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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理
装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタ
システムであって、
　前記プロジェクタは、
　前記情報処理装置との間で通信を可能とするプロジェクタ側の機器接続部と、
　投写のための処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成するプロジェ
クタ側のパスワード生成部と、
　前記パスワードを暗号化して、前記暗号化した暗号化パスワードを前記プロジェクタ側
の機器接続部を介して前記情報処理装置に出力するプロジェクタ側の暗号化部と、
　を有し、
　前記情報処理装置は、
　前記プロジェクタとの間で通信を可能とする情報処理装置側の機器接続部と、
　前記情報処理装置側の機器接続部を介して入力した前記暗号化パスワードを復号鍵を用
いて復号化する情報処理装置側の復号化部と、
　前記復号化された復号化パスワードの正否を判定する機能及び前記復号化パスワードが
正しい場合に、前記情報処理装置が行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する
信号を出力する機能を有する情報処理装置側のパスワード判定部と、
　を有することを特徴とするプロジェクタシステム。
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【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクタシステムにおいて、
　前記情報処理装置側のパスワード判定部は、前記復号化パスワードを前記情報処理装置
側の機器接続部を介して前記プロジェクタに出力する機能を有し、
　前記プロジェクタは、
　前記プロジェクタ側の機器接続部を介して入力した前記復号化パスワードの正否を判定
し、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記プロジェクタが行うべき前記投写のため
の処理の実行開始を指示する信号を出力するプロジェクタ側のパスワード判定部を有する
ことを特徴とするプロジェクタシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のプロジェクタシステムにおいて、
　前記情報処理装置は、
　前記プロジェクタで生成されたパスワードと同じパスワードを生成する情報処理装置側
のパスワード生成部を有し、
　前記情報処理装置側のパスワード判定部は、前記復号化パスワードを前記情報処理装置
側のパスワード生成部で生成されたパスワードと比較することによって前記復号化パスワ
ードの正否の判定を行うことを特徴とするプロジェクタシステム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいて、
　前記情報処理装置は、前記復号鍵をネットワークを介して取得することを特徴とするプ
ロジェクタシステム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいて、
　前記プロジェクタは、
　当該プロジェクタ固有の補正を行うための補正情報を暗号化した暗号化補正情報を保持
する機能と、前記暗号化補正情報と前記暗号化されたパスワードとを前記情報処理装置に
送信する機能とを有することを特徴とするプロジェクタシステム。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいて、
　前記パスワードは、値の変化する情報を用いて生成されることを特徴とするプロジェク
タシステム。
【請求項７】
　画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理
装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタ
システムに用いられる前記プロジェクタであって、
　前記情報処理装置との間で通信を可能とするプロジェクタ側の機器接続部と、
　投写のための処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成するプロジェ
クタ側のパスワード生成部と、
　前記パスワードを暗号化して、前記暗号化した暗号化パスワードを前記プロジェクタ側
の機器接続部を介して前記情報処理装置に出力するプロジェクタ側の暗号化部と、
　を有することを特徴とするプロジェクタ。
【請求項８】
　画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理
装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタ
システムに用いられる前記情報処理装置であって、
　前記プロジェクタとの間で通信を可能とする情報処理装置側の機器接続部と、
　前記プロジェクタから送信される暗号化パスワードを前記情報処理装置側の機器接続部
を介して入力し、入力した暗号化パスワードを復号鍵を用いて復号化する情報処理装置側
の復号化部と、
　前記復号化された復号化パスワードの正否を判定する機能及び前記復号化パスワードが
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正しい場合に、前記情報処理装置が行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する
信号を出力する機能を有する情報処理装置側のパスワード判定部と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給する情報処理装置とその
情報処理装置からの画像データに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェ
クタシステム、プロジェクタシステムに用いられるプロジェクタ及びプロジェクタシステ
ムに用いられる情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像データをプロジェクタに供給する情報処理装置（パーソナルコンピュータなど）と
その情報処理装置からの画像データに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロ
ジェクタシステムにおいては、プロジェクタで表示すべき画像データは、情報処理装置か
らアナログ信号として送信されるのが一般的である。
【０００３】
　このため、情報処理装置がデジタルデータとして保持する画像データは、情報処理装置
で一旦アナログ信号に変換してからプロジェクタに送信するようにしている。そして、プ
ロジェクタ側では、情報処理装置からのアナログ信号をデジタル化して、補正処理などを
含む画像処理を行う。
【０００４】
　一方、最近では情報処理装置におけるＣＰＵやＧＰＵの性能の向上に伴い、情報処理装
置側で補正処理（たとえば、形状変換、色補正など）を含む画像処理を行った上で、プロ
ジェクタで表示すべき画像データ（デジタルデータ）をＵＳＢケーブルなどによってプロ
ジェクタに送信するといったプロジェクタシステムが提唱されている。
【０００５】
　この種のプロジェクタシステムにおいては、補正処理を含む画像処理の施された画像デ
ータ（デジタルデータ）がプロジェクタに送信されるので、プロジェクタ側では、補正処
理を含む画像処理などを行う必要がない。このようなプロジェクタはホストベース型のプ
ロジェクタと呼ばれ、このホストベース型のプロジェクタは、投写に必要な最低限の構成
要素のみで構成することができ、小型で安価なものとすることができる。
【０００６】
　しかしながら、ホストベース型のプロジェクタを用いたプロジェクタシステムにおいて
は、プロジェクタそのものは勿論のこと、情報処理装置に組み込まれている画像処理（補
正処理を含む）を行うためのソフトウエアの価値が高い。
【０００７】
　したがって、悪意あるユーザがそのソフトウエアと、そのソフトウエアと組をなす正規
のプロジェクタ以外のプロジェクタ（非正規プロジェクタという）とを組み合わせること
によって、いわゆる海賊版ともいわれるプロジェクタを生産・販売することが可能となる
。
【０００８】
　このような問題に対処するための技術として、たとえば、特許文献１がある。特許文献
１に開示された技術は、プロジェクタ側で生成したパスワードを情報処理装置側が取得し
、情報処理装置側では、取得したパスワードを用いてプロジェクタに送信すべき画像デー
タをその都度たとえばＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）方式などによる暗号化を行い
、暗号化した画像データをプロジェクタに送信し、プロジェクタ側では、情報処理装置か
らの暗号化された画像データをその都度、復号化して表示を行うというものである。
【０００９】
　このように、特許文献１に開示された技術は、パスワードを用いて画像データなどをそ
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の都度、暗号化して暗号化された画像データなどをプロジェクタに送信することによって
ソフトウエアに対するセキュリティを確保するようにしている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－６９９２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　特許文献１に開示された技術においては、ソウトウエアに対するセキュリティの確保と
いう点では有用な技術である。
　しかしながら、特許文献１に開示された技術は、情報処理装置側では、プロジェクタに
送信すべき画像データすべてをその都度暗号化して、暗号化した画像データをプロジェク
タに送信し、プロジェクタでは、暗号化された画像データをその都度、復号化する処理を
行う必要がある。特に、プロジェクタ側で暗号化された画像データをその都度復号化する
ということは、プロジェクタ側に、それに対応できるハードウエアとソフトウエアを用意
する必要があるということであり、プロジェクタの構成及び処理を複雑化することになる
。
【００１２】
　特に、ホストベース型のプロジェクタを用いたプロジェクタシステムは、情報処理装置
側でより多くの処理を行うことによって、プロジェクタの構成及び処理をより簡素化し、
それによって、開発コストを低く抑えて製品価格の低廉化を図るということを主な目的と
している。したがって、上述の特許文献１に開示された技術のように、暗号化された画像
データをプロジェクタ側でその都度復号化するという技術は、セキュリティの確保という
観点からは好ましいが、ホストベース型のプロジェクタを用いたプロジェクタシステムに
おいては、ホストベース型のプロジェクタとしての利点を十分に生かすことができないと
いう課題がある。
【００１３】
　そこで本発明は、ホストベース型のプロジェクタを用いたプロジェクタシステムにおい
て、プロジェクタの構成及び処理の簡素化を維持しつつ、高いセキュリティの確保を可能
とするプロジェクタシステムを提供するとともに、そのプロジェクタシステムに用いられ
るプロジェクタ及びプロジェクタシステムに用いられる情報処理装置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】
【００１４】
　（１）本発明のプロジェクタシステムは、画像処理を施した画像データをプロジェクタ
に供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基づく画像を投写
するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムであって、前記プロジェクタは、前記
情報処理装置との間で通信を可能とするプロジェクタ側の機器接続部と、投写のための処
理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成するプロジェクタ側のパスワー
ド生成部と、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化した暗号化パスワードを前記プロ
ジェクタ側の機器接続部を介して前記情報処理装置に出力するプロジェクタ側の暗号化部
とを有し、前記情報処理装置は、前記プロジェクタとの間で通信を可能とする情報処理装
置側の機器接続部と、前記情報処理装置側の機器接続部を介して入力した前記暗号化パス
ワードを復号鍵を用いて復号化する情報処理装置側の復号化部と、前記復号化された復号
化パスワードの正否を判定する機能及び前記復号化パスワードが正しい場合に、前記情報
処理装置が行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する信号を出力する機能を有
する情報処理装置側のパスワード判定部とを有することを特徴とする。
【００１５】
　前記（１）に記載のプロジェクタシステムによれば、情報処理装置側では、プロジェク
タから送信されてきたパスワードが正しいと判定した場合に、当該プロジェクタが正規の
プロジェクタであるとして、投写のための処理（情報処理装置においては補正処理を含む
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画像処理など）を開始するようにしている。
　これにより、たとえば、正規のプロジェクタではないプロジェクタ（非正規プロジェク
タ）と情報処理装置に組み込まれている投写のための処理（補正処理を含む画像処理など
）の実行が可能なソフトウエアとを組み合わせて投写を行おうとしても、そのプロジェク
タでは投写することはできない。これにより、そのソフトウエアと非正規プロジェクタと
を組み合わせることによって、いわゆる海賊版ともいわれるプロジェクタを生産・販売す
るといったソフトウエアの不正使用を防止することができる。
【００１６】
　また、本発明のプロジェクタシステムにおいて行われる認証処理は、実際の投写を行う
前段階の初期処理として行われるものであり、プロジェクタ側においては、初期処理時に
パスワードを暗号化して画像表処理装置に送信するといった処理を行うだけであるので、
画像データをその都度暗号化してプロジェクタ側に送信し、プロジェクタ側では暗号化さ
れた画像デーをその都度復号化するといった処理を行う従来の方法に比べて、プロジェク
タの処理負担を軽減することができる。
【００１７】
　このように、本発明のプロジェクタシステムは、プロジェクタの構成及び処理の簡素化
を維持しつつ、高いセキュリティの確保を可能とするものである。特に、本発明のプロジ
ェクタシステムは、ホストベース型のプロジェクタを用いたプロジェクタシステムである
ので、プロジェクタ側は可能な限り簡素化することが望まれるが、本発明はこのようなホ
ストベース型のプロジェクタの利点を損ねることがなく、かつ、高いセキュリティの確保
を可能としたプロジェクタシステムを構築することができる。
【００１８】
　（２）前記（１）に記載のプロジェクタシステムにおいては、前記情報処理装置側のパ
スワード判定部は、前記復号化パスワードを前記情報処理装置側の機器接続部を介して前
記プロジェクタに出力する機能を有し、前記プロジェクタは、前記プロジェクタ側の機器
接続部を介して入力した前記復号化パスワードの正否を判定し、前記復号化パスワードが
正しい場合に、前記プロジェクタが行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する
信号を出力するプロジェクタ側のパスワード判定部を有することが好ましい。
【００１９】
　このように、プロジェクタ側においても情報処理装置で復号化されたパスワードの正否
を判定し、復号化されたパスワードが正しい場合に前記投写のための処理の実行を開始す
るようにしている。
【００２０】
　すなわち、（２）に記載のプロジェクタシステムにおいては、情報処理装置側において
プロジェクタが正規のプロジェクタであると判定された場合と、プロジェクタ側において
情報処理装置のソフトウエアが正規のソフトウエアであると判定された場合に、情報処理
装置側では当該プロジェクタに対する投写のための処理（補正処理を含む画像処理など）
の実行を開始するとともに、プロジェクタ側においても自身が行うべき投写のための処理
（たとえば光学系や電気光学変調装置の駆動など）の実行を開始する。
【００２１】
　このように、情報処理装置に接続されたプロジェクタが正規プロジェクタであるか否か
の判定だけでなく、情報処理装置側のソフトウエアの正当性の判定を行うことにより、情
報処理装置のソフトウエアが正規のソフトウエアであることを確認することができる。こ
れにより、この種のプロジェクタシステムにおいて、たとえば、情報処理装置のソフトウ
エアが正規のソフトウエアではない他のソフトウエアに置き換えられて使用されるといっ
たことを防ぐことができる。
【００２２】
　（３）前記（１）又は（２）に記載のプロジェクタシステムにおいては、前記情報処理
装置は、前記プロジェクタで生成されたパスワードと同じパスワードを生成する情報処理
装置側のパスワード生成部を有し、前記情報処理装置側のパスワード判定部は、前記復号
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化パスワードを前記情報処理装置側のパスワード生成部で生成されたパスワードと比較す
ることによって前記復号化パスワードの正否の判定を行うことが好ましい。
　これにより、情報処理装置側では、プロジェクタ側から送られてくるパスワードの正否
を適切に判定することができる。
【００２３】
　（４）前記（１）～（３）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいては、前記
情報処理装置は、前記復号鍵をネットワークを介して取得することもまた好ましい。
【００２４】
　これは、復号鍵をたとえばプロジェクタのメーカなどのＷｅｂ上のサイトなどから取得
するものである。具体的には、情報処理装置において当該プロジェクタの固有番号などを
与えることにより、メーカなどのＷｅｂ上のサイトで前記情報処理装置から与えられた固
有番号の認証処理を行い、認証された場合に、情報処理装置がメーカなどのＷｅｂ上のサ
イトから復号鍵を取得可能とするものである。
【００２５】
　この場合、プロジェクタシステムを構成する情報処理装置がインターネットによってプ
ロジェクタの生産メーカなどと接続されることから、ユーザ側からプロジェクタシステム
の状況などについての情報をメーカ側に送信することによって、メーカ側ではそれらの情
報に基づいて当該プロジェクタシステムを利用するユーザへのサポートが行えるという利
点が得られる。
【００２６】
　（５）前記（１）～（４）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいては、前記
プロジェクタは、当該プロジェクタ固有の補正を行うための補正情報を暗号化した暗号化
補正情報を保持する機能と、前記暗号化補正情報と前記暗号化されたパスワードとを前記
情報処理装置に送信する機能とを有することを特徴とするプロジェクタシステム。
【００２７】
　このように、個々のプロジェクタ固有の補正情報を暗号化した状態すなわち暗号化補正
情報として当該プロジェクタで保持し、その暗号化補正情報を前記暗号化パスワードとと
もに前記情報処理装置に送信する機能を有することにより、個々のプロジェクタ固有の補
正情報を情報処理装置側に送信する際、個々のプロジェクタ固有の補正情報を隠蔽した状
態で情報処理装置側に送信することができる。
【００２８】
　また、暗号化補正データをデータ圧縮率の高い暗号化手段によって暗号化した状態でプ
ロジェクタの記憶手段に保持することにより、プロジェクタで保持する当該プロジェクタ
固有の補正情報を少ないデータ量で保持することができる。これにより、プロジェクタの
有する記憶手段の記憶容量を有効活用することができる。
【００２９】
　（６）前記（１）～（４）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいては、前記
パスワードは、日時など値の変化する情報を含んで生成されることが好ましい。
　これにより、パスワードをより信頼性の高いものとすることができる。この場合、パス
ワードに所定の有効期間を設定することが好ましい。このように、パスワードに所定の有
効期間を設定することにより、たとえば、同じ会社内の複数人が交代で同じプロジェクタ
を用いる場合などにおいては、設定された有効期間内であれば、同一のパスワードで正常
な動作が可能となる。
【００３０】
　（７）本発明のプロジェクタシステムは、画像処理を施した画像データをプロジェクタ
に供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基づく画像を投写
するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムであって、前記情報処理装置は、前記
プロジェクタとの間で通信を可能とする情報処理装置側の機器接続部と、投写のための処
理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成する情報処理装置側のパスワー
ド生成部と、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化した暗号化パスワードを前記情報
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処理装置側の機器接続部を介してプロジェクタに出力する情報処理装置側の暗号化部とを
有し、前記プロジェクタは、前記情報処理装置との間で通信を可能とするプロジェクタ側
の機器接続部と、前記プロジェクタ側の機器接続部を介して入力した前記暗号化パスワー
ドを復号鍵を用いて復号化するプロジェクタ側の復号化部と、前記復号化された復号化パ
スワードの正否を判定する機能及び前記復号化パスワードが正しい場合に、前記プロジェ
クタが行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する信号を出力する機能を有する
プロジェクタ側のパスワード判定部とを有することを特徴とする。
【００３１】
　（７）に記載のプロジェクタシステムによれば、情報処理装置側では、暗号化パスワー
ドをプロジェクタ側に送信し、プロジェクタ側では情報処理装置から送信されてきたパス
ワードが正しいか否かを判定し、正しい場合に、プロジェクタ側では、自身が行うべき投
写のための処理を開始するとともに、認証が成功したことを示す認証信号を情報処理装置
に送信する。
【００３２】
　このような認証処理を行うことによっても、前記（１）に記載のプロジェクタシステム
と同様、たとえば、正規のプロジェクタではないプロジェクタ（非正規プロジェクタ）と
情報処理装置に組み込まれている投写のための処理（補正処理を含む画像処理など）の実
行が可能なソフトウエアとを組み合わせて投写を行おうとしても、そのプロジェクタでは
投写することはできない。これにより、そのソフトウエアと非正規プロジェクタとを組み
合わせることによって、いわゆる海賊版ともいわれるプロジェクタを生産・販売するとい
ったソフトウエアの不正使用を防止することができる。
【００３３】
　また、前記（７）に記載のプロジェクタシステムにおいて行われる認証処理は、前記（
１）に記載のプロジェクタシステムと同様、実際の投写を行う前段階の初期処理として行
われるものである。すなわち、前記（７）に記載のプロジェクタシステムにおいては、初
期処理時に、情報処理装置側では、暗号化パスワードをプロジェクタ側に送信し、プロジ
ェクタ側では、情報処理装置から送信されてくるパスワードをプロジェクタで復号化し、
復号化されたパスワードの正否を判定するといった処理を行うものである。
【００３４】
　したがって、前記（７）に記載のプロジェクタシステムにおいても、前記（１）に記載
のプロジェクタシステムと同様、画像データをその都度暗号化してプロジェクタ側に送信
し、プロジェクタ側では暗号化された画像デーをその都度復号化するといった処理を行う
従来の方法に比べて、プロジェクタ側の構成及び処理を可能な限り簡素化することができ
る。このように、（７）に記載のプロジェクタシステムにおいても、ホストベース型のプ
ロジェクタの利点を損ねることがなく、かつ、高いセキュリティの確保を可能としたプロ
ジェクタシステムを構築することができる。
【００３５】
　（８）前記（７）に記載のプロジェクタシステムにおいては、前記プロジェクタは、前
記投写のための処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成するプロジェ
クタ側のパスワード生成部を有し、前記情報処理装置側のパスワード生成部は、前記プロ
ジェクタ側のパスワード生成部で生成されたパスワードと同じパスワードを生成すること
が好ましい。
　このように、情報処理装置側では、プロジェクタ側のパスワード生成部で生成されたパ
スワードと同じパスワードを生成することにより、プロジェクタ側では、情報処理装置側
から送られてくるパスワードの正否を適切に判定することができる。
【００３６】
　（９）前記（７）又は（８）に記載のプロジェクタシステムにおいては、前記プロジェ
クタは、前記復号化パスワードが正しい場合には、前記情報処理装置に対して認証信号を
送信し、前記情報処理装置は、前記プロジェクタからの認証信号に基づいて前記情報処理
装置が行うべき投写のための処理の実行開始を指示する信号を出力する投写処理開始信号
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出力部を有することが好ましい。
　このように、情報処理装置から送信されてきたパスワードの認証がプロジェクタ側で取
れた場合に、プロジェクタは情報処理装置に対し、認証信号を送信し、情報処理装置は、
プロジェクタからの認証信号によって、自身が行うべき投写のための処理の実行開始する
ようにしている。これにより、適切な認証処理を行うことができ、高いセキュリティの確
保が可能となる。
【００３７】
　（１０）前記（７）～（９）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいては、前
記プロジェクタは、前記情報処理装置が行うべき投写のための処理を前記情報処理装置で
実行させるための実行プログラムを保持する機能と、前記復号化パスワードが正しい場合
には、前記実行プログラムを前記情報処理装置に送信する機能とを有し、前記情報処理装
置は、前記プロジェクタから送信される実行プログラムを用いて前記情報処理装置が行う
べき投写のための処理を実行することが好ましい。
【００３８】
　このように、情報処理装置で生成されたパスワードをプロジェクタ側で認証できたとき
のみに、プロジェクタから情報処理装置に対して、実行プログラムを送信するようにし、
情報処理装置側では、プロジェクタから送信されてきた実行プログラムを用いて、自身が
行うべき投写のため処理を行うようにしている。
　これにより、情報処理装置で生成されたパスワードをプロジェクタ側で認証されない限
り、情報処理装置側では投写のための処理を実行することができないので、セキュリティ
をより一層、高めることができる。
【００３９】
　（１１）前記（７）～（１０）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいては、
前記プロジェクタは、前記プロジェクタ固有の補正を行うための補正情報を保持する機能
と、前記復号化パスワードが正しい場合には、前記補正情報を前記情報処理装置に送信す
る機能とを有し、前記情報処理装置は、前記プロジェクタから送信される補正情報を用い
て画像データを補正することもまた好ましい。
【００４０】
　このように、情報処理装置で生成されたパスワードをプロジェクタ側で認証できたとき
のみに、プロジェクタから情報処理装置に対して、補正情報を送信するようにし、情報処
理装置側では、プロジェクタから送信されてきた補正情報を用いて、補正処理を行うよう
にしている。これにより、情報処理装置２で生成されたパスワードをプロジェクタ側で認
証されない限り、情報処理装置側では当該プロジェクタに対する補正処理を実行すること
ができないので、セキュリティをより一層、高めることができる。
【００４１】
　なお、情報処理装置では、実行プログラムがなければ画像処理そのものが行えず、また
、補正情報が存在しなければ、適正な画像データとすることができないので、いずれが欠
けても情報処理装置では適切な画像処理ができないこととなる。したがって、情報処理装
置２で生成されたパスワードをプロジェクタ側で認証できたときのみに情報処理装置に送
信するのは、補正情報と実行プログラムのいずれか一方であってもよく、また、両者をと
もに送信しないようにしてもよい。
【００４２】
　（１２）前記（７）～（１１）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいて、前
記パスワードは、日時など値の変化する情報を含んで生成されることもまた好ましい。
　これにより、前記（６）と同様の効果が得られる。
【００４３】
　（１３）前記（１）～（１２）のいずれかに記載のプロジェクタシステムにおいては、
前記パスワード及び前記復号鍵は、前記プロジェクタの固有の番号に基づいて生成される
ことが好ましい。
　このように、前記パスワード及び前記復号鍵は、前記プロジェクタに付されている固有
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の番号に基づいて生成することにより、個々のプロジェクタを確実に特定することができ
、かつ、容易にパスワード及び前記復号鍵を生成することができる。
【００４４】
　（１４）本発明のプロジェクタは、画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給
する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプ
ロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記プロジェクタであって、前
記情報処理装置との間で通信を可能とするプロジェクタ側の機器接続部と、投写のための
処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成するプロジェクタ側のパスワ
ード生成部と、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化した暗号化パスワードを前記プ
ロジェクタ側の機器接続部を介して前記情報処理装置に出力するプロジェクタ側の暗号化
部とを有することが好ましい。
【００４５】
　（１４）に記載のプロジェクタは、前記（１）に記載のプロジェクタシステムに用いら
れるプロジェクタである。（１４）に記載のプロジェクタによれば、パスワードを暗号化
して情報処理装置に送信するといった処理を、投写のための処理の前段階の処理として行
うだけであるので、プロジェクタ側の処理負担を増大させることがなく、構成及び処理を
簡素化することができる。これにより、したがって、（１４）に記載のプロジェクタによ
れば、ホストベース型のプロジェクタの利点を損ねることなく、かつ、セキュリティの確
保をも可能となる。
　なお、（１４）に記載のプロジェクタにおいても、前記（２）、（５）、（６）、（１
３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００４６】
　（１５）本発明の情報処理装置は、画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給
する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプ
ロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記情報処理装置であって、前
記プロジェクタとの間で通信を可能とする情報処理装置側の機器接続部と、前記プロジェ
クタから送信される暗号化パスワードを前記情報処理装置側の機器接続部を介して入力し
、入力した前記暗号化パスワードを復号鍵を用いて復号化する情報処理装置側の復号化部
と、前記復号化された復号化パスワードの正否を判定する機能及び前記復号化パスワード
が正しい場合に、前記情報処理装置が行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示す
る信号を出力する機能を有する情報処理装置側のパスワード判定部とを有することを特徴
とする。
【００４７】
　（１５）に記載の情報処理装置は、前記（１）に記載のプロジェクタシステムに用いら
れる情報処理装置であって、前記（１５）に記載の情報処理装置によれば、情報処理装置
側でプロジェクタから送信されてきたパスワードの正否を判定し、パスワードが正しい場
合に、当該プロジェクタが正規のプロジェクタであるとして、投写のための処理（補正処
理を含む画像処理など）を開始するようにしている。
【００４８】
　これにより、たとえば、正規のプロジェクタではないプロジェクタと情報処理装置に組
み込まれている投写のための処理（補正処理を含む画像処理など）の実行が可能なソフト
ウエアとを組み合わせて投写を行おうとしても、プロジェクタでは投写を実行することは
できない。これにより、そのソフトウエアと非正規プロジェクタとを組み合わせることに
よって、いわゆる海賊版ともいわれるプロジェクタを生産・販売するといったソフトウエ
アの不正使用を防止することができる。
　なお、（１４）に記載の情報処理装置においても、前記（２）、（３）、（４）、（６
）、（１３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００４９】
　（１６）本発明のプロジェクタは、画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給
する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプ
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ロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられるプロジェクタであって、前記情
報処理装置との間で通信を可能とするプロジェクタ側の機器接続部と、前記情報処理装置
から送信される暗号化パスワードを前記プロジェクタ側の機器接続部を介して入力し、入
力した前記暗号化パスワードを復号鍵を用いて復号化するプロジェクタ側の復号化部と、
前記復号化された復号化パスワードの正否を判定する機能及び前記復号化パスワードが正
しい場合に、前記プロジェクタが行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する信
号を出力する機能を有するプロジェクタ側のパスワード判定部とを有することを特徴とす
る。
【００５０】
　（１６）に記載のプロジェクタは、前記（７）に記載のプロジェクタシステムに用いさ
れるプロジェクタである。（１６）に記載のプロジェクタによれば、プロジェクタ側では
、情報処理装置から送信されてきた暗号化パスワードを復号化し、復号化されたパスワー
ドが正しいか否かを判定し、正しい場合に、自身が行うべき投写のための処理を開始する
とともに、認証が成功したことを示す認証信号を情報処理装置に送信するといった処理を
、投写のための処理の前段階の処理として行うだけであるので、プロジェクタ側の処理負
担を増大させることがなく、構成及び処理を簡素化することができる。したがって、（１
６）に記載のプロジェクタによれば、ホストベース型のプロジェクタの利点を損ねること
なく、かつ、セキュリティを確保することができる。
　なお、（１６）に記載のプロジェクタにおいても、前記（８）～（１３）に記載のプロ
ジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００５１】
　（１７）本発明の情報処理装置は、画像処理を施した画像データをプロジェクタに供給
する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基づく画像を投写するプ
ロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記情報処理装置であって、前
記プロジェクタとの間で通信を可能とする情報処理装置側の機器接続部と、投写のための
処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成する情報処理装置側のパスワ
ード生成部と、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化した暗号化パスワードを前記機
器接続部を介してプロジェクタに出力する情報処理装置側の暗号化部とを有することを特
徴とする。
【００５２】
　（１７）に記載の情報処理装置は、前記（７）に記載のプロジェクタシステムに用いら
れる情報処理装置であって、前記（１７）に記載の情報処理装置によれば、投写のための
処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードを生成し、生成したパスワードを暗
号化して、暗号化した暗号化パスワードをプロジェクタに出力する処理を、投写のための
処理の前段階の処理として行うだけであるので、情報処理装置の処理を簡素化することが
できる。
　なお、（１７）に記載の情報処理装置においても、前記（８）～（１３）に記載のプロ
ジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００５３】
　また、本発明は下記（１８）～（２７）に示すプロジェクタシステムにおける認証処理
方法、プロジェクタにおける認証処理方法、プロジェクタにおける認証処理プログラム、
情報処理装置における認証処理方法、情報処理装置における認証処理プログラムを構成す
ることが可能である。
【００５４】
　（１８）本発明のプロジェクタシステムにおける認証処理方法は、画像処理を施した画
像データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像デ
ータに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムにおける認証
処理方法であって、前記プロジェクタは、投写のための処理の実行開始の可否の判定に用
いられるパスワードを生成するステップと、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化し
た暗号化パスワードをプロジェクタ側の機器接続部を介して前記情報処理装置に出力する
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ステップとを有し、前記情報処理装置は、前記情報処理装置側の機器接続部を介して入力
した前記暗号化パスワードを復号鍵を用いて復号化するステップと、前記復号化された復
号化パスワードの正否を判定し、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記情報処理装
置が行うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する信号を出力するステップとを有
することを特徴とする。
【００５５】
　（１８）に記載のプロジェクタシステムにおける認証処理方法は、前記（１）に記載の
プロジェクタシステムで行われる認証処理方法である。（１８）に記載のプロジェクタシ
ステムにおける認証処理方法においても、前記（１）に記載したプロジェクタシステムと
同様の効果が得られる。なお、（１８）に記載のプロジェクタシステムにおける認証処理
方法においても、前記（２）～（６）、（１３）に記載のプロジェクタシステムと同様の
特徴を有することが好ましい。
【００５６】
　（１９）本発明のプロジェクタにおける認証処理方法は、画像処理を施した画像データ
をプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基
づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記プロ
ジェクタにおける認証処理方法であって、投写のための処理の実行開始の可否の判定に用
いられるパスワードを生成するステップと、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化し
た暗号化パスワードをプロジェクタ側の機器接続部を介して前記情報処理装置に出力する
ステップとを有することを特徴とする。
【００５７】
　（１９）に記載のプロジェクタおける認証処理方法は、前記（１４）に記載のプロジェ
クタで行われる認証処理方法である。この（１９）に記載のプロジェクタにおける認証処
理方法も、前記（１４）に記載のプロジェクタと同様の効果が得られる。なお、（１９）
に記載のプロジェクタにおいても、前記（２）、（５）、（６）、（１３）に記載のプロ
ジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００５８】
　（２０）本発明のプロジェクタにおける認証処理プログラムは、画像処理を施した画像
データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像デー
タに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前
記プロジェクタにおける認証処理プログラムであって、投写のための処理の実行開始の可
否の判定に用いられるパスワードを生成するステップと、前記パスワードを暗号化して、
前記暗号化した暗号化パスワードをプロジェクタ側の機器接続部を介して前記情報処理装
置に出力するステップとを有することを特徴とする。
【００５９】
　（２０）に記載のプロジェクタおける認証処理プログラムは、前記（１４）に記載のプ
ロジェクタで実行される認証処理プログラムである。この（２０）に記載のプロジェクタ
における認証処理方法も前記（１４）に記載のプロジェクタと同様の効果が得られる。な
お、（２０）に記載のプロジェクタにおいても、前記（２）、（５）、（６）、（１３）
に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００６０】
　（２１）本発明の情報処理装置における認証処理方法は、画像処理を施した画像データ
をプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基
づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記情報
処理装置における認証処理方法であって、前記プロジェクタから送信される暗号化パスワ
ードを情報処理装置側の機器接続部を介して入力し、入力した前記暗号化パスワードを復
号鍵を用いて復号化するステップと、前記復号化された復号化パスワードの正否を判定し
、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記情報処理装置が行うべき前記投写のための
処理の実行開始を指示する信号を出力するステップとを有することを特徴とする。
【００６１】
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　（２１）に記載の情報処理装置おける認証処理方法は、前記（１５）に記載の情報処理
装置で行われる認証処理方法である。前記（２１）に記載の情報処理装置における認証処
理方法も、前記（１５）に記載の情報処理装置と同様の効果が得られる。なお、（２１）
に記載の情報処理装置における認証処理方法においても、前記（２）、（３）、（４）、
（６）、（１３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００６２】
　（２２）本発明の情報処理装置における認証処理プログラムは、画像処理を施した画像
データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像デー
タに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前
記情報処理装置における認証処理方法であって、前記プロジェクタから送信される暗号化
パスワードを情報処理装置側の機器接続部を介して入力し、入力した前記暗号化パスワー
ドを復号鍵を用いて復号化するステップと、前記復号化された復号化パスワードの正否を
判定し、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記情報処理装置が行うべき前記投写の
ための処理の実行開始を指示す　
る信号を出力するステップとを有することを特徴とする。
【００６３】
　（２２）に記載の情報処理装置おける認証処理プログラムは、前記（１５）に記載の情
報処理装置で実行される認証処理プログラムである。前記（２２）に記載の情報処理装置
における認証処理プログラムにおいても、前記（２）、（３）、（４）、（６）、（１３
）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００６４】
　（２３）本発明のプロジェクタシステムにおける認証処理方法は、画像処理を施した画
像データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像デ
ータに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムにおける認証
処理方法であって、前記情報処理装置は、投写のための処理の実行開始の可否の判定に用
いられるパスワードを生成するステップと、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化し
た暗号化パスワードを情報処理装置側の機器接続部を介してプロジェクタに出力するステ
ップを有し、前記プロジェクタは、前記プロジェクタ側の機器接続部を介して入力した前
記暗号化パスワードを復号鍵を用いて復号化するステップと、前記復号化された復号化パ
スワードの正否を判定し、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記プロジェクタが行
うべき前記投写のための処理の実行開始を指示する信号を出力するステップとを有するこ
とを特徴とする。
【００６５】
　（２３）に記載のプロジェクタシステムにおける認証処理方法は、前記（７）に記載の
プロジェクタシステムで行われる認証処理方法である。前記（２３）に記載のプロジェク
タシステムにおける認証処理方法においても、前記（７）に記載したプロジェクタシステ
ムと同様の効果が得られる。なお、（２３）に記載のプロジェクタシステムにおける認証
処理方法においても、前記（８）～（１３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴
を有することが好ましい。
【００６６】
　（２４）本発明のプロジェクタにおける認証処理方法は、画像処理を施した画像データ
をプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基
づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記プロ
ジェクタにおける認証処理方法であって、前記情報処理装置から送信される暗号化パスワ
ードを前記プロジェクタ側の機器接続部を介して入力し、入力した前記暗号化パスワード
を復号鍵を用いて復号化するステップと、前記復号化された復号化パスワードの正否を判
定し、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記プロジェクタが行うべき前記投写のた
めの処理の実行開始を指示する信号を出力するステップとを有することを有することを特
徴とする。
【００６７】
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　（２４）に記載のプロジェクタにおける認証処理方法は、前記（１６）に記載のプロジ
ェクタで行われる認証処理方法である。前記（２４）に記載のプロジェクタにおける認証
処理方法においても、前記（１６）に記載したプロジェクタと同様の効果が得られる。な
お、（２４）に記載のプロジェクタにおける認証処理方法においても、前記（８）～（１
３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００６８】
　（２５）本発明のプロジェクタにおける認証処理プログラムは、画像処理を施した画像
データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像デー
タに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前
記プロジェクタにおける認証処理プログラムであって、前記情報処理装置から送信される
暗号化パスワードを前記プロジェクタ側の機器接続部を介して入力し、入力した前記暗号
化パスワードを復号鍵を用いて復号化するステップと、前記復号化された復号化パスワー
ドの正否を判定し、前記復号化パスワードが正しい場合に、前記プロジェクタが行うべき
前記投写のための処理の実行開始を指示する信号を出力するステップとを有することを特
徴とする。
【００６９】
　（２５）に記載のプロジェクタおける認証処理プログラムは、前記（１６）に記載のプ
ロジェクタで実行される認証処理プログラムである。前記（２５）に記載のプロジェクタ
における認証処理プログラムも、前記（１６）に記載のプロジェクタと同様の効果が得ら
れる。なお、（２５）に記載のプロジェクタおける認証処理プログラムにおいても、前記
（８）～（１３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００７０】
　（２６）本発明の情報処理装置における認証処理方法は、画像処理を施した画像データ
をプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像データに基
づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前記情報
処理装置における認証処理方法であって、投写のための処理の実行開始の可否の判定に用
いられるパスワードを生成するステップと、前記パスワードを暗号化して、前記暗号化し
た暗号化パスワードを情報処理装置側の機器接続部を介してプロジェクタに出力するステ
ップとを有することを特徴とする。
【００７１】
　（２６）に記載の情報処理装置おける認証処理方法は、前記（１７）に記載の情報処理
装置で行われる認証処理方法である。前記（２６）に記載の情報処理装置における認証処
理方法も、前記（１７）に記載の情報処理装置と同様の効果が得られる。なお、（２６）
に記載の情報処理装置における認証処理方法においても、前記（８）～（１３）に記載の
プロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい。
【００７２】
　（２７）本発明の情報処理装置における認証処理プログラムは、画像処理を施した画像
データをプロジェクタに供給する情報処理装置と、前記情報処理装置からの前記画像デー
タに基づく画像を投写するプロジェクタとを有するプロジェクタシステムに用いられる前
記情報処理装置における認証処理プログラムであって、投写のための処理の実行開始の可
否の判定に用いられるパスワードを生成するステップと、前記パスワードを暗号化して、
前記暗号化した暗号化パスワードを情報処理装置側の機器接続部を介してプロジェクタに
出力するステップとを有することを特徴とする。
【００７３】
　（２７）に記載の情報処理装置おける認証処理プログラムは、前記（１７）に記載の情
報処理装置で実行される認証処理プログラムである。前記（２６）に記載の情報処理装置
における認証処理プログラムも、前記（１７）に記載の情報処理装置と同様の効果が得ら
れる。なお、（２７）に記載の情報処理装置における認証処理プログラムにおいても、前
記（８）～（１３）に記載のプロジェクタシステムと同様の特徴を有することが好ましい
。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
　［実施形態１］
　図１は本発明の実施形態１に係るプロジェクタシステムの外観構成を示す図である。図
１に示すように、本発明の実施形態１に係るプロジェクタシステムは、プロジェクタ１と
パーソナルコンピュータなどの情報処理装置２を有し、これらプロジェクタ１と情報処理
装置２とは接続ケーブル３によって接続されている。なお、図１に示すプロジェクタシス
テムの外観構成は、後に説明する他の実施形態に係るプロジェクタシステムにおいても共
通である。
【００７５】
　本発明の各実施形態に係るプロジェクタシステムで用いられるプロジェクタ１は、いわ
ゆるホストベース型のプロジェクタである。すなわち、補正処理を含む画像処理は情報処
理装置２側で行い、補正処理を含む画像処理の施された画像データをデジタルデータとし
てプロジェクタ１に送信し、プロジェクタ１では情報処理装置１からの画像データを受け
取って、投写のための処理を行う。
【００７６】
　したがって、情報処理装置２側には、プロジェクタ１で投写すべき画像を処理する画像
データ処理部２１を有している。この画像データ処理部２１は、画像データ取得部２１１
、形状変換処理部２１２、色変換処理部２１３、転送処理部２１４などを有している。ま
た、情報処理装置２には、プロジェクタ１との間で認証処理を行う認証処理部２２を有し
ている。
【００７７】
　一方、プロジェクタ１は、電気光学変調装置、光学系、これらを制御する制御装置など
を有する画像投写部１１を有するとともに、情報処理装置２との間で認証処理を行う認証
処理部１２を有している。
【００７８】
　図２は実施形態１に係るプロジェクタシステムの構成を示す図である。図２におけるプ
ロジェクタ１および情報処理装置２は、図１において示したプロジェクタ１側の認証処理
部１２及び情報処理装置２側の認証処理部２２の構成を示すものであり、それら以外の構
成要素、すなわちプロジェクタ１においては画像投写部１１、情報処理装置２においては
、画像データ処理部２１などの図示は省略されている。
【００７９】
　図２に示すように、プロジェクタ１側の認証処理部１２は、投写のための処理の実行開
始の可否の判定に用いられるパスワードの生成を行うプロジェクタ側のパスワード生成部
１２１と、パスワード生成部１２１で生成されたパスワードを暗号化し、暗号化したパス
ワードを出力するプロジェクタ側の暗号化部１２２と、情報処理装置２から送信されるパ
スワードを入力して、入力したパスワードの正否を判定して、パスワードが正しい場合に
、プロジェクタ１が行うべき投写のための処理（たとえば光学系や電気光学変調装置の駆
動など）の実行開始を指示する信号（投写処理開始信号という）を画像投写部１１などに
出力するプロジェクタ側のパスワード判定部１２３と、プロジェクタ１と情報処理装置２
とを接続して情報処理装置との間での通信を可能とする機器接続部１２４とを有している
。
【００８０】
　一方、情報処理装置２における認証処理部２２は、プロジェクタ１から送信されてくる
暗号化されたパスワード（暗号化パスワードという）を復号化するための復号鍵を生成す
る復号鍵生成部２２１と、復号鍵生成部２２１で生成された復号鍵を用いて暗号化パスワ
ードを復号化する情報処理装置側の復号化部２２２と、プロジェクタ１のパスワードを生
成する情報処理装置側のパスワード生成部２２３、復号化部２２２で復号化されたパスワ
ード（復号化パスワードという）とパスワード生成部２２３で生成されたパスワードとを
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比較することによって復号化パスワードの正否を判定し、復号化パスワードがプロジェク
タ１のパスワードとして正しいと判定した場合に、その復号化パスワードをプロジェクタ
１に出力するとともに、情報処理装置２が行うべき投写のための処理（補正処理を含む画
像処理など）の実行開始を指示する信号（投写処理開始信号）を画像データ処理部２１な
どに出力する情報処理装置側のパスワード判定部２２４と、情報処理装置２とプロジェク
タ１とを接続してプロジェクタ１との間での通信を可能とする機器接続部２２５とを有し
ている。
【００８１】
　このような構成において実施形態１に係るプロジェクタシステムにおける認証処理の手
順を説明する。この認証処理は、プロジェクタ１を情報処理装置２に接続したあと、プロ
ジェクタ１が行うべき投写処理及び情報処理装置２が行うべき投写処理の前段階の処理と
して実行される。
【００８２】
　まず、プロジェクタ１ではパスワード生成部１２１によってパスワードを生成し、生成
したパスワードを暗号化部１２２で暗号化する。そして、暗号化部１２２は、暗号化パス
ワードを機器接続部１２４を介して情報処理装置２に出力する。
【００８３】
　なお、パスワード生成部１２１で生成されるパスワードは、個々のプロジェクタごとに
異なる値であり、これは個々のプロジェクタに与えられているシリアル番号などの固有の
番号（個体番号という）に基づいて生成される。
【００８４】
　一方、情報処理装置２側では、復号化部２２２が暗号化パスワードを機器接続部２２５
を介して入力し、復号鍵を用いて復号化して、プロジェクタ１のパスワードを取得する。
この復号鍵はプロジェクタ１の個体番号に基づいて復号鍵生成部２２１により生成される
。
【００８５】
　また、情報処理装置２側では、パスワード生成部２２３により、自身に接続されたプロ
ジェクタ１の個体番号から当該プロジェクタ１のパスワードを生成する。このパスワード
生成部２２３によるパスワードの生成は、プロジェクタ１を情報処理装置２に接続したと
きに、ユーザがプロジェクタ１の個体番号としてのシリアル番号を入力することによって
行われ、プロジェクタ１と同様のパスワードが生成される。
【００８６】
　そして、情報処理装置２では、復号化パスワードとパスワード生成部２２３で生成され
たパスワードとをパスワード判定部２２４によって比較し、復号化パスワードの正否を判
定する。その判定の結果、両者が一致しない場合には、復号化パスワードが正しくないと
判定し、投写のための処理を実行しない。
【００８７】
　一方、パスワード判定部２２４によって、復号化パスワードとパスワード生成部２２３
で生成されたパスワードとが一致し、復号化パスワードが正しいと判定された場合は、プ
ロジェクタ１が正規のプロジェクタであると判定する。このとき、情報処理装置２のパス
ワード判定部２２４は、自身が復号化した復号化パスワードを当該プロジェクタ１に機器
接続部２２５を介して出力するとともに、情報処理装置２側の投写処理の実行開始を指示
する信号（投写処理開始信号）を図１で示した画像データ処理部２１などに出力する。
【００８８】
　一方、プロジェクタ１側では、情報処理装置２から送信されてきた復号化パスワードを
受信すると、その復号化パスワードと自身の生成したパスワード（パスワード生成部１２
１によって生成されたパスワード）とが一致するか否かをパスワード判定部１２３によっ
て判定し、情報処理装置２から送信されてきた復号化パスワードが自身の生成したパスワ
ードに一致した場合にのみ、プロジェクタ１が行うべき投写のための処理の実行開始を指
示する信号（投写処理開始信号）を図１で示した画像投写部１１などに出力する。
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　なお、情報処理装置２から送信されてきた復号化パスワードが自身の生成したパスワー
ドに一致しなかった場合は、プロジェクタ１が行うべき投写のための処理を実行しない。
【００８９】
　このように、情報処理装置２側において、プロジェクタ１から送信されてきたパスワー
ドの正否の判定を行うだけでなく、情報処理装置２側で復号化して得られた復号化パスワ
ードの正否をプロジェクタ１側で判定する。
【００９０】
　これにより、情報処理装置２側では自身に接続されたハードウエアとしてのプロジェク
タ１が正規のプロジェクタであるか否かを判定することができる。また、プロジェクタ１
側では自信が接続された情報処理装置２のソフトウエアが正規のソフトウエアであるか否
かを判定することができる。
【００９１】
　そして、情報処理装置２側においてプロジェクタ１が正規のプロジェクタであると判定
された場合と、プロジェクタ１側において情報処理装置２のソフトウエアが正規のソフト
ウエアであると判定された場合に、情報処理装置１側では当該プロジェクタ１に対する情
報処理装置が行うべき投写のための処理の実行を開始するとともに、プロジェクタ1側に
おいても自身が行うべき投写のための処理の実行を開始する。
【００９２】
　このように、情報処理装置２に接続されたプロジェクタ１が正規プロジェクタであるか
否かの判定だけでなく、情報処理装置２側のソフトウエアの正当性の判定を行うことによ
り、情報処理装置２のソフトウエアが当該プロジェクタシステムにおいて正規のソフトウ
エアであることを確認することができる。これにより、この種のプロジェクタシステムに
おいて、たとえば、情報処理装置２のソフトウエアが正規のソフトウエアではない他のソ
フトウエアに置き換えられて使用されるといったことを防ぐことができる。
【００９３】
　図３は実施形態１に係るプロジェクタシステムにおける認証処理手順を説明するフロー
チャートであり、図３（ａ）はプロジェクタ１が行う処理手順、図３（ｂ）は情報処理装
置２が行う処理手順を示している。個々のステップにおける処理内容は既に説明したので
、ここでは、全体的な処理の手順について簡単に説明する。
【００９４】
　まず、プロジェクタ１側では、パスワードを生成し（ステップＳ１）、生成したパスワ
ードを暗号化して（ステップＳ２）、暗号化パスワードを送信する（ステップＳ３）。こ
こで、プロジェクタ１は情報処理装置２からのパスワード（復号化パスワード）を待つ状
態すなわちパスワード受信待ち状態となる（ステップＳ４）。
【００９５】
　一方、情報処理装置２側では、プロジェクタ１からのパスワード（暗号化パスワード）
を待つ状態すなわちパスワード待ち状態（ステップＳ１１）から、暗号化パスワードを受
信すると（ステップＳ１２）、復号鍵を生成し（ステップＳ１３）、復号化処理を行う（
ステップＳ１４）。
【００９６】
　そして、復号化パスワードの正否の判定を行い（ステップＳ１５）、復号化パスワード
が正しければ認証成功とし（ステップＳ１６）、復号化パスワードをプロジェクタ１に送
信するとともに、情報処理装置2が行うべき投写のための処理を実行開始する（ステップ
Ｓ１７，Ｓ１８）。また、ステップＳ１５において復号化パスワードが正しくないと判定
された場合には、認証失敗とする（ステップＳ１９）。認証失敗の場合には投写のための
処理を実行しない。
【００９７】
　一方、プロジェクタ１側では、情報処理装置２からのパスワード待ち状態（ステップＳ
４）において、情報処理装置２から復号化パスワードが送信されてくると、復号化パスワ
ードを受信し（ステップＳ５）、送られてきた復号化パスワードの正否を判定し（ステッ
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プＳ６）、パスワードが正しければ、認証成功として（ステップＳ７）、プロジェクタ１
が行うべき投写のための処理の実行を開始する（ステップＳ８）。また、ステップＳ６に
おいてパスワードが正しくないと判定された場合には、認証失敗とする（ステップＳ９）
。認証失敗の場合には投写のための処理を実行しない。
【００９８】
　また、以上説明した認証処理は、プロジェクタ１を情報処理装置２に接続したときに、
ユーザが所定の手順に沿って操作することによって行うこともできるが、プロジェクタ１
を情報処理装置２に接続するとシステム側が自動的に行うようにすることが好ましい。た
だし、シリアル番号などの個体番号入力などはユーザが行う。これは後に説明する他の実
施形態に係るプロジェクタシステムにおいても同様である。
【００９９】
　なお、ユーザによる個体番号の入力操作は、プロジェクタ１を情報処理装置２に接続し
たときに一回だけ行えばよい。そして、入力された個体番号を記憶手段に記憶させておき
、以降は、システムが記憶手段から必要に応じて個体番号を読み出すことによって、これ
まで説明した認証処理を行うようにする。これにより、ユーザの操作を最小限に抑えるこ
とができ、利便性が向上する。
【０１００】
　［実施形態２］
　実施形態２は情報処理装置２において暗号化パスワードを復号化する際に用いる復号鍵
を情報処理装置２がＷｅｂ上の所定のサイトから取得するようにした例である。
【０１０１】
　図４は実施形態２に係るプロジェクタシステムの構成を示す図である。なお、図４にお
いても図２と同様、図１において示したプロジェクタ１側の認証処理部１２及び情報処理
装置２側の認証処理部２２の構成のみが示されている。
【０１０２】
　図４に示すように、Ｗｅｂ上の所定のサイト４（たとえばプロジェクタの製造メーカの
サイト）などに復号鍵生成部４１が存在する。したがって、情報処理装置２はインターネ
ットなどのネットワーク５に接続されている必要がある。また、復号鍵生成部４１を有す
るＷｅｂ上のサイト４には、個体番号を認証する個体認証部４２を有している。また、情
報処理装置２はインターネット接続部２２６を有している。
【０１０３】
　このような構成において、情報処理装置２から処理対象となるプロジェクタ１の個体番
号を与えると、復号鍵生成部４１を有するＷｅｂ上のサイト４に設けられた個体認証部４
２で情報処理装置２から与えられた個体番号の認証処理を行い、個体番号が正しければ、
それに対応する復号鍵を復号鍵生成部４１で生成する。
【０１０４】
　そして、情報処理装置２ではＷｅｂ上のサイト４から復号鍵を取得し、取得した復号鍵
を用いて復号化部２２２が暗号化パスワードを復号化する。以降は、実施形態１に係るプ
ロジェクタシステムと同様の処理を行う。なお、図４において図１と同一部分には同一符
号が付されている。
【０１０５】
　この実施形態２に係るプロジェクタシステムによれば、プロジェクタシステムを構成す
る情報処理装置２がインターネットなどのネットワーク５によって、プロジェクタ１の製
造メーカなどと接続されることから、ユーザ側からプロジェクタシステムの状況などにつ
いての情報を製造メーカ側に送信することにより、製造メーカ側ではユーザからの情報に
基づいて当該プロジェクタシステムを利用するユーザへのサポートが行えるという利点が
ある。たとえば、当該プロジェクタシステムにおけるプロジェクタの投写環境などに応じ
た補正パラメータを送信するといったことも可能となる。
【０１０６】
　また、実施形態２に係るプロジェクタシステムでは、プロジェクタシステム側で復号鍵
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生成などの処理を行わなくて済むので、情報処理装置２に復号鍵生成部が不要となり、情
報処理装置２の構成及び処理の簡素化を図ることができる効果も得られる。
【０１０７】
　なお、実施形態１及び実施形態２に係るプロジェクタシステムにおいては、パスワード
を個体番号などの固定的な値を用いた例で説明したが、パスワードを個体番号に加えて、
日時など値の変化する情報を含んだ値で構成することも可能である。
【０１０８】
　この場合、プロジェクタ１側では、個体番号に日時などの情報を含んだパスワードを暗
号化して情報処理装置２側に送信し、情報処理装置２側では、個体番号に加えて日時など
によって生成された復号鍵を生成して復号化するようにする。なお、実施形態２で説明し
たように、復号鍵生成部がＷｅｂ上のサイトに存在する場合も、同様に、個体番号に加え
て日時などによって生成された復号鍵を生成して復号化するようにする。
【０１０９】
　このように、パスワードを個体番号に加えて、日時などを含んだ値で構成することによ
り、より信頼性の高いものとすることができる。なお、このように、パスワードを日時を
含んだ値で構成する場合には、所定の有効期間を定めることが好ましい。これにより、た
とえば、同じ会社内の複数人が交代で同じプロジェクタを用いる場合などにおいては、有
効期間内であれば、同一のパスワードで正常な動作が可能となるので、利便性が高められ
る。
【０１１０】
　［実施形態３］
　図５は実施形態３に係るプロジェクタシステムの構成を示す図である。本発明のプロジ
ェクタシステムにおいて、個々のプロジェクタ固有の補正情報がある場合、プロジェクタ
１から当該プロジェクタ固有の補正情報を情報処理装置２に送信し、情報処理装置２側で
はプロジェクタ１から送信されてきた固有の補正情報に基づいた画像処理を施して、画像
処理の施された画像データをプロジェクタ１に送信するといった処理がなされる。このよ
うに、プロジェクタ１側から当該プロジェクタ固有の補正情報を情報処理装置２に送信す
る必要のある場合、補正情報を暗号化して暗号化補正情報として情報処理装置２に送信す
ることが好ましい。
【０１１１】
　実施形態３に係るプロジェクタシステムにおいては、プロジェクタ１では補正情報を暗
号化した状態で保持する。すなわち、図５に示すように、暗号化補正情報を保持する暗号
化補正情報記憶部１２５を有する。そして、この暗号化補正情報記憶部１２５に記憶され
ている当該プロジェクタ固有の暗号化補正情報を、暗号化部１２２によって暗号化された
暗号化パスワードとともに暗号化データとして情報処理装置２に送信する。
【０１１２】
　なお、補正情報の暗号化は、パスワードの暗号化と同じ暗号化手段によって行われる。
したがって、情報処理装置２側での復号化は、暗号化パスワードの復号化と同じ復号鍵を
用いて復号化することができる。
【０１１３】
　一方、情報処理装置２側には、復号化された補正情報（復号化補正情報という）を記憶
する復号化補正情報記憶部２２７を有している。そして、プロジェクタ１から送信されて
きた暗号化データ（暗号化補正情報と暗号化パスワード）は、復号化部２２２で復号鍵を
用いて復号化され、復号化された復号化補正情報は、復号化補正情報記憶部２２７に記憶
される。また、復号化部２２２によって復号化された復号化パスワードは、実施形態１に
係るプロジェクタシステムと同様に、パスワード判定部２２４に与えられ、実施形態１に
係るプロジェクタシステムと同様の処理が行われる。
【０１１４】
　なお、情報処理装置２の画像データ処理部２１が当該プロジェクタ１で投写すべき画像
データ処理を行う際は、復号化補正情報記憶部２２７に記憶された補正情報も考慮した画
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像データ処理を行う。
【０１１５】
　実施形態３に係るプロジェクタシステムのように、個々のプロジェクタ固有の補正情報
を暗号化補正情報として情報処理装置２に送信する機能を有することにより、個々のプロ
ジェクタ固有の補正情報を情報処理装置２側に送信する際、個々のプロジェクタ固有の補
正情報を隠蔽した状態で情報処理装置側に送信することができる利点がある。
【０１１６】
　また、プロジェクタで保持すべき固有の補正情報をデータ圧縮率の高い暗号化手段を用
いて作成された暗号化補正情報として保持することにより、プロジェクタ１で保持すべき
固有の補正情報のデータ量を少なくすることができる。これにより、プロジェクタ１の記
憶手段の記憶容量を有効活用することができる。
【０１１７】
　また、実施形態３に係るプロジェクタシステムにおいても、実施形態２に係るプロジェ
クタシステム（図４参照）と同様、暗号化データ（暗号化補正情報と暗号化パスワード）
を復号化する際に用いる復号鍵をＷｅｂ上のサイトから取得することが可能である。
【０１１８】
　なお、前述の実施形態１～３に係るプロジェクタシステムでは、情報処理装置２側にお
いてプロジェクタ１が正規のプロジェクタであると判定された場合と、プロジェクタ１側
において情報処理装置２のソフトウエアが正規のソフトウエアであると判定された場合、
すなわち、情報処理装置２側及びプロジェクタ１側の双方で認証が成功した場合のみに、
情報処理装置２及びプロジェクタ１それぞれにおいて投写のための処理の実行を開始する
ようにしているが、情報処理装置２側においてプロジェクタ１が正規のプロジェクタであ
ると判定できれば認証成功として、情報処理装置２及びプロジェクタ１で行うべき投写の
ための処理の実行を開始するようにしてもよい。この場合、プロジェクタ１においては、
パスワード判定処理を行う必要がなく、それにより、パスワード判定部１２３も不要とな
るので、プロジェクタ１の構成及び処理をより簡素化することができる。
【０１１９】
　[実施形態４]
　図６は実施形態４に係るプロジェクタシステムの構成を示す図である。図６に示すよう
に、プロジェクタ１側の認証処理部１２は、情報処理装置２及びプロジェクタ１で行うべ
き投写のための処理の実行開始の可否の判定に用いられるパスワードの生成を行うパスワ
ード生成部１２１と、情報処理装置２から送信されてくる暗号化パスワードを入力して、
入力したパスワードを復号化する復号化部１２６と、復号化されたパスワードの正否を判
定して、パスワードが正しい場合にプロジェクタが行うべき投写のための処理（たとえば
光学系や電気光学変調装置の駆動など）の実行開始を指示する信号（投写処理開始信号と
いう）を、画像投写部１１（図１参照）などに出力するとともに、情報処理装置２に対し
て認証成功を示す信号を出力するパスワード判定部１２３と、プロジェクタ１と情報処理
装置２とを接続して情報処理装置との間での通信を可能とする機器接続部１２４とを有し
ている。
【０１２０】
　一方、情報処理装置２における認証処理部２２は、プロジェクタ１で生成されるパスワ
ードと同じパスワードを生成するパスワード生成部２２３、パスワード生成部２２３で生
成されたパスワードを暗号化して暗号化パスワードを出力する暗号化部２２８と、情報処
理装置２が行うべき投写のための処理（補正処理を含む画像処理など）の実行開始を指示
する信号（投写処理開始信号）を、画像データ処理部２１（図１参照）などに出力する投
写処理開始信号出力部２２９と、情報処理装置２とプロジェクタ１とを接続してプロジェ
クタ１との間での通信を可能とする機器接続部２２５とを有している。
【０１２１】
　このような構成において、情報処理装置２側では、パスワード生成部２２３により、プ
ロジェクタ１で生成されたパスワードと同じパスワードを生成する。そして、パスワード
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生成部２２３によって生成されたパスワードを暗号化部２２８で暗号化する。暗号化部２
２８は、暗号化パスワードを機器接続部２２５を介してプロジェクタ１に出力する。
　一方、プロジェクタ１側では、復号化部１２６が暗号化パスワードを機器接続部１２４
を介して入力し、復号鍵を用いて復号化して、復号化パスワードを取得する。
　そして、プロジェクタ１では、復号化パスワードとパスワード生成部１２１で生成され
たパスワードとをパスワード判定部１２３によって比較し、復号化パスワードの正否を判
定する。その判定の結果、両者が一致しない場合には、復号化パスワードが正しくないと
判定し、投写のための処理を実行しない。
【０１２２】
　また、パスワード判定部１２３によって、復号化パスワードとパスワード生成部１２１
で生成されたパスワードとが一致し、復号化パスワードが正しいと判定された場合は、認
証が成功したことを示す信号（認証信号）を情報処理装置２に送信するとともに、プロジ
ェクタ１が行うべき投写のための処理の実行開始を指示する信号（投写処理開始信号）を
画像投写部１１（図１参照）などに出力する。
【０１２３】
　一方、情報処理装置２側では、プロジェクタ１から送られてきた認証信号を、機器接続
部２２５を介して投写処理開始信号出力部２２９が入力すると、投写処理開始信号出力部
２２９は、情報処理装置２が行うべき投写のための処理の実行開始を指示する信号（投写
処理開始信号）を画像データ処理部２１（図１参照）などに出力する。
【０１２４】
　図７は実施形態４に係るプロジェクタシステムにおける処理手順を説明するフローチャ
ートであり、図７（ａ）はプロジェクタ１が行う処理手順、図７（ｂ）は情報処理装置２
が行う処理手順を示している。個々のステップにおける処理内容は既に説明したので、こ
こでは、全体的な処理の手順について簡単に説明する。
【０１２５】
　まず、プロジェクタ１側では、パスワードを生成し（ステップＳ２１）、情報処理装置
２からのパスワード（暗号化パスワード）を待つ状態すなわちパスワード待ち状態（ステ
ップＳ２２）となる。
【０１２６】
　一方、情報処理装置２側では、パスワード生成を行い（ステップＳ３１）、生成したパ
スワードを暗号化して（ステップＳ３２）、暗号化パスワードをプロジェクタ１に送信し
（ステップＳ３３）、プロジェクタ１からの認証結果待ち状態となる（ステップＳ３４）
。
【０１２７】
　また、プロジェクタ１では、情報処理装置２からの暗号化パスワードを受信すると（ス
テップＳ２３）、受信した暗号化パスワードを復号化し（ステップＳ２４）、復号化した
パスワード（復号化パスワード）の正否を判定する（ステップＳ２５）。復号化パスワー
ドが正しければ、認証成功とし（ステップＳ２６）、自身が行うべき投写のための処理を
行う（ステップＳ２７）。なお、ステップＳ２５における復号化パスワード正否判定の結
果、復号化パスワードが正しくなければ認証失敗とする（ステップＳ４６）。認証失敗の
場合には投写のための処理を実行しない。
　一方、情報処理装置２は、認証待ちの状態で（ステップＳ３４）、プロジェクタ１から
認証信号を受信すると、自身が行うべき投写のための処理の実行を開始する（ステップＳ
３５）。
【０１２８】
　以上説明したように、実施形態４に係るプロジェクタシステムにおいては、プロジェク
タ１では、情報処理装置２から送信されてきたパスワードが正しいか否かを判定し、正し
い場合に、プロジェクタ１では、自身が行うべき投写のための処理を開始するとともに、
認証が成功したことを示す認証信号を情報処理装置２に送信する。これにより、情報処理
装置では、自身が行うべき投写のための処理を開始する。
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【０１２９】
　このような認証処理を行うことによっても、実施形態１から３に係るプロジェクタシス
テムと同様に、セキュリティを確保することができる。また、実施形態４に係るプロジェ
クタシステムにおいて行われる処理は、前述の実施形態１～３に係るプロジェクタシステ
ムと同様、実際の投写を行う前段階の初期処理として行われるものである。したがって、
画像データ全てを復号化するというような方法に比べて、ハードウエア及びソフトウエア
を簡素化することができ、ホストベース型のプロジェクタの利点を損ねることがなく、か
つ、セキュリティの確保を可能としたプロジェクタシステムを構築することができる。
【０１３０】
　[実施形態５]
　図８は実施形態５に係るプロジェクタシステムの構成を示す図である。実施形態５に係
るプロジェクタシステムは、実施形態４に係るプロジェクタシステムの構成要素（図６参
照）に加えて、図８に示すように、プロジェクタ１側の認証処理部１２においては、プロ
ジェクタ固有の補正情報を記憶する補正情報記憶部１２７と、情報処理装置２で行うべき
処理を実行するための実行プログラムを記憶する実行プログラム記憶部１２８とを有して
いる。
　また、情報処理装置２側の認証処理部２２においては、プロジェクタ１側から送信され
てくる補正情報を記憶する補正情報記憶部２３０と、プロジェクタ側から送信されてくる
実行プログラムを記憶する実行プログラム記憶部２３１とを有している。
【０１３１】
　図９は実施形態５に係るプロジェクタシステムにおける処理手順を説明するフローチャ
ートであり、図９（ａ）はプロジェクタ１が行う処理手順、図９（ｂ）は情報処理装置２
が行う処理手順を示している。
　図９におけるプロジェクタ１側の処理のステップＳ４１～Ｓ４６は、図７におけるステ
ップＳ２１～Ｓ２６と同じ処理であり、また、情報処理装置２側の処理ステップＳ５１～
５４は、図７におけるステップＳ３１～Ｓ３４と同じ処理である。
【０１３２】
　図９からもわかるように、実施形態５に係るプロジェクタシステムにおいては、情報処
理装置２から送信されてくるパスワードをプロジェクタ１側で認証できると、プロジェク
タ１は、補正情報と実行プログラムとを情報処理装置２に送信し、情報処理装置２では、
プロジェクタ１から送信されてきた補正情報と実行プログラムとを用いて自身が行うべき
投写のための処理を行うという点が実施形態４に係るプロジェクタシステムと異なってい
る。
【０１３３】
　図９においてプロジェクタ側についてはステップＳ４５以降、情報処理装置側について
はステップＳ５４以降について説明する。プロジェクタ１は、ステップＳ４５における復
号化パスワード正否判定の結果、復号化パスワードが正しければ、認証成功とし（ステッ
プＳ４６）、情報処理装置２に対して、実行プログラムと補正情報とを送信する（ステッ
プＳ４７）。また、プロジェクタ１は自身が行うべき投写のための処理を行う（ステップ
Ｓ４８）。
【０１３４】
　一方、情報処理装置２は、認証待ちの状態で（ステップＳ５４）、プロジェクタ１から
送信されてくる実行プログラムと補正情報とを受信すると（ステップＳ５５）、受信した
実行プログラムと補正情報とを用いて自身が行うべき投写のための処理の実行を開始する
（ステップＳ５６）。
　このように、情報処理装置２で生成されたパスワードがプロジェクタ１で正しいと判定
した場合のみに、プロジェクタ１から実行プログラムと補正情報とが情報処理装置２に送
信されるので、情報処理装置２ではプロジェクタ１で投写すべき画像データを適切に処理
することができる。
【０１３５】
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　なお、情報処理装置２では、実行プログラムが存在しなければ画像処理そのものが行え
ず、また、補正情報が存在しなければ、適正な画像データとすることができないので、い
ずれが欠けても情報処理装置２では適切な画像処理ができないこととなる。したがって、
補正情報と実行プログラムのいずれか一方をプロジェクタ１側で保持しておいて、情報処
理装置２から送信されてくるパスワードをプロジェクタ１側で認証できたときには、プロ
ジェクタ１で保持している補正情報又は実行プログラムを情報処理装置２に送信するよう
にしてもよい。
【０１３６】
　例えば、初期状態においては、プロジェクタ１側では、補正情報を保持し、実行プログ
ラムは情報処理装置２が保持しておき、プロジェクタ１でパスワードの認証ができた場合
に、プロジェクタ１から情報処理装置２に対して、プロジェクタ１が保持している補正情
報を情報処理装置に送信するというようにしてもよい。
　また、それとは逆に、初期状態においては、プロジェクタ１側では、実行プログラムを
保持し、補正情報は情報処理装置２が保持し、プロジェクタ１でパスワードの認証ができ
た場合に、プロジェクタ１から情報処理装置２に対して、プロジェクタ１が保持している
実行プログラムを情報処理装置２に送信するというようにすることもできる。
【０１３７】
　以上説明したように、実施形態５に係るプロジェクタシステムによれば、実施形態４に
係るプロジェクタシステムと同様の効果が得られるほか、実施形態５に係るプロジェクタ
システムにおいては、情報処理装置２で生成されたパスワードをプロジェクタ１側で認証
できたときのみに、プロジェクタ１から情報処理装置２に対して、補正情報及び／又は実
行プログラムを送信するようにし、情報処理装置２側では、プロジェクタ１から送信され
てきた補正情報及び／又は実行プログラムを用いて、自身が行うべき投写のため処理を行
うようにしている。
　これにより、情報処理装置２で生成されたパスワードをプロジェクタ側で認証されない
限り、情報処理装置側では投写のための処理を適切に行うことができないので、セキュリ
ティをより一層高めることができる。
【０１３８】
　なお、実施形態４及び実施形態５に係るプロジェクタシステムにおいても、実施形態１
及び実施形態２と同様、パスワードを個体番号に加えて、日時など値の変化する情報を含
んだ値で構成することも可能である。
【０１３９】
　なお、本発明は上述の実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能となるものである。たとえば、実施形態１から実施形態３において
は、情報処理装置２側において、復号化パスワードの正否を判定した結果、復号化パスワ
ードが正しいと判定がなされなかった場合、投写のための処理の実行を開始しないだけで
なく、ユーザに注意を促すメッセージをプロジェクタ１や情報処理装置２で表示させるこ
とも可能である。このメッセージの内容としては、たとえば、使用しているプロジェクタ
が正規のプロジェクタではないことを示す内容などが考えられる。
【０１４０】
　また、同様に、実施形態１から実施形態３において、情報処理装置２からプロジェクタ
１に送られてきた復号化パスワードがプロジェクタ１側で生成した自身のパスワードに一
致しなかった場合にも、投写のための処理の実行を行わないだけでなく、ユーザに注意を
促すメッセージをプロジェクタ１や情報処理装置２で表示させることも可能である。この
メッセージの内容としては、たとえば、使用しているソフトウエアが正規のソフトウエア
ではないことを示す内容などが考えられる。
　なお、このように、復号化パスワードが正しいと判定がなされなかった場合、ユーザに
注意を促すメッセージを表示させるようにすることは、実施形態３及び実施形態４に係る
プロジェクタシステムに対しても適用することができる。
【０１４１】
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　また、前述の各実施形態において説明したプロジェクタ１側における認証処理を当該プ
ロジェクタ１に実行させるためのプログラムとしてプロジェクタにおける認証処理プログ
ラムを作成することが可能であり、また、作成したプロジェクタにおける認証処理プログ
ラムを各種の記録媒体に記録させておくことも可能である。同様に、情報処理装置２側に
おける認証処理を当該情報処理装置２に実行させるためのプログラムとして情報処理装置
における認証処理プログラムを作成することが可能であり、また、作成した情報処理装置
における認証処理プログラムを各種の記録媒体に記録させておくことも可能である。
【０１４２】
　したがって、本発明は、プロジェクタにおける認証処理プログラムを記録した記録媒体
及び情報処理装置における認証処理プログラムを記録した記録媒体をも含むものである。
また、これらプロジェクタにおける認証処理プログラム及び情報処理装置における認証処
理プログラムはネットワークから取得するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明のプロジェクタシステムの外観構成を示す図。
【図２】実施形態１に係るプロジェクタシステムの構成を示す図。
【図３】実施形態１に係るプロジェクタシステムにおける認証処理手順を説明するフロー
チャート。
【図４】実施形態２に係るプロジェクタシステムの構成を示す図。
【図５】実施形態３に係るプロジェクタシステムの構成を示す図。
【図６】実施形態４に係るプロジェクタシステムの構成を示す図。
【図７】実施形態４に係るプロジェクタシステムにおける認証処理手順を説明するフロー
チャート。
【図８】実施形態５に係るプロジェクタシステムの構成を示す図。
【図９】実施形態５に係るプロジェクタシステムにおける認証処理手順を説明するフロー
チャート。
【符号の説明】
【０１４４】
　１・・・プロジェクタ、２・・・情報処理装置、３・・・接続ケーブル、４・・・Ｗｅ
ｂ上のサイト、５・・・ネットワーク、１１・・・画像投写部、１２・・・認証処理部（
プロジェクタ側）、２１・・・画像データ処理部、２２・・・認証処理部（情報処理装置
側）、１２１・・・パスワード生成部（プロジェクタ側）、１２２・・・暗号化部、１２
３・・・パスワード判定部（プロジェクタ側）、１２５・・・暗号化補正情報記憶部（プ
ロジェクタ側）、１２６・・・復号化部（プロジェクタ側）、１２７・・・補正情報記憶
部（プロジェクタ側）、１２８・・・実行プログラム記憶部（プロジェクタ側）、２２１
・・・復号鍵生成部、２２２・・・復号化部（情報処理装置側）、２２３・・・パスワー
ド生成部（情報処理装置側）、２２４・・・パスワード判定部（情報処理装置側）、１２
５・・・暗号化補正情報記憶部（プロジェクタ側）、２２７・・・暗号化補正情報記憶部
（情報処理装置側）、２２８・・・暗号化部（情報処理装置側）、２２９、投写処理開始
信号出力部、２３０・・・補正情報記憶部（情報処理装置側）、２３１・・・実行プログ
ラム記憶部（情報処理装置側）
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