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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報端末装置に装着可能であり、前記情報端末装置をローカルエリアネットワークに接
続する接続手段と、
　前記情報端末装置に装着されることに基づき、該情報端末装置を前記ローカルエリアネ
ットワークのホストとするかクライアントとするかを決定する決定手段であって、前記情
報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンドが前記ローカルエリアネット
ワークを介して受信されていない場合には、前記情報端末装置を前記ホストと決定すると
ともに、他の前記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンドを前記ロ
ーカルエリアネットワークを介して送信し、前記情報端末装置を前記ホストと決定するこ
とを禁止するコマンドが前記ローカルエリアネットワークを介して受信されている場合に
は、前記情報端末装置を前記クライアントと決定する決定手段と、
　前記決定手段で前記クライアントと決定されたことに基づき、前記情報端末装置を前記
ローカルエリアネットワークに接続するためのネットワーク設定を行うのに必要な設定情
報を前記ローカルエリアネットワークのホストに要求し、該ホストから送られた前記設定
情報を用いて前記ネットワーク設定を行う設定手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定されたことに基づき、要求された前記設定情報を前記
クライアントに送る処理手段とを備えた
　カード型ネットワークインタフェース。
【請求項２】
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　請求項１に記載のカード型ネットワークインタフェースにおいて、
　前記設定情報は、前記ローカルエリアネットワークにおける前記クライアントの識別情
報及び経路制御のための位置情報と、前記ローカルエリアネットワークにおける前記ホス
トの識別情報及び経路制御のための位置情報とを含む
　カード型ネットワークインタフェース。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のカード型ネットワークインタフェースにおいて、
　前記決定手段で前記クライアントと決定され、前記設定手段により前記ネットワーク設
定が完了し、且つ前記情報端末装置で所定の操作が行われたことに基づき、プレゼンテー
ション権の取得を前記ホストに要求し、該プレゼンテーション権が取得されたことに基づ
き、前記ホスト及び他の前記クライアントにプレゼンテーション用データを送る処理手段
と、
　前記決定手段で前記ホストと決定され、且つ前記プレゼンテーション権の取得が要求さ
れたことに基づき、該プレゼンテーション権を前記クライアントに取得させる処理手段と
をさらに備えた
　カード型ネットワークインタフェース。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のカード型ネットワークインタフェースにおいて、
　前記接続手段は、前記情報端末装置を無線ローカルエリアネットワークに接続し、
　前記決定手段で前記ホストと決定されたことに基づき、前記ネットワーク設定の完了し
た前記クライアントからの要求をポーリング方式で受信するとともに、ポーリング周期の
終端で前記設定情報の要求を待つ処理手段をさらに備え、
　前記設定手段は、前記ポーリング周期の終端で前記設定情報を要求する
　カード型ネットワークインタフェース。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のカード型ネットワークインタフェースにおいて、
　プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアが格納されている
　カード型ネットワークインタフェース。
【請求項６】
　請求項５に記載のカード型ネットワークインタフェースにおいて、
　前記情報端末装置は、ハードディスクに保存された自動起動用アプリケーションソフト
ウェアを自動的に起動し、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、該カード型ネットワークインタフェース
を前記情報端末装置にハードディスクとして認識させて、前記プレゼンテーション用アプ
リケーションソフトウェアを前記情報端末装置に自動的に起動させる
　カード型ネットワークインタフェース。
【請求項７】
　情報端末装置にカード型ネットワークインタフェースが装着されて成るとともに、プレ
ゼンテーション用データの表示制御を行うプレゼンテーション用処理手段を有しており、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、
　前記情報端末装置を無線ローカルエリアネットワークに接続する接続手段と、
　前記情報端末装置に装着されることに基づき、該情報端末装置を前記無線ローカルエリ
アネットワークのホストとするかクライアントとするかを決定する決定手段であって、前
記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンドが前記無線ローカルエリ
アネットワークを介して受信されていない場合には、前記情報端末装置を前記ホストと決
定するとともに、他の前記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンド
を前記無線ローカルエリアネットワークを介して送信し、前記情報端末装置を前記ホスト
と決定することを禁止するコマンドが前記無線ローカルエリアネットワークを介して受信
されている場合には、前記情報端末装置を前記クライアントと決定する決定手段と、
　前記決定手段で前記クライアントと決定されたことに基づき、前記情報端末装置を前記
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無線ローカルエリアネットワークに接続するためのネットワーク設定を行うのに必要な設
定情報を前記無線ローカルエリアネットワークのホストに要求し、該ホストから送られた
前記設定情報を用いて前記ネットワーク設定を行う設定手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定されたことに基づき、要求された前記設定情報を前記
クライアントに送り、前記ネットワーク設定の完了した前記クライアントに前記プレゼン
テーション用データを送る処理手段とを備えた
　ネットワーク会議用端末装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のネットワーク会議用端末装置において、
　前記設定情報は、前記ローカルエリアネットワークにおける前記クライアントの識別情
報及び経路制御のための位置情報と、前記ローカルエリアネットワークにおける前記ホス
トの識別情報及び経路制御のための位置情報とを含む
　ネットワーク会議用端末装置。
【請求項９】
　請求項７または８に記載のネットワーク会議用端末装置において、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、
　前記決定手段で前記クライアントと決定され、前記設定手段により前記ネットワーク設
定が完了し、且つ前記情報端末装置で所定の操作が行われたことに基づき、プレゼンテー
ション権の取得を前記ホストに要求し、該プレゼンテーション権が取得されたことに基づ
き、前記ホスト及び他の前記クライアントに前記プレゼンテーション用データを送る処理
手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定され、且つ前記プレゼンテーション権の取得が要求さ
れたことに基づき、該プレゼンテーション権を前記クライアントに取得させる処理手段と
をさらに備えた
　ネットワーク会議用端末装置。
【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれかに記載のネットワーク会議用端末装置において、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、
　前記決定手段で前記ホストと決定されたことに基づき、前記ネットワーク設定の完了し
た前記クライアントからの要求をポーリング方式で受信するとともに、ポーリング周期の
終端で前記設定情報の要求を待つ処理手段をさらに備え、
　前記設定手段は、前記ポーリング周期の終端で前記設定情報を要求する
　ネットワーク会議用端末装置。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれかに記載のネットワーク会議用端末装置において、
　前記プレゼンテーション用処理手段は、前記カード型ネットワークインタフェースに格
納されたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを、前記情報端末装置が実
行して成る
　ネットワーク会議用端末装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のネットワーク会議用端末装置において、
　前記情報端末装置は、ハードディスクに保存された自動起動用アプリケーションソフト
ウェアを自動的に起動し、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、該カード型ネットワークインタフェース
を前記情報端末装置にハードディスクとして認識させて、前記プレゼンテーション用アプ
リケーションソフトウェアを前記情報端末装置に自動的に起動させる
　ネットワーク会議用端末装置。
【請求項１３】
　無線ローカルエリアネットワークのホストと、前記無線ローカルエリアネットワークの
クライアントとが設けられており、
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　前記ホスト及び前記クライアントは、それぞれ、情報端末装置にカード型ネットワーク
インタフェースが装着されて成るとともに、プレゼンテーション用データの表示制御を行
うプレゼンテーション用処理手段を有しており、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、
　前記情報端末装置を前記無線ローカルエリアネットワークに接続する接続手段と、
　前記情報端末装置に装着されることに基づき、該情報端末装置を前記無線ローカルエリ
アネットワークのホストとするかクライアントとするかを決定する決定手段であって、前
記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンドが前記無線ローカルエリ
アネットワークを介して受信されていない場合には、前記情報端末装置を前記ホストと決
定するとともに、他の前記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンド
を前記無線ローカルエリアネットワークを介して送信し、前記情報端末装置を前記ホスト
と決定することを禁止するコマンドが前記無線ローカルエリアネットワークを介して受信
されている場合には、前記情報端末装置を前記クライアントと決定する決定手段と、
　前記決定手段で前記クライアントと決定されたことに基づき、前記情報端末装置を前記
無線ローカルエリアネットワークに接続するためのネットワーク設定を行うのに必要な設
定情報を前記無線ローカルエリアネットワークのホストに要求し、該ホストから送られた
前記設定情報を用いて前記ネットワーク設定を行う設定手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定されたことに基づき、要求された前記設定情報を前記
クライアントに送り、前記ネットワーク設定の完了した前記クライアントに前記プレゼン
テーション用データを送る処理手段とを備え、
　前記ホストは、前記カード型ネットワークインタフェースを装着された前記情報端末装
置が、前記決定手段でホストと決定されており、
　前記クライアントは、前記カード型ネットワークインタフェースを装着された前記情報
端末装置が、前記決定手段でクライアントと決定されている
　ネットワーク会議システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記設定情報は、前記ローカルエリアネットワークにおける前記クライアントの識別情
報及び経路制御のための位置情報と、前記ローカルエリアネットワークにおける前記ホス
トの識別情報及び経路制御のための位置情報とを含む
　ネットワーク会議システム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、
　前記決定手段で前記クライアントと決定され、前記設定手段により前記ネットワーク設
定が完了し、且つ前記情報端末装置で所定の操作が行われたことに基づき、プレゼンテー
ション権の取得を前記ホストに要求し、該プレゼンテーション権が取得されたことに基づ
き、前記ホスト及び他の前記クライアントに前記プレゼンテーション用データを送る処理
手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定され、且つ前記プレゼンテーション権の取得が要求さ
れたことに基づき、該プレゼンテーション権を前記クライアントに取得させる処理手段と
をさらに備えた
　ネットワーク会議システム。
【請求項１６】
　請求項１３乃至１５のいずれかに記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、前記決定手段で前記ホストと決定された
ことに基づき、前記ネットワーク設定の完了した前記クライアントからの要求をポーリン
グ方式で受信するとともに、ポーリング周期の終端で前記設定情報の要求を待つ処理手段
をさらに備え、
　前記設定手段は、前記ポーリング周期の終端で前記設定情報を要求する
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　ネットワーク会議システム。
【請求項１７】
　請求項１３乃至１６のいずれかに記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記プレゼンテーション用処理手段は、前記カード型ネットワークインタフェースに格
納されたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを、前記情報端末装置が実
行して成る
　ネットワーク会議システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記情報端末装置は、ハードディスクに保存された自動起動用アプリケーションソフト
ウェアを自動的に起動し、前記カード型ネットワークインタフェースは、該カード型ネッ
トワークインタフェースを前記情報端末装置にハードディスクとして認識させて、前記プ
レゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを前記情報端末装置に自動的に起動さ
せる
　ネットワーク会議システム。
【請求項１９】
　画像表示装置と、無線ローカルエリアネットワークのクライアントとが設けられており
、
　前記画像表示装置は、カード型ネットワークインタフェースを装着可能な情報端末装置
を付属し、該情報端末装置に前記カード型ネットワークインタフェースが装着されるとと
もに、プレゼンテーション用データの表示制御を行うプレゼンテーション用処理手段を有
しており、
　前記クライアントは、情報端末装置に前記カード型ネットワークインタフェースが装着
されて成るとともに、前記プレゼンテーション用処理手段を有しており、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、
　前記情報端末装置を前記無線ローカルエリアネットワークに接続する接続手段と、
　前記情報端末装置に装着されることに基づき、該情報端末装置を前記無線ローカルエリ
アネットワークのホストとするかクライアントとするかを決定する決定手段であって、前
記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンドが前記無線ローカルエリ
アネットワークを介して受信されていない場合には、前記情報端末装置を前記ホストと決
定するとともに、他の前記情報端末装置を前記ホストと決定することを禁止するコマンド
を前記無線ローカルエリアネットワークを介して送信し、前記情報端末装置を前記ホスト
と決定することを禁止するコマンドが前記無線ローカルエリアネットワークを介して受信
されている場合には、前記情報端末装置を前記クライアントと決定する決定手段と、
　前記決定手段で前記クライアントと決定されたことに基づき、前記情報端末装置を前記
無線ローカルエリアネットワークに接続するためのネットワーク設定を行うのに必要な設
定情報を前記ホストに要求し、該ホストから送られた前記設定情報を用いて前記ネットワ
ーク設定を行う設定手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定されたことに基づき、要求された前記設定情報を前記
クライアントに送り、前記ネットワーク設定の完了した前記クライアントに前記プレゼン
テーション用データを送る処理手段と、
　前記決定手段で前記クライアントと決定され、前記設定手段により前記ネットワーク設
定が完了し、且つ前記情報端末装置で所定の操作が行われたことに基づき、プレゼンテー
ション権の取得を前記ホストに要求し、該プレゼンテーション権が取得されたことに基づ
き、前記ホスト及び他の前記クライアントに前記プレゼンテーション用データを送る処理
手段と、
　前記決定手段で前記ホストと決定され、且つ前記プレゼンテーション権の取得が要求さ
れたことに基づき、該プレゼンテーション権を前記クライアントに取得させる処理手段と
を備え、
　前記クライアントは、前記カード型ネットワークインタフェースを装着された前記情報
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端末装置が、前記決定手段でクライアントと決定されており、
　前記画像表示装置は、該画像表示装置に付属した前記情報端末装置が、前記決定手段で
ホストと決定されている
　ネットワーク会議システム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記設定情報は、前記ローカルエリアネットワークにおける前記クライアントの識別情
報及び経路制御のための位置情報と、前記ローカルエリアネットワークにおける前記ホス
トの識別情報及び経路制御のための位置情報とを含む
　ネットワーク会議システム。
【請求項２１】
　請求項１９または２０に記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、前記決定手段で前記ホストと決定された
ことに基づき、前記ネットワーク設定の完了した前記クライアントからの要求をポーリン
グ方式で受信するとともに、ポーリング周期の終端で前記設定情報の要求を待つ処理手段
をさらに備え、
　前記設定手段は、前記ポーリング周期の終端で前記設定情報を要求する
　ネットワーク会議システム。
【請求項２２】
　請求項１９乃至２１のいずれかに記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記プレゼンテーション用処理手段は、前記カード型ネットワークインタフェースに格
納されたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを、前記情報端末装置が実
行して成る
　ネットワーク会議システム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のネットワーク会議システムにおいて、
　前記情報端末装置は、ハードディスクに保存された自動起動用アプリケーションソフト
ウェアを自動的に起動し、
　前記カード型ネットワークインタフェースは、該カード型ネットワークインタフェース
を前記情報端末装置にハードディスクとして認識させて、前記プレゼンテーション用アプ
リケーションソフトウェアを前記情報端末装置に自動的に起動させる
　ネットワーク会議システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パーソナルコンピュータのような情報端末装置に装着するためのカード型ネッ
トワークインタフェースと、このカード型ネットワークインタフェースを用いたネットワ
ーク会議用端末装置と、このネットワーク会議用端末装置を用いたネットワーク会議シス
テムとに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＰＣＭＣＩＡ（パーソナルコンピュータ・メモリカード国際協会）の標準規格に準拠し、
パーソナルコンピュータをＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）に接続する機能を有す
るＰＣカードであるネットワークＩ／Ｆ（インタフェース）カードが普及している。ＰＣ
カードスロットを有するパーソナルコンピュータにこのネットワークＩ／Ｆカードを装着
することにより、そのパーソナルコンピュータをＬＡＮに接続することが可能になる。
【０００３】
ところで、パーソナルコンピュータ（以下パソコンと呼ぶ）をＬＡＮに接続するためには
、事前に、当該ＬＡＮに接続するための設定（以下ネットワーク設定と呼ぶ）を行うこと
が必要である。このネットワーク設定には、当該ＬＡＮにおけるそのパソコンのＩＰアド
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レス（識別情報及び経路制御のための位置情報）の設定や、ＤＮＳサーバ（ＩＰアドレス
とドメイン名とを相互に変換するサーバ）のＩＰアドレスの設定が含まれる。
【０００４】
図１８は、従来のネットワークＩ／Ｆカードを装着したパソコンで、このネットワーク設
定がどの部分の機能を用いて行われるかを示している。パソコンのＯＳ（例えばＷｉｎｄ
ｏｗｓ９５やＷｉｎｄｏｗｓ９８（「Ｗｉｎｄｏｗｓ」は登録商標））には、ネットワー
ク機能がサポートされている。このネットワーク機能には、ネットワーク設定用の画面を
表示し、ユーザーの入力操作に基づいてネットワーク設定を行う機能が含まれている。
【０００５】
他方、従来のネットワークＩ／Ｆカードを制御するソフトウェアであるデバイスドライバ
には、ネットワーク設定を行う機能は含まれていない。そのため、パソコンのネットワー
ク設定は、パソコンのＯＳのネットワーク機能を用いることによって行われる。
【０００６】
図１９は、図１８のパソコンをＬＡＮに接続するためにユーザーが行うべき作業の手順を
示している。ネットワークＩ／Ｆカードをパソコンに装着して、ノパソコンＯＳを起動し
、パソコンの画面にコントロールパネルを表示させてそのコントロールパネルからネット
ワーク設定用のアイコンを選択し、そのアイコンの選択によって表示されたネットワーク
設定用画面の指示に従って入力操作を行い、その後ＯＳを再起動することによって、ネッ
トワーク設定が完了する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のネットワークＩ／Ｆカードをパソコンに装着してパソコンをＬＡＮに
接続するためには、ユーザーは、パソコンのＯＳを起動させて、ネットワーク設定のため
の作業を行わなければならなかった。したがって、ＯＳの知識の乏しいユーザーにとって
はこの作業が難解であった。また、例えばノート型パソコンを様々な場所に持ち運んでＬ
ＡＮに接続するような場合には、その場所毎にこの作業を行わなければならないので、Ｏ
Ｓの知識の豊富なユーザーにとっても煩雑であった。
【０００８】
なお、ネットワーク設定のための情報を集中管理するプロトコルであるＤＨＣＰがＯＳに
サポートされている環境では、ＯＳ側で自動的にネットワーク設定処理を行うので、ユー
ザーがネットワーク設定のための作業を行う必要がなくなる。しかし、実際には、ＯＳに
ＤＨＣＰがサポートされていないパソコンを持っているユーザーが多い。
【０００９】
本発明の第１の課題は、上述の点に鑑み、ネットワークＩ／Ｆカードをパソコンに装着し
てパソコンをＬＡＮに接続する際に、パソコンのＯＳにＤＨＣＰがサポートされていなく
ても、ユーザーに負担をかけることなくネットワーク設定が行われるようにすることにあ
る。
【００１０】
他方、各種の会議や発表会や講演会等（本明細書ではこれらを会議と総称することにする
）の場で、画像や図表等のプレゼンテーション用データをプロジェクタに表示してプレゼ
ンテーションを行うことが従来から行われている。しかし、会議場の規模やプロジェクタ
の画面の大きさによっては、プロジェクタから離れた席では、プロジェクタに表示される
プレゼンテーション用データがよく見えないことがあった。
【００１１】
これに対し、近年、会議場内の各席で、ＬＡＮに接続したパソコンにプレゼンテーション
用データを表示するという形態も、次第に普及しつつある。このようにＬＡＮを利用して
会議を行えば、全ての席でプレゼンテーション用データがよく見えるようになる。
【００１２】
しかし、各席にパソコンを備品として設けておくことは、会議場の設備費の増大を招いて
しまう。また、会議の参加者が持参したノート型パソコンを会議場内でＬＡＮに接続する
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ようにすれば設備費の増大を招くことはないが、その場合には、前述のように、参加者に
とってネットワーク設定のための作業が煩雑になってしまう。
【００１３】
本発明の第２の課題は、上述の点に鑑み、ＬＡＮを利用した会議システムを、会議場の設
備費の増大を招くことなく、且つ参加者にネットワーク設定のための負担をかけることな
く構成できるようにすることにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本出願人は、上述の第１の課題を解決するために、例えばパソコンのような情報端末装
置に装着可能であり、この情報端末装置をＬＡＮに接続する接続手段と、この情報端末装
置に装着されることに基づき、この情報端末装置をこのＬＡＮのホストとするかクライア
ントとするかを決定する決定手段であって、この情報端末装置をホストと決定することを
禁止するコマンドがこのＬＡＮを介して受信されていない場合には、この情報端末装置を
ホストと決定するとともに、他の情報端末装置をホストと決定することを禁止するコマン
ドをこのＬＡＮを介して送信し、この情報端末装置をホストと決定することを禁止するコ
マンドがこのＬＡＮを介して受信されている場合には、この情報端末装置をクライアント
と決定する決定手段と、この決定手段でクライアントと決定されたことに基づき、この情
報端末装置をこのＬＡＮに接続するためのネットワーク設定を行うのに必要な設定情報を
このＬＡＮのホストに要求し、このホストから送られた設定情報を用いてネットワーク設
定を行う設定手段と、この決定手段でホストと決定されたことに基づき、要求されたこの
設定情報をクライアントに送る処理手段とを備えたカード型ネットワークＩ／Ｆを提案す
る。なお、ネットワーク設定を行うのに必要な設定情報は、例えばＬＡＮにおけるクライ
アントの識別情報及び経路制御のための位置情報とＬＡＮにおけるホストの識別情報及び
経路制御のための位置情報とを含む。
【００１５】
　このカード型ネットワークＩ／Ｆには、情報端末装置をＬＡＮに接続する接続手段（す
なわち情報端末装置をＬＡＮに接続する機能）だけでなく、情報端末装置をＬＡＮのホス
トとするかクライアントとするかを決定する決定手段が設けられている。このカード型ネ
ットワークＩ／Ｆが情報端末装置に装着されると、この決定手段は、この情報端末装置を
ホストと決定することを禁止するコマンドがＬＡＮを介して受信されていない場合には、
この情報端末装置をホストと決定するとともに、他の情報端末装置をホストと決定するこ
とを禁止するコマンドをＬＡＮを介して送信し、この情報端末装置をホストと決定するこ
とを禁止するコマンドがＬＡＮを介して受信されている場合には、この情報端末装置をク
ライアントと決定する。
　また、このカード型ネットワークＩ／Ｆには、ネットワーク設定を行う設定手段が設け
られている。そして、決定手段でクライアントと決定されると、この設定手段により、ネ
ットワーク設定を行うのに必要な設定情報がＬＡＮのホストに要求され、ホストから送ら
れた設定情報を用いてネットワーク設定が行われる。
　また、このカード型ネットワークＩ／Ｆには、決定手段でホストと決定されたことに基
づき、要求されたこの設定情報をクライアントに送る処理手段が設けられている。
【００１６】
このように、カード型ネットワークＩ／Ｆが情報端末装置に装着されるとこの設定手段に
より自動的にネットワーク設定が行われるので、ユーザーに負担をかけることなくネット
ワーク設定が行われる。
【００１７】
したがって、例えばＬＡＮを利用した会議において、このカード型ネットワークＩ／Ｆを
会議場に用意しておき、会議の参加者が持参したノート型パソコンのような情報端末装置
にこのカード型ネットワークＩ／Ｆを装着するようにすれば、会議に参加する前提として
のネットワーク設定が参加者に負担をかけることなく行われるとともに、各席にパソコン
のような情報端末装置そのものを備品として設けておく場合のような会議場の設備費の増
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大を招かないようになる。
【００１９】
　また、ＬＡＮのホストも、このカード型ネットワークＩ／Ｆを装着した情報端末装置で
構成される。したがって、このカード型ネットワークＩ／Ｆや情報端末装置とは別にホス
トとして専用の装置を設けることなく、ＬＡＮのシステムを構成できるようになる。した
がって、例えばＬＡＮを利用した会議において、会議場の設備費が一層抑制されるように
なる。
【００２０】
　また、この決定手段は、情報端末装置をホストと決定することを禁止するコマンドがＬ
ＡＮを介して受信されていないことを条件として、この情報端末装置をホストと決定する
とともに、他の情報端末装置をホストと決定することを禁止するコマンドをＬＡＮを介し
て送信するので、ＬＡＮのエリア内で１番目にカード型ネットワークＩ／Ｆが装着された
情報端末装置がホストとして決定される。
【００２１】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆにおいて、決定手段でクライアントと決定され、
設定手段によりネットワーク設定が完了し、且つ情報端末装置で所定の操作が行われたこ
とに基づき、プレゼンテーション権の取得をホストに要求し、プレゼンテーション権が取
得されたことに基づき、ホスト及び他のクライアントにプレゼンテーション用データを送
る処理手段と、決定手段でホストと決定され、且つプレゼンテーション権の取得が要求さ
れたことに基づき、プレゼンテーション権をクライアントに取得させる処理手段とをさら
に備えることが好適である。
【００２２】
それにより、例えばＬＡＮを利用した会議において、会議の参加者は、手許の情報端末装
置を操作してプレゼンテーション権を取得して、プレゼンテーション用データを送信する
ことができる。したがって、参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行える
ようになる。
【００２３】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆにおいて、接続手段が情報端末装置を無線ＬＡＮ
に接続する場合には、決定手段でホストと決定されたことに基づき、ネットワーク設定の
完了したクライアントからの要求をポーリング方式で受信するとともに、ポーリング周期
の終端で設定情報の要求を待つ処理手段をさらに備え、設定手段は、ポーリング周期の終
端で設定情報を要求することが好適である。
【００２４】
それにより、ネットワーク設定の完了した複数のクライアントからの無線ＬＡＮを介した
要求が正確にホストに受信されるとともに、無線ＬＡＮを介した設定情報の要求も正確に
ホストに受信されるようになる。
【００２５】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆに、プレゼンテーション用アプリケーションソフ
トウェア（プレゼンテーション用データの表示制御を行うための処理を記述したプログラ
ム）を格納することが好適である。
【００２６】
それにより、例えばＬＡＮを利用した会議において、プレゼンテーション用アプリケーシ
ョンソフトウェアをインストールしていない情報端末装置を会議の参加者が持参した場合
にも、このカード型ネットワークＩ／Ｆを装着することにより、その情報端末装置にこの
プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを実行させて、プレゼンテーション
用データを表示できるようになる。
【００２７】
また、情報端末装置が、ハードディスクに保存されたアプリケーションソフトウェアを自
動的に起動するものである場合（例えば、ハードディスクに保存されたアプリケーション
ソフトウェアを自動的に起動するＯＳをインストールしたパソコンである場合）には、カ
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ード型ネットワークＩ／Ｆは、当該Ｉ／Ｆを情報端末装置にハードディスクとして認識さ
せて、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを情報端末装置に自動的に起
動させるものであることが好適である。
【００２８】
それにより、会議の参加者はこのプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを
起動させる作業を行う必要もなくなるので、参加者の負担が一層軽減する。
【００２９】
　次に、本出願人は、上述の第２の課題を解決するために、例えばパソコンのような情報
端末装置にカード型ネットワークＩ／Ｆが装着されて成るとともに、プレゼンテーション
用データの表示制御を行うプレゼンテーション処理手段を有しており、このカード型ネッ
トワークＩ／Ｆは、この情報端末装置を無線ＬＡＮに接続する接続手段と、この情報端末
装置に装着されることに基づき、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮのホストとするかク
ライアントとするかを決定する決定手段であって、この情報端末装置をホストと決定する
ことを禁止するコマンドがこの無線ＬＡＮを介して受信されていない場合には、この情報
端末装置をホストと決定するとともに、他の情報端末装置をホストと決定することを禁止
するコマンドをこの無線ＬＡＮを介して送信し、この情報端末装置をホストと決定するこ
とを禁止するコマンドがこの無線ＬＡＮを介して受信されている場合には、この情報端末
装置をクライアントと決定する決定手段と、この決定手段でクライアントと決定されたこ
とに基づき、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮに接続するためのネットワーク設定を行
うのに必要な設定情報をこの無線ＬＡＮのホストに要求し、ホストから送られた設定情報
を用いてネットワーク設定を行う設定手段と、この決定手段でホストと決定されたことに
基づき、要求されたこの設定情報をクライアントに送り、ネットワーク設定の完了したク
ライアントにこのプレゼンテーション用データを送る処理手段とを備えたネットワーク会
議用端末装置を提案する。
【００３０】
このネットワーク会議用端末装置は、上述のカード型ネットワークＩ／Ｆのうち無線ＬＡ
Ｎ用のものを用いて構成したものである。したがって、例えばカード型ネットワークＩ／
Ｆのほうは会議場に用意しておき、情報端末装置のほうは会議の参加者が持参することに
より、無線ＬＡＮを利用した会議に参加する前提としてのネットワーク設定が参加者に負
担をかけることなく行われるとともに、各席に情報端末装置そのものを備品として設けて
おく場合のような会議場の設備費の増大を招かないようになる。
【００３１】
そして、このネットワーク会議用端末装置は、プレゼンテーション用データの表示制御を
行うプレゼンテーション処理手段を有している。このプレゼンテーション処理手段により
、このネットワーク会議用端末装置でプレゼンテーション用データが表示される。
【００３３】
　また、無線ＬＡＮのホストもこのネットワーク会議用端末装置で構成される。したがっ
て、このネットワーク会議用端末装置とは別にホストとして専用の装置を設けることなく
無線ＬＡＮ会議システムを構成できるので、会議場の設備費が一層抑制されるようになる
。
【００３４】
　また、この決定手段も、やはり前述のようにして、無線ＬＡＮのエリア内で１番目にカ
ード型ネットワークＩ／Ｆが装着された情報端末装置をホストとして決定する。
【００３５】
また、このネットワーク会議用端末装置においても、カード型ネットワークＩ／Ｆに、決
定手段でクライアントと決定され、設定手段によりネットワーク設定が完了し、且つ情報
端末装置で所定の操作が行われたことに基づき、プレゼンテーション権の取得をホストに
要求し、プレゼンテーション権が取得されたことに基づき、ホスト及び他のクライアント
にプレゼンテーション用データを送る処理手段と、決定手段でホストと決定され、且つプ
レゼンテーション権の取得が要求されたことに基づき、プレゼンテーション権をクライア
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ントに取得させる処理手段とをさらに備えることが好適である。
【００３６】
それにより、無線ＬＡＮを利用した会議において、会議の参加者は、手許のネットワーク
会議用端末装置でプレゼンテーション権を取得して、プレゼンテーション用データを送信
することができる。したがって、参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行
えるようになる。
【００３７】
また、このネットワーク会議用端末装置においても、カード型ネットワークＩ／Ｆに、決
定手段でホストと決定されたことに基づき、ネットワーク設定の完了したクライアントか
らの要求をポーリング方式で受信するとともに、ポーリング周期の終端で設定情報の要求
を待つ処理手段をさらに備え、設定手段は、ポーリング周期の終端で設定情報を要求する
ことが好適である。
【００３８】
それにより、ネットワーク設定の完了した複数のクライアントからの無線ＬＡＮを介した
要求が正確にホストに受信されるとともに、無線ＬＡＮを介した設定情報の要求も正確に
ホストに受信されるようになる。
【００３９】
また、このネットワーク会議用端末装置において、プレゼンテーション処理手段は、ネッ
トワークＩ／Ｆカードに格納されたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア
を、情報端末装置に実行させることによって実現することが好適である。
【００４０】
それにより、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアをインストールしてい
ない情報端末装置で、プレゼンテーション用データを表示できるようになる。
【００４１】
また、情報端末装置が、ハードディスクに保存されたアプリケーションソフトウェアを自
動的に起動するものである場合には、カード型ネットワークＩ／Ｆは、やはり当該Ｉ／Ｆ
を情報端末装置にハードディスクとして認識させて、プレゼンテーション用アプリケーシ
ョンソフトウェアを情報端末装置に自動的に起動させるものであることが好適である。
【００４２】
それにより、会議の参加者はこのプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを
起動させる作業を行う必要もなくなるので、参加者の負担が一層軽減する。
【００４３】
　次に、本出願人は、上述の第２の課題を解決するために、無線ＬＡＮのホストと、無線
ＬＡＮのクライアントとが設けられており、ホスト及びクライアントは、それぞれ、情報
端末装置にカード型ネットワークインタフェースが装着されて成るとともに、プレゼンテ
ーション用データの表示制御を行うプレゼンテーション用処理手段を有しており、このカ
ード型ネットワークＩ／Ｆは、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮに接続する接続手段と
、この情報端末装置に装着されることに基づき、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮのホ
ストとするかクライアントとするかを決定する決定手段であって、この情報端末装置をホ
ストと決定することを禁止するコマンドがこの無線ＬＡＮを介して受信されていない場合
には、この情報端末装置をホストと決定するとともに、他の情報端末装置をホストと決定
することを禁止するコマンドをこの無線ＬＡＮを介して送信し、この情報端末装置をホス
トと決定することを禁止するコマンドがこの無線ＬＡＮを介して受信されている場合には
、この情報端末装置をクライアントと決定する決定手段と、この決定手段でクライアント
と決定されたことに基づき、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮに接続するためのネット
ワーク設定を行うのに必要な設定情報をこの無線ＬＡＮのホストに要求し、ホストから送
られた設定情報を用いてネットワーク設定を行う設定手段と、この決定手段でホストと決
定されたことに基づき、要求されたこの設定情報をクライアントに送り、ネットワーク設
定の完了したクライアントにこのプレゼンテーション用データを送る処理手段とを備え、
ホストは、このカード型ネットワークインタフェースを装着された情報端末装置がこの決
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定手段でホストと決定されており、クライアントは、このカード型ネットワークインタフ
ェースを装着された情報端末装置がこの決定手段でクライアントと決定されているネット
ワーク会議システム（無線ＬＡＮ会議システム）を提案する。
【００４４】
　このネットワーク会議システムは、上述のネットワーク会議用端末装置をホスト及びク
ライアントとして用いて（すなわち上述の無線ＬＡＮ用のカード型ネットワークＩ／Ｆを
用いて）構成したものである。
【００４５】
したがって、クライアントのネットワーク設定が会議の参加者に負担をかけることなく行
われ、会議場の設備費の増大を招くことなくシステムが構成されるようになっている。
【００４７】
　また、無線ＬＡＮのホストもクライアントと同じネットワーク会議用端末装置で構成さ
れるので、システム内にホストとして専用の装置を設ける必要がなくなり、会議場の設備
費が一層抑制されるようになる。
【００４８】
　また、このカード型ネットワークＩ／Ｆの決定手段も、やはり前述のようにして、無線
ＬＡＮのエリア内で１番目にカード型ネットワークＩ／Ｆが装着された情報端末装置をホ
ストとして決定する。
【００４９】
また、このネットワーク会議システムにおいても、カード型ネットワークＩ／Ｆに、決定
手段でクライアントと決定され、設定手段によりネットワーク設定が完了し、且つ情報端
末装置で所定の操作が行われたことに基づき、プレゼンテーション権の取得をホストに要
求し、プレゼンテーション権が取得されたことに基づき、ホスト及び他のクライアントに
プレゼンテーション用データを送る処理手段と、決定手段でホストと決定され、且つプレ
ゼンテーション権の取得が要求されたことに基づき、プレゼンテーション権をクライアン
トに取得させる処理手段とをさらに備えることが好適である。
【００５０】
それにより、会議の参加者は、手許のネットワーク会議用端末装置でプレゼンテーション
権を取得して、プレゼンテーション用データを送信することができる。したがって、参加
者が席を移動することなくプレゼンテーションを行えるようになる。
【００５１】
また、このネットワーク会議システムにおいても、カード型ネットワークＩ／Ｆに、決定
手段でホストと決定されたことに基づき、ネットワーク設定の完了したクライアントから
の要求をポーリング方式で受信するとともに、ポーリング周期の終端で設定情報の要求を
待つ処理手段をさらに備え、設定手段は、ポーリング周期の終端で設定情報を要求するこ
とが好適である。
【００５２】
それにより、ネットワーク設定の完了した複数のクライアントからの無線ＬＡＮを介した
要求が正確にホストに受信されるとともに、無線ＬＡＮを介した設定情報の要求も正確に
ホストに受信されるようになる。
【００５３】
また、このネットワーク会議システムにおいても、プレゼンテーション処理手段は、ネッ
トワークＩ／Ｆカードに格納されたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア
を、情報端末装置に実行させることによって実現することが好適である。
【００５４】
それにより、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアをインストールしてい
ない情報端末装置を用いたクライアントやホストで、プレゼンテーション用データを表示
できるようになる。
【００５５】
また、情報端末装置が、ハードディスクに保存されたアプリケーションソフトウェアを自
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動的に起動するものである場合には、カード型ネットワークＩ／Ｆは、やはり当該Ｉ／Ｆ
を情報端末装置にハードディスクとして認識させて、プレゼンテーション用アプリケーシ
ョンソフトウェアを情報端末装置に自動的に起動させるものであることが好適である。
【００５６】
それにより、会議の参加者はこのプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを
起動させる作業を行う必要もなくなるので、参加者の負担が一層軽減する。
【００５７】
　次に、本出願人は、上述の第２の課題を解決するために、画像表示装置と、無線ＬＡＮ
のクライアントとが設けられており、この画像表示装置は、カード型ネットワークＩ／Ｆ
を装着可能な情報端末装置を付属し、この情報端末装置にこのカード型ネットワークＩ／
Ｆが装着されるとともに、プレゼンテーション用データの表示制御を行うプレゼンテーシ
ョン用処理手段を有しており、クライアントは、情報端末装置にこのカード型ネットワー
クＩ／Ｆが装着されて成るとともに、このプレゼンテーション用処理手段を有しており、
このカード型ネットワークＩ／Ｆは、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮに接続する接続
手段と、この情報端末装置に装着されることに基づき、この情報端末装置をこの無線ＬＡ
Ｎのホストとするかクライアントとするかを決定する決定手段であって、この情報端末装
置をホストと決定することを禁止するコマンドがこの無線ＬＡＮを介して受信されていな
い場合には、この情報端末装置をホストと決定するとともに、他の情報端末装置をホスト
と決定することを禁止するコマンドをこの無線ＬＡＮを介して送信し、この情報端末装置
をホストと決定することを禁止するコマンドがこの無線ＬＡＮを介して受信されている場
合には、この情報端末装置をクライアントと決定する決定手段と、この決定手段でクライ
アントと決定されたことに基づき、この情報端末装置をこの無線ＬＡＮに接続するための
ネットワーク設定を行うのに必要な設定情報をホストに要求し、ホストから送られた設定
情報を用いてネットワーク設定を行う設定手段と、この決定手段でホストと決定されたこ
とに基づき、要求された設定情報をクライアントに送り、ネットワーク設定の完了したク
ライアントにプレゼンテーション用データを送る処理手段と、決定手段でクライアントと
決定され、設定手段によりネットワーク設定が完了し、且つ情報端末装置で所定の操作が
行われたことに基づき、プレゼンテーション権の取得をホストに要求し、プレゼンテーシ
ョン権が取得されたことに基づき、ホスト及び他のクライアントにプレゼンテーション用
データを送る処理手段と、決定手段でホストと決定され、且つプレゼンテーション権の取
得が要求されたことに基づき、プレゼンテーション権をクライアントに取得させる処理手
段とを備え、クライアントは、このカード型ネットワークインタフェースを装着された情
報端末装置が、決定手段でクライアントと決定されており、画像表示装置は、画像表示装
置に付属した情報端末装置が、決定手段でホストと決定されているネットワーク会議シス
テムを提案する。
【００５８】
このネットワーク会議システムは、上述のネットワーク会議用端末装置をクライアントと
して用いる（すなわち上述の無線ＬＡＮ用のカード型ネットワークＩ／Ｆを用いる）とと
もに、プロジェクタのような画像表示装置として、カード型ネットワークＩ／Ｆを装着可
能な情報端末装置を付属したものを設け、この画像表示装置をホストとして兼用して構成
したものである。
【００５９】
したがって、やはり、クライアントのネットワーク設定が会議の参加者に負担をかけるこ
となく行われるとともに、会議場の設備費の増大を招くことなくシステムが構成されるよ
うになっている。また、会議の参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行え
るようになっている。
【００６０】
そして、画像表示装置に表示されるプレゼンテーション用データと同じプレゼンテーショ
ン用データを画像表示装置から無線ＬＡＮを介して直接クライアントに送ってクライアン
トに表示することや、クライアントから無線ＬＡＮを介して直接画像表示装置にプレゼン
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テーション用データを送って画像表示装置に表示することができるようになっている。
【００６１】
また、このネットワーク会議システムにおいても、カード型ネットワークＩ／Ｆに、決定
手段でホストと決定されたことに基づき、ネットワーク設定の完了したクライアントから
の要求をポーリング方式で受信するとともに、ポーリング周期の終端で設定情報の要求を
待つ処理手段をさらに備え、設定手段は、ポーリング周期の終端で設定情報を要求するこ
とが好適である。
【００６２】
それにより、ネットワーク設定の完了した複数のクライアントからの無線ＬＡＮを介した
要求が正確にホストに受信されるとともに、無線ＬＡＮを介した設定情報の要求も正確に
ホストに受信されるようになる。
【００６３】
また、このネットワーク会議システムにおいても、プレゼンテーション処理手段は、ネッ
トワークＩ／Ｆカードに格納されたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア
を、情報端末装置に実行させることによって実現することが好適である。
【００６４】
それにより、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアをインストールしてい
ない情報端末装置を用いたクライアントやホストで、プレゼンテーション用データを表示
できるようになる。
【００６５】
また、情報端末装置が、ハードディスクに保存されたアプリケーションソフトウェアを自
動的に起動するものである場合には、カード型ネットワークＩ／Ｆは、やはり当該Ｉ／Ｆ
を情報端末装置にハードディスクとして認識させて、プレゼンテーション用アプリケーシ
ョンソフトウェアを情報端末装置に自動的に起動させるものであることが好適である。
【００６６】
それにより、会議の参加者はこのプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを
起動させる作業を行う必要もなくなるので、参加者の負担が一層軽減する。
【００６７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
図１は、本発明を適用したネットワークＩ／Ｆカードの外観構成例を、このカードを装着
可能なノート型パソコンとともに示している。このネットワークＩ／Ｆカード１の形状及
び寸法は、ＰＣＭＣＩＡの標準規格のうちの例えばタイプ２またはタイプ３に準拠してい
る。ノート型パソコン２は、ＰＣカードスロット２ａを有しており、ネットワークＩ／Ｆ
カード１を装着可能である。
【００６８】
図２は、このネットワークＩ／Ｆカード１の回路構成例を示している。ネットワークＩ／
Ｆカード１には、ＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ３，ネットワークＩ／Ｆ４，ＲＦモジュレータ５，
ＲＦデモジュレータ６，アンテナ７，ＣＰＵ８，フラッシュＲＯＭ９及びＲＡＭ１０が設
けられている。
【００６９】
ＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ３は、図１のノート型パソコン２のようにＰＣカードスロットを有す
るパソコンとのインタフェース部である。このＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ３を通して、ネットワ
ークＩ／Ｆカード１を装着したパソコンとネットワークＩ／Ｆカード１との間でデータや
コマンドの送受信が行われる。
【００７０】
ネットワークＩ／Ｆ４は、パソコンからＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ３を通して送られたデータや
コマンドを、所定の無線ＬＡＮの標準規格（例えばＩＥＥＥ８０２委員会の８０２．１１
ワーキンググループによる標準規格）に準拠した形式に変換してＲＦモジュレータ５に送
るとともに、ＲＦデモジュレータ６から送られたデータやコマンドを、逆の変換処理を行
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ってＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ３に送る。
【００７１】
ＲＦモジュレータ５は、ネットワークＩ／Ｆ４から送られたデータやコマンドを、当該標
準規格に準拠した無線周波数の信号に変調してアンテナ７から送信させる。ＲＦデモジュ
レータ６は、アンテナ７が受信した当該無線周波数の信号からデータやコマンドを復調し
てネットワークＩ／Ｆ４に送る。尚、図１ではアンテナ７が内蔵アンテナである場合の外
観構成を示しているが、周波数帯域等に応じて外部に露出した形状のアンテナを用いても
よい。
【００７２】
ＣＰＵ８は、フラッシュＲＯＭ９に格納されたマイクロプログラム（ファームウェア）を
実行することにより、ＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ３を制御して、ネットワークＩ／Ｆカード１を
装着したパソコンとの間での送受信を行わせるとともに、ネットワークＩ／Ｆ４を制御し
て、所定の通信プロトコル（例えばＴＣＰ／ＩＰプロトコル）で無線ＬＡＮを介した送受
信を行わせる。
【００７３】
また、本発明の特徴として、フラッシュＲＯＭ９には、次の（１）～（４）のようなマイ
クロプログラムも格納されている。（１）～（３）のプログラムによる処理内容は、後出
のネットワーク会議システムのホスト及びクライアントの動作例の箇所で説明する。
【００７４】
（１）ネットワークＩ／Ｆカード１を装着したパソコンを、無線ＬＡＮを管理するホスト
として機能させる処理を記述したプログラム（以下「ホスト用プログラム」と呼ぶことに
する）。
【００７５】
（２）ネットワークＩ／Ｆカード１を装着したパソコンを、ホストの管理のもとで無線Ｌ
ＡＮを利用するクライアントとして機能させる処理を記述したプログラム（以下、「クラ
イアント用プログラム」と呼ぶことにする）。
【００７６】
（３）ホスト用プログラムとクライアント用プログラムとのいずれか一方を実行するかこ
とを決定するための処理を記述したプログラム（以下、「ホスト／クライアン決定用プロ
グラム」と呼ぶことにする）。
【００７７】
（４）プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア（画像や図表等のプレゼンテ
ーション用データの表示制御を行うための処理を記述したプログラム）。このアプリケー
ションソフトウェアとしては、画像を表示するためのソフトウェアであるグラフィックビ
ューアや、図表等の作成及び表示制御を行うためのソフトウェア（例えばマイクロソフト
社の「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ」（「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ」「Ｐｏｗ
ｅｒＰｏｉｎｔ」は同社の登録商標））や、インターネット上でＷＷＷサーバにアクセス
してＷｅｂページの画像等を表示するためのソフトウェアであるＷＷＷブラウザが含まれ
ている。
【００７８】
ＲＡＭ１０には、ＣＰＵ８がフラッシュＲＯＭ９内のマイクロプログラムを実行する過程
で、各種データが記憶される。
【００７９】
次に、図３は、本発明に係るネットワーク会議用端末装置（無線ＬＡＮ会議用端末装置）
の構成例と、本発明に係るネットワーク会議システム（無線ＬＡＮ会議システム）の全体
構成例とを示している。
【００８０】
この無線ＬＡＮ会議システムは、複数台（例えば３０～５０台程度）の無線ＬＡＮ会議用
端末装置１１（１１（１）～１１（ｎ））と、プロジェクタ１２と、ビデオカメラ１３と
で構成される。



(16) JP 4568957 B2 2010.10.27

10

20

30

40

50

【００８１】
各無線ＬＡＮ会議用端末装置１１は、図１及び図２のネットワークＩ／Ｆカード１を、図
１のノート型パソコン２のようなノート型パソコン（ＯＳとして例えばＷｉｎｄｏｗｓ９
５またはＷｉｎｄｏｗｓ９８をインストールしたもの）に装着することによって構成され
る。ノート型パソコンは会議の参加者が持参し、ネットワークＩ／Ｆカード１は会議場に
用意されている。
【００８２】
無線ＬＡＮ会議用端末装置１１のうちの１台（図の１１（１））は無線ＬＡＮのホストと
なり、残りの（ｎ－１）台（図の１１（２）～１１（ｎ））は無線ＬＡＮのクライアント
となる。
【００８３】
どの無線ＬＡＮ会議用端末装置１１がホストとなるかは、ネットワークＩ／Ｆカード１が
ノート型パソコンに装着された後ノート型パソコンのＯＳが起動されたこと（あるいは、
ＯＳを起動済みのノート型パソコンにネットワークＩ／Ｆカード１が装着されたこと）に
基づき、ネットワークＩ／Ｆカード１が前述のフラッシュＲＯＭ９内の「ホスト／クライ
アント決定用プログラム」を開始することによって決定される。
【００８４】
図４は、この「ホスト／クライアント決定用プログラム」の処理内容を示している。最初
に、ネットワークＩ／Ｆカード１の初期化（過去にノート型パソコンに装着されて使用さ
れた際に記憶したデータの消去等）を行う（ステップＳ１）。続いて、「ホスト用プログ
ラム」の起動を禁止するコマンドが無線ＬＡＮを介して受信されているか否かを判断する
（ステップＳ２）。
【００８５】
受信されていなければ、「ホスト用プログラム」を起動し（ステップＳ３）、ネットワー
クＩ／Ｆカード１がノート型パソコンから抜かれるかまたはノート型パソコンのＯＳが終
了されるまで、「ホスト用プログラム」の起動を禁止するコマンドを無線ＬＡＮを介して
送信し続ける（ステップＳ４，Ｓ５）。そして、ネットワークＩ／Ｆカード１が抜かれる
かまたはＯＳが終了されると、処理を終了する。
【００８６】
他方、ステップＳ２でコマンドが受信されていれば、「クライアント用プログラム」を起
動し（ステップＳ６）、処理を終了する。
【００８７】
これにより、会議場内（無線ＬＡＮのエリア内）で１番目にネットワークＩ／Ｆカード１
の装着及びノート型パソコンのＯＳの起動が行われた無線ＬＡＮ会議用端末装置１１は、
ステップＳ１，Ｓ２～Ｓ４の処理が実行されて「ホスト用プログラム」が起動されること
によってホストとなる。
【００８８】
また、会議場内で２番目以降にネットワークＩ／Ｆカード１の装着及びノート型パソコン
のＯＳの起動が行われた無線ＬＡＮ会議用端末装置１１は、１番目にネットワークＩ／Ｆ
カード１の装着及びノート型パソコンのＯＳの起動が行われた無線ＬＡＮ会議用端末装置
１１から送信されているコマンドが受信されるので、ステップＳ１，Ｓ２及びＳ５の処理
が実行されて「クライアント用プログラム」が起動されることによってクライアントとな
る。
【００８９】
実際には、会議の進行役を務めようとする参加者が、会議場内で１番目にネットワークＩ
／Ｆカード１の装着及びノート型パソコンのＯＳの起動を行うことにより、自分の無線Ｌ
ＡＮ会議用端末装置１１をホストにすればよい。
【００９０】
図３に示すように、ホスト１１（１）は、ノート型パソコンの外部ディスプレイ出力端子
を通して会議場内のプロジェクタ１２に接続されるとともに、ノート型パソコンのＤＶ端
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子を通してビデオカメラ１３に接続される。
【００９１】
また、ホスト１１（１）は、ノート型パソコンのネットワークポートを通して、会議場の
ある建物内に予め構築されている有線のＬＡＮ（例えばイーサネット）に接続される。こ
の有線ＬＡＮは、図示しないゲートウェイを通してインターネットに接続されている。
【００９２】
「クライアント用プログラム」には、クライアント１１（２）～１１（ｎ）を無線ＬＡＮ
に接続するためのネットワーク設定を行う処理が含まれている。「クライアント用プログ
ラム」を起動したクライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード１は
、それぞれ直ちにこのネットワーク設定処理を開始する。
【００９３】
「ホスト用プログラム」には、この「クライアント用プログラム」のネットワーク設定処
理に対応して、ネットワーク設定のために必要な設定情報をクライアント１１（２）～１
１（ｎ）に送る処理が含まれている。「ホスト用プログラム」をそれぞれホスト１１（１
）も、直ちにこの処理を開始する。
【００９４】
図５は、ネットワーク設定処理に対応した「ホスト用プログラム」の処理内容を示し、図
６はネットワーク設定処理の内容を示している。図５に示すように、ホスト１１（１）の
ネットワークＩ／Ｆカード１は、ノート型パソコンに、次の（ａ）～（ｄ）の情報の入力
を指示する画面を表示する（ステップＳ１１）。
【００９５】
（ａ）ネットマスク（ＩＰアドレスを、予め定められたネットワーク部と自由に設定可能
なホスト部とに分ける情報）の入力。
（ｂ）ホストのＩＰアドレスの入力。
（ｃ）ＤＮＳサーバ（ＩＰアドレスとドメイン名とを相互に変換するサーバ）のＩＰアド
レスの入力。
（ｄ）ゲートウェイ（図３では有線ＬＡＮとインターネットとの接続部分に置かれている
もの）のＩＰアドレスの入力。
【００９６】
そして、会議の進行役が画面の指示に従ってノート型パソコンを操作してこれらの情報を
入力すると、これらの情報をデータベースとしてＲＡＭ１０に登録する（ステップＳ１２
）。続いて、クライアントからのネットワーク設定の要求を待つ（ステップＳ１３）。
【００９７】
ここで、「ホスト用プログラム」には、既にネットワーク設定を完了しているクライアン
ト（既にＩＰアドレスをデータベースとして登録しているクライアント）のネットワーク
Ｉ／Ｆカード１からの各種の要求を、これらのクライアントに順に呼び掛けを行うポーリ
ング方式で受信する処理が含まれている。また、「クライアント用プログラム」には、ネ
ットワーク設定が完了した後に発生した要求を、この呼び掛けに応じて送信する処理が含
まれている。
【００９８】
図７は、このポーリング方式での要求の送受信の様子を示している。ホスト１１（１）の
ネットワークＩ／Ｆカード１は、既にネットワーク設定を完了しているクライアント１１
（２）～１１（ｉ）のうちの１台のクライアント１１（２）に、要求の送信を許可するポ
ーリングコマンドを送信する。そして、一定時間ｔ１だけ要求を待つ。
【００９９】
クライアント１１（２）のネットワークＩ／Ｆカード１は、自己に要求の送信が許可され
たことを知り、要求がある場合には時間ｔ１内に送信する。他方、クライアント１１（３
）～１１（ｉ）のネットワークＩ／Ｆカード１は、自己に要求の送信が許可されていない
ので、要求を送信しない。したがって、この時間ｔ１内にはクライアント１１（２）から
の要求だけがホスト１１（１）に受信される。
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【０１００】
続いて、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、次の１台のクライアント１
１（３）に要求の送信を許可するポーリングコマンドを送信して時間ｔ１だけ要求を待つ
。この時間ｔ１内には、クライアント１１（３）からの要求だけがホストに受信される。
【０１０１】
以下同様にして、クライアント１１（４）～１１（ｉ）の１台ずつに順次ポーリングコマ
ンドを送信して時間ｔ１ずつ要求を待つ。これにより、クライアント１１（２）～１１（
ｉ）の一台ずつから要求が送信されてホスト１１（１）に受信されるので、複数のクライ
アントからの無線ＬＡＮを介した要求が同時に受信されることによる干渉の影響を受ける
ことなく、それらのクライアントからの要求が正確に受信されるようになっている。
【０１０２】
また、最後のクライアント１１（ｉ）に送信するポーリングコマンドには、ネットワーク
設定を完了しているクライアントへの呼び掛けが一巡したこと（ポーリング周期の終端で
あること）を示すデータ「Ｐｏｌｉｎｇ　ｅｎｄ」を付加する。そして、クライアント１
１（ｉ）からの要求を時間ｔ１だけ待った後に、更に一定時間ｔ２だけ待機する。そして
、この時間ｔ２内に要求が受信されなければ、直ちに、次の呼び掛けを行う（すなわち、
再びクライアント１１（２）～１１（ｉ）の１台ずつに順次ポーリングコマンドを送信し
て時間ｔ１ずつ要求を待つ）。
【０１０３】
図８Ａは、図７のポーリングコマンドや要求の信号フォーマットを示している。ポーリン
グコマンドや要求には、送信先のＩＰアドレスと、送信元のＩＰアドレスと、それ以後の
信号のバイト数を示す値と、ポーリングコマンドや要求の内容を成すデータまたはコマン
ドと、チェックサムとが順に含まれる。
【０１０４】
図８Ｂは、図８Ａのデータまたはコマンドの内容例を示している。「Ｐｏｌｉｎｇ　ｅｎ
ｄ」は、前述のように、ポーリング周期の終端であることを示すために、最後のクライア
ントに送信するポーリングコマンドに付加されるデータである。
【０１０５】
このポーリング周期の途中でノート型パソコンに装着された（まだネットワーク設定を行
っていない）クライアント１１（ｉ＋１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、図６に示す
ように、データ「Ｐｏｌｉｎｇ　ｅｎｄ」を付加したポーリングコマンドが受信されるま
で（すなわちポーリング周期の終端まで）、このポーリングコマンドの監視を続ける（ス
テップＳ２１，Ｓ２２）。そして、ポーリング周期の終端になると、図７のクライアント
１１（ｉ）に要求の送信が許可された時間ｔ１だけ経過した後、時間ｔ２内に、ネットワ
ーク設定の要求をホスト１１（１）に送信する（なお、この時間ｔ１内にクライアント１
１（ｉ）の送信した要求が受信された場合には、時間ｔ１が経過する前に要求を送信する
ようにしてもよい。）（ステップＳ２３）。
【０１０６】
このネットワーク設定の要求も、図８Ａに示した信号フォーマットに従って送信される。
ただし、クライアント１１（ｉ＋１）にはまだホスト１１（１）からＩＰアドレスが付与
されていないので、送信元のＩＰアドレスは、例えばクライアント１１（ｉ＋１）のネッ
トワークＩ／Ｆカード１で決定した仮のアドレスとされる。また、このネットワーク設定
の要求では、図８Ｂに示すように、データまたはコマンドの内容が「Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉ
Ｐ　Ａｄｄｒｅｓｓ」とされる。
【０１０７】
ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、図５のステップＳ１３で、図７のポ
ーリング周期の終端の後の時間ｔ２ごとに、このネットワーク設定の要求を待つ。これに
より、既にネットワーク設定を完了しているクライアントからの要求とこのネットワーク
設定の要求とが同時に受信されることによる干渉の影響を受けることなく、ネットワーク
設定の要求も正確に受信されるようになっている。
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【０１０８】
そして、この時間ｔ２内にネットワーク設定の要求が受信されると、図７に示したポーリ
ング方式での要求の受信処理を一時停止させる（ステップＳ１４）。そして、そのクライ
アント１１（ｉ＋１）にＩＰアドレスを付与し、図７にも示すように、そのＩＰアドレス
と、ステップＳ１２で登録したホストやＤＮＳサーバのＩＰアドレスとを、ネットワーク
のための設定情報としてクライアント１１（ｉ＋１）に送信する（ステップＳ１５）。
【０１０９】
これらのＩＰアドレスも、図８Ａに示した信号フォーマットに従って送信される。送信先
のＩＰアドレスは、前述のクライアント１１（ｉ＋１）のネットワークＩ／Ｆカード１で
決定した仮のアドレスとされる。
【０１１０】
図６に示すように、ネットワーク設定の要求を送信したクライアント１１（ｉ＋１）は、
これらのＩＰアドレスが受信されるのを待つ（ステップＳ２４）。そして、受信されると
、これらのＩＰアドレスをＲＡＭ１０に記憶することにより、クライアント１１（ｉ＋１
）を無線ＬＡＮに接続するための設定を行う（ステップＳ２５）。そして、ネットワーク
設定が完了したことを示すデータを、無線ＬＡＮを介して送信する（ステップＳ２６）。
そして、処理を終了する。
【０１１１】
このネットワーク設定が完了したことを示すデータも、図８Ａに示した信号フォーマット
に従って送信される。そして、送信元のＩＰアドレスは、ホスト１１（１）から付与され
たＩＰアドレスとされる。また、このデータでは、図８Ｂに示すように、データまたはコ
マンドの内容が「Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｓｅｔ　ＩＰ
Ａｄｄｒｅｓｓ」とされる。
【０１１２】
図５に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、このネットワー
ク設定が完了したことを示すデータが受信されるのを待つ（ステップＳ１６）。そして、
受信されると、クライアント１１（ｉ＋１）に付与したＩＰアドレスを、データベースと
して登録する（ステップＳ１７）。
【０１１３】
続いて、一時中断していたポーリング方式での要求の受信処理を再開させる（ステップＳ
１８）。再開されたポーリング方式での要求の受信処理では、新たにネットワーク設定が
完了したクライアント１１（ｉ＋１）を含め、クライアント１１（２）～１１（ｉ＋１）
に順に呼び掛けが行われる。
【０１１４】
そして、ステップＳ１３に戻って、別のクライアントからのネットワーク設定の要求を待
つ。図５の処理は、ネットワークＩ／Ｆカード１がノート型パソコンから抜かれるかまた
はノート型パソコンのＯＳが終了されるまで実行される。
【０１１５】
再開されたポーリング方式での要求の受信処理では、新たにネットワーク設定が完了した
クライアント１１（ｉ＋１）を含め、クライアント１１（２）～１１（ｉ＋１）に順に呼
び掛けが行われる。
【０１１６】
なお、まだ一台のクライアントもネットワーク設定を完了していない段階では、ホスト１
１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、ポーリング方式での要求の受信を行わない。
そこで、その段階では、例えばホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は図５の
ステップＳ１３でクライアントからのネットワーク設定の要求を常時待ち、クライアント
のネットワークＩ／Ｆカード１は、ホスト１１（１）がまだポーリングコマンドを送信し
ていないことを条件として、ネットワーク設定の要求を随時送信する。
【０１１７】
この図５及び図６に示した処理により、参加者が無線ＬＡＮに参加する前提として図３の
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各クライアント１１（２）～１１（ｎ）を無線ＬＡＮに接続するためのネットワーク設定
が完了する。
【０１１８】
図９は、このネットワーク設定がクライアント１１（２）～１１（ｎ）のどの部分の機能
を用いて行われるかを示している。ネットワークＩ／Ｆカード１を制御するデバイスドラ
イバ（図２のフラッシュＲＯＭ９内のマイクロプログラム）に、ネットワーク設定を行う
機能（「ホスト用プログラム」及び「クライアント用プログラム」）が含まれている。ク
ライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワーク設定は、このネットワークＩ／Ｆカー
ド１のデバイスドライバの機能を用いて行われる。
【０１１９】
したがって、従来のネットワークＩ／Ｆカードについて示した図１８との対比からも明か
なように、ネットワークＩ／Ｆカード１を装着したノート型パソコンのＯＳの機能を用い
ることなくネットワーク設定が行われる。
【０１２０】
図１０は、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワーク設定のために会議の参加
者が行うべき作業の手順を示している。ネットワークＩ／Ｆカード１をノート型パソコン
に装着し、ノート型パソコンのＯＳを起動すると（ノート型パソコンのＯＳを起動した後
にネットワークＩ／Ｆカード１を装着してもよい）、図５及び図６に示した処理により、
ネットワーク設定が自動的に行われる。
【０１２１】
したがって、従来のネットワークＩ／Ｆカードについて示した図１９との対比からも明か
なように、無線ＬＡＮに参加する前提としてのクライアント１１（２）～１１（ｎ）のネ
ットワーク設定が、会議の参加者に負担をかけることなく行われるようになっている。
【０１２２】
「ホスト用プログラム」，「クライアント用プログラム」には、フラッシュＲＯＭ９内の
プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを用いてプレゼンテーションを遂行
する処理もそれぞれ含まれている。「ホスト用プログラム」を起動したホスト１１（１）
のネットワークＩ／Ｆカード１は、いずれか一台のクライアントのネットワーク設定が完
了すると、直ちにこの処理を開始する。「クライアント用プログラム」を起動したクライ
アント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード１も、それぞれネットワーク
設定の完了後直ちにこの処理を開始する。
【０１２３】
図１１，図１２は、それぞれ「ホスト用プログラム」，「クライアント用プログラム」側
でのこの処理の内容を示している。図１１に示すように、ホスト１１（１）のネットワー
クＩ／Ｆカード１は、このネットワークＩ／Ｆカード１を、ホスト１１（１）のノート型
パソコンのＯＳにハードディスクとして認識させる。また同時に、自動起動用のファイル
を設定する（ステップＳ３１）。
【０１２４】
Ｗｉｎｄｏｗｓ９５やＷｉｎｄｏｗｓ９８は、ハードディスクに自動起動用のファイルが
設定されることにより、ハードディスク内のアプリケーションソフトウェアを自動的に起
動する機能を有している。したがって、ホスト１１（１）のノート型パソコンでは、この
ステップＳ３１の処理により、ネットワークＩ／Ｆカード１をハードディスクとして認識
して、フラッシュＲＯＭ９内のプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアが自
動的に起動される。
【０１２５】
なお、このステップＳ３１の処理は、例えば「メモリースティック」において採用されて
いる既存の処理と同じものであってよい。
【０１２６】
会議の進行役は、この自動的に起動されたプレゼンテーション用アプリケーションソフト
ウェアを用いてホスト１１（１）のノート型パソコンを操作することにより、ホスト１１
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（１）のノート型パソコンにプレゼンテーション用データを表示するとともに、ホスト１
１（１）のノート型パソコンの外部ディスプレイ出力端子を通して、プロジェクタ１２（
図３）にも同じプレゼンテーション用データを表示することができる。
【０１２７】
すなわち、例えば「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ」を用いて、ホスト１１
（１）のノート型パソコンのハードディスクやフロッピディスクから再生した図表等や、
有線ＬＡＮのサーバから送られた図表等を、ホスト１１（１）のノート型パソコン及びプ
ロジェクタ１２に表示することができる。
【０１２８】
また、グラフィックビューアを用いて、ホスト１１（１）のノート型パソコンのハードデ
ィスクやフロッピディスクから再生した画像や、有線ＬＡＮのサーバから送られたに画像
や、ビデオカメラ１３（図３）で撮影した画像を、グラフィックビューアを用いてホスト
１１（１）のノート型パソコン及び図３のプロジェクタ１２に表示することもできる。
【０１２９】
また、ＷＷＷブラウザを用いて有線ＬＡＮを介してインターネットのＷＷＷにアクセスし
て、Ｗｅｂページの画像等をホスト１１（１）のノート型パソコン及び図３のプロジェク
タ１２に表示することもできる。
【０１３０】
図１２に示すように、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード
１も、このネットワークＩ／Ｆカード１を、それぞれクライアント１１（２）～１１（ｎ
）のノート型パソコンにハードディスクとして認識させる。また同時に、自動起動用のフ
ァイルを設定する（ステップＳ４１）。
【０１３１】
したがって、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンでも、ネットワー
クＩ／Ｆカード１をハードディスクとして認識して、フラッシュＲＯＭ９内のプレゼンテ
ーション用アプリケーションソフトウェアが自動的に起動される。
【０１３２】
進行役以外の会議の参加者も、このプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア
を用いてクライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンを操作することにより
、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンにプレゼンテーション用デー
タをそれぞれ表示させることができる。
【０１３３】
図１１に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、ホスト１１（
１）のノート型パソコンでプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを用いて
プレゼンテーション用データを表示する操作が行われるのを待つ（ステップＳ３２）。
【０１３４】
そして、その操作が行われると（すなわちホスト１１（１）のノート型パソコン及びプロ
ジェクタ１２にプレゼンテーション用データが表示されると）、その同じプレゼンテーシ
ョン用データをクライアント１１（２）～１１（ｎ）に送信するとともに、そのプレゼン
テーション用データに応じたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア（例え
ば画像の場合にはグラフィックビューア）を用いてそのプレゼンテーション用データを表
示させるコマンドや、そのプレゼンテーション用データをホスト１１（１）と同期して（
ページの切り替えタイミング等を一致させて）表示させるコマンドをクライアント１１（
２）～１１（ｎ）に送信する（ステップＳ３３）。
【０１３５】
図１２に示すように、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード
１は、このプレゼンテーション用データ及びコマンドが受信されるのを待つ（ステップＳ
４２）。そして、受信されると、このコマンドに従い、プレゼンテーション用アプリケー
ションソフトウェアを用いてこのプレゼンテーション用データをクライアント１１（２）
～１１（ｎ）のノート型パソコンにそれぞれ表示する（ステップＳ４３）。
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【０１３６】
これにより、プロジェクタ１２に表示されるのと同じプレゼンテーション用データが、ク
ライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンにも表示される。
【０１３７】
図１１に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、ステップＳ３
２及びＳ３３の処理を行いつつ、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のいずれかからの
プレゼンテーション権取得の要求が受信されたか否かの判断を繰り返し行う（ステップＳ
３４）。この図１１及び図１２の処理での要求の送受信も、図７に示したポーリング方式
で行われる。
【０１３８】
図１２に示すように、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード
１は、ステップＳ４２及びＳ４３の処理を行いつつ、当該クライアント１１（２）～１１
（ｎ）のノート型パソコンでプレゼンテーション権を取得するための所定の操作が行われ
たか否かの判断を繰り返し行う（ステップＳ４４）。そして、この操作が行われると、プ
レゼンテーション権取得要求をホスト１１（１）に送信する（ステップＳ４５）。
【０１３９】
図１１に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、クライアント
１１（２）～１１（ｎ）のいずれかからのプレゼンテーション権取得の要求が受信される
と、プレゼンテーション権を取得させるコマンドを、そのクライアントに送信する（ステ
ップＳ３５）。
【０１４０】
図１２に示すように、プレゼンテーション権取得要求を送信したクライアントのネットワ
ークＩ／Ｆカード１は、プレゼンテーション権取得要求を送信した後、プレゼンテーショ
ン権を取得させるコマンドが受信されるのを待つ（ステップＳ４６）。
【０１４１】
そして、このコマンドが受信されると、当該クライアントのノート型パソコンでプレゼン
テーション用アプリケーションソフトウェアを用いてプレゼンテーション用データを表示
する操作が行われるのを待つ（ステップＳ４７）。
【０１４２】
そして、その操作が行われると（すなわち当該クライアントのノート型パソコンにプレゼ
ンテーション用データが表示されると）、その同じプレゼンテーション用データをホスト
１１（１）及び他のクライアントに送信するとともに、そのプレゼンテーション用データ
に応じたプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを用いてそのプレゼンテー
ション用データを表示させるコマンドや、そのプレゼンテーション用データを当該クライ
アントと同期して表示させるコマンドを、ホスト１１（１）及び他のクライアントに送信
する（ステップＳ４８）。
【０１４３】
図１１に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、このプレゼン
テーション用データ及びコマンドが受信されるのを待つ（ステップＳ３６）。そして、受
信されると、このコマンドに従い、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア
を用いてこのプレゼンテーション用データをホスト１１（１）のノート型パソコン及びプ
ロジェクタ１２に表示する（ステップＳ３７）。また、他のクライアントのネットワーク
Ｉ／Ｆカード１も、図１２のステップＳ４２，Ｓ４３でこのプレゼンテーション用データ
を表示する。
【０１４４】
これにより、プレゼンテーション権を取得したクライアントのノート型パソコンに表示さ
れるのと同じプレゼンテーション用データが、ホスト１１（１）及び他のクライアントの
ノート型パソコンとプロジェクタ１２とに表示される。
【０１４５】
図１１に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、ステップＳ３
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６及びＳ３７の処理を行いつつ、ホスト１１（１）のノート型パソコンでプレゼンテーシ
ョン権を返還させるための所定の操作が行われたか否かの判断（ステップＳ３８）と、他
のクライアントから新たにプレゼンテーション権取得の要求が受信されたか否かの判断（
ステップＳ３９）とを繰り返し行う。
【０１４６】
そして、プレゼンテーション権を返還させるための操作が行われると、プレゼンテーショ
ン権を返還させるコマンドを、プレゼンテーション権を取得したクライアントに送信する
（ステップＳ４０）。そして、ステップＳ３２に戻る。
【０１４７】
また、他のクライアントのいずれかからプレゼンテーション権取得の要求が受信されると
、ステップＳ３５で、そのクライアントに新たにプレゼンテーション権を取得させるコマ
ンドを送信する。
【０１４８】
図１２に示すように、プレゼンテーション権を取得したクライアントのネットワークＩ／
Ｆカード１は、ステップＳ４７及びＳ４８の処理を行いつつ、プレゼンテーション用デー
タ及びコマンドの送信を行いつつ、プレゼンテーション権を返還させるコマンドまたは他
のクライアントに新たにプレゼンテーション権を取得させるコマンドが受信されたか否か
の判断を繰り返し行う（ステップＳ４９）。そして、いずれかのコマンドが受信されると
、ステップＳ４２に戻る。
【０１４９】
これにより、再びプレゼンテーション権がホスト１１（１）または他のクライアントに移
り、ホスト１１（１）またはそのクライアントから送信されたプレゼンテーション用デー
タが、ホスト１１（１）及びクライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンと
プロジェクタ１２とに表示される。
【０１５０】
図１１及び図１２の処理は、ネットワークＩ／Ｆカード１がノート型パソコンから抜かれ
るかまたはノート型パソコンのＯＳが終了されるまで実行される。
【０１５１】
この図１１及び図１２に示した処理により、プロジェクタ１２に表示されるのと同じプレ
ゼンテーション用データが、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンに
表示される。また、クライアント（プレゼンテーション権を取得したクライアント）から
送信されたプレゼンテーション用データが、他のクライアントのノート型パソコンとプロ
ジェクタ１２とに表示される。
【０１５２】
したがって、プロジェクタ１２から離れた席でも、手許のクライアントのノート型パソコ
ンの画面を見ることにより、プレゼンテーション用データがよく見えるようになっている
。また、プロジェクタ１２から離れていない席では、プロジェクタ１２とクライアントの
ノート型パソコンとのどちらからでもプレゼンテーション用データを見る（例えば、画像
は大画面のプロジェクタ１２で見て、細かい図表は手許のクライアントのノート型パソコ
ンで見る）ことができるようになっている。
【０１５３】
また、会議の参加者が、自分の席にいたまま、手許のクライアントでプレゼンテーション
権を取得して、プレゼンテーション用データを送信することができるようになっている。
したがって、参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行えるようになってい
る。
【０１５４】
「ホスト用プログラム」及び「クライアント用プログラム」には、個々のクライアント１
１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンに有線ＬＡＮ（図３）のサーバやインターネッ
トのＷＷＷサーバからのデータを個別に表示するための処理も含まれている。ホスト１１
（１），クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード１は、それぞ
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れ図１１，図１２のプレゼンテーション処理でプレゼンテーション用アプリケーションソ
フトウェアが自動的に起動させた後、直ちにこの処理を開始する。
【０１５５】
図１３，図１４は、それぞれ「ホスト用プログラム」，「クライアント用プログラム」側
でのこの処理の内容を示している。図１３に示すように、ホスト１１（１）のネットワー
クＩ／Ｆカード１は、個々のクライアント１１（２）～１１（ｎ）について、そのクライ
アントから有線ＬＡＮのサーバまたはインターネットのＷＷＷサーバへのアクセス要求が
受信されるのを待つ（ステップＳ５１）。この図１３及び図１４の処理での要求の送受信
も、図７に示したポーリング方式で行われる。
【０１５６】
図１４に示すように、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード
１は、当該クライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型パソコンで有線ＬＡＮのサー
バまたはインターネットのＷＷＷサーバにアクセスする操作が行われるのを待つ（ステッ
プＳ６１）。そして、この操作が行われると、そのサーバへのアクセス要求をホスト１１
（１）に送信する（ステップＳ６２）。
【０１５７】
図１３に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、ククライアン
トからのアクセス要求が受信されると、このアクセス要求に従ってサーバ（有線ＬＡＮの
サーバまたはインターネットのＷＷＷサーバ）にアクセスし、このサーバから送られたデ
ータをそのクライアントに送信する（ステップＳ５２）。
【０１５８】
これにより、そのクライアントのノート型パソコンだけに、有線ＬＡＮのサーバまたはイ
ンターネットのＷＷＷサーバのデータが個別に表示される。
【０１５９】
なお、現在図１１及び図１２の処理によってプレゼンテーションが遂行されている場合に
は、そのクライアントには、それまで送信されていたプレゼンテーション用データに代え
て、ステップＳ５２でこのサーバのデータを送信する。これにより、そのクライアントの
ノート型パソコンには、それまで表示されていたプレゼンテーション用データに代えて、
このサーバのデータ（すなわち、ホスト１１（１）及び他のクライアントのノート型パソ
コンやプロジェクタ１２に表示されているプレゼンテーション用データとは異なるデータ
）が表示される。
【０１６０】
ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、ステップＳ５２の処理を行いつつ、
そのクライアントからアクセス終了の要求が受信されたか否かの判断（ステップＳ５３）
と、新たなアクセス要求が受信されたか否かの判断（ステップＳ５４）と、現在プレゼン
テーションが遂行されており且つ新たにプレゼンテーション用データの表示の変更（ペー
ジの切り替え等）があったか否かの判断（ステップＳ５５）とを繰り返し行う。
【０１６１】
図１４に示すように、クライアント１１（２）～１１（ｎ）のネットワークＩ／Ｆカード
１は、アクセス要求を送信した後、当該クライアント１１（２）～１１（ｎ）のノート型
パソコンでアクセスを終了する操作が行われたかの判断（ステップＳ６３）と、新たに別
のサーバにアクセスする操作が行われたか否かの判断（ステップＳ６４）とを繰り返し行
う。
【０１６２】
そして、アクセスを終了する操作が行われると、アクセス終了要求をホスト１１（１）に
送信し（ステップＳ６５）、ステップＳ６１に戻る。また、別のサーバにアクセスする操
作が行われると、ステップＳ６２に戻る。
【０１６３】
図１３に示すように、ホスト１１（１）のネットワークＩ／Ｆカード１は、このアクセス
終了要求が受信されると、サーバへのアクセスを終了し（ステップＳ５６）、ステップＳ
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５１に戻る。これにより、プレゼンテーションが遂行されている場合には、そのクライア
ントのノート型パソコンに、再びプレゼンテーション用データが表示される。
【０１６４】
また、新たなアクセス要求が受信されると、今度はステップＳ５２でそのアクセス要求に
従ってサーバにアクセスしてクライアントにデータを送信する。
【０１６５】
また、現在プレゼンテーションが遂行されており且つ新たにプレゼンテーション用データ
の表示の変更があった場合には、サーバからデータの送信を一定時間だけ中断する（ステ
ップＳ５７）。
【０１６６】
ステップＳ５７でサーバからデータの送信が中断されている時間には、図１１及び図１２
の処理によってそのクライアントにプレゼンテーション用データが送信される。これによ
り、プレゼンテーション用データの表示の変更がある毎に、有線ＬＡＮのサーバやインタ
ーネットのＷＷＷサーバのデータを表示しているクライアントのノート型パソコンにも、
変更後のプレゼンテーション用データが一定時間表示される。
【０１６７】
図１３及び図１４の処理も、ネットワークＩ／Ｆカード１がノート型パソコンから抜かれ
るかまたはノート型パソコンのＯＳが終了されるまで実行される。
【０１６８】
この図１３及び図１４に示した処理により、会議の参加者は、プレゼンテーションを行う
前に有線ＬＡＮのサーバやインターネットのＷＷＷサーバのデータを調べたい場合などに
、そのサーバのデータを手許のクライアントで調べることができるようになっている。
【０１６９】
また、他の参加者がプレゼンテーションを行っている最中にこうしたデータを調べている
場合には、プレゼンテーション用データの表示の変更がある毎に変更後のプレゼンテーシ
ョン用データが一定時間表示されるので、プレゼンテーション用データが見落とされない
ようになっている。
【０１７０】
以上のように、この無線ＬＡＮ会議システムでは、カード型ネットワークＩ／Ｆ１を会議
場に用意しておき、会議の参加者が持参したノート型パソコンとこのカード型ネットワー
クＩ／Ｆ１とでクライアントを構成することにより、クライアントのネットワーク設定が
会議の参加者に負担をかけることなく行われるとともに、各席にパソコンそのものを備品
として設けておく場合のような会議場の設備費の増大を招くことなくシステムが構成され
るようになっている。
【０１７１】
また、ホストもクライアントと同じネットワーク会議用端末装置で構成されるので、ホス
トとして専用の装置を設ける必要がなく、会議場の設備費が一層抑制されるようになって
いる。
【０１７２】
しかも、ネットワークＩ／Ｆカード１にプレゼンテーション用アプリケーションソフトウ
ェアが格納されているので、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアをイン
ストールしていないノート型パソコンを会議の参加者が持参した場合にも、そのノート型
パソコンでプレゼンテーション用データを表示できるようになっている。
【０１７３】
さらに、このプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアは自動的に起動される
。したがって、会議の参加者はこのプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェア
を起動させる作業を行う必要もないので、参加者の負担が一層軽減している。
【０１７４】
また、ホストとクライアントとを無線ＬＡＮで結ぶので、同軸ケーブルや光ファイバケー
ブルのような有線の伝送媒体を会議場に敷設しなくてもよくなっており、その点でも設備
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費が低減されている。さらに、有線の伝送媒体を敷設した場合のように会議場内での無線
ＬＡＮ会議用端末装置１１の位置が固定されることがなく（したがって席のレイアウトが
固定されることがなく）、席のレイアウトを自由に決定することができるようになってい
る。
【０１７５】
また、会議場のある建物内に予め構築されている有線ＬＡＮに全く変更を加えることなく
、ＬＡＮ会議システムが構築されるようになっている。
【０１７６】
なお、以上の例では、「ホスト／クライアント決定用プログラム」の処理内容は、会議場
内で１番目にネットワークＩ／Ｆカード１の装着及びノート型パソコンのＯＳの起動が行
われた無線ＬＡＮ会議用端末装置１１をホストとして決定するものになっている。
【０１７７】
しかし、「ホスト／クライアント決定用プログラム」の処理内容は、これに限らず、適宜
の方法でいずれか１台の無線ＬＡＮ会議用端末装置１１をホストとして決定する（例えば
、ホストかクライアントかを選択させる画面をノート型パソコンに表示し、ノート型パソ
コンの操作に従って決定する）ものであってよい。
【０１７８】
また、以上の例では、プロジェクタを設けているが、別の例として、プロジェクタを設け
ることなく無線ＬＡＮ会議システムを構成し、ホスト及びクライアントのノート型パソコ
ンだけにプレゼンテーション用データを表示するようにしてもよい。
【０１７９】
また、以上の例では、プロジェクタがノート型パソコンの外部ディスプレイ出力端子を通
してホストだけに接続されているので、会議の進行役以外の参加者がプレゼンテーション
を行う場合、クライアントからホストに送ったプレゼンテーション用データを、ホストが
プロジェクタに送っている。
【０１８０】
しかし、別の例として、図１５に示すように、無線ＬＡＮに接続可能なプロジェクタ（例
えば無線ＬＡＮに接続可能なパソコンが付属されたプロジェクタ）１４を用い、クライア
ント１１（２）～１１（ｎ）から無線ＬＡＮを介して直接そのプロジェクタ１４にプレゼ
ンテーション用データを送る（ホスト１１（１）も無線ＬＡＮを介してプロジェクタ１４
にプレゼンテーション用データを送る）ようにしてもよい。（図１５において、図３と共
通する部分には同一の符号を付している。後出の図１６，図１７においても同じである。
）
【０１８１】
また、以上の例では、ホストとプロジェクタとを別体として設けている。しかし、別の例
として、図１６に示すように、ＰＣカードスロットを有するパソコン１５が付属されたプ
ロジェクタ１６を設け、このパソコン１５にネットワークＩ／Ｆカード１を装着してホス
トとすることにより、プロジェクタをホストとして兼用するようにしてもよい。
【０１８２】
この図１６の無線ＬＡＮ会議システムでは、プロジェクタ１６に表示されるプレゼンテー
ション用データと同じプレゼンテーション用データが、プロジェクタ１６から無線ＬＡＮ
を介して直接クライアント１１（２）～１１（ｎ）に送られて、クライアント１１（２）
～１１（ｎ）に表示される。また、図１５の無線ＬＡＮ会議システムと同様に、クライア
ント１１（２）～１１（ｎ）から無線ＬＡＮを介して直接プロジェクタ１６にプレゼンテ
ーション用データを送ってそのプレゼンテーション用データをプロジェクタ１６に表示す
ることができる。
【０１８３】
さらに、図１６の例において、プロジェクタ１６に表示されるプレゼンテーションデータ
が全ての席でよく見えるとともに、一人の参加者だけがプレゼンテーションを行う場合に
は、例えば図１７に示すように、一台の無線ＬＡＮ会議用端末装置（クライアント）１１
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（２）だけを設け、この無線ＬＡＮ会議用端末装置１１と有線ＬＡＮ及びビデオカメラ１
３とを接続し、プレゼンテーションを行う参加者がこのクライアント１１（２）で終始プ
レゼンテーション権を取得してプレゼンテーション用データをプロジェクタ１６に送るよ
うにしてもよい。
【０１８４】
また、以上の例では、ネットワークＩ／Ｆカードに「クライアント用プログラム」だけで
なく「ホスト／クライアント決定用プログラム」及び「ホスト用プログラム」を格納する
ことにより、ネットワークＩ／Ｆカードを装着したノート型パソコンがホストにもなるよ
うにしている。
【０１８５】
しかし、別の例として、ネットワークＩ／Ｆカードには「ホスト／クライアント決定用プ
ログラム」や「ホスト用プログラム」を格納せず、ノート型パソコンに装着されることに
基づいて常に「クライアント用プログラム」が起動されるようにしてもよい。その場合に
は、ホストとして、「ホスト用プログラム」及びプレゼンテーション用アプリケーション
ソフトウェアをインストールしたパソコンに通常の（本発明に係るものではない）ネット
ワークＩ／Ｆカードを装着したものを用いる（図１６や図１７の例では、プロジェクタに
付属されたパソコンに「ホスト用プログラム」及びプレゼンテーション用アプリケーショ
ンソフトウェアをインストールし、そのパソコンに通常のネットワークＩ／Ｆカードを装
着する）ようにすればよい。
【０１８６】
また、以上の例では、「ホスト用プログラム」及び「クライアント用プログラム」に、ク
ライアントがプレゼンテーション権を取得するための処理が含まれている。しかし、会議
の参加者が手許のクライアントでプレゼンテーション用データを送信する必要がない場合
（例えば特定の人物が一方的にプレゼンテーションを行う発表会）には、「ホスト用プロ
グラム」及び「クライアント用プログラム」にこうした処理を含めなくてもよい。
【０１８７】
また、以上の例では、ネットワークＩ／Ｆカードにプレゼンテーション用アプリケーショ
ンソフトウェアを格納している。しかし、別の例として、ネットワークＩ／Ｆカードには
プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを格納せず、プレゼンテーション用
アプリケーションソフトウェアをインストールしたノート型パソコンにネットワークＩ／
Ｆカードを装着してもよい。
【０１８８】
また、以上の例では、ネットワークＩ／Ｆカードをノート型パソコンに装着してクライア
ントやホストを構成している。しかし、これに限らず、ＰＣカードを装着可能な適宜の情
報端末装置（ノート型以外のパソコンや、電子手帳を高機能化した携帯情報端末等）にネ
ットワークＩ／Ｆカードを装着してクライアントやホストを構成してもよい。
【０１８９】
また、以上の例では、ネットワークＩ／Ｆカードが、無線ＬＡＮの方式として無線周波数
方式を採用している。しかし、別の例として、無線ＬＡＮの方式として赤外線方式を採用
してもよい。
【０１９０】
また、以上の例では、ネットワークＩ／Ｆカードを無線ＬＡＮ会議システムに用いている
。しかし、これに限らず、無線ＬＡＮ会議システム以外の用途にネットワークＩ／Ｆカー
ドを用いてもよい。その場合には、ネットワークＩ／Ｆカードが、有線ＬＡＮを介してデ
ータの送受信を行うようにしてもよい。
【０１９１】
また、以上の例では、ＰＣＭＣＩＡの標準規格に準拠したネットワークＩ／Ｆカードに本
発明を適用している。しかし、これに限らず、情報端末装置に装着可能な適宜のカード型
（薄片型のものを含む）のネットワークＩ／Ｆカードに本発明を適用してもよい。
【０１９２】
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また、本発明は、以上の例に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、その他様々の構
成をとりうることはもちろんである。
【０１９３】
【発明の効果】
以上のように、本発明に係るカード型ネットワークＩ／Ｆによれば、パソコンのような情
報端末装置をＬＡＮに接続するためのネットワーク設定を、ユーザーに負担をかけること
なく行えるという効果が得られる。
【０１９４】
したがって、例えばＬＡＮを利用した会議において、このカード型ネットワークＩ／Ｆを
会議場に用意しておき、会議の参加者が持参したノート型パソコンのような情報端末装置
にこのカード型ネットワークＩ／Ｆを装着するようにすれば、会議に参加する前提として
のネットワーク設定が参加者に負担をかけることなく行われるとともに、各席にパソコン
のような情報端末装置そのものを備品として設けておく場合のような会議場の設備費の増
大を招かないようになる。
【０１９５】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆによれば、ＬＡＮのホストもこのカード型ネット
ワークＩ／Ｆを装着した情報端末装置で構成されるので、ホストとして専用の装置を設け
ることなくＬＡＮシステムを構成できるという効果も得られる。したがって、例えばＬＡ
Ｎを利用した会議において、会議場の設備費が一層抑制されるようになる。
【０１９６】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆによれば、例えばＬＡＮを利用した会議において
、会議の参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行えるという効果も得られ
る。
【０１９７】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆによれば、ネットワーク設定の完了した複数のク
ライアントからの無線ＬＡＮを介した要求が正確にホストに受信されるとともに、無線Ｌ
ＡＮを介した設定情報の要求も正確にホストに受信されるという効果も得られる。
【０１９８】
また、このカード型ネットワークＩ／Ｆによれば、例えばＬＡＮを利用した会議において
、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアをインストールしていない情報端
末装置でプレゼンテーション用データを表示できるという効果も得られる。また会議の参
加者はプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを起動させる作業を行う必要
もなくなるので、参加者の負担が一層軽減するという効果も得られる。
【０１９９】
次に、本発明に係るネットワーク会議用端末装置によれば、無線ＬＡＮを利用した会議に
参加する前提としてのネットワーク設定を参加者に負担をかけることなく行えるとともに
、各席に情報端末装置そのものを備品として設けておく場合のような会議場の設備費の増
大を招かないという効果が得られる。
【０２００】
また、このネットワーク会議用端末装置によれば、無線ＬＡＮのホストもこのネットワー
ク会議用端末装置で構成されるので、ホストとして専用の装置を設けることなく無線ＬＡ
Ｎ会議システムを構成できるという効果も得られる。したがって、会議場の設備費が一層
抑制されるようになる。
【０２０１】
また、このネットワーク会議用端末装置によれば、無線ＬＡＮを利用した会議において、
会議の参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行えるという効果も得られる
。
【０２０２】
また、このネットワーク会議用端末装置によれば、ネットワーク設定の完了した複数のク
ライアントからの要求が正確にホストに受信されるとともに、ネットワーク設定のための
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設定情報の要求も正確にホストに受信されるという効果も得られる。
【０２０３】
また、このネットワーク会議用端末装置によれば、無線ＬＡＮを利用した会議において、
プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアをインストールしていない情報端末
装置でプレゼンテーション用データを表示できるという効果も得られる。また会議の参加
者はプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを起動させる作業を行う必要も
なくなるので、参加者の負担が一層軽減するという効果も得られる。
【０２０４】
次に、本発明に係るネットワーク会議システムによれば、クライアントのネットワーク設
定を会議の参加者に負担をかけることなく行えるとともに、会議場の設備費の増大を招く
ことなくシステムが構成されるという効果が得られる。
【０２０５】
また、このネットワーク会議システムによれば、ホストもクライアントと同じネットワー
ク会議用端末装置で構成されるので、ホストとして専用の装置を設ける必要がなくなり、
会議場の設備費が一層抑制されるという効果も得られる。
【０２０６】
また、このネットワーク会議システムによれば、会議の参加者が席を移動することなくプ
レゼンテーションを行えるという効果も得られる。
【０２０７】
また、このネットワーク会議システムによれば、ネットワーク設定の完了した複数のクラ
イアントからの要求が正確にホストに受信されるとともに、ネットワーク設定のための設
定情報の要求も正確にホストに受信されるという効果も得られる。
【０２０８】
また、このネットワーク会議システムによれば、プレゼンテーション用アプリケーション
ソフトウェアをインストールしていない情報端末装置を用いたクライアントやホストでプ
レゼンテーション用データを表示できるという効果も得られる。また会議の参加者はプレ
ゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを起動させる作業を行う必要もなくなる
ので、参加者の負担が一層軽減するという効果も得られる。
【０２０９】
次に、本発明に係る別のネットワーク会議システムによれば、クライアントのネットワー
ク設定を会議の参加者に負担をかけることなく行え、会議場の設備費の増大を招くことな
くシステムが構成され、会議の参加者が席を移動することなくプレゼンテーションを行え
るという効果が得られる。
【０２１０】
また、この別のネットワーク会議システムによれば、画像表示装置に表示されるプレゼン
テーション用データと同じプレゼンテーション用データを画像表示装置から無線ＬＡＮを
介して直接クライアントに送ってクライアントに表示することや、クライアントから無線
ＬＡＮを介して直接画像表示装置にプレゼンテーション用データを送ってそのプレゼンテ
ーション用データを画像表示装置に表示することができるという効果が得られる。
【０２１１】
また、この別のネットワーク会議システムによれば、ネットワーク設定の完了した複数の
クライアントからの要求が正確に画像表示装置（ホスト）に受信されるとともに、ネット
ワーク設定のための設定情報の要求も正確に画像表示装置に受信されるという効果も得ら
れる。
【０２１２】
また、この別のネットワーク会議システムによれば、プレゼンテーション用アプリケーシ
ョンソフトウェアをインストールしていない情報端末装置を用いたクライアントや画像表
示装置でプレゼンテーション用データを表示できるという効果も得られる。また会議の参
加者はプレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアを起動させる作業を行う必要
もなくなるので、参加者の負担が一層軽減するという効果も得られる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したネットワークＩ／Ｆカードの外観構成例を示す図である。
【図２】図１のネットワークＩ／Ｆカードの回路構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明に係るネットワーク会議システムの全体構成例を示す図である。
【図４】「ホスト／クライアント決定用プログラム」の処理内容を示すフローチャートで
ある。
【図５】「クライアント用プログラム」のネットワーク設定処理に対応した「ホスト用プ
ログラム」の処理内容を示すフローチャートである。
【図６】「クライアント用プログラム」の処理内容の一部であるネットワーク設定処理を
示すフローチャートである。
【図７】ポーリング方式での要求の送受信の様子を示すタイミングチャートである。
【図８】図７のポーリングコマンドや要求の信号フォーマットと、その中のデータまたは
コマンドの内容の例を示す図である。
【図９】図３のクライアントのうちネットワーク設定の際に用いられる部分を示す機能ブ
ロック図である。
【図１０】図３のクライアントのネットワーク設定のために行うべき作業の手順を示す図
である。
【図１１】「ホスト用プログラム」の処理内容の一部を示すフローチャートである。
【図１２】「クライアント用プログラム」の処理内容の一部を示すフローチャートである
。
【図１３】「ホスト用プログラム」の処理内容の一部を示すフローチャートである。
【図１４】「クライアント用プログラム」の処理内容の一部を示すフローチャートである
。
【図１５】本発明に係るネットワーク会議システムの別の全体構成例を示す図である。
【図１６】本発明に係るネットワーク会議システムの別の全体構成例を示す図である。
【図１７】本発明に係るネットワーク会議システムの別の全体構成例を示す図である。
【図１８】従来のネットワークＩ／Ｆカードを装着したパソコンのうちネットワーク設定
の際に用いられる部分を示す機能ブロック図である。
【図１９】図１８のパソコンのネットワーク設定のために行うべき作業の手順を示す図で
ある。
【符号の説明】
１　ネットワークＩ／Ｆカード、　２　ノート型パソコン、　２ａ　ＰＣカードスロット
　　３　ＰＣＭＣＩＡＩ／Ｆ、　４　ネットワークＩ／Ｆ、　５　ＲＦモジュレータ、　
６　ＲＦデモジュレータ、　７　アンテナ、　８　ＣＰＵ、９　フラッシュＲＯＭ、　１
０　ＲＡＭ、　１１（１）　無線ＬＡＮ会議用端末装置（ホスト）、　１１（２）～１１
（ｎ）　無線ＬＡＮ会議用端末装置（クライアント）、　１２，１４，１６　プロジェク
タ、　１３　ビデオカメラ、　１５　パソコン
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