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(57)【要約】
【課題】　双方向通信可能な映像出力装置に、属性情報
をより確実に送信可能な映像表示装置を提供する。
【解決手段】　映像出力装置から属性情報であるEDIDの
要求があった場合、EDIDの送信が正しく終了したかどう
かを監視する（Ｓ８，Ｓ９）。そして、不具合があった
場合には、接続検知ラインの状態を一時的に未接続を表
す状態にした後、接続を表す状態に復帰させるリセット
処理を行なう（Ｓ１３）。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像出力装置からの映像信号を表示するための映像表示装置であって、
　表示能力に関する情報を含む属性情報を記憶する記憶手段と、
　前記映像出力装置との双方向通信ライン及び、前記映像出力装置が前記映像表示装置と
の接続検知を行うための接続検知ラインを含むインタフェース手段と、
　前記双方向通信ラインの状態を監視し、前記映像出力装置からの前記属性情報の読み出
し要求に応じた前記属性情報の送信が正常に終了したか否かを判別する監視手段と、
　前記監視手段により、前記属性情報の送信が正常に終了しなかったと判別された場合に
、前記インタフェース手段の前記接続検知ラインの状態を一時的に未接続を表す状態とし
た後、接続を表す状態に復帰させるリセット手段とを有することを特徴とする映像表示装
置。
【請求項２】
　前記インタフェース手段が、前記映像出力装置から供給される電源ラインをさらに含み
、
　前記リセット手段が、前記電源ラインを前記接続検知ラインに接続するか否かを制御す
ることにより、前記接続検知ラインの状態を制御することを特徴とする請求項１記載の映
像表示装置。
【請求項３】
　前記監視手段が、さらに、前記電源ラインの電位を監視することを特徴とする請求項２
記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記監視手段が、前記電源ラインの電位が予め定められた値以上の電位に達したことを
検出したならば、前記双方向通信ラインの状態の監視を開始することを特徴とする請求項
３記載の映像表示装置。
【請求項５】
　表示能力に関する情報を含む属性情報を記憶する記憶手段と、
　映像出力装置との双方向通信ライン及び、前記映像出力装置が映像表示装置との接続検
知を行うための接続検知ラインを含むインタフェース手段とを有し、前記映像出力装置か
らの映像信号を表示するための映像表示装置の制御方法であって、
　前記双方向通信ラインの状態を監視し、前記映像出力装置からの前記属性情報の読み出
し要求に応じた前記属性情報の送信が正常に終了したか否かを判別する監視ステップと、
　前記監視ステップにより、前記属性情報の送信が正常に終了しなかったと判別された場
合に、前記インタフェース手段の前記接続検知ラインの状態を一時的に未接続を表す状態
とした後、接続を表す状態に復帰させるリセットステップとを有することを特徴とする映
像表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置及びその制御方法に関し、特にはコンピュータやＤＶＤプレー
ヤ等の映像出力装置との双方向通信が可能なインタフェースを有する映像表示装置及びそ
の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の相互接続を容易に行うための規格が制定されつつあり、例えばパーソ
ナルコンピュータ（以下、ＰＣと記す）に周辺機器を接続するだけで使用可能にするため
の規格として、ＰｎＰ(Plug and Play)が知られている。
【０００３】
　このような規格に準拠した映像表示装置とＰＣとを接続すれば、特にユーザがドライバ
ソフトウェアをインストールしたり、色調整したりすることなしに標準的な表示状態が得
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られる。このような映像表示装置は、特許文献１に記載されている。
【０００４】
　特許文献１では、ＰＣと映像表示装置とが通信するための通信線を設け、この通信線を
通じてＰＣが映像表示装置の識別情報やタイミング情報を読み出し、適切な信号タイミン
グあるいは信号フォーマットの映像をＰＣが生成し、映像表示装置に出力している。
【０００５】
　DDC(Display Data Channel)は、VESA(Video Electronics Standards Association)が提
唱する、映像表示装置と映像出力装置との通信規格である。例えば、HDMI(High-Definiti
on Multimedia Interface)やDVI(Digital Visual Interface)といったディスプレイイン
タフェース規格においては、DDCが採用されている。
【０００６】
　双方向通信をサポートするDDCバージョン２(DDC2)以上に対応した映像出力装置は、接
続検知信号によって映像表示装置の接続を認識すると、DDCに用いられるクロックライン
（SCLライン）に、最大１００ｋＨｚのクロックを出力する。そして、映像出力装置は、
映像表示装置にEDID(Extended Display Identification Data)の送信要求コマンドを送信
する。ここで、EDIDは映像表示装置の属性情報であり、機種名、メーカ名などの製品情報
や、表示能力に関する情報（例えば表示可能な解像度、垂直同期周波数の組み合わせなど
）や特性（ガンマ値など）が含まれる。映像表示装置は、EDIDの送信要求コマンドが映像
出力装置から送信されてくると、直ちに、SCLラインのクロックに同期させてEDIDを返送
する。映像出力装置は映像表示装置から送信されるEDIDを受信し、映像表示装置の構成を
把握し、その後出力する映像の生成処理に反映させる。
【０００７】
【特許文献１】特開平７－３０２０６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　接続検知信号は、映像出力装置と映像表示装置のそれぞれが有するインタフェースコネ
クタが、インタフェースケーブルによって機械的及び電気的に接続されることによって映
像出力装置に認識される。
【０００９】
　そして、一旦映像出力装置が接続検知信号を認識すると、クロックの出力、EDID要求コ
マンド送信、EDID受信までの映像表示装置とのやりとりは自動的に行われる。この自動処
理により、ユーザは特段の設定をすることなく映像表示装置を利用可能になる訳であるが
、逆に、接続検知信号が認識されてしまうと、その後の装置間のやりとりを止められない
ことが問題になることもある。
【００１０】
　例えば、DDC2による通信を行うには、インタフェースコネクタのSDA(I2C)、SCL(I2C)、
VCLCK 、DDC5V、 HPD(Hot Plug Detect)、GNDの各信号ラインが全て正しく接続される必
要がある。しかし、装置側のインタフェースコネクタと、インタフェースケーブルの端部
に設けられたインタフェースコネクタとの接続は、ユーザが行うため、必ずしも常に正し
く接続されるとは限らない。
【００１１】
　例えば、インタフェースケーブルのコネクタが装置側コネクタに対して斜めに挿入され
た場合などには、接続検知信号(HPD)ピンが接続された状態であっても、他の信号ピン、
例えばSCL、SDAの信号ピンの接続が不完全ということもあり得る。
【００１２】
　このような状態でEDID要求コマンドの送信などのやりとりを自動的に開始してしまうと
、映像出力装置が正しくEDIDを受信できない。この場合、映像表示装置が接続されている
にも関わらず、映像出力装置がEDIDの内容を解読不可能と判断し、映像出力を止めてしま
うことがあり得る。
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【００１３】
　本発明はこのような従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、双方向通
信可能な映像出力装置に、属性情報をより確実に送信可能な映像表示装置及びその制御方
法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的は、映像出力装置からの映像信号を表示するための映像表示装置であって、
表示能力に関する情報を含む属性情報を記憶する記憶手段と、映像出力装置との双方向通
信ライン及び、映像出力装置が映像表示装置との接続検知を行うための接続検知ラインを
含むインタフェース手段と、双方向通信ラインの状態を監視し、映像出力装置からの属性
情報の読み出し要求に応じた属性情報の送信が正常に終了したか否かを判別する監視手段
と、監視手段により、属性情報の送信が正常に終了しなかったと判別された場合に、イン
タフェース手段の接続検知ラインの状態を一時的に未接続を表す状態とした後、接続を表
す状態に復帰させるリセット手段とを有することを特徴とする映像表示装置によって達成
される。
【００１５】
　また、上述の目的は、表示能力に関する情報を含む属性情報を記憶する記憶手段と、映
像出力装置との双方向通信ライン及び、映像出力装置が映像表示装置との接続検知を行う
ための接続検知ラインを含むインタフェース手段とを有し、映像出力装置からの映像信号
を表示するための映像表示装置の制御方法であって、双方向通信ラインの状態を監視し、
映像出力装置からの属性情報の読み出し要求に応じた属性情報の送信が正常に終了したか
否かを判別する監視ステップと、監視ステップにより、属性情報の送信が正常に終了しな
かったと判別された場合に、インタフェース手段の接続検知ラインの状態を一時的に未接
続を表す状態とした後、接続を表す状態に復帰させるリセットステップとを有することを
特徴とする映像表示装置の制御方法によっても達成される。
【発明の効果】
【００１６】
　このような構成により、本発明によれば、双方向通信可能な映像出力装置に、属性情報
をより確実に送信可能することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る映像表示装置の一例としての液晶プロジェクタ
の機能構成例を示すブロック図である。
【００１８】
　図１に示す液晶プロジェクタ１において、映像入力部１０２は、外部装置（映像出力装
置）との双方向通信をサポートしたインタフェースを少なくとも１つ備える。ここでは、
このようなインタフェースとして、ＤＶＩ及びＨＤＭＩの２つのインタフェースを備える
ものとする。また、外部装置との双方向通信は、DDCバージョン２(DDC2)以上の規格に準
拠して行われるものとするが、他の規格に準拠した通信であってもよい。
【００１９】
　映像入力部１０２は、外部装置から入力された映像信号を、ＤＶＩレシーバ１０または
ＨＤＭＩレシーバ１１のうち、外部装置が接続されているインタフェースに対応した一方
に出力する。
【００２０】
　ＤＶＩレシーバ１０及びＨＤＭＩレシーバ１１は、映像入力部１０２から供給される、
ＴＭＤＳ（Transition Minimized Differential Signaling）形式の映像信号を、解像度
変換部１４での処理に適した信号形式に変換して出力する。
【００２１】
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　解像度変換部１４は、映像信号に画質補正処理やスケーリング処理等の解像度変換処理
を適用し、色補正処理部１５に出力する。
　色補正処理部１５では、解像度変換された映像信号に対し、光学系の構造及び液晶パネ
ルの構造に対応したＶ－Ｔ（透過率―電圧）補正等を行い、補正後の映像信号を液晶駆動
部１６に出力する。
【００２２】
　液晶駆動部１６では、図示しない液晶駆動回路が、映像信号の各色成分（Ｒ，Ｇ，Ｂ）
に対応する３枚の液晶表示部１７Ｒ、１７Ｇ、１７Ｂを駆動する。
　ランプ１０１からの光をこれらの液晶表示部１７Ｒ、１７Ｇ、１７Ｂに照射し、透過像
又は反射像を投影レンズ１００に入射させる。投影レンズ１００は、入射された像を拡大
投影する。
【００２３】
　入力部１２は、RS-232C、USB(Universal Serial Bus)等、コマンドデータ入力用のイン
タフェースである。入力部１２は図示しないインタフェースドライバ等を含み、ＣＰＵ１
８に接続される。EEPROM２０は、液晶プロジェクタ１の累積動作時間、累積ランプ照射時
間、警告を行うための累積動作時間閾値やその他の動作初期値等を記憶する。
【００２４】
　ＣＰＵ１８は、図示しないＲＯＭに記憶された制御プログラムを実行することにより、
液晶プロジェクタ１全体の動作を制御する。また、ＣＰＵ１８は、液晶プロジェクタ１の
動作開始時から動作終了時までの時間を測定し、EEPROM２０内の累積動作時間に関する情
報を更新する。
【００２５】
　操作パネル１９は、ユーザが液晶プロジェクタ１に対して各種の指示を与えるためのキ
ーやボタンを含む。操作パネル１９に対してユーザが行った操作は、ＣＰＵ１８に入力さ
れ、ＣＰＵ１８はＯＳＤ(on-screen display)の表示制御など、入力内容に応じた処理を
行なう。
【００２６】
　ランプバラスト１３は、ランプ１０１の安定器であり、ＣＰＵ１８の制御に従って、ラ
ンプ１０１の点灯制御や、点灯中に与える電力を経時変化や画像の平均輝度などに応じて
調節する。
　システムバス１０３は、映像入力部１０２、ＤＶＩレシーバ１０、ＨＤＭＩレシーバ１
１、解像度変換部１４、色補正処理部１５、液晶駆動部１６及びＣＰＵ１８を通信可能に
接続する。
【００２７】
　図２は、図１の映像入力部１０２の主要部の構成例を示す図である。
　なお、ここでは説明及び理解を容易にするため、映像入力部１０２が有する各種インタ
フェースのうち、ＤＶＩインタフェースについてのみ説明するが、後述するように、ＨＤ
ＭＩインタフェースについても同様の構成を適用可能である。
【００２８】
　ＤＶＩコネクタ１００１には、図示しないケーブルを介して映像出力装置が接続される
。DDC監視部１０１１は、DVIコネクタ１００１における電力ライン(DDC5V)１０１８の状
態とDDCバスライン（クロックライン(DDC CLK)１０１６及びデータライン(DDC DATA)１０
１７）を監視する。DDCバスラインは、映像出力装置との双方向通信ラインである。DDC監
視部１０１１はまた、監視結果等をシステムバス１０３を通じてＣＰＵ１８に通知する。
【００２９】
　EDID ROM１０１２は、液晶プロジェクタ１の属性情報EDIDを記憶するEEPROMである。
　HPDスイッチ１０１５は、ＤＶＩコネクタ１００１の電力ライン(DDC5V)１０１８と接続
検知ライン(HPD)１０１９との接続を、HPD制御部１０１３の制御に従ってオン、オフする
。
【００３０】
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　HPD制御部１０１３は、DDC監視部１０１１による監視結果に応じ、HPD制御線１０１４
を通じてHPDスイッチ１０１５のオン・オフを制御する。HPD制御部１０１３は、液晶プロ
ジェクタ１の起動時、HPD制御線１０１４を通じてHPDスイッチ１０１５をオン（閉）状態
とする。
【００３１】
　上述のように、本実施形態のDDC監視部１０１１は、DVIコネクタ１００１のDDC5V１０
１８の状態（HPDスイッチ１０１５が閉の場合、接続検知ライン１０１９の状態とも言う
ことができる）監視とDDCバスラインの監視を行う。DDCバスラインの監視は任意のタイミ
ングで開始することができる。ただし、実際にはDDC5V１０１８が予め定められた値以上
の電圧にならないと（即ち、外部装置が接続されないと）DDC通信は開始されないので、D
DC5Vが一定以上の電圧になったことを検知した時点で監視を開始すればよい。しかし、DD
C5Vの監視を行わずに、DDCバスラインの監視のみを行う構成であってもよい。
【００３２】
　DDCバスラインは、I2Cバス規格に基づいており、シリアル伝送用のクロックラインDDC 
CLK１０１６とシリアルデータラインDDC DATA１０１７の２本の通信路からなる。なお、
ＨＤＭＩ規格においては、クロックラインがSCL、データラインがSDAと呼ばれるが、それ
ぞれDDC CLK、DDC DATAと同等の信号線である。従って、ＨＤＭＩインタフェースにおい
ても、以下のDDC CLKをSCL、DDC DATAをSDAと読み替えるだけで以下の手順を同様に適用
可能である。
【００３３】
　I2Cバス規格では、クロックラインにクロックを供給する装置がマスターとして機能し
、それ以外の機器はスレーブとして機能する。マスターは、スレーブに対して書き込み又
は読み出しを行う。後述するように、本実施形態では、映像出力装置がクロックを供給す
るためマスターとして機能し、スレーブである液晶プロジェクタ１のEDID ROM１０１２の
内容を読み出すことにより、映像出力装置がEDIDを取得する。
【００３４】
　DDC CLK１０１６とDDC DATA１０１７は、マスターとスレーブの双方がオープンドレイ
ン状態で駆動する。マスターとスレーブの双方が非駆動となった場合は、論理レベルがＨ
（ハイ）レベルとなるようにプルアップ抵抗の値が設定される。
【００３５】
　マスターがスレーブに対してある書き込みまたは読み出しアドレスを指定し、スレーブ
側がアクノリッジを生成する場合、スレーブ側から正常なアクノリッジが発行されなけれ
ば、次の書き込みや読み出しの状態に移らない。
【００３６】
　DDC監視部１０１１はアクノリッジや送信データの内容を確認し、マスターである映像
出力機器からの最初の読み出し要求に対する正常なアクノリッジの発行や、送信データの
不具合がないことを認識すると、映像出力機器との接続が確立されたと検知する。
【００３７】
　一方、正常なアクノリッジが発行されなかったり、送信データに不具合があるなど、送
信に不具合が検出された場合、DDC監視部１０１１からHPD制御部１０１３へ不具合の検出
が通知される。この通知に応答して、HPD制御部１０１３は、HPD制御線１０１４を通じて
HPDスイッチ１０１５をオフ（開）状態とし、DDC5V１０１８とHPD１０１９との接続を一
時的に切断する。そして、HPD制御部１０１３は、一定時間後に再度HPDスイッチ１０１５
をオン状態にする。
【００３８】
　このHPDスイッチ１０１５の開閉は、接続検知ラインHPD１０１９の電位変化（０→５Ｖ
）として外部装置に検知される。これは、表示機器が一旦取り外され、再接続された時と
同等の電位変化である。
【００３９】
　従って、マスターである外部装置は、DDC通信を再度最初からやり直し、新たにEDID送
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信要求（EDID ROM１０１２内のEDID読み出し要求）を行う。これに応答して、液晶プロジ
ェクタ１がEDIDを転送する。
【００４０】
　このように、コネクタ接続が不完全な場合など、EDIDの通信が正常に行われなかった場
合には、液晶プロジェクタ１が一旦取り外され、再度接続された状態を外部装置に与える
ことにより、EDIDが確実に外部装置へ転送される。
【００４１】
　この一連の動作について、図３のフローチャートを用いて再度説明する。
　まず、操作部１９に含まれる電源ボタン等が押下されることにより、液晶プロジェクタ
１が起動される（Ｓ１）。これにより、ＣＰＵ１８は、装置の初期化動作を実行する。
【００４２】
　次に、Ｓ２において、DDCをサポートするインタフェースからの入力信号が選択された
ものとする。具体的には、例えば操作部１９を通じて、映像入力部１０２が有する複数の
インタフェースのうち、例えばDVIインタフェースからの入力の選択指示が与えられたこ
とをＣＰＵ１８が検知したとする。
【００４３】
　Ｓ５において、DDC監視部１０１１は、DDC CLK１０１６及びDDC DATA１０１７の状態に
基づいて、DDC通信が開始されているかどうかを判断する。この判断は、例えば、外部装
置（映像出力装置）からのクロック供給が開始したことによるDDC CLK１０１６の周期的
な電位の変化が観察されたことによって行うことができる。また、DDC DATA１０１７の電
位に変化が観察されたことによってもDDC通信の開始を判断することができる。
【００４４】
　これらの判断は、DDC通信が行われていない場合には、DDC CLK１０１６やDDC DATA１０
１７の電位には変化が見られないことを利用したものである。なお、DDC通信の開始有無
の判断は、他の方法で行っても良い。
【００４５】
　Ｓ６において、DDC監視部１０１１は、入力選択がなされてから予め定めた時間Ｔ２が
経過したか判定する。経過していない場合には、Ｓ５に戻ってDDC通信が開始されたか再
度判断する。時間Ｔ２が経過してもDDC通信の開始が判断されない場合、DDC監視部１０１
１はシステムバス１０３を通じてＣＰＵ１８に通知する。
【００４６】
　ＣＰＵ１８は、この通知を受けると、システム終了処理（シャットダウン処理）を行う
（Ｓ１６）。これは、映像が表示されないにもかかわらず、ランプ１０１を点灯状態にし
ておくことは電力消費の点から見ても、装置（特にランプ１０１）寿命を延ばす観点から
も好ましくないことによる。
【００４７】
　Ｓ５において、DDC通信の開始が判断された場合、Ｓ７において、EDID ROM１０１２か
らEDIDの転送を行う。実際には、マスターである映像出力装置からの読み出し要求により
、EDID ROM１０１２内のEDIDが読み出され、映像出力装置へ出力される。
【００４８】
　EDIDの転送中、DDC監視部１０１１はDDC CLK１０１６及びDDC DATA１０１７を監視し、
EDIDの送信において不具合がないかチェックする（Ｓ８、Ｓ９）。
　具体的には、
・正常なアクノリッジが発行されていない
・DDC CLKまたはDDC DATAの電位変化パターンが期待されるパターンと異なっている
・各ラインの電位が異常値になった
などが検出された場合、不具合があったものと判断することができる。
【００４９】
　EDIDの送信において不具合があったと判断される場合、DDC監視部１０１１はHPD制御部
１０１３へ通知を行う。この通知に応答して、HPD制御部１０１３は、HPD制御線１０１４
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を通じてHPDスイッチ１０１５をオフ（開）状態とし、DDC5V１０１８とHPD１０１９との
接続を一旦切断する。そして、HPD制御部１０１３は、所定時間経過後に再度HPDスイッチ
１０１５をオン状態にする。この、HPDスイッチ１０１５の開閉動作をHPDリセットと呼ぶ
。HPDスイッチ１０１５をオフにする時間は、外部装置がHPDラインの電位に基づいて液晶
プロジェクタ１が一旦取り外された（接続が解除された）と判断可能な範囲で短い方が好
ましい。
【００５０】
　HPDリセット処理の実行は、HPD制御部１０１３からDDC監視部１０１１へ通知される。
Ｓ１４において、DDC監視部１０１１は、起動時からのHPDリセット処理の実行回数が予め
定めた回数（Ｎ回（Ｎは２以上の整数とする））に達したか否かを判定する。
【００５１】
　ここで、リセット処理の実行回数がＮ回に達した場合、Ｓ６と同様にしてDDC監視部１
０１１からＣＰＵ１８へ通知がなされ、ＣＰＵ１８がシャットダウン処理を行なう（Ｓ１
６）。
【００５２】
　一方、リセット処理の実行回数がＮ回未満であれば、Ｓ５に処理を戻す。これは、リセ
ット処理により、映像出力装置がHPDラインの電位変化を正しく検出すれば、再度DDC通信
が開始されるはずだからである。
【００５３】
　Ｓ９において、不具合が検出されることなくEDIDの送信が終了すると、DDC監視部１０
１１はシステムバス１０３を通じてＣＰＵ１８に通知する。
　ＣＰＵ１８は、この通知を受けると、ＤＶＩレシーバ１０に映像信号が入力されたか監
視する（Ｓ１０）。そして、EDIDの送信終了の通知を受けてから予め定めた時間Ｔ３経過
しても映像信号の入力が確認できない場合、ＣＰＵ１８はＳ１６でシャットダウン処理を
行なう。
【００５４】
　一方、時間Ｔ３経過前に映像信号の入力が確認できた場合、ＣＰＵ１８は解像度変換部
１４、色補正処理部１５、液晶駆動部１６、液晶部１７及びランプバラスト１３を制御し
て、映像信号の表示（投影）を行う。
　その後、操作部１９から電源断指示が入力されるなどして、動作終了が指示されたなら
ば（Ｓ１２）、ＣＰＵ１８はシャットダウン処理を行なう（Ｓ１６）。
【００５５】
　本実施形態によれば、映像出力装置との双方向通信ラインの状態を監視し、属性情報の
送信が正常に行われなかったと判別される場合には、接続検知を行うための信号ラインの
状態を一時的に未接続を表す状態とした後、接続を表す状態に復帰させる。これにより、
映像出力装置に属性情報の読み出し要求を再度発行させることが可能になる。その結果、
接続検知を行うための信号ラインが属性情報の通信に使用する信号ラインよりも先に接続
された場合など、最初の読み出し要求に対して正しく応答できなかった場合であっても、
再発行される読み出し要求に対して正しく属性情報が送信される。従って、実際には接続
されているにもかかわらず、属性情報の取得が正常に出来なかったことによって映像出力
装置に映像表示装置の不具合や未接続と認識されてしまう可能性を大幅に抑制することが
可能となる。
【００５６】
（第２の実施形態）
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る映像表示装置の一例としての液晶プロジェクタ
の動作を説明するフローチャートである。
　本実施形態の液晶プロジェクタの構成は第１の実施形態と共通で良いため、重複する説
明は省略する。また、図４において、図３を参照して既に説明した処理ステップについて
は、同じ参照数字を付して説明を省略する。
【００５７】
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　本実施形態においては、第１の実施形態における処理に対し、入力選択がなされた後に
、予め定めた時間Ｔ１が経過する前に、電源ラインDDC5V１０１８の電位が検出されるか
判別する工程（Ｓ３及びＳ４）が追加されている。
【００５８】
　第１の実施形態においては、入力選択がなされた後、DDC監視部１０１１はDDC5Vの電位
とは無関係にDDC CLK１０１６及びDDC DATA１０１７の監視を開始していた。しかし、上
述したように、実際にはDDC5V１０１８の電位が一定値以上にならないとDDC通信が開始さ
れない。従って、本実施形態では、DDC CLK１０１６及びDDC DATA１０１７の監視を開始
する前に、より処理が簡単なDDC5V１０１８の監視を行うようにしている。これにより、
接続検知の条件を簡易的に増やすことによって、接続検知確率の向上と接続検知信頼性の
向上を可能とし、属性情報をより確実に送信できるようになる。
【００５９】
　時間Ｔ１経過してもDDC5V１０１８の電位が一定値以上にならない場合、DDC監視部１０
１１はＣＰＵ１８に通知し、ＣＰＵ１８はシャットダウン処理を行う（Ｓ１６）。時間Ｔ
１の経過前にDDC5V１０１８の電位が一定値以上となったことが検出された場合、DDC監視
部１０１１はＳ５でDDCバスライン（DDC CLK１０１６及びDDC DATA１０１７）の監視を開
始する。その後の処理は第１の実施形態と共通であるため、説明を省略する。
【００６０】
　このように、本実施形態によれば、第１の実施形態の効果に加え、DDC通信の開始有無
の検出処理開始までの時間を短くすることと接続検知の条件を簡易的に増やすことによっ
て、接続検知確率の向上と接続検知信頼性の向上を可能とし、属性情報をより確実に送信
できるようになる。
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である
。
【００６１】
（他の実施形態）
　なお、図３や図４を参照して説明した処理ステップをシステム或は装置のコンピュータ
（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によりソフトウェア的に実現するためのコンピュータプログ
ラム自体も本発明の一つである。
【００６２】
　なお、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。
【００６３】
　上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線
通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記憶媒体としては、
例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、
ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【００６４】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
【００６５】
　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
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【００６６】
　つまり、上述の実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピュ
ータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【００６７】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
ネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができる
。
【００６８】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
【００６９】
　さらに、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコン
ピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等
が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る映像表示装置の一例としての液晶プロジェクタの
機能構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の映像入力部１０２の主要部の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る液晶プロジェクタの動作を説明するフローチャー
トである。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る液晶プロジェクタの動作を説明するフローチャー
トである。
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