
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
投写用の画像データを供給する情報端末装置とネットワーク接続可能なプロジェクタであ
って、
前記ネットワーク接続を確立するために前記情報端末装置に入力されるべきパスワードを
生成するパスワード生成部と、
該パスワードを投写するパスワード投写部と、
を備えるプロジェクタ。
【請求項２】
請求項１記載のプロジェクタであって、
前記ネットワーク接続は、無線暗号通信を用いた接続であり、
前記パスワード生成部は、前記無線暗号通信に用いられるパスワードを生成し、
該パスワードを用いて、前記情報端末装置と前記暗号通信を行う暗号通信部を備える、プ
ロジェクタ。
【請求項３】
請求項２記載のプロジェクタであって、
前記パスワード生成部は、前記ネットワーク接続が確立した後に、前記パスワードを更新
して更新パスワードを生成し、
前記暗号通信部は、前記更新パスワードを用いて、前記情報端末装置と前記暗号通信を行
う、プロジェクタ。
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【請求項４】
請求項１記載のプロジェクタであって、
前記パスワード生成部は、前記プロジェクタの電源投入時に、不規則なパスワードを生成
する、プロジェクタ。
【請求項５】
請求項１記載のプロジェクタであって、更に、
ユーザが前記パスワードの生成を指示するための生成指示部を備え、
前記パスワード生成部は、前記指示によって前記パスワードを生成する、
プロジェクタ。
【請求項６】
請求項１記載のプロジェクタであって、更に、
ユーザの操作によって前記パスワードの投写態様を指定する指定部を備える、
プロジェクタ。
【請求項７】
請求項１記載のプロジェクタであって、
前記パスワード投写部は、前記接続が確立したときに前記パスワードの投写を停止する、
プロジェクタ。
【請求項８】
投写用の画像データを供給する情報端末装置とネットワーク接続可能なプロジェクタを用
いて画像を投写する投写方法であって、
（ａ）前記ネットワーク接続を確立するために前記情報端末装置に入力されるべきパスワ
ードを生成する工程と、
（ｂ）該パスワードを投写する工程と、
を備える投写方法。
【請求項９】
投写用の画像データを供給する情報端末装置とネットワーク接続可能なプロジェクタを駆
動するためのコンピュータプログラムであって、
前記ネットワーク接続を確立するために前記情報端末装置に入力されるべきパスワードを
生成する機能と、
該パスワードを投写させる機能と、
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１０】
請求項９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】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パスワードを投写するプロジェクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピュータ等、情報端末装置の表示画面の内容を拡大投写する，いわ
ゆるデータ・プロジェクタが普及している。この種のプロジェクタは、有線通信あるいは
無線通信によって情報端末装置とネットワーク接続して使用される場合がある。この場合
、ネットワーク接続を確立するために、通常、パスワードが必要とされる。
【０００３】
例えば、無線通信によって接続された情報端末装置から受信した画像データを投写するタ
イプのプロジェクタでは、セキュリティ確保、即ち、不正接続およびデータ傍受の防止の
観点から暗号通信が行われる。暗号通信には、例えば、ＷＥＰ（ Wired Equivalent Priva
cy）と呼ばれる方式が用いられる。ＷＥＰを用いた暗号通信では、データの送信側と受信
側とで共通のパスワードを入力し、これを用いて接続認証と通信データの暗号化および復
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号化を行う。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、通常、プロジェクタは、小型化、携帯性を考慮してキーボードを備えていない。
従って、プロジェクタ側での必要なデータの入力は、リモートコントローラや、プロジェ
クタに備えられたボタン等によって行わなければならない。このため、パスワードの入力
は非常に煩雑だった。パスワード入力の煩雑さを解消するためには、プロジェクタ側でパ
スワードを生成するようにする方法が考えられるが、この場合には、情報端末装置のユー
ザへパスワードを正確に知らせることが困難であった。このような課題は、暗号通信のた
めのパスワード入力に限らず、情報端末装置とプロジェクタの通信確立にパスワードが要
求される場合に共通の課題であった。
【０００５】
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、情報端末装置とネットワー
ク接続可能なプロジェクタにおいて、利便性の向上を図るとともに、通信データの秘匿性
を確保することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
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。
本発明のプロジェクタは、
投写用の画像データを供給する情報端末装置とネットワーク接続可能なプロジェクタであ
って、
前記ネットワーク接続を確立するために前記情報端末装置に入力されるべきパスワードを
生成するパスワード生成部と、
該パスワードを投写するパスワード投写部と、
を備えることを要旨とする。
【０００７】
本発明のプロジェクタと情報端末装置とをネットワーク接続することによって、プロジェ
クタシステムを構成することができる。プロジェクタと情報端末装置とをネットワーク接
続する場合、プロジェクタは、接続相手が正当な相手か否か、パスワードを用いて認証を
行う。情報端末装置は、キーボードを備えることが多いので、プロジェクタと比較してパ
スワードの入力が容易である。
【０００８】
本発明では、プロジェクタ側で、例えば乱数を用いて、パスワードを生成する。従って、
キーボードを備える情報端末装置側でパスワード入力を行えばよく、プロジェクタ側での
パスワードの手入力が不要となるので、利便性を向上させることができる。また、生成し
たパスワードをスクリーン等に投写表示するので、情報端末装置のユーザにパスワードを
正確に知らせ、パスワード入力してもらうことができる。
【０００９】
通常、パスワードは、セキュリティ確保のため、公にされることはないものであるが、一
般にプロジェクタは、会議室等の限られた空間で利用されるものであるから、外部の不特
定多数の人にパスワードが漏洩することはなく、外部からの不正接続を防止することがで
きる。従って、通信データの秘匿性を確保することができる。
【００１０】
本発明のプロジェクタにおいて、
前記ネットワーク接続は、無線暗号通信を用いた接続であり、
前記パスワード生成部は、前記無線暗号通信に用いられるパスワードを生成し、
該パスワードを用いて、前記情報端末機器と前記暗号通信を行う暗号通信部を備えるよう
にしてもよい。
【００１１】
ネットワーク接続には、無線通信が用いられる場合がある。この場合、暗号通信を行うこ
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とが多い。本発明では、暗号通信に用いるパスワード（暗号化鍵、復号化鍵）を生成する
。このパスワードは、プロジェクタ側と情報端末装置側で共通に使用するものであっても
よいし、別個のものであってもよい。前者の場合には、プロジェクタやデータを供給する
情報端末装置の近傍にある他の情報端末装置にパスワード等の必要な設定を行えば、ネッ
トワーク接続が可能となり、データを取得することができる。後者の場合には、他の情報
端末装置側には暗号化鍵、あるいは、ネットワーク接続を確立するためのパスワードしか
分からないので、データを取得したとしても解読（復号化）できないようにすることがで
きる。
【００１２】
上記プロジェクタにおいて、
前記パスワード生成部は、前記ネットワーク接続が確立した後に、前記パスワードを更新
して更新パスワードを生成し、
前記暗号通信部は、前記更新パスワードを用いて、前記情報端末装置と前記暗号通信を行
うようにすることが好ましい。
【００１３】
更新パスワードの生成は、例えば、周期的に行うようにしてもよいし、パケット通信を行
う場合には、パケットごとに行うようにしてもよい。こうすることによって、更に強固に
通信データの秘匿性の確保することができる。
【００１４】
本発明のプロジェクタにおいて、
前記パスワード生成部は、例えば、前記プロジェクタの電源投入時に、不規則なパスワー
ドを生成するようにしてもよい。
【００１５】
こうすることによって、電源投入ごとにランダムにパスワードを生成できるので、同じパ
スワードを使用し続けることがなく、通信データの秘匿性を確保することができる。
【００１６】
また、本発明のプロジェクタにおいて、更に、
ユーザが前記パスワードの生成を指示するための生成指示部を備え、
前記パスワード生成部は、前記指示によって前記パスワードを生成するようにしてもよい
。
【００１７】
こうすることによって、プロジェクタのユーザの意志によってパスワードの生成を行わせ
ることができるので、必要に応じてパスワードを生成し、通信データの秘匿性を確保する
ことができる。
【００１８】
本発明のプロジェクタにおいて、更に、
ユーザの操作によって前記パスワードの投写態様を指定する指定部を備えるようにしても
よい。
【００１９】
投写態様には、投写表示するスクリーン上の位置や、文字の大きさ等が含まれる。こうす
ることによって、プロジェクタを設置する会場の広さやスクリーンの大きさ等、設置状況
に応じて、投写態様を任意に指定することができる。
【００２０】
本発明のプロジェクタにおいて、
前記パスワード投写部は、例えば、前記接続が確立したときに前記パスワードの投写を停
止するようにすることができる。
【００２１】
こうすることによって、パスワードが投写されているか否かによって、通信が確立したか
否かを確認することができる。なお、パスワードの投写は、ネットワーク接続が確立した
ときに限らず、所定の時間経過後に停止するようにしてもよい。こうすることによって、
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パスワードの投写期間を制限でき、パスワードの秘匿性を向上させることができる。
【００２２】
本発明は、上述のプロジェクタとしての構成の他、投写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。
【００２３】
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成
する場合には、プロジェクタを駆動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、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。
【００２４】
【発明の実施の形態】
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で説明する。
Ａ．プロジェクタシステムの構成：
Ｂ．ネットワーク接続：
Ｃ．第２実施例：
Ｄ．変形例：
【００２５】
Ａ．プロジェクタシステムの全体構成：
図１は、第１実施例のプロジェクタ１０を用いたプロジェクタシステムの概略構成を示す
説明図である。本実施例のプロジェクタシステムは、プロジェクタ１０と、パーソナルコ
ンピュータＰＣとを無線通信でネットワーク接続することによって構成されている。この
プロジェクタシステムでは、プロジェクタ１０に複数のパーソナルコンピュータを接続す
るものとしてもよい。また、パーソナルコンピュータＰＣの代わりに、他の情報端末装置
を用いるものとしてもよい。なお、このプロジェクタシステムは、会議室や講堂等の限ら
れた空間で利用される。
【００２６】
プロジェクタ１０は、パーソナルコンピュータＰＣから受信したデータをスクリーンＳＣ
に投写する、いわゆるデータプロジェクタである。プロジェクタ１０とパーソナルコンピ
ュータＰＣとは、暗号通信を行う。本実施例では、プロジェクタ１０とパーソナルコンピ
ュータＰＣの双方に同じパスワードを設定し、このパスワードを用いてネットワーク接続
の認証と、暗号化および復号化を行うものとした。
【００２７】
プロジェクタ１０は、電源スイッチ１２と、パスワード生成部２０と、パスワード生成指
示部２２と、表示制御部３０と、表示指定部３２と、投写部４０と、暗号通信部５０とを
備えている。また、プロトコル、アドレス等、ネットワーク接続のための設定情報を記憶
する記憶部３４も備えている。
【００２８】
パスワード生成部２０は、電源スイッチ１２をＯＮにしたときに、後述するプロジェクタ
１０の暗号通信部５０およびパーソナルコンピュータＰＣの暗号通信部１００で共通に用
いられるパスワードを生成する。本実施例では、パスワードの生成には、乱数を用いるも
のとした。従って、プロジェクタ１０の電源投入ごとにランダムにパスワードが生成され
る。パスワード生成部２０には、パスワード生成指示部２２が接続されており、ユーザの
指示によってパスワードを生成することもできる。パスワード生成指示部２２は、ユーザ
の操作によって、パスワード生成部２０にパスワードの生成を指示する。こうすることに
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よって、ネットワークへの不正接続や通信データの傍受を防止することができる。
【００２９】
表示制御部３０は、パーソナルコンピュータＰＣから暗号通信部５０を介して入力された
データに対して種々の画像処理を施し、投写部４０が投写する画像を生成する。更に、図
示したように、パスワード生成部２０で生成されたパスワードや、ネットワーク接続のた
めの設定情報をスクリーンＳＣ上に投写するようにすることもできる。また、表示制御部
３０には、表示指定部３２が接続されており、ユーザの操作によって、スクリーンＳＣ上
でのパスワードの表示位置や文字の大きさを、投写されたパスワードが見やすいように任
意に指定することができる。
【００３０】
投写部４０は、図示しない光源や投写光学系等を備えており、表示制御部３０で生成され
た画像や、パスワード等をスクリーンＳＣ上に投写する。
【００３１】
暗号通信部５０は、パスワード生成部２０で生成されたパスワードを用いて、ネットワー
ク接続の認証を行う。また、パーソナルコンピュータＰＣから受信した暗号化されたデー
タを復号化し、表示制御部３０に供給する。
【００３２】
パーソナルコンピュータＰＣは、暗号通信部１００、アプリケーションソフトウェア１１
０、入力部１２０等を備えている。パーソナルコンピュータＰＣのユーザは、スクリーン
ＳＣに投写されたパスワードやネットワーク接続のための設定情報を図示しないキーボー
ドやマウスの操作によって入力する。暗号通信部１００は、入力されたパスワードを用い
て、プロジェクタ１０にネットワーク接続し、アプリケーションソフトウェア１１０の画
像データを、パスワードを用いて暗号化して、プロジェクタ１０に送信する。
【００３３】
Ｂ．ネットワーク接続：
図２は、プロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとのネットワーク接続の流れを
示す説明図である。左側にプロジェクタ１０での流れを、右側にパーソナルコンピュータ
ＰＣでの流れをそれぞれ示した。まず、プロジェクタ１０側で、パスワードを生成する（
ステップＳ１００）。パスワードの生成は、電源の投入（電源スイッチ１２をＯＮ）、あ
るいは、パスワード生成指示部２２の操作によって実行される。そして、生成されたパス
ワードをスクリーンＳＣに投写表示する（ステップＳ１１０）。ネットワーク接続のため
の設定情報を併せて投写するようにしてもよい。次に、パーソナルコンピュータＰＣ側で
は、ユーザがスクリーンＳＣ上に投写されたパスワードをキーボードの操作によって入力
する（ステップＳ１２０）。そして、プロジェクタ１０との通信を確立するために、入力
されたパスワードを用いてネットワーク接続の認証要求を行う（ステップＳ１３０）。プ
ロジェクタ１０は、パーソナルコンピュータＰＣからの認証要求に応じてパスワードを確
認し、パーソナルコンピュータＰＣとの接続が確立すると（ステップＳ１４０）、スクリ
ーンＳＣへのパスワードの投写表示を停止する（ステップＳ１５０）。パスワードの投写
を停止することによって、通信の確立を確認することができる。なお、パスワードの投写
開始から所定時間経過後に停止するようにしてもよい。こうすることによって、パスワー
ドの秘匿性を向上させることができる。こうしてネットワーク接続が確立すると、プロジ
ェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとの暗号通信が可能となる。
【００３４】
第１実施例のプロジェクタ１０によれば、パスワード生成部２０でパスワードを生成する
ので、プロジェクタ１０のユーザがプロジェクタ１０にパスワードを入力する必要がなく
、利便性を向上させることができる。また、生成したパスワードをスクリーンに投写する
ので、パーソナルコンピュータＰＣのユーザに、入力すべきパスワードを正確に知らせる
ことができる。
【００３５】
通常、パスワードは、セキュリティ確保のため、公にされることはないものであるが、本
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実施例のプロジェクタ１０は、会議室等の限られた空間で利用されるものであるから、外
部の不特定多数の人にパスワードが漏洩することはなく、外部からの不正接続を防止する
ことができる。従って、通信データの秘匿性を確保することができる。
【００３６】
なお、本実施例では、プロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣで用いるパスワー
ドが共通なので、それらの近傍に他の情報端末装置がある場合、パーソナルコンピュータ
ＰＣと同様のネットワーク設定を行えば、パーソナルコンピュータＰＣからデータを受信
することができる。
【００３７】
Ｃ．第２実施例：
図３は、第２実施例におけるプロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとのネット
ワーク接続の流れを示す説明図である。ステップＳ１００～ステップＳ１５０は、第１実
施例と同じである。また、プロジェクタシステムの構成も第１実施例と同じである。第２
実施例では、プロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとの通信が確立した後に、
プロジェクタ１０側で再度パスワードを生成する（ステップＳ１６０）。この場合のパス
ワードの生成は、通信が確立した後に自動的に実行するものとしてもよいし、パスワード
生成指示部２２の操作によって実行するものとしてもよい。このとき、プロジェクタ１０
とパーソナルコンピュータＰＣとの通信は既に確立しているので、再生成されたパスワー
ドをスクリーンＳＣ上に投写することなく、パーソナルコンピュータＰＣに送信する。パ
ーソナルコンピュータＰＣ側では、これを受信しパスワードを更新する（ステップ１７０
）。パスワードの再生成および更新は、周期的に行ってもよいし、送受信するパケットご
とに行ってもよい。プロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣは、更新されたパス
ワードを用いて暗号通信する。
【００３８】
第２実施例によれば、再生成されたパスワードをスクリーンＳＣに投写しないので、他人
にパスワードを知られることがなく、更に強固に通信データの秘匿性を確保することがで
きる。
【００３９】
Ｄ．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。
【００４０】
Ｄ１．変形例１：
上記実施例では、暗号通信におけるデータの暗号化と復号化に共通のパスワードを用いた
が、別個のパスワードを用いるものとしてもよい。この場合、プロジェクタ１０のパスワ
ード生成部２０は、パーソナルコンピュータＰＣ側で用いる暗号化鍵に対応したパスワー
ドと、プロジェクタ１０側で用いる復号化鍵に対応したパスワードとを生成する。そして
、暗号化鍵に対応したパスワードをスクリーンＳＣ上に投写し、これをパーソナルコンピ
ュータＰＣ側に入力するようにする。
【００４１】
こうすることによって、パーソナルコンピュータＰＣ側で暗号化されたデータを復号化す
るパスワードがプロジェクタ１０側にしか分からないので、データが他の機器によって傍
受されることを防止することができる。
【００４２】
Ｄ２．変形例２：
上記実施例では、プロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとが無線暗号通信を行
う場合について説明したが、有線通信を行う場合にも適用することができる。
【００４３】
Ｄ３．変形例３：
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上記実施例では、プロジェクタを用いた画像表示システム（プロジェクタシステム）につ
いて説明したが、画像表示装置と情報端末装置とがネットワーク接続された他の画像表示
システムに適用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例のプロジェクタ１０を用いたプロジェクタシステムの概略構成を示す
説明図である。
【図２】プロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとのネットワーク接続の流れを
示す説明図である。
【図３】第２実施例におけるプロジェクタ１０とパーソナルコンピュータＰＣとのネット
ワーク接続の流れを示す説明図である。
【符号の説明】
１０…プロジェクタ
１２…電源スイッチ
２０…パスワード生成部
２２…パスワード生成指示部
３０…表示制御部
３２…表示指定部
３４…記憶部
４０…投写部
５０…暗号通信部
１００…暗号通信部
１１０…アプリケーションソフトウェア
１２０…入力部
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【 図 ３ 】
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