号受信手段２２で受信される。この画像信号受信手段２２は、特開２０００－３５
２９６２号公報で説明されているように、同期信号Ｓｉとデジタル信号化された画像信号
Ｄｉとを出力する。なお、この場合においては、送信インデックスが画像信号Ｄｉ中に置
き換えてデジタル信号化されている。
【００３２】
画像信号受信手段２２から出力される同期信号Ｓｉおよび画像信号Ｄｉは、図２に示した
フレーム選択手段２６およびインデックス判別手段２３に入力される。インデックス判別
手段２３は、同期信号Ｓｉをタイミングの基準（時間軸上の位置基準）として、図６に示
した画素の明暗で構成された送出インデックス信号の画像信号中における位置を割り出し
、受信した送出インデックス信号を抽出する。
【００３３】
送出インデックス信号は、ノイズ耐性の面から、より単純には、階調表現の最大値または
最小値（すなわち、２５６階調表現における２５５階調目または０階調目）の階調の組み
合わせで表現される。以下の説明では、簡単のため、階調表現の最大値または最小値の組
み合わせによって送出インデックス信号が構成されるものとする。
【００３４】
受信された送出インデックス信号は、インデックス判別手段２３において、あらかじめ設
定された閾値に基づいて２値化される。この閾値の一例としては、２５６階調の半分の階
調である１２８階調目を閾値として採用する。この場合、例えば、２５５階調～１２９階
調にあるときに“１”、０階調～１２８階調にあるときに“０”となるようにフラグとし
て与え、これらフラグの組み合わせによりインデックスＩＤを構成する。
【００３５】
インデックス判別手段２３は、上述のようにして得られたインデックスＩＤをインデック
ス判定手段２５へ出力する。一方、画像表示装置番号設定手段２４は、自装置にあらかじ
め設定された 番号 Nをインデックス判定手段２５へ出力する。この画像表示
装置番号 Nは、例えば、“１”または“０”の複数の組み合わせがハード的に可能なディ
ップスイッチ（ dip switch）によって設定される。
【００３６】
インデックス判定手段２５は、判別されたインデックスＩＤと画像表示装置番号Ｎとに基
づいて、フレーム選択信号ＦＳを出力する。図７は、フラグで表示されたインデックスＩ
Ｄとフレームを選択する画像表示装置番号との関係を示す図である。図７において、白丸
が明るい画素に対応するフラグ、黒丸が暗い画素に対応するフラグを示している。上述の
ようにインデックス判別手段２３における送出インデックス信号の２値化によって８ビッ
トのフラグを生成する。（つまり、図６に示す送出インデックス信号に対応する。）ここ
で、インデックスＩＤは８ビットのフラグで構成されているので、最大で２５６通りの場
合（表示形態）を指定することができる。なお、この場合に制御可能な画像 装置の番
号数はインデックスＩＤのビット数に一致する。
【００３７】
図７を参照すると分かるように、すべてのフラグが“１”の場合、すべての画像表示装置
１２および１３において、すべてのフラグが“１”となるような送出インデックス信号を
有するフレームが選択される。つまり、画像 装置番号がどのように設定されている場
合でも、選択されたフレームの画像信号が出力される。言い換えれば、フラグが“１”と
して立っている（白丸印になっている）画像 装置番号のフレームが選択される。
【００３８】
また、フラグ１が“１”の場合は、画像表示装置番号Ｎに“１”が設定された場合におい
て送出インデックス信号から生成されるフラグ１が“１”となるようなフレームが選択さ
れ、フラグ２が“１”の場合は、画像表示装置番号Ｎに“２”が設定された場合において
送出インデックス信号から生成されるフラグ２が“１”となるようなフレームが選択され
る。このように、インデックスＩＤにおけるｍ番目のフラグが“１”の場合、画像 装
置番号Ｎに“ｍ”が設定された画像 装置１２において送出インデックス信号から生成
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されるｍ番目のフラグが“１”となるようなフレームが選択されることになる。このとき
、画像 装置番号Ｎにｍが設定された画像 装置は複数であってもよい。また、ある
フレームに対して複数のフラグを“１”となるようにすることにより、異なる画像表示装
置番号Ｎが設定された複数の画像 装置においてフレームを選択することもできる。
【００３９】
フレーム選択手段２６は、インデックス判定手段２５が出力したフレーム選択信号ＦＳに
基づいて、入力された画像信号Ｄｉから所定のフレームを選択する。ここでは、送出イン
デックス信号が画像期間の一部を置き換えて付加されているので、実際に選択されるフレ
ームは１フレーム後のフレームである。フレーム選択手段２６によって選択された画像信
号Ｄｓは、図２に示す画像切り出し手段２７へ入力される。画像切り出し手段２７は、フ
レーム選択手段２６が選択した画像信号Ｄｓから、あらかじめ設定された自装置の画像表
示手段２９の表示し得る最大解像度分の画像データを切り出す。
【００４０】
ここで、画像表示装置１３は、最大解像度が画像表示システムの最大解像度（１２８０ド
ット×１０２４ライン）に満たない。したがって、画像表示装置１３に設定された画像表
示装置番号Ｎを送出インデックス番号とするような画像フレームの画像信号は、図５に示
すように、正味の画像信号が画像表示エリアよりも小さく、表示可能な範囲のみ画像信号
となっている。図５の例では、画像表示システムの最大解像度を１２８０ドット×１０２
４ラインとし、自装置の表示可能な最大解像度を１０２４ドット×７６８ラインとした場
合を示している。
【００４１】
画像切り出し手段２７は、切り出した画像信号Ｄｍを画像記憶手段２８へ出力する。する
と、画像記憶手段２８は、画像切り出し手段２７から出力された画像信号Ｄｍを受けて記
憶する。また、画像記憶手段２８は、記憶されている画像データを読み出して画像表示手
段２９で表示可能なフォーマットの画像信号Ｄｒに変換する。そして、画像表示手段２９
は画像記憶手段２８から出力された画像信号Ｄｒを受信して画像の表示を行う。以上の説
明では、送出インデックス信号が画像期間中のある期間に画像信号を置き換えて付加され
る場合を説明したが、その他の送出インデックス信号の構成については特開２０００－３
５２９６２号公報で示されている通りであり、ここでは説明を省略する。
【００４２】
また、上記の例では、画像表示装置を並列に接続した場合について説明したが、上記構成
に画像信号出力手段を設けることによって、画像表示装置１３を直列に数殊つなぎに接続
することも可能である。その場合の構成および動作と上述の構成および動作との相違につ
いては特開２０００－３５２９６２号公報で詳細に述べられているため、ここでは説明を
省略する。さらにいえば、上記説明では、画像の切り出しを画像データの最初から順次行
うこととして説明したが、別に画像切り出し位置が設定されている場合には、任意の範囲
の画像切り出しを行うことができる。
【００４３】
実施の形態１の画像表示装置の構成によれば、画像表示装置１３は受信した画像信号の中
からフレームを選択し、自装置の表示可能な範囲のみを切り出して表示することができる
。したがって、図１に示すように、画像表示システム内に異なる最大解像度を持つ画像表
示装置が混在する場合でも、１つの画像信号発生手段１４を用いて複数の画像表示装置に
対して異なった画像表示を実現することができる。
【００４４】
実施の形態２
図８は、この発明の実施の形態２における画像表示装置１３の構成を示すブロック図であ
る。図８において、画像表示装置１３は、画像信号入力端子２１、画像信号受信手段２２
、インデックス判別手段２３、画像表示装置番号設定手段８２、インデックス判定手段２
５、フレーム選択手段２６、画像切り出し手段８３、画像記憶手段２８、画像表示手段２
９、および通信手段８１によって構成されている。なお、画像表示装置番号設定手段８２
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と画像切り出し手段８３は、図２に示す実施の形態１とは信号の入出力機能が異なるので
符号が変えてある。また、８４は通信手段８１の接続端子である。以下、実施の形態１と
重複する部分については説明を省略する。
【００４５】
実施の形態１の構成による動作の説明では、画像表示装置１３の画像表示装置番号Ｎは、
画像表示装置番号設定手段２４によって任意の値に設定されていた。また、画像信号
手段１４の出力する画像信号の解像度も任意に設定されていた。
【００４６】
これに対して、実施の形態２の動作は次のようになる。通信手段８１は、接続端子８４を
介して図１の画像信号発生装置１１に接続される。この接続には一般に接続ケーブルなど
の電気的な接続手段が用いられる。一般的には画像信号発生装置１１はパーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）などが用いられ、通信の方法としては、ＵＳＢ（ Universal Serial Bus）
などの双方向通信インタフェースを使用することが想定される。それらの双方向通信にお
いては、並列に接続される画像表示装置に対し、並列にＰＣから接続して制御を行うこと
が可能である。
【００４７】
特開２０００－３５２９６２号公報では、通信手段を用いて画像表示装置番号を自動的に
設定することが提案されており、その方法および動作については説明されているので、こ
こでは省略する。実施の形態２では、上記従来の方法に加えて、画像切り出し手段８３を
通信手段８１に接続し、通信手段８１で画像切り出し手段８３に設定された自装置の画像
表示手段２９の表示可能な最大解像度を読み出し、その情報を画像信号発生装置１１へ送
信する。すると、画像信号発生装置１１はその情報から接続された画像表示装置１３の表
示し得る最大解像度を認識し、接続された画像表示装置１３に表示される画像フレームに
乗せる画像データの解像度を決定する。
【００４８】
以上の説明では、通信手段をＵＳＢなどの双方向通信手段としたが、ＤＤＣ（ Display Da
ta Channel）を用いた単純な方法でも実現することができる。ＤＤＣは最近のＰＣでは一
般的に搭載されている技術あり、このＤＤＣの技術を用いることによって、より容易に実
施の形態２を実現することができる。
【００４９】
実施の形態２の構成によれば、通信手段８１を設けて、画像切り出し手段８３に設定され
た自装置の画像表示手段２９の表示可能な最大解像度を読み出し、その情報を画像信号発
生装置１１へ送信している。これによって、画像表示装置の使用者は各画像表示装置ごと
に画像表示装置番号を設定したり、その画像表示装置に合わせた出力解像度を設定する手
間を省くことができ、より快適な画像表示装置の使用環境を提供することができる。
【００５０】
実施の形態３
図９は、この発明の実施の形態３における画像表示装置１３の構成を示すブロック図であ
る。図９に示すように、実施の形態３の画像表示装置は、画像信号入力端子２１、画像信
号受信手段２２、インデックス判別手段２３、画像表示装置番号設定手段２４、インデッ
クス判定手段２５、フレーム選択手段２６、画像圧縮手段９１、画像記憶手段２８、およ
び画像表示手段２９によって構成されている。つまり、図９の実施の形態３の画像表示装
置が図２の実施の形態１と異なるところは、画像切り出し手段２７の代わりに画像圧縮手
段９１を設けたところである。その他の構成は実施の形態１と同様であるのでその説明は
省略する。なお、Ｄｄは画像圧縮手段９１で圧縮された画像信号である。
【００５１】
これまで述べてきた構成では、画像信号発生手段１１より出力される画像信号は、画像信
号表示装置１３の表示し得る最大解像度に合わせることで適切な表示を行うようにしてい
た。これに対して、実施の形態３では、画像信号発生装置１ 1は、画像表示システム内の
最大解像度に合わせた画像信号を発生させて出力している。つまり、フレーム選択手段２
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６までの動作は図２の実施の形態１と同じであるので省略し、フレーム選択手段２６で選
択された画像信号Ｄｓが画像圧縮手段９１へ入力される。すると、画像圧縮手段９１は、
入力された画像信号の解像度が、あらかじめ設定された自装置の画像表示手段が表示し得
る最大解像度と比較して高かった場合は、自装置の表示し得る最大解像度に適合できるよ
うな画像に圧縮する。
【００５２】
このとき、圧縮する方法は、より単純には圧縮率に合わせて画像データを間引きする方法
でもよい。しかしながら、その場合には画像品位が低下して ため、バイリニア方式
などを用いた平均化補間方式や、より高度なキュービックコンボリューションなどの非線
形フィルタを用いた補間アルゴリズムを採用することもできる。画像圧縮手段９１によっ
て自装置の画像表示手段が表示し得る最大解像度まで圧縮された画像信号Ｄｄは、画像圧
縮手段９１から画像記憶手段２８へ出力される。そして、画像記憶手段２８は、画像圧縮
手段９１から出力された画像信号Ｄｄを記憶し、記憶された画像信号を画像表示手段２９
が表示し得るフォーマットに変換して出力する。画像表示手段２９は画像記憶手段２８か
ら出力された画像信号Ｄｒを受信して表示する。
【００５３】
実施の形態３の構成によれば、画像表示システム内に接続される画像表示装置が異なった
最大解像度を持っていたとしても、画像表示システム内に接続される画像表示装置の最大
解像度より低い画像表示装置は、自装置が表示できる最大解像度に圧縮して画面の表示を
行っている。このため、共通の画像信号発生装置は、それぞれの画像表示装置の解像度に
合わせてページごとに出力する解像度を設定する必要がない。これにより、出力解像度を
再設定するために必要となる手間や、切り替えに要する時間などが節約でき、より効率的
な画像表示システムを構築することができる。
【００５４】
実施の形態４
図１０は、この発明の実施の形態４における画像表示装置１３の構成を示すブロック図で
ある。図１０に示す実施の形態４の画像表示装置１３は、図９に示す実施の形態３の画像
表示装置１３に対して解像度計測手段１０１が付加されたものである。なお、図１０の画
像圧縮手段１０２は、図９に示す実施の形態３の画像圧縮手段９１とは信号の入出力構成
が異なるので符号が変えてある。また、Ｒｅは解像度計測手段１０１で計測した計測結果
の情報であり、Ｄｄは画像圧縮手段１０２で圧縮して画像記憶手段２８へ出力される画像
信号である。その他の構成については図２の場合と同一である その説明は省略する。
【００５５】
図１０において、画像表示装置１３の動作はフレーム選択手段２６の出力までは実施の形
態１と同様であるのでその説明は省略する。図１０に示すように、フレーム選択手段２６
から出力される画像信号Ｄｓは画像圧縮手段１０２と解像度計測手段１０１へ入力される
。また、画像信号受信手段２２から出力された同期信号Ｓｉは解像度計測手段１Ｏｌへも
入力される。解像度計測手段１０１は、入力された同期信号Ｓｉのタイミングで受信した
画像信号Ｄｓの水平および垂直の解像度を計測し、計測結果Ｒｅを画像圧縮手段１０２へ
出力する。
【００５６】
画像圧縮手段１０２は、解像度計測手段１０１から受信した計測結果Ｒｅに基づいて、自
装置の画像表示手段２９が表示し得る最大解像度より計測結果Ｒｅが高かった場合には、
自装置の画像表示手段２９が示し得る最大解像度になるように画像を圧縮し、圧縮した画
像信号Ｄｄを画像記憶手段２８へ出力する。そして、画像記憶手段２８は、画像圧縮手段
９１から出力された画像信号Ｄｄを記憶し、記憶された画像信号を画像表示手段２９が表
示し得るフォーマットに変換して出力する。画像表示手段２９は画像記憶手段２８から出
力された画像信号Ｄｒを受信して表示する。
【００５７】
以上説明したように、実施の形態４の構成によれば、画像表示システム内に接続された画
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像表示装置が異なった最大解像度を持っていたとしても、画像表示システム内に接続され
る画像表示装置の最大解像度より低い画像表示装置は、自装置が表示できる最大解像度に

圧縮して画面を表示させる。したがって、画像信号発生装直１１および 表示
装置１３は、それぞれの解像度に合わせてページごとに出力する解像度の設定を行う必要
がなくなる。 より、出力解像度を再設定するために必要となる手間や、画面の切り
替えに要する時間などが節約でき、より効率的な画像表示システムを構築することができ
る。
【００５８】
実施の形態５
図１１は、この発明の実施の形態５における画像表示装置１３の構成を示すブロック図で
ある。図１１に示す実施の形態５の画像表示装置１３は、図９に示す実施の形態３におけ
る画像圧縮手段９１を画像拡大手段１１１に置き換えたものである。なお、Ｄｅは画像拡
大手段１１１で拡大された画像信号であり、その他の構成は、図２および図９で説明した
通りであるので重複する説明は省略する。
【００５９】
図９に示す実施の形態３では、画像信号発生装置ｌｌで画像システム内に接続されるＳＸ
ＧＡの画像表示装置１２の表示し得る最大の解像度に合わせた出力解像度とし、画像表示
システム内の最大解像度に満たない自装置の表示し得る最大解像度を持つＸＧＡの画像表
示装置１３で圧縮して表示することとした。しかし、実施の形態５では、画像信号発生装
置１１から出力される画像信号の解像度は、画像表示システムに接続される画像表示装置
の表示し得る個々の最大解像度のうち、最も低い解像度に固定されて出力される。
【００６０】
以下、図１１にしたがって、ＳＸＧＡの画像表示装置１２が画像信号を受信してから表示
するまでの動作を説明する。ここで、フレーム選択手段２６の出力までは実施の形態１と
同様であるので重複する説明は省略する。フレーム選択手段２６から出力された画像信号
Ｄｓは画像拡大手段１１１へ入力される。画像拡大手段１１１は、受信した画像信号が自
装置の画像表示手段２９が表示し得る最大解像度になるように拡大して出力する。このと
き、拡大する方法は、より単鈍には拡大率に合わせて画像データを二重化する方法でもよ
い。しかしながら、その場合には画像品位が劣化してしまうため、バイリニア方式などを
用いた平均化補間方式や、より高度なキュービックコンボリューションなどの非線形フィ
ルタを用いた補間アルゴリズムを採用してもよい。
【００６１】
拡大された画像信号Ｄｅは画像拡大手段１１１から出力されて画像記憶手段２８へ入力さ
れる。画像記憶手段２８は、入力された画像信号を記憶し、記憶された画像信号を画像表
示手投２９で表示しうるフォ－マットに変換して出力する。画像記憶手段２８より出力さ
れた画像信号Ｄｒは画像表示手段２９へ入力され、画像表示手段２９はその画像信号を表
示する。実施の形態５では、画像拡大手段１１１の拡大率は任意に設定されるが、実施の
形態４で説明したような解像度計測手段を加えることによって自動的に設定することも可
能である。その場合、拡大率は実施の形態４と同様に、計測結果と画像表示手段２９の表
示し得る最大解像度によって求められる。
【００６２】
実施の形態５の構成によれば、画像表示システム内に接続される複数の画像表示装置が異
なった最大解像度を持っていたとしても、画像表示システム内に接続される画像表示装置
の最大解像度の中で最も低い解像度より自装置の表示し得る最大解像度が高い画像表示装
置は、画像信号を拡大して画面の表示を可能としている。そのため、画像信号発生 １
１は、それぞれの解像度に合わせてページごとに出力する解像度を設定する必要がない。
これにより、出力解像度を再設定するために必要となる手間や、切り替えに要する時間な
どが節約でき、より効率的な画像表示システムを構築することができる。
【００６３】
実施の形態６
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図１２は、この発明の実施の形態６における画像表示装置１３の構成を示すブロック図で
ある。図１２に示す実施の形態６の画像表示装置１３は、 に示す実施の形態１の構成
に対して制御信号判別手段１２２が追加されたものである。なお、インデックス判別手段
１２１と画像表示装置番号設定手段１２３と画像切り出し手段１２４は、図２の場合と信
号のやり取りが異なるので符号を変えてある。その他の構成については図２で説明した内
容と同じであるので重複した説明は省略する。
【００６４】
図１３は、実施の形態６における送出インデックスの構成をフラグで示す図である。つま
り、従来の実施例である特開２０００－３５２９６号公報において、送出インデックスに
制御信号を付加することによって画像表示装置の制御を行う技術が提案されているが、こ
のときの制御信号の構成を示したものが図１３である。実施の形態６では、図１３に示す
制御信号に解像度や画像切り出し位置の情報を付加している。言い換えれば、画像信号発
生装置１１が、出力する送出インデックス信号に画像を切り出すべき解像度と位置の情報
を付加している。
【００６５】
以下、図１２にしたがって、送出インデックス信号を含む複合化信号を受信した画像表示
装置の動作を説明する。画像表示装置１２および１３の画像入力端子２１に入力された複
合化信号は 受信手段２２によって受信される。この 受信手段２２は、特
開２０００－３５２９６２号公報で説明されているように、同期信号Ｓｉとデジタル化さ
れた画像信号Ｄｉとを出力する。なお、この場合においては、送信インデックスが画像信
号Ｄｉの中に置き換えてデジタル復号化されている。
【００６６】
画像信号受信手段２２から出力された同期信号Ｓｉおよび画像信号Ｄｉは、フレーム選択
手段２６とインデックス判別手段１２１へ入力される。インデックス判別手段１２１は、
同期信号Ｓｉをタイミングの基準（時間軸上の位置基準）として、図６に示した画素の明
暗で構成された送出インデックス信号の画像信号中における位置を割り出し、受信した送
出インデックス信号を抽出する。インデックス判別手段１２１で された送出インデッ
クス信号は、あらかじめ設定された閾値に基づいて２値化される。
【００６７】
インデックス判別手段１２１から出力されたインデックスＩＤは、インデックス判定手段
２５と制御信号判別手段１２２へ出力される。制御信号判別手段１２２は、入力されたイ
ンデックスＩＤから画像切り出し位置および解像度の情報を含む制御信号を抽出し、その
情報を画像切り出し手段１２４へ出力する。
【００６８】
一方、画像表示装置番号設定手段１２３は、自装置にあらかじめ設定された画像表示装置
番号Ｎをインデックス判定手段２５へ出力する。インデックス判定手段２５は、判定され
たインデックスＩＤと画像表示装置番号Ｎとに基づいて、フレーム選択手段２６へフレー
ム選択信号ＦＳを出力する。フレーム選択手段２６は、インデックス判定手段２５が出力
したフレーム選択信号ＦＳに基づいて、入力された画像信号Ｄｉから所定のフレームを選
択する。ここでは、送出インデックス信号が画像期間の一部を置き換えて付加されている
ので、実際に選択されるフレームは１フレーム後のフレームである。
【００６９】
フレーム選択手段２６によって選択された画像信号Ｄｓは画像切り出し手段１２４へ入力
される。画像切り出し手段１２４は、フレーム選択手段２６が選択した画像信号Ｄｓから
、制御信号判別手段１２２から入力された解像度と画像切り出し位置の情報に基づいて画
像データを切り出す。画像切り出し手段１２４は、切り出した画像信号Ｄｍを画像記憶手
投２８へ出力する。画像記億手段２８は、画像切り出し手段１２４から出力された画像信
号Ｄｍを受けて記憶する。また、画像記憶手段２８は、記憶されている画像データを読み
出し、画像表示手段２９で表示可能なフォーマットに変換して出力する。画像表示手段２
９は、画像記憶手段２８から出力 画像信号Ｄｒを受けて表示する。
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【００７０】
実施の形態６の構成によれば、特別な通信手段や接続ケーブルを設けることなく、画像信
号発生装置１１と画像表示装置１３との間で情報の受け渡しを行うことができ、且つその
情報に画像切り出し位置の情報を含めることができるので、表示すべき画像の位置を自動
的に設定することができる。これによって、画像表示システム内に異なった解像度の画像
表示装置があった場合においても、使用者は何ら意識することなく画像表示装置を使うこ
とができる。
【００７１】
以上述べた実施の形態はこの発明を説明するための一例であり、この発明は、上記の実施
の形態に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲で種々の変形が可能である。上記の
実施の形態では、図１に示すように画像信号発生装置に対して複数の画像表示装置が並列
に接続されるものとして説明した。しかし、従来の実施例でも示されているように、図１
７のような画像表示装置を直列的に接続することによっても同様の効果が得られる。
【００７２】
【発明の効果】
　以上説明したように、この よれば、画像表示装置は受信した画像信号の中からフ
レームを選択し、自装置の表示可能な範囲のみを切り出して表示することができる。した
がって、画像表示システム内に異なる最大解像度を持つ画像表示装置が混在する場合でも
、１つの画像信号発生手段を用いて複数の画像表示装置に対して異なった画像表示を実現
することができる。
【００７３】
　また、この よれば、通信手段を設けて、画像切り出し手段に設定された自装置の
画像表示手段の表示可能な最大解像度を読み出し、その情報を画像信号発生装置へ送信し
ている。これによって、画像表示装置の使用者は各画像表示装置ごとに画像表示装置番号
を設定したり、その画像表示装置に合わせた出力解像度を設定する手間を省くことができ
る。したがって、より快適な画像表示装置の使用環境を提供することができる。
【００７４】
　また、この よれば、画像表示システム内に接続される画像表示装置が異なった最
大解像度を持っていたとしても、画像表示システム内に接続される画像表示装置の最大解
像度より低い画像表示装置は、自装置が表示できる最大解像度に して画面の表示を行
っている。このため、共通の画像信号発生装置は、それぞれの画像表示装置の解像度に合
わせてページごとに出力する解像度を設定する必要がない。これにより、出力解像度を再
設定するために必要となる手間や、切り替えに要する時間などが節約でき、より効率的な
画像表示システムを構築することができる。
【００７５】
　また、この よれば、画像表示システム内に接続された画像表示装置が異なった最
大解像度を持っていたとしても、画像表示システム内に接続される画像表示装置の最大解
像度より低い画像表示装置は、自装置が表示できる最大解像度に して画面を自動表示
させる。したがって、画像信号発生装置および画像表示装置は、それぞれの解像度に合わ
せてページごとに出力する解像度の設定を行う必要がなくなる。これにより、出力解像度
を再設定するために必要となる手間や、画面の切り替えに要する時間などが節約でき、よ
り効率的な画像表示システムを構築することができる。
【００７６】
　また、この よれば、画像表示システム内に接続される複数の画像表示装置が異な
った最大解像度を持っていたとしても、画像表示システム内に接続される画像表示装置の
最大解像度の中で最も低い解像度より自装置の表示し得る最大解像度が高い画像表示装置
は、画像信号を拡大して画面の表示を可能としている。そのため、画像信号発生装置は、
それぞれの解像度に合わせてページごとに出力する解像度を設定する必要がない。これに
より、出力解像度を再設定するために必要となる手間や、切り替えに要する時間などが節
約でき、より効率的な画像表示システムを構築することができる。
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【００７７】
　また、この よれば、特別な通信手段や接続ケーブルを設けることなく、画像信号
発生装置と画像表示装置との間で情報の受け渡しを行うことができ、且つその情報に画像
切り出し位置の情報を含めることができるので、表示すべき画像の位置を自動的に設定す
ることができる。これによって、画像表示システム内に異なった解像度の画像表示装置が
あった場合においても、使用者は何ら意識することなく画像表示装置を使うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１における画像表示システムを概略的に表す構成図であ
る。
【図２】　この発明の実施の形態１における画像表示装置の構成を示すブロック図である
。
【図３】　この発明の実施の形態１における画像信号とインデックスとの関係を示すタイ
ミング図である。
【図４】　この発明の実施の形態１における複数ページの場合の画像信号とインデックス
との関係を示すタイミング図である。
【図５】　この発明の実施の形態１において、画像表示システム内に含まれる画像表示装
置の最大解像度が異なる場合の画像信号の構成を示すタイムチャート図である。
【図６】　この発明の実施の形態１において、画像信号の一部を置き換えて付加された送
出インデックス信号をフラグで示した具体例を示す説明図である。
【図７】　この発明の実施の形態１において、フラグで表示されたインデックスＩＤとフ
レームを選択する画像表示装置番号との関係を示す図である。
【図８】　この発明の実施の形態２における画像表示装置の構成を示すブロック図である
。
【図９】　この発明の実施の形態３における画像表示装置の構成を示すブロック図である
。
【図１０】　この発明の実施の形態４における画像表示装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１１】　この発明の実施の形態５における画像表示装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１２】　この発明の実施の形態６における画像表示装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図１３】　この発明の実施の形態６における送出インデックスの構成をフラグで示す図
である。
【図１４】　従来の実施例における画像表示システムを示すブロック図である。
【図１５】　従来の実施例における画像信号とインデックスを示すタイミング図である。
【図１６】　従来の実施例における画像信号とインデックスを示すタイミング図である。
【図１７】　従来の他の実施例における画像表示システムを示すブロック図である。
【符号の説明】
１１，１４１…画像信号発生装置、１２，１３，１４２…画像表示装置、１４，１４３…
画像信号発生手段、２１…画像信号入力端子、２２…画像信号受信手段、２３，１２１…
インデックス判別手段、２４，８２，１２３…画像表示装置番号設定手段、２５…インデ
ックス判定手段、２６…フレーム選択手段、２７，８３，１２４…画像切り出し手段、２
８…画像記憶手段、２９…画像表示手段、８１…通信手段、８４…接続端子、９１，１０
２…画像圧縮手段、１０１…解像度計測手段、１１１…画像拡大手段、１２２…制御信号
判別手段
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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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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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