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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介してホストコンピュータと接続されるネットワークプロジェクタであ
って、
　前記ネットワークプロジェクタへの電源供給を行う電源部と、
　前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して所定の周期で送信される接続確
認信号が予め定められた時間以上未入力であることを確認すると、前記電源部に対して電
源供給の停止を示す供給停止信号を出力する映像信号制御部と、を有し、
　前記映像信号制御部は、時間測定の開始を示す測定開始信号が入力されると時間測定を
開始し、測定時間が所定の値に達すると、時間測定が終了したことを示す測定終了信号を
出力し、接続検出信号の入力によりリセットされるタイマーと、
　前記測定終了信号が入力されると前記電源部に対して前記供給停止信号を出力するセキ
ュリティー制御部と、
　前記接続確認信号を検出した場合には前記接続検出信号を前記タイマーへ出力し、前記
接続確認信号が予め定められた時間以上未入力であることを確認すると、前記測定開始信
号を前記タイマーへ出力する制御部と、を有するネットワークプロジェクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のネットワークプロジェクタにおいて、
　前記制御部は、前記測定時間が前記所定の値に達する前に前記接続確認信号を検出する
と前記ホストコンピュータへセキュリティー動作解除の依頼を示す依頼信号を送信し、該
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依頼信号に対応する応答信号の入力を確認すると前記タイマーに対して時間測定の中止を
示す測定中止信号を出力する、ネットワークプロジェクタ。
【請求項３】
　請求項１に記載のネットワークプロジェクタにおいて、
　前記映像信号制御部は、キー入力を受け付ける操作部を有し、
　前記制御部は、前記測定時間が前記所定の値に達する前に前記接続確認信号を検出し、
前記操作部からの予め設定されたキーコードの入力を確認すると、前記タイマーに対して
時間測定の中止を示す測定中止信号を出力する、ネットワークプロジェクタ。
【請求項４】
　請求項１に記載のネットワークプロジェクタにおいて、
　前記映像信号制御部は、キー入力を受け付ける操作部を有し、
　前記セキュリティー制御部は、前記測定終了信号が入力されると、前記供給停止信号を
前記電源部の代わりに前記制御部へ出力し、
　前記制御部は、前記操作部への入力内容を示す入力信号に応じて前記ネットワークプロ
ジェクタの動作を制御し、前記供給停止信号が入力されると前記入力信号を受け付けない
、ネットワークプロジェクタ。
【請求項５】
　ネットワークを介してホストコンピュータと接続されるネットワークプロジェクタであ
って、
　キー入力を受け付ける操作部と、
　時間測定の開始を示す測定開始信号が入力されると時間測定を開始し、該測定時間が所
定の値に達すると、時間測定が終了したことを示す測定終了信号を出力し、接続検出信号
の入力によりリセットされるタイマーと、
　前記操作部への入力内容を示す入力信号に応じて前記ネットワークプロジェクタの動作
を制御し、前記ホストコンピュータより前記ネットワークを介して所定の周期で送信され
る接続確認信号を検出した場合には前記接続検出信号を前記タイマーへ出力し、前記接続
確認信号が予め定められた時間以上未入力であることを確認すると前記測定開始信号を前
記タイマーへ出力し、前記測定終了信号が入力されると前記入力信号を受け付けない、制
御部と、
を有するネットワークプロジェクタ。
【請求項６】
　請求項５に記載のネットワークプロジェクタにおいて、
　前記制御部は、前記測定時間が前記所定の値に達する前に前記接続確認信号を検出する
と前記ホストコンピュータへセキュリティー動作解除の依頼を示す依頼信号を送信し、該
依頼信号に対応する応答信号の入力を確認すると前記タイマーに対して時間測定の中止を
示す測定中止信号を出力する、ネットワークプロジェクタ。
【請求項７】
　請求項５に記載のネットワークプロジェクタにおいて、
　前記制御部は、前記測定時間が前記所定の値に達する前に前記接続確認信号を検出する
と前記操作部からの予め設定されたキーコードの入力を確認すると前記タイマーに対して
時間測定の中止を示す測定中止信号を出力する、ネットワークプロジェクタ。
【請求項８】
　ネットワーク介して接続されるネットワークプロジェクタとホストコンピュータとを備
えるプロジェクタシステムであって、
　前記ホストコンピュータは、前記ネットワークを介して接続確認信号を所定の周期で送
信する第１の制御部を有し、
　前記ネットワークプロジェクタは、
　前記ネットワークプロジェクタへの電源供給を行う電源部と、
　前記接続確認信号が予め定められた時間以上未入力であることを確認すると、前記電源
部に対して電源供給の停止を示す供給停止信号を出力する映像信号制御部と、を有し、
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　前記映像信号制御部は、時間測定の開始を示す測定開始信号が入力されると時間測定を
開始し、測定時間が所定の値に達すると、時間測定が終了したことを示す測定終了信号を
出力し、接続検出信号の入力によりリセットされるタイマーと、
　前記測定終了信号が入力されると前記電源部に対して前記供給停止信号を出力するセキ
ュリティー制御部と、
　前記接続確認信号を検出した場合には前記接続検出信号を前記タイマーへ出力し、前記
接続確認信号が前記予め定められた時間以上未入力であることを確認すると、前記測定開
始信号を前記タイマーへ出力する第２の制御部と、を有するプロジェクタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セキュリティー機能を有するネットワークプロジェクタ、およびプロジェク
タシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタは映像を拡大投射表示することができるため、会議等のプレゼンテーショ
ンにおいて広く利用されている。プロジェクタは、一般的に、映像信号出力装置と１対１
の形態で使用されてきた。ところが、近年では、複数の部屋にプロジェクタが設置されて
いる企業や学校等においては、ネットワークを介して複数のプロジェクタが利用及び管理
されることも多い。
【０００３】
　プロジェクタには、ランプやエアフィルタ等の定期的にメンテナンスが必要な部品が使
用されており、ネットワークを介してそれぞれのプロジェクタを管理することができれば
システム管理者にとって便宜である。
【０００４】
　例えば特開２００２－２８７２４２号公報（以下、文献１と称す）には、プロジェクタ
を含むネットワークシステムにおいて複数のプロジェクタを集中管理する方法が開示され
ている。
【０００５】
　文献１に記載の方法では、ネットワーク用ハブをプロジェクタに設けることにより上述
したネットワークシステムを容易に構築することができるとされている。ネットワークシ
ステムの構築後はネットワークを介して複数のプロジェクタを集中管理することが可能と
なる。
【０００６】
　また、特開２００３－１２２４５８号公報（以下、文献２と称す）には、ＬＡＮケーブ
ルの挿抜を検出し、機器がネットワークから切り離されたことを検知する装置が開示され
ている。
【０００７】
　文献２に記載の装置は、ＬＡＮケーブルが抜かれた場合にＬＡＮインターフェース部へ
の電源供給を停止する。これにより、装置の消費電力を低減することが可能となる。
【発明の開示】
【０００８】
　文献１に記載のようなプロジェクタには、夜間等人気のない時間帯に部屋から盗難され
る恐れがある。
【０００９】
　文献１に記載のネットワークシステムでは、盗難されたプロジェクタを他の場所でネッ
トワークに接続すればネットワークプロジェクタとして再び利用できる。また、盗難され
たプロジェクタをネットワークに接続しないで単独で使用することも可能である。そのた
め、盗難に対するセキュリティーが考慮されていない。
【００１０】
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　文献２に記載の発明を利用したとしても、文献２に記載の発明は、ＬＡＮケーブルの挿
抜を物理的に検出しているにすぎないため、盗難に対して有効なセキュリティー手段とな
っていない。
【００１１】
　なお、ＵＳＢメモリ等をセキュリティー用のキーとして使用する場合も考えられるが、
この場合、プロジェクタとＵＳＢメモリを別途管理する必要があるため、管理者にとって
管理業務が煩雑なものとなる。
【００１２】
　本発明の目的は、上述したような問題を解決し、ネットワークを介して簡易なセキュリ
ティー機能を有するネットワークプロジェクタ、およびプロジェクタシステムを提供する
ことにある。
【００１３】
　上記目的を達成するための本発明によるプロジェクタは、ネットワークを介してホスト
コンピュータと接続されるネットワークプロジェクタであって、ネットワークプロジェク
タへの電源供給を行う電源部と、ホストコンピュータよりネットワークを介して所定の周
期で送信される接続確認信号が予め定められた時間以上未入力であることを確認すると、
電源部に対して電源供給の停止を示す供給停止信号を出力する映像信号制御部と、を有す
る。
【００１４】
　また、上記目的を達成するための本発明によるプロジェクタシステムは、ネットワーク
介して接続されるネットワークプロジェクタとホストコンピュータとを備えるプロジェク
タシステムであって、ホストコンピュータは、ネットワークを介して接続確認信号を所定
の周期で送信する制御部を有し、ネットワークプロジェクタは、ネットワークプロジェク
タへの電源供給を行う電源部と、接続確認信号が予め定められた時間以上未入力であるこ
とを確認すると、電源部に対して電源供給の停止を示す供給停止信号を出力する映像信号
制御部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態のプロジェクタシステムの一構成例を示すブロック図である。
【図２】複数のプロジェクタを監視するプロジェクタシステムの一例を示す概略図である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本実施形態のプロジェクタの構成について説明する。
【００１７】
　図１は、本実施形態のプロジェクタ１の一構成例を示すブロック図である。
【００１８】
　プロジェクタ１は、図１に示すように、自身への電源供給を行う電源部９と、映像信号
制御部３０とを有し、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介してホスト
コンピュータ１３と接続される。
【００１９】
　映像信号制御部３０は、ホストコンピュータ１３からの信号を受信するＬＡＮ用インタ
ーフェース２と、ＬＡＮ用インターフェース２を介してホストコンピュータ１３への接続
状態を確認する制御部３と、ホストコンピュータ１３に未接続の場合にセキュリティー動
作を始動させるセキュリティー動作部４と、プロジェクタ１を操作するための複数の操作
キーが設けられた操作部１０と、プロジェクタ１の操作内容を示しリモコン送信器から送
信される制御信号を受信する受信部１１と、画像を投射するための投射部１００と、を有
する。
【００２０】
　ＬＡＮ用インターフェース２には、ホストコンピュータ１３から接続を確認するための
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接続確認信号が入力される。またＬＡＮ用インターフェース２からは、接続確認信号を未
受信時に接続確認信号を要求するための接続確認要求信号をホストコンピュータ１３へ出
力することにしてもよい。
【００２１】
　制御部３は、プログラムにしたがって所定の処理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５と、プログラムを格納するためのメモリ６とを含む
構成である。また、セキュリティー動作部４は、時間の測定を行うタイマー７と、電源部
９を制御するセキュリティー制御部８と、を含む構成である。
【００２２】
　メモリ６に格納されているプログラムには、ＬＡＮ用インターフェース２、操作部１０
、または受信部１１から入力される信号に応じたＣＰＵ５の動作内容が示されている。
【００２３】
　ＣＰＵ５は、ホストコンピュータ１３から送信される接続確認信号が入力されるとメモ
リ６に格納されている接続確認データと比較し、両者が一致するとホストコンピュータ１
３との接続が確認され、接続検出信号をタイマー７へ出力する。
【００２４】
　また、ＣＰＵ５は、接続確認信号がプロジェクタ１へ所定の時間以上未入力であること
を確認すると、時間測定の開始を示す測定開始信号をタイマー７へ出力する。
【００２５】
　タイマー７は、制御部３から測定開始信号が入力されると時間の測定を開始する。また
、測定した時間が所定の値に達すると、時間測定の終了を示す測定終了信号をセキュリテ
ィー制御部８に出力する。さらに、制御部３から接続検出信号が入力されると測定時間を
リセットする。
【００２６】
　セキュリティー制御部８は、測定終了信号が入力されると、電源部９へプロジェクタ１
への電源供給の停止を示す供給停止信号を出力する。
【００２７】
　電源部９は、投射部１００、ＬＡＮ用インターフェース２、制御部３、セキュリティー
動作部４、操作部１０、および受信部１１のそれぞれに電源を供給する回路を含む構成で
ある。電源部９が供給する電源は、電源用プラグ（不図示）を家庭用コンセントに挿入す
ることで得られる。またプロジェクタ１に内蔵されているバッテリー（不図示）からも得
られる。
【００２８】
　電源部９は、セキュリティー制御部８からの供給停止信号を受けて投射部１００、ＬＡ
Ｎ用インターフェース２、制御部３、セキュリティー動作部４、操作部１０、および受信
部１１への電源供給を停止する。
【００２９】
　ホストコンピュータ１３は、プロジェクタ１へ接続確認信号を送信するＬＡＮ用インタ
ーフェース１４と、ＬＡＮ用インターフェース１４を介してプロジェクタ１のＬＡＮへの
接続確認を行う制御部１５と、を含む構成である。
【００３０】
　制御部１５は、プログラムにしたがって所定の処理を実行するＣＰＵ１６と、プログラ
ムを格納するためのメモリ１７とを含む構成である。
【００３１】
　ＣＰＵ１６は、プロジェクタ１に対してＬＡＮ用インターフェース１４を介して定期的
に接続確認信号を送信する。
【００３２】
　次に、本実施形態のプロジェクタシステムの動作について説明する。
【００３３】
　まず、ホストコンピュータ１３はプロジェクタ1へ接続確認信号を送信する。
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【００３４】
　ＬＡＮ用ケーブル１２がプロジェクタ１から外れ、制御部３は、接続確認信号が所定の
時間以上未入力であることを確認すると、タイマー７へ測定開始信号を出力する。タイマ
ー７は、この測定開始信号を受け付けて時間の測定を開始する。続いて、測定した時間が
所定の値に達すると、測定終了信号をセキュリティー制御部８へ出力する。
【００３５】
　セキュリティー制御部８は、この測定終了信号を受け付けて電源部９へ供給停止信号を
出力する。すると、電源部９は、この供給停止信号を受け付けてプロジェクタ１への電源
供給を停止する。このときプロジェクタ１が電源オンの状態のときは電源オフとなる。電
源オフの状態のときは電源オフを維持する。
【００３６】
　測定時間が所定の値に達する前にプロジェクタ１がＬＡＮに接続された場合、制御部３
はホストコンピュータ１３から送信される接続確認信号を検出し、接続が確認されるとタ
イマー７へ測定中止信号を出力する。タイマー７は、この測定中止信号を受けて時間の測
定を中止し、測定時間をリセットする。またセキュリティー制御部８は電源部９への供給
停止信号を解除する。この後制御部３は、操作部１０又は受信部１１から電源をオンさせ
る旨の信号を受信すると電源部９を制御し、プロジェクタ１への電源供給を開始させる。
【００３７】
　上記の手順は繰り返し実行される。従って一時的にＬＡＮ接続が遮断されても所定の時
間以内にＬＡＮに接続されれば、プロジェクタ１は正常に動作する。
【００３８】
　なお、制御部３が接続確認信号の未入力を確認すると、セキュリティー動作部４を介さ
ずに直接電源部９へ供給停止信号を出力することにしてもよい。この場合、セキュリティ
ー動作部４は不要になり、プロジェクタ１の構成が簡易なものになる。
【００３９】
　また、制御部３は、操作部１０への入力内容を示す信号や受信部１１の受信内容を示す
信号に応じてプロジェクタ１の動作状態を制御するものであるが、セキュリティー動作部
４による上記のような電源供給の停止を行う代わりに、制御部３が操作部１０、受信部１
１からの信号を受け付けない構成としてもよい。このような構成としても、プロジェクタ
１は操作不能となり、電源供給を開始することが不可能となるため、電源供給を停止した
場合と同様の効果を奏することとなる。
【００４０】
　制御部３による操作部１０、受信部１１からの信号を受け付けない構成を、タイマー７
を用いる構成に適用する場合には、セキュリティー動作部４から電源部９へ送られていた
供給停止信号を制御部３へ出力する構成とすればよい。
【００４１】
　また、セキュリティー動作部４のタイマー７をウオッチドックタイマーとする構成とし
てもよい。すなわちタイマー７は常に時間計測を行っており、制御部３は測定開始信号の
代わりにホストコンピュータ１３との接続が確認されるとタイマーリセット信号を出力す
る。タイマー７の計測値が所定の値を超えない時間内にタイマーリセット信号を受信し続
ければ（ホストコンピュータ１３との接続が確認され続ければ）タイマー７の計測値が所
定の値を超えることはなく、セキュリティー機能は動作することはない。
【００４２】
　ホストコンピュータが接続確認信号を送信するプロジェクタの数は、１台に限定されず
複数台であってもよい。図２は、複数のプロジェクタを監視するプロジェクタシステムの
一例を示す概略図である。
【００４３】
　複数のプロジェクタを監視するためには、ＬＡＮ用ケーブルの集線装置であるハブ２７
を用いる。ハブ２７の一方には、プロジェクタ２１～２３にそれぞれ接続されているＬＡ
Ｎ用ケーブル２４～２６が接続されている。ハブ２７の他方には、ＬＡＮ用ケーブル２８
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を介してホストコンピュータ２９が接続されている。
【００４４】
　プロジェクタ２１～２３はホストコンピュータ２９から送信される接続確認信号をそれ
ぞれ確認する。そして、ＬＡＮを介してホストコンピュータ２９と接続が確認された場合
にのみ映像を投射することができる。
【００４５】
　また、制御部３は、タイマー７の測定時間が所定の値に達する前に接続確認信号を検出
すると、ＬＡＮ用ケーブル１２を介してホストコンピュータ１３へセキュリティー動作解
除の依頼を示す依頼信号を出力することにしてもよい。
【００４６】
　上記の場合、制御部１３は、セキュリティー動作解除の許可を示す応答信号をプロジェ
クタ１へ送信する。そして、制御部３は、その応答信号の入力を確認すると、測定時間の
リセットを示す測定中止信号をタイマー７へ出力する。タイマー７は、この測定中止信号
が入力されると測定時間をリセットする。
【００４７】
　また、制御部３は、タイマー７の測定時間が所定の値に達する前に接続確認信号を検出
し、さらに予め設定されたキーコードが入力されるとタイマー７へ測定中止信号を出力す
ることにしてもよい。この場合、キーコードは、操作部１０に設けられた操作キーで入力
できるものとする。
【００４８】
　本実施形態のプロジェクタによれば、ホストコンピュータから送信される接続確認信号
を繰り返し検出しない限り正常に動作しない。これにより、プロジェクタは、盗難された
としても単独あるいは他のネットワークシステムで使用不可能となる。そのため、盗難に
対する抑止力を高めることが可能となる。
【００４９】
　本発明によれば、プロジェクタがネットワークを介してホストコンピュータに接続され
ているか否かによりプロジェクタのセキュリティーを確認しているため、盗難に対するセ
キュリティー機能を簡易な構成で実現することが可能となる。
【００５０】
　以上、上記実施形態において本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に記載の
内容に限定されものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明の範囲内で当業者が
理解し得る様々な変更をすることができる。
【００５１】
　なお、この出願は、２００６年１０月３０日に出願された日本出願特願２００６－２９
４２７４号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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