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(57)【要約】
【課題】通信装置と情報処理装置とがネットワークで接
続されて構成される表示システムにおいて、通信装置と
情報処理装置との間で通信ができなくなる状態が発生す
ることを抑制する。
【解決手段】ネットワークに接続され、情報処理装置と
の間で通信可能な通信装置であって、情報処理装置と前
記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されてい
る場合に、他の情報処理装置からの接続要求を受信する
受信手段と、前記接続要求において指定される接続方式
が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方式である場
合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続
を行わず、前記接続要求において指定される接続方式が
前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御手
段と、を備え、前記受信手段は、接続された情報処理装
置から画像データを受信することを特徴とする通信装置
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続され、情報処理装置との間で通信可能な通信装置であって、
　情報処理装置と前記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されている場合に、他
の情報処理装置からの接続要求を受信する受信手段と、
　前記接続要求において指定される接続方式が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方
式である場合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続を行わず、前記接続要
求において指定される接続方式が前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御手段と、
を備え、
　前記受信手段は、接続された情報処理装置から画像データを受信することを特徴とする
通信装置。
【請求項２】
　前記受信手段により受信した画像データに基づく画像を表示する表示手段をさらに有す
る請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記画像データに基づく画像を投影する投影手段であることを特徴と
する請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置と前記通信装置とが接続されていない場合に、前記受信手段により他
の情報処理装置からの接続要求を受信した場合、前記制御手段は、当該接続要求において
指定された接続方式で当該他の情報処理装置との接続を行うよう制御する請求項１～３の
いずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記情報処理装置と前記通信装置との間で確立している接続の接続方
式を、接続可能な接続方式の情報として表示する請求項２又は３に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、前記情報処理装置と前記通信装置との間で確立された接続が存在しな
い場合、前記第１の接続方式及び前記第２の接続方式を、接続可能な接続方式の情報とし
て表示する請求項２、３、５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記第１の接続方式及び前記第２の接続方式は、有線ＬＡＮによる接続及び無線ＬＡＮ
による接続を含む請求項１～６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　ネットワークに接続され、情報処理装置との間で通信可能な通信装置の制御方法であっ
て、
　情報処理装置と前記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されている場合に、他
の情報処理装置からの接続要求を受信する受信工程と、
　前記接続要求において指定される接続方式が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方
式である場合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続を行わず、前記接続要
求において指定される接続方式が前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御工程と、
を有し、
　前記受信工程では、接続された情報処理装置から画像データを受信することを特徴とす
る通信装置の制御方法。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信装置の各手段として機能
させるプログラム。
【請求項１０】
　ネットワークにより互いに接続された情報処理装置及び通信装置からなる表示システム
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であって、
　前記通信装置は、
　情報処理装置と前記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されている場合に、他
の情報処理装置からの接続要求を受信する受信手段と、
　前記接続要求において指定される接続方式が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方
式である場合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続を行わず、前記接続要
求において指定される接続方式が前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御手段と、
を備え、
　前記受信手段は、接続された情報処理装置から画像データを受信し、
　前記情報処理装置は、
　接続要求を前記通信装置へ送信し、接続された通信装置に対し画像データを送信する送
信手段を備える表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、通信装置の制御方法、及び表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、ＰＣ（Personal Computer）とプロジェクタとはアナログＲＧＢケーブルを用い
たアナログ接続によって画像信号の送受信を行っていた。アナログ接続では、接続に手間
がかかる、遠隔地からの接続が困難、複数台のＰＣと同時に接続したい、といった理由か
らネットワークを介してＰＣとプロジェクタを接続するネットワーク画面転送システムが
注目されている。
　このネットワーク画面転送システムにおいては、１台のＰＣから複数台のプロジェクタ
に対して、ＰＣの映像をすべてのプロジェクタに同時投影する機能や、複数台のＰＣから
の映像を１台のプロジェクタで多画面レイアウト表示する機能等が実現されている。また
特許文献１においては、ＰＣとプロジェクタで構成するネットワークグループ（以下セッ
ション）の情報を管理して、セッションを構成するプロジェクタの追加、削除を実施する
方法について述べている。
【０００３】
　さて、このようなネットワーク画面転送システムにおいては、プロジェクタ側の無線Ｌ
ＡＮネットワークＩＦ自体にアクセスポイント機能を持たせ、ＰＣ側の無線ＬＡＮネット
ワークＩＦと直接ネットワーク接続を確立することも行われている。（以下無線ダイレク
ト接続）この方法によれば、ＰＣとプロジェクタだけでローカルなネットワーク環境を構
築することができ、ルータ、ハブ、アクセスポイントなどの他のネットワーク機器がなく
とも、ネットワーク画面転送が可能となる。
　またプロジェクタ側が有線ＬＡＮネットワークＩＦと無線ＬＡＮネットワークＩＦ間の
ルーティングを行わないことにより、無線ダイレクト接続で構成するローカルネットワー
クと有線ＬＡＮネットワークＩＦ側のネットワークを分離することができる。例えば、有
線ＬＡＮネットワークＩＦ側に社内イントラネットワークを構築している場合であっても
、無線ダイレクト接続は、来客者など、社内イントラネットワークへのアクセス権がない
ユーザにも利用可能に構成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１２７９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】



(4) JP 2016-177097 A 2016.10.6

10

20

30

40

50

　しかし、プロジェクタに有線ＬＡＮネットワークＩＦと無線ＬＡＮネットワークＩＦが
搭載されている場合では、以下の課題が生じる。図１を用いて説明すると、まず、ＰＣ１
００ａがプロジェクタ２００ａの有線ＬＡＮネットワークＩＦを介して接続を確立してセ
ッションを形成する。次に、ＰＣ１００ｂが自身の無線ＬＡＮネットワークＩＦとプロジ
ェクタ２００ｂの無線ＬＡＮネットワークＩＦとで接続を確立し、前記セッションに参加
する。この状態でＰＣ１００ａがプロジェクタ２００ｂをセッションに追加すると、ＰＣ
１００ｂからは、プロジェクタ２００ｂとの接続を確立することができない。ＰＣ１００
ａが保持するセッション情報（所属機器はＰＣ１００ａ、ＰＣ１００ｂ、プロジェクタ２
００ａ、プロジェクタ２００ｂ）とＰＣ１００ｂが保持するセッション情報（所属機器は
ＰＣ１００ａ、ＰＣ１００ｂ、プロジェクタ２００ａ）に違いが出てしまう。このような
状態においては、例えばＰＣ１００ａから、ＰＣ１００ｂの画面をプロジェクタ２００ｂ
に投写する制御を実施した場合であっても、ＰＣ１００ｂはプロジェクタ２００ｂと通信
できないため、これを実行できない。
【０００６】
　そこで本発明は、複数の通信装置と情報処理装置とがネットワークで接続されて構成さ
れる表示システムにおいて、通信装置と情報処理装置との間で通信ができなくなる状態が
発生することを抑制する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ネットワークに接続され、情報処理装置との間で通信可能な通信装置であっ
て、
　情報処理装置と前記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されている場合に、他
の情報処理装置からの接続要求を受信する受信手段と、
　前記接続要求において指定される接続方式が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方
式である場合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続を行わず、前記接続要
求において指定される接続方式が前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御手段と、
を備え、
　前記受信手段は、接続された情報処理装置から画像データを受信することを特徴とする
通信装置である。
【０００８】
　本発明は、ネットワークに接続され、情報処理装置との間で通信可能な通信装置の制御
方法であって、
　情報処理装置と前記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されている場合に、他
の情報処理装置からの接続要求を受信する受信工程と、
　前記接続要求において指定される接続方式が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方
式である場合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続を行わず、前記接続要
求において指定される接続方式が前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御工程と、
を有し、
　前記受信工程では、接続された情報処理装置から画像データを受信することを特徴とす
る通信装置の制御方法である。
【０００９】
　本発明は、ネットワークにより互いに接続された情報処理装置及び通信装置からなる表
示システムであって、
　前記通信装置は、
　情報処理装置と前記通信装置とが既に第１の接続方式により接続されている場合に、他
の情報処理装置からの接続要求を受信する受信手段と、
　前記接続要求において指定される接続方式が前記第１の接続方式と異なる第２の接続方
式である場合、前記他の情報処理装置からの接続要求に基づく接続を行わず、前記接続要
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求において指定される接続方式が前記第１の接続方式である場合、前記他の情報処理装置
からの接続要求に基づく接続を行うよう制御する制御手段と、
を備え、
　前記受信手段は、接続された情報処理装置から画像データを受信し、
　前記情報処理装置は、
　接続要求を前記通信装置へ送信し、接続された通信装置に対し画像データを送信する送
信手段を備える表示システムである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、複数の通信装置と情報処理装置とがネットワークで接続されて構成さ
れる表示システムにおいて、通信装置と情報処理装置との間で通信ができなくなる状態が
発生することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ネットワーク画面転送システムの概念図
【図２】ＰＣとプロジェクタのハード構成図
【図３】ＰＣとプロジェクタの通信フロー図
【図４】ＰＣのＧＵＩ図
【図５】プロジェクタ投影面のＯＳＤを示した図
【図６】プロジェクタの接続受け付け処理のフロー図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明するが、この発明は以下の実施の形
態に限定されない。また、この発明の実施の形態は発明の好ましい形態を示すものであり
、発明の範囲を限定するものではない。
【００１３】
（実施例１）
　以下、図２を用いて実施例１の表示システムを構成するＰＣ１００とプロジェクタ２０
０の主要な構成を説明する。構成の説明の後、基本的な動作について説明する。なお、実
施例１の表示システムは、ネットワークにより互いに接続され、複数の接続方式で通信路
を確立することが可能な、複数の情報処理装置（ＰＣ１００）及び１又は複数の通信装置
（プロジェクタ２００）からなる。図２では、図面が煩雑になるのを避けるために、１つ
のＰＣ１００と１つのプロジェクタ２００のみを図示している。このネットワークでは、
表示装置と情報処理装置とは、複数の接続方式で互いに通信路を確立することが可能であ
る。実施例１では、複数の接続方式として有線ＬＡＮインターフェースと無線ＬＡＮイン
ターフェースを例示するが、接続方式はこれに限られない。例えば赤外線やＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）等の無線通信規格を接続方式として用いることもできるし、ＵＳＢや
ＨＤＭＩ（登録商標）等の有線通信規格を接続方式として用いることもできる。
【００１４】
　まず、ＰＣ１００の主要な構成を説明する。
　１０１は、ＣＰＵ（central processing unit）であり、ＰＣ１００の全体の制御を行
う。
　１０２は、ＲＡＭ（random access memory）であり、データの格納を行うメインメモリ
である。ＲＡＭ１０２は、主に、ＣＰＵ１０１が実行するプログラムを格納、或いは展開
する領域、プログラム実行中のワーク領域など、様々なデータの格納領域として使用され
る。
　１０３は、ＶＲＡＭ（video RAM）であり、後述する表示部１０６に表示する画像デー
タを格納するための領域として使用される。なおＲＡＭ１０２の速度が十分高速であれば
、ＶＲＡＭ１０３は、ＲＡＭ１０２と同じであってもよい。
【００１５】
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　１０４は、ＲＯＭ（read-only memory）であり、ＣＰＵ１０１が初期化時に実行するブ
ートプログラムが格納されている。なお、ブートプログラムでは、後述するＨＤＤ１０５
に記録されているＯＳ（operating system）をＲＡＭ１０２に展開して起動する処理が行
われる。
　１０５は、ハードディスクドライブ（以下ＨＤＤ）であり、アプリケーションプログラ
ムやＯＳなどの各種プログラムとデータを格納するために使用される。
　１０６は、表示部である。表示部１０６は、後述する表示制御部１０７より指示された
画像の表示を行う。表示部１０６は例えば、液晶パネル、或いは有機ＥＬ（Electro-Lumi
nescence）パネルである。なお、表示部１０６はこれらに限らず、ＣＲＴ（cathode-ray 
tube）やＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）シャッター式ディスプレイ等で
も良い。
【００１６】
　１０７は、表示制御部である。表示制御部１０７は、ＶＲＡＭ１０３に格納された画像
データを読み出し、これを表示部１０６に表示する処理を行う。
　１０８は、操作部であり、ユーザからの入力を受け付ける。操作部１０８は、例えばキ
ーボード、マウス、タッチパネル等によって構成され、これらの入力操作はＣＰＵ１０１
に送信される。
　１０９は、有線ＬＡＮネットワークＩＦ（interface）であり、外部機器、具体的には
プロジェクタ２００と通信を行う。
　１１０は、無線ＬＡＮネットワークＩＦであり、外部機器、具体的にはプロジェクタ２
００と通信を行う。
　１１１は、上述した各処理ブロック間を接続する内部バスである。
【００１７】
　なお、実施例１におけるＰＣの基本的な動作は以下のような要素からなる。すなわち、
ＰＣのＣＰＵ１０１上で動作する画面転送プログラムが、表示制御部１０７を制御し、表
示部１０６が表示中の画像データをキャプチャする。ＣＰＵ１０１上で動作する画面転送
プログラムは、キャプチャした画像をプロジェクタ２００が認識可能な所定のフォーマッ
トにエンコードする。ＣＰＵ１０１上で動作する画面転送プログラムは、エンコードした
画像データを有線ＬＡＮネットワークＩＦ１０９、又は無線ＬＡＮネットワークＩＦ１１
０を介してプロジェクタ２００に送信する。ここで画面転送プログラムはグラフィカルユ
ーザーインタフェース（以下ＧＵＩ）を具備する。画面転送プログラムは、ＧＵＩを用い
て、使用者による「プロジェクタとの接続方法の選択処理」、「画面転送先プロジェクタ
の選択処理」、「画面転送の開始、停止処理」などの各種操作を、操作部１０８を介して
受け付けることができる。
【００１８】
　次にプロジェクタ２００の主要な構成を説明する。
　２０１は、ＣＰＵであり、プロジェクタ２００の全体の制御を行う。
　２０２は、ＲＡＭであり、データの格納を行うメインメモリである。ＲＡＭ２０２は、
主に、ＣＰＵ１０１が実行するプログラムを格納、或いは展開する領域、プログラム実行
中のワーク領域など、様々なデータの格納領域として使用される。
　２０３は、ＲＯＭである。ＲＯＭ２０３にはプロジェクタ２００が動作するためのプロ
グラムやパラメータなどのデータが予め格納されており、ＣＰＵ２０１はＲＯＭ２０３の
内容に従って動作する。
　２０４は、ＶＲＡＭであり、後述する投影部２０６で投影する画像データを格納するた
めの領域として使用される。
【００１９】
　２０５は、デコーダであり、ＰＣ１００より受信した画像データが例えば、ＪＰＥＧな
どの符号化方式によってエンコードされていた場合にこれをデコードする。
　２０６は、投影部である。投影部２０６は、後述する投影制御部２０７により指示され
た画像データの表示を行う。投影部２０６は具体的には、液晶パネル、レンズ、光源で構
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成される。
　２０７は、投影制御部である。投影制御部２０７は、ＶＲＡＭ２０４に格納された画像
データを読み出し、これを投影部２０６に出力する処理を行う。
【００２０】
　２０８は、操作部であり、ユーザからの入力を受け付ける。操作部２０８は、筐体に設
けられたボタンや、不図示のリモコンからのユーザ操作を受け付けるリモコン受信部等に
よって構成され、これらの入力操作の情報は、ＣＰＵ２０１に送信される。
　２０９は、有線ＬＡＮネットワークＩＦであり、外部機器、具体的にはＰＣ１００と通
信を行う。
　２１０は、アクセスポイント機能を有する無線ＬＡＮネットワークＩＦであり、自身の
ＳＳＩＤ（service set identifier）を含むビーコン信号を発行し、無線ＬＡＮクライア
ント機器にＩＰアドレスを割り振る処理を行う。そして、外部機器、具体的にはＰＣ１０
０と通信を行う。
　２１１は、上述した各処理ブロック間を接続する内部バスである。
【００２１】
　なお、実施例１におけるプロジェクタ２００の基本的な動作は、プロジェクタ２００（
表示装置）との間で通信路が確立しているＰＣ１００（情報処理装置）から画像データを
受信して画像を表示することである。具体的には、ＣＰＵ２０１がＲＯＭ２０３に格納さ
れたプログラムに従い、ＰＣ１００から送信される画像データを、有線ＬＡＮネットワー
クＩＦ２０９又は無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０を介して受信する。ＣＰＵ２０１は
、受信した画像データをデコーダ２０５により、プロジェクタ２００が表示可能な形式に
展開した後、ＶＲＡＭ２０４に格納する。ＣＰＵ２０１は、投影制御部２０７を制御して
、投影部２０６によって画像データに基づく画像を投影表示する。
【００２２】
　ここで、実施例１の画面転送システムの特徴的な動作について説明する。前述したよう
に、
　本発明のネットワーク画面転送システムは、画面転送システムを構成するネットワーク
グループ内で接続方法を統一することで情報処理装置と表示制御装置間で通信可能な状態
を維持できる効果を奏する。
【００２３】
　最初に、図３の通信フロー図を用いて、ＰＣとプロジェクタとの間で確立された通信路
が存在しない初期状態において、ＰＣとプロジェクタとが通信路を確立するシーケンスを
２つの接続方法の各々について説明する。２つの接続方法は、ここでは、有線ＬＡＮイン
ターフェースを用いる「インフラ接続」と、無線ＬＡＮインターフェースを用いる「無線
ダイレクト接続」である。
【００２４】
　実施例１では、ＰＣ１００は図２に示した通り有線ＬＡＮネットワークＩＦ１０９と、
無線ＬＡＮネットワークＩＦ１１０を具備するものとする。プロジェクタも、図２に示し
た通り、有線ＬＡＮネットワークＩＦ２０９、無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０を具備
しているものとする。さらに簡単化のため、ＰＣ１００の有線ＬＡＮネットワークＩＦ１
０９はＩＰアドレスとして、「１９２．１６８．２５４．１」が割り当てられており、無
線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０はＩＰアドレス未割り当ての状態であるとする。プロジ
ェクタ２００の有線ＬＡＮネットワークＩＦ２０９はＩＰアドレスとして「１９２．１６
８．２５４．２５４」が割り当てられているものとする。無線ＬＡＮネットワークＩＦ２
１０はＩＰアドレスとして「１９２．１６８．２５３．２５４」が割り当てられているも
のとする。
【００２５】
　無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０は、前述した通り、アクセスポイント機能を具備し
ており、アクセスポイントのＳＳＩＤとして「ＰＪ＿ＡＢＣＤＥ」が割り当てられている
ものとする。なお、アクセスポイント機能を有する無線ＬＡＮネットワークＩＦは、アク
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セスポイントとしてふるまう「アクセスポイントモード」と、無線ＬＡＮクライアントと
してふるまう「クライアントモード」を切り替えられる構成が一般的である。しかし、実
施例１では説明の簡単化のため、「アクセスポイントモード」でのみ動作するものとする
。
　また、ＰＣ１００の有線ＬＡＮネットワークＩＦ１０９とプロジェクタ２００の有線Ｌ
ＡＮネットワークＩＦ２０９は同一ネットワークセグメント上に結線されており、ＴＣＰ
／ＩＰレベルでの通信が可能な状態であるとする。
【００２６】
　実施例１では、ＰＣ１００がプロジェクタ２００へ、ＰＣ１００の有線ＬＡＮネットワ
ークＩＦ１０９及びプロジェクタ２００の有線ＬＡＮネットワークＩＦ２０９を介して画
面転送を行うための通信路を確立する接続方法を「インフラ接続」という。また、ＰＣ１
００がプロジェクタ２００へ、ＰＣ１００の無線ＬＡＮネットワークＩＦ１１０及びプロ
ジェクタ２００の無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０を介して画面転送を行うための通信
路を確立する接続方法を「無線ダイレクト接続」という名称で説明を行う。ＰＣ１００上
で動作する画面転送プログラムはＣＰＵ１０１上で実行され、表示部１０６を介してＧＵ
Ｉを使用者に提示し、操作部１０８を介して使用者からの操作を受け付けるものとする。
【００２７】
　第一に、図３（ａ）を用いて、ＰＣ１００と、プロジェクタ２００が「インフラ接続」
によって画面転送を実施する通信処理フローについて説明する。
　ＰＣ１００上で動作する画面転送プログラムは、使用者による起動指示を受け付けると
、図４（ａ）の態様のＧＵＩを表示し、「インフラ接続」、「無線ダイレクト接続」のど
ちらの接続方法でプロジェクタとの通信路確立を試みるかの指示の入力を待ち受ける。こ
こでは、使用者が釦４００を押下したことによって「インフラ接続」でプロジェクタと通
信路確立を試みる指示がなされたとして説明を続ける。
【００２８】
　なお、通信路が確立される前の初期状態のプロジェクタは図５（ａ）に示した態様のＯ
ＳＤ（on-screen display）を投影することで、自身に割り当てられているＩＰアドレス
を提示する。実施例１では、有線ＬＡＮネットワークＩＦ側が「１９２．１６８．２５４
．２５４」。無線ＬＡＮネットワークＩＦ側が「１９２．１６８．２５３．２５４」であ
る。また、無線ＬＡＮネットワークＩＦのアクセスポイント機能が保持するＳＳＩＤが「
ＰＪ＿ＡＢＣＤＥ」であること。さらに、情報処理装置（ＰＣ）と表示装置（プロジェク
タ）との間で確立された通信路が存在しない初期状態では、情報処理装置と表示装置との
間で通信路を確立することができる複数の接続方式の情報をＯＳＤで表示するようにして
も良い。図５（ａ）の例では、当該プロジェクタが「インフラ接続」、「無線ダイレクト
接続」の両方の接続方式で接続可能な状態にあることも同時に提示している。
【００２９】
　図３（ａ）に戻り、Ｓ３０１にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、有線ＬＡＮ
ネットワークＩＦ２０９を制御して、少なくとも有線ＬＡＮネットワークＩＦ２０９に割
り当てられたＩＰアドレスを含むプロジェクタ情報をネットワークに配信する。ＩＰアド
レスは、ここでは（１９２．１６８．２５４．２５４）である。ＰＣ１００のＣＰＵ１０
１は、有線ＬＡＮネットワークＩＦ１０９を介してこのプロジェクタ情報を受信し、この
情報に従って図４（ｂ）の態様のＧＵＩを表示する。
【００３０】
　図４（ｂ）のＧＵＩは、受信したプロジェクタ情報からＩＰアドレスをリスト状に表示
する領域４０２から構成されている。使用者は画面転送を実施するプロジェクタを指定す
る指示を、チェックボックス４０３をチェックしてＯＫ釦４０４を押下することで入力す
ることができる。
　ここでは説明の簡単化のため、ＩＰアドレス「１９２．１６８．２５４．２５４」が割
り当てられているプロジェクタ２００の１台が選択されたものとして説明を続ける。
【００３１】
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　Ｓ３０２にて、ＰＣ１００とプロジェクタ２００は、画面転送用の通信路を確立するた
めの接続処理を行う。具体的には、ＰＣ１００のＣＰＵ１０１が有線ＬＡＮネットワーク
ＩＦ１０９を制御することで、プロジェクタ２００の有線ＬＡＮネットワークＩＦ２０９
に対して接続要求を送信する。そして、これを受信したプロジェクタ２００は、ＣＰＵ２
０１にて、図６（ａ）に示した接続受け付け処理を実施し、有線ＬＡＮネットワークＩＦ
２０９を制御して、応答を前記接続要求の送信元のネットワークＩＦに対して送信する。
【００３２】
　ここで図６（ａ）を用いて、ネットワークに接続された情報処理装置（ＰＣ）と表示装
置（プロジェクタ）との間で確立された通信路が存在しない初期状態における接続要求の
制御について説明する。表示装置は、初期状態において表示装置との間で通信路を確立す
る接続要求をいずれかの情報処理装置から受信した場合、当該接続要求において指定され
た接続方式で、当該接続要求の送信元の情報処理装置と当該表示装置との間の通信路を確
立する。すなわち、プロジェクタが初期状態にて、ＰＣから「インフラ接続」による接続
要求を受信した場合、インフラ接続で通信路を確立し、「無線ダイレクト接続」による接
続要求を受信した場合、無線ダイレクト接続で通信路を確立する。以下、プロジェクタの
初期状態におけるＰＣからの接続要求の受け付け処理について詳細に説明する。
【００３３】
　まず、Ｓ６００にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、接続要求を受信したのが
有線ＬＡＮネットワークＩＦ２０９であれば、ＰＣ１００からの接続要求が「インフラ接
続」によるものであると判定し、Ｓ６０１に遷移する。接続要求を受信したのが無線ＬＡ
ＮネットワークＩＦ２１０であれば、ＰＣ１００からの接続要求が「無線ダイレクト接続
」によるものであると判定し、Ｓ６０４へ遷移する。ここでは、「インフラ接続」を受け
付けているのでＳ６０１に遷移したものとして説明を続ける。
【００３４】
　Ｓ６０１にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、図５（ｂ）に示した態様のＯＳ
Ｄを、投影制御部２０７を制御することで投影し、Ｓ６０２へ遷移する。図５（ｂ）のＯ
ＳＤ表示によって、当該プロジェクタが受け付け可能な接続方法が、「インフラ接続」の
みになったことを提示できる。なお、ここでは表示装置（プロジェクタ）と情報処理装置
（ＰＣ）がインフラ接続で接続を確立する前の段階の、情報処理装置からのインフラ接続
による接続要求を表示装置が受信したときに図５（ｂ）の表示をする例を説明した。しか
し、図５（ｂ）の表示は、既にネットワーク上のいずれかの情報処理装置と表示装置との
間でインフラ接続による通信路が確立されている場合に、まだ当該通信路に接続していな
い機器にとって接続可能な接続方式の情報として表示するようにしても良い。
【００３５】
　Ｓ６０２にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、今後ＰＣから接続要求を受け付
けた場合の接続受け付け処理を図６（ｂ）の処理に切り替える制御を行う。ＣＰＵ２０１
は、Ｓ６０３にて、Ｓ６００でＰＣから受信した接続要求に対し接続を許可する応答を、
接続要求の送信元のネットワークＩＦ（ここでは、ＰＣ１００の有線ＬＡＮネットワーク
ＩＦ１０９）に向けて送信して処理を完了する。以上の処理によって、ＰＣ１００とプロ
ジェクタ２００の間で画面転送を実施するための論理的なグループ（セッション）が確立
されたことになる。
【００３６】
　図３に戻り説明を続ける。Ｓ３０２にて接続処理が完了した後、ＰＣ１００のＣＰＵ１
０１は、図４（ｃ）の態様のＧＵＩを表示する。
　図４（ｃ）の態様のＧＵＩは、投影レイアウトを設定可能なレイアウトエリア４０５、
投影レイアウトを設定する対象のプロジェクタを切り替えるタブ４０６、自身の情報を表
示するエリア４０７を有する。図４（ｃ）のＧＵＩはさらに、セッションに所属する他Ｐ
Ｃの情報を表示するリスト４０８、セッションへの他のプロジェクタを追加・削除を実施
するための釦４０９を有する。図４（ｃ）のＧＵＩはさらに、タブ４０６で選択中のプロ
ジェクタに対して画面転送の開始を指示する画面転送開始釦４１０、停止を指示する画面
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転送停止釦４１１、セッションから当該ＰＣの離脱を指示するための離脱釦４１２を有す
る。なお当該ＧＵＩによる処理の説明は本発明の主旨ではないため詳細は省略する。（特
許文献１を参照）
【００３７】
　図３（ａ）に戻り、Ｓ３０３にて、使用者からの画面転送開始指示を受けたＰＣ１００
は、前述した通り、画像データのキャプチャ、エンコード、送信処理を実施する。そして
プロジェクタ２００は、前述した通り、受信処理、デコード、投影表示処理を実施する。
　以上、初期状態のプロジェクタに対して、ＰＣが「インフラ接続」によって、画面転送
用の通信路を確立して、画面転送を実施する処理フローについて説明を行った。これ以降
の接続受け付け処理は、前述した通り図６（ｂ）に記載のフローとなる。
【００３８】
　ここでは、プロジェクタ２００が、ＰＣ１００と「インフラ接続」によって通信路が確
立されたのちに、他のＰＣから通信路を確立するための接続要求を受信した場合の処理に
ついて説明する。
　Ｓ６０６で、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、Ｓ６００と同様にして、接続要求
を受信したネットワークＩＦから当該要求が「インフラ接続」によるものか、「無線ダイ
レクト接続」によるものかを判定する。「インフラ接続」であればＳ６０７へ、「無線ダ
イレクト接続」であればＳ６０８へ進む。
【００３９】
　Ｓ６０７で、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、接続を許可する応答を、接続要求
の送信元のＰＣのネットワークＩＦに対して送信して処理を完了する。なお、接続許可の
応答を受信したＰＣは、当該プロジェクタが属するセッションに参加できたことになるた
め、図４（ｃ）の態様のＧＵＩを表示する。すなわち、通信路の接続方式と、接続要求に
おいて指定される接続方式とが同じ場合（Ｓ６０６でインフラ接続と判定された場合）、
ＣＰＵ２０１は接続要求の送信元の情報処理装置の通信路に対する接続を許可する（Ｓ６
０８）。
【００４０】
　Ｓ６０８で、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、接続を拒否する応答を、接続要求
の送信元のＰＣのネットワークＩＦに対して送信して処理を完了する。すなわち、通信路
の接続方式と、接続要求において指定される接続方式とが異なる場合（Ｓ６０６で無線ダ
イレクト接続と判定された場合）、ＣＰＵ２０１は接続要求の送信元の情報処理装置の通
信路に対する接続を拒否する（Ｓ６０７）。
　なお、この場合、情報処理装置は、図４（ｂ）のＧＵＩにおいて、表示装置と情報処理
装置との間で既に確立している既存の通信路の接続方式と、当該通信路への接続要求にお
いて指定した接続方式とが異なるために接続が拒否された旨を表示するようにしても良い
。すなわち、接続拒否の応答を受信したＰＣは、図４（ｂ）のＧＵＩにて、接続対象のプ
ロジェクタのＩＰアドレスを選択した後である。従って、当該ＧＵＩにプロジェクタが既
に「インフラ接続」によって通信路が確立された状態であるために、通信路の確立に失敗
した旨の表示を行ってもよい。
【００４１】
　以上、ネットワーク上の情報処理装置（ＰＣ１００）と表示装置（プロジェクタ２００
）との間で確立している通信路に対する接続要求を、ネットワークに接続されている他の
情報処理装置（ＰＣ）から受け付ける処理の具体例を説明した。ＣＰＵ２０１は、通信路
の接続方式と、接続要求において指定される接続方式とに基づき、接続要求の送信元の情
報処理装置の通信路に対する接続を制御する。上記の例では、通信路の接続方式はインフ
ラ接続である。
　なお、「インフラ接続」によって通信路が確立された後のプロジェクタにおいて、プロ
ジェクタと画面転送用の通信路を確立しているすべてのＰＣが通信路を解消した場合には
、プロジェクタ２００は初期状態に戻る。この場合、プロジェクタ２００は、「インフラ
接続」、「無線ダイレクト接続」のいずれの接続方法も待ち受ける。
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【００４２】
　第二に、図３（ｂ）を用いて、ＰＣ１００と、プロジェクタ２００が「無線ダイレクト
接続」によって画面転送を実施する通信処理フローについて説明する。
　ＰＣ１００上で動作する画面転送プログラムは、使用者による起動指示を受け付けると
、図４（ａ）の態様のＧＵＩを表示し、「インフラ接続」、「無線ダイレクト接続」のど
ちらの接続方法でプロジェクタとの通信路確立を試みるかを待ち受ける。ここでは、使用
者が釦４０１を押下したことによって「無線ダイレクト接続」でプロジェクタと通信路確
立を試みる指示がなされたとして説明を続ける。
　なお、ＰＣ１００と、プロジェクタ２００が「インフラ接続」によって画面転送を実施
する通信処理フローで説明したのと同様に、通信路が確立される前の初期状態のプロジェ
クタは図５（ａ）に示した態様のＯＳＤを投影しているものとする。
【００４３】
　Ｓ３１１にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、アクセスポイント機能を有する
無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０を制御して、ビーコン信号を送信する。ビーコン信号
には、ＳＳＩＤ、暗号化方式などの識別情報が含まれている。これにより、ビーコン信号
の電波到達内にいるＰＣ１００は、プロジェクタ２００と通信を行うためのローカルネッ
トワークが生成されたことを判別できる。ＰＣ１００のＣＰＵ１０１は、受信したビーコ
ン信号の情報に従って図４（ｄ）の態様のＧＵＩを表示する。
【００４４】
　図４（ｄ）のＧＵＩは、受信したビーコン信号からＳＳＩＤをリスト状に表示する領域
４１３から構成されており、使用者は画面転送を実施するプロジェクタを指定する指示を
、対象のプロジェクタが保持しているＳＳＩＤをこのＧＵＩで選択することで入力できる
。プロジェクタ２００は図５（ａ）の態様のＯＳＤを表示しており、ここにプロジェクタ
のＳＳＩＤが表示されている。そのため、ユーザは自身が画面転送を実施したい対象のプ
ロジェクタ投影面からＳＳＩＤを確認した後に、図４（ｄ）のＧＵＩで対象プロジェクタ
のＳＳＩＤを選択すればよい。ここでは、説明の簡単化のためＳＳＩＤ「ＰＪ＿ＡＢＣＤ
Ｅ」を保持するプロジェクタ２００が選択されたものとして説明を続ける。
【００４５】
　Ｓ３１２にて、ＰＣ１００とプロジェクタ２００間で認証を行う。ここでは、プロジェ
クタ２００がＰＣ１００からのオーセンティケーション要求に、オーセンティケーション
応答を行う。
　Ｓ３１３にて、ＰＣ１００とプロジェクタ２００間で無線接続を行う。ここでは、プロ
ジェクタ２００がＰＣ１００からのアソシエーション要求に、アソシエーション応答を行
い、フレーム交換、パラメータネゴシエーション、ＡＩＤ（Association ID）の割り当て
などが行われる。ここまででＰＣ１００とプロジェクタ２００の無線接続が完了する。
【００４６】
　Ｓ３１４にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、自身と通信するためにＰＣ１０
０に対して付与するＩＰアドレスを算出し、これを、無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０
を制御して、ＰＣ１００に通知する。ＰＣ１００のＣＰＵ１０１は、無線ＬＡＮネットワ
ークＩＦ１１０よりこれを受信し、自身の無線ＬＡＮネットワークＩＦに当該ＩＰアドレ
スを割り当てる。ここでは、「１９２．１６８．２５３．１」とする。以降では、ＰＣ１
００とプロジェクタ２００間でＴＣＰ／ＩＰレベルでの通信が可能となる。
【００４７】
　Ｓ３１５では、前述のＳ３０２と同様にして画面転送用の通信路を確立するための接続
処理を行う。具体的には、ＰＣ１００のＣＰＵ１０１が無線ＬＡＮネットワークＩＦ１１
０を制御することで、プロジェクタ２００の無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０に対して
接続要求を送信する。そして、プロジェクタ２００は、ＣＰＵ２０１にて、図６（ａ）に
示した接続受け付け処理を実施し、無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０を制御して、応答
を前記接続要求の送信元のＰＣのネットワークＩＦに対して送信する。
【００４８】
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　ここで図６（ａ）を用いて、プロジェクタが初期状態（ＰＣと画面転送用の通信路を確
立していない状態）にて、ＰＣから「無線ダイレクト接続」による接続要求を受信した場
合の接続受け付け処理について詳細に説明する。
　まず、前述したＳ６００にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、接続要求を受信
したのが無線ＬＡＮネットワークＩＦ２１０であるので、前記接続要求が「無線ダイレク
ト接続」によるものであると判定し、Ｓ６０４へ遷移する。
【００４９】
　Ｓ６０４にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、図５（ｃ）に示した態様のＯＳ
Ｄを、投影制御部２０７を制御することで投影し、Ｓ６０５へ遷移する。図５（ｃ）のＯ
ＳＤ表示によって、当該プロジェクタが受け付け可能な接続方法が、「無線ダイレクト接
続」のみになったことを提示できる。なお、ここでは表示装置（プロジェクタ）と情報処
理装置（ＰＣ）が無線ダイレクト接続で接続を確立する前の段階の、情報処理装置からの
インフラ接続による接続要求を表示装置が受信したときに図５（ｃ）の表示をする例を説
明した。しかし、図５（ｃ）の表示は、既にネットワーク上のいずれかの情報処理装置と
表示装置との間で無線ダイレクト接続による通信路が確立されている場合に、まだ当該通
信路に接続していない機器にとって接続可能な接続方式の情報として表示するようにして
も良い。
　Ｓ６０５にて、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、今後ＰＣから接続要求を受け付
けた場合の接続受け付け処理を図６（ｃ）の処理に切り替える制御を行う。ＣＰＵ２０１
は、Ｓ６０３にて、Ｓ６００でＰＣから受信した接続要求に対し接続を許可する応答を、
接続要求の送信元のネットワークＩＦ（ここでは、ＰＣ１００の無線ＬＡＮネットワーク
ＩＦ１１０）に向けて送信して処理を完了する。以上の処理によって、ＰＣ１００とプロ
ジェクタ２００の間で画面転送を実施するための論理的なグループ（セッション）が確立
されたことになる。
【００５０】
　図３に戻り説明を続ける。Ｓ３１５にて接続処理が完了した後、ＰＣ１００のＣＰＵ１
０１は、前述した図４（ｃ）の態様のＧＵＩを表示する。
　Ｓ３１６の処理は、前記Ｓ３０３で説明した内容と同様であるため省略する。
　以上、初期状態のプロジェクタに対して、ＰＣが「無線ダイレクト接続」によって、画
面転送用の通信路を確立して、画面転送を実施する処理フローについて説明を行った。こ
れ以降の接続受け付け処理は、前述した通り図６（ｃ）に記載のフローとなる。
【００５１】
　ここでは、プロジェクタ２００が、ＰＣ１００と「無線ダイレクト接続」によって通信
路が確立されたのちに、他のＰＣから通信路を確立するための接続要求を受信した場合の
処理について説明する。
　Ｓ６０９で、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、Ｓ６００、Ｓ６０６と同様にして
、接続要求を受信したネットワークＩＦから当該要求が「インフラ接続」によるものか、
「無線ダイレクト接続」によるものかを判定する。「無線ダイレクト接続」であればＳ６
１０へ、「インフラ接続」であればＳ６１１へ進む。
【００５２】
　Ｓ６１０で、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、接続を許可する応答を、接続要求
の送信元のＰＣのネットワークＩＦに対して送信して処理を完了する。なお、接続許可の
応答を受信したＰＣは、当該プロジェクタが属するセッションに参加できたことになるた
め、図４（ｃ）の態様のＧＵＩを表示する。
【００５３】
　Ｓ６１１で、プロジェクタ２００のＣＰＵ２０１は、接続を拒否する応答を、接続要求
の送信元のＰＣのネットワークＩＦに対して送信して処理を完了する。なお、接続拒否の
応答を受信したＰＣは、図４（ｄ）のＧＵＩにて、接続対象のプロジェクタのＳＳＩＤを
選択した後である。従って、当該ＧＵＩで選択したプロジェクタが既に「無線ダイレクト
接続」によって通信路が確立された状態であるために、通信路の確立に失敗した旨の表示
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を行ってもよい。
【００５４】
　以上、任意のＰＣとプロジェクタ間で「無線ダイレクト接続」によって通信路が確立さ
れたのちに、他のＰＣから接続要求を受信した場合の処理について説明を行った。
　なお、「無線ダイレクト接続」によって通信路が確立された後のプロジェクタにおいて
、プロジェクタと画面転送用の通信路を確立しているすべてのＰＣが通信路を解消した場
合には、プロジェクタ２００は初期状態に戻る。この場合、プロジェクタ２００は、「イ
ンフラ接続」、「無線ダイレクト接続」のいずれの接続方法も待ち受ける。
【００５５】
　以上、説明した構成によれば、画面転送システムを構成するネットワークグループ内で
接続方法を統一することで可能となる。これにより、例えば、本発明の課題で説明したよ
うな状況が発生することが抑制される。すなわち、ＰＣ１００ｂの画面をプロジェクタ２
００ｂにより投影する指示が出された場合において、ＰＣ１００ｂがプロジェクタ２００
ｂと通信できないため、当該指示が実行できないという状況が発生することが抑制される
。ＰＣ１００ｂがプロジェクタ２００ａに対して、接続要求を出した時点で拒否されるた
めである。実施例１の構成によれば、セッションに参加したＰＣによって、セッションに
プロジェクタが追加された場合であっても、セッションに所属しているすべてのＰＣから
当該プロジェクタと通信が可能となる。このように、表示装置と画像出力装置との間で通
信ができなくなる状況が発生することが抑制される。
【００５６】
　なお、実施例１においてはプロジェクタ２００の初期状態で、有線ＬＡＮネットワーク
ＩＦ、無線ＬＡＮネットワークＩＦが両方とも有効であるとしたが、有線ＬＡＮネットワ
ークＩＦのみが有効であってもよい。この場合には、初期状態でプロジェクタ２００は図
５（ｄ）に示した態様のＯＳＤを投影することで、自身の無線ＬＡＮネットワークＩＦが
無効化されていること。そのため、「無線ダイレクト接続」は受け付け可能な状態にない
ことを提示できる。
【００５７】
　また、無線ＬＡＮネットワークＩＦのみが有効であってもよい。この場合には初期状態
でプロジェクタ２００は図５（ｅ）に示した態様のＯＳＤを投影することで、自身の有線
ＬＡＮネットワークＩＦが無効化されていること。そのため、「インフラ接続」は受け付
け可能な状態にないことを提示できる。
　上記の実施例ではネットワークに接続され、情報処理装置との間で複数の接続方式で通
信路を確立することが可能であり、通信路が確立している情報処理装置から画像データを
受信して画像を表示する表示装置としてプロジェクタを例示した。しかし、表示装置はプ
ロジェクタに限らず、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、ＭＥＭＳシャッター式
ディスプレイ等でも良い。
　また、表示制御を行う装置と通信制御を行う装置は図２に示すように同じ筐体に内蔵さ
れていてもよいし、別個の装置としてもよい。例えば着脱可能な通信装置をプロジェクタ
等の表示装置に装着するような形態を採用することも可能である。
　情報処理装置もＰＣには限定されず、例えば携帯電話やいわゆるタブレットデバイスな
どを用いることも可能である。
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００５８】
２０１：ＣＰＵ、２０７：投影制御部、２０９：有線ＬＡＮネットワークＩＦ、２１０：
無線ＬＡＮネットワークＩＦ
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