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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間帯または曜日で分けて相互の間に優先順位が設定された複数の端末と少なくとも１
個のベース機器とによって構成され、端末とベース機器との間の無線通信によって、端末
から発行されたコマンドをベース機器で受信して、ベース機器から端末に情報を送信する
無線ＬＡＮシステムの、ベース機器が実行するコマンド処理方法として、
　いずれかの端末から発行されたコマンドを受信したとき、当該コマンドが、これを受け
付けることによって現に受信中の他の端末の受信を妨げる競合コマンドであるか否か、お
よび当該の時間帯または曜日において当該コマンドを発行した端末の優先順位が受信中の
他の端末の優先順位より高いか否かを判断する工程と、
　当該コマンドが競合コマンドでない場合、または当該の時間帯または曜日において当該
コマンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高い場合に、当該
コマンドを受け付けるとともに、その旨を受信中の他の端末に通知する工程と、
　当該コマンドが競合コマンドであり、かつ、当該の時間帯または曜日において当該コマ
ンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高くない場合に、当該
コマンドを受け付けないとともに、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する工程
と、
　を備えるコマンド処理方法。
【請求項２】
　時間帯または曜日で分けて相互の間に優先順位が設定された複数の端末と少なくとも１
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個のベース機器とによって構成され、端末とベース機器との間の無線通信によって、端末
から発行されたコマンドをベース機器で受信して、ベース機器から端末に情報を送信する
無線ＬＡＮシステムの、ベース機器を構成する無線通信機器として、
　端末から発行されたコマンドを受信する受信手段と、
　この受信手段によって、いずれかの端末から発行されたコマンドが受信されたとき、当
該コマンドが、これを受け付けることによって現に受信中の他の端末の受信を妨げる競合
コマンドであるか否か、および当該の時間帯または曜日において当該コマンドを発行した
端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高いか否かを判断する手段と、
　当該コマンドが競合コマンドでない場合、または当該の時間帯または曜日において当該
コマンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高い場合に、当該
コマンドを受け付けるとともに、その旨を受信中の他の端末に通知する手段と、
　当該コマンドが競合コマンドであり、かつ、当該の時間帯または曜日において当該コマ
ンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高くない場合に、当該
コマンドを受け付けないとともに、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する手段
と、
　を備える無線通信機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムのコマンド
処理方法、および無線ＬＡＮシステムを構成する無線通信機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
住宅内や部屋内などの限られたエリア内において、複数の機器の間で、無線ＬＡＮシステ
ムを構築して、情報の送受信を行うことが考えられており、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔ
ｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒ
ｓ）８０２．１１規格では、このような無線ＬＡＮシステムに用いることができる無線周
波数帯として、２．４ＧＨｚ帯および５ＧＨｚ帯が規定されている。
【０００３】
この場合、例えば、放送受信用のチューナが内蔵または接続され、電話回線が接続された
ベース機器と、このベース機器との間の無線通信によって、ベース機器に対してコマンド
を発行して、ベース機器から画像データや音声データなどの情報を受信する端末とによっ
て、無線ＬＡＮシステムを構築することによって、ユーザは、住宅内や部屋内のいずれの
場所に居ても、手元の端末によって、地上波ＴＶ（テレビジョン）放送やＢＳ（放送衛星
）／ＣＳ（通信衛星）デジタル放送の視聴、インターネットへのアクセス、電話の通話な
どを行うことができる。
【０００４】
さらに、図７に示すように、例えば、それぞれ、アンテナ３１、ＬＣＤ（液晶ディスプレ
イ）３２、スピーカ３３、およびマイクロホン３４を備える２個の端末３０Ａおよび３０
Ｂと、これら端末３０Ａ，３０Ｂとの間の無線通信用のアンテナ１１を備え、ＴＶ放送受
信用のアンテナ１２に接続されるＴＶチューナ１３が内蔵され、電話回線１が接続された
ベース機器１０とによって、無線ＬＡＮシステムを構成することによって、あるユーザは
自分の居室などで端末３０Ａを使用して、別のユーザは自分の居室などで端末３０Ｂを使
用して、それぞれ、ＴＶ放送の視聴、インターネットへのアクセス、電話の通話などを行
うことができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように２個の端末３０Ａおよび３０Ｂを備える無線ＬＡＮシステムで
は、例えば、ＴＶ放送を視聴する場合、一方の端末のみが放送を受信している場合であれ
ば、その端末の使用者はチャンネルを自由に変更することができるが、端末３０Ａおよび
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３０Ｂが同時に同一チャンネルの放送を受信している場合には、選局につき次のような問
題を生じる。
【０００６】
すなわち、この場合、いずれかの端末からチャンネル変更のコマンドが発行されるごとに
、ベース機器１０がＴＶチューナ１３で受信されるチャンネルを変更するようにシステム
を構成すると、いずれかの端末からチャンネル変更のコマンドが発行されるごとに、端末
３０Ａおよび３０Ｂで受信されるチャンネルが同時に変更されてしまう結果、端末３０Ａ
の使用者と端末３０Ｂの使用者との間で選局につき混乱や衝突を生じる。
【０００７】
また、端末３０Ａおよび３０Ｂが同時に同一チャンネルＸを受信している状態で、端末３
０ＡからチャンネルをＹに変更するコマンドが発行され、その直後に、ほぼ同時に、端末
３０ＢからチャンネルをＺに変更するコマンドが発行されると、結局のところチャンネル
がＺに変更される結果、チャンネルをＹに変更する選局操作をした端末３０Ａの使用者が
システムの故障と判断してしまう恐れもある。
【０００８】
　そこで、この発明は、複数の端末と少なくとも１個のベース機器とによって構成される
無線ＬＡＮシステムにおいて、端末から発行されたコマンドの扱いにつき各端末の使用者
の間で混乱や衝突を生じることがなく、かつ端末の使用者がシステムの故障と誤解するよ
うなこともないとともに、各端末の使用者の利益を適切に調整することができるようにし
たものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　この発明のコマンド処理方法は、
　時間帯または曜日で分けて相互の間に優先順位が設定された複数の端末と少なくとも１
個のベース機器とによって構成され、端末とベース機器との間の無線通信によって、端末
から発行されたコマンドをベース機器で受信して、ベース機器から端末に情報を送信する
無線ＬＡＮシステムの、ベース機器が実行するコマンド処理方法として、
　いずれかの端末から発行されたコマンドを受信したとき、当該コマンドが、これを受け
付けることによって現に受信中の他の端末の受信を妨げる競合コマンドであるか否か、お
よび当該の時間帯または曜日において当該コマンドを発行した端末の優先順位が受信中の
他の端末の優先順位より高いか否かを判断する工程と、
　当該コマンドが競合コマンドでない場合、または当該の時間帯または曜日において当該
コマンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高い場合に、当該
コマンドを受け付けるとともに、その旨を受信中の他の端末に通知する工程と、
　当該コマンドが競合コマンドであり、かつ、当該の時間帯または曜日において当該コマ
ンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高くない場合に、当該
コマンドを受け付けないとともに、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する工程
と、
　を備えるものである。
【００１３】
　上記の方法の、この発明のコマンド処理方法では、端末から発行された当該コマンドが
上記のように定義された競合コマンドであり、かつ、当該の時間帯または曜日において当
該コマンドを発行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高くない場合に
は、ベース機器において当該コマンドが受け付けられないので、各端末の使用者の間で混
乱や衝突を生じることがない。しかも、当該コマンドが受け付けられないときには、その
旨がベース機器から当該コマンドを発行した端末に通知されるので、当該コマンドを発行
した端末の使用者は、当該コマンドが受け付けられなくても、システムの故障と判断する
ようなことはない。
【００１４】
　さらに、各端末の間に時間帯または曜日で分けて優先順位を設定するので、各端末の使
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用者の利益を適切に調整することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
〔無線ＬＡＮシステムの一例…図１～図３〕
図１は、この発明のコマンド処理方法を用いる無線ＬＡＮシステムの一例を示す。この例
の無線ＬＡＮシステムは、１個のベース機器１０と２個の端末３０Ａおよび３０Ｂとによ
って構成される。
【００１６】
ベース機器１０には、電話回線１が接続され、端末３０Ａ，３０Ｂとの間の無線通信用の
アンテナ１１が設けられて、端末３０Ａ，３０Ｂが、ベース機器１０との間の無線通信に
よって、電話の通話を行うことができるとともに、インターネットにアクセスすることが
できるように構成される。
【００１７】
また、ベース機器１０には、地上波ＴＶ放送受信用のアンテナ１２およびＢＳ／ＣＳデジ
タル放送受信用のアンテナ１４が接続され、ＴＶチューナ１３およびＢＳ／ＣＳチューナ
１５が内蔵されて、端末３０Ａ，３０Ｂが、ベース機器１０との間の無線通信によって、
地上波ＴＶ放送およびＢＳ／ＣＳデジタル放送を受信できるように構成される。
【００１８】
さらに、ベース機器１０には、外部機器５０としてＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ
　Ｄｉｓｃ，Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）プレーヤなどの再生装置
が接続されて、端末３０Ａ，３０Ｂが、ベース機器１０との間の無線通信によって、外部
機器５０で再生された画像データおよび音声データを受信できるように構成される。
【００１９】
ベース機器１０には、リモコンマウスなどのリモコン送信器２９が接続され、これから送
出された赤外線リモコン信号が、外部機器５０に設けられたリモコン受光部５１で受光さ
れることによって、外部機器５０が制御されるように構成される。「リモコン」は、「リ
モートコントロール」の略である。
【００２０】
端末３０Ａおよび３０Ｂには、それぞれ、ベース機器１０との間の無線通信用のアンテナ
３１、画像表示用のＬＣＤ３２、音声出力用のスピーカ３３、および音声入力用のマイク
ロホン３４が設けられる。また、端末３０Ａおよび３０Ｂには、それぞれ、電源キーなど
の各種キーを含むキー操作部３５が設けられる。
【００２１】
さらに、ＬＣＤ３２の画面上には、タッチパネル３６が設けられ、ユーザが、このタッチ
パネル３６の所定領域内にタッチすることによって、ＬＣＤ３２上にコントロールパネル
３７が表示され、ユーザが、このコントロールパネル３７のキースイッチ部にタッチする
ことによって、ベース機器１０に選局コマンドなどのコマンドを発行し、ベース機器１０
側を制御することができるように構成される。
【００２２】
機能ブロック的には、ベース機器１０は、図２に示すように構成され、端末３０Ａおよび
３０Ｂは、それぞれ、図３に示すように構成される。以下では、端末３０Ａまたは３０Ｂ
を、端末３０とする。
【００２３】
図２に示すように、ベース機器１０には、ユーザインタフェースを構成するキー操作部１
６および表示部１７が設けられ、キー操作部１６が、インタフェース１８を介して主制御
部２１に接続され、表示部１７が、表示制御部１９を介して主制御部２１に接続される。
また、リモコン送信器２９は、インタフェース２８を介して主制御部２１に接続される。
【００２４】
ＴＶチューナ１３では、地上波ＴＶ放送の信号が選局され、復調された上で、デジタル画
像データおよびデジタル音声データに変換される。ＢＳ／ＣＳチューナ１５では、ＢＳ／
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ＣＳデジタル放送の信号が選局され、圧縮された画像データおよび音声データに分離され
た上で、その圧縮された画像データおよび音声データが伸長される。外部機器５０からは
、再生された画像データおよび音声データが出力される。
【００２５】
ＴＶチューナ１３からの画像データおよび音声データ、およびＢＳ／ＣＳチューナ１５か
らの画像データおよび音声データは、それぞれ圧縮伸長部２４に送られ、外部機器５０か
らの画像データおよび音声データは、外部入力インタフェース５２を介して圧縮伸長部２
４に送られる。
【００２６】
また、電話回線１が、回線インタフェース２５を介して圧縮伸長部２４に接続されるとと
もに、さらにモデム部２６を介して信号制御部２３に接続される。
【００２７】
圧縮伸長部２４では、ＴＶチューナ１３、ＢＳ／ＣＳチューナ１５、外部入力インタフェ
ース５２、または回線インタフェース２５からの画像データおよび音声データが、所定の
圧縮方式によって圧縮され、圧縮後の画像データおよび音声データが、信号制御部２３に
送出される。
【００２８】
また、圧縮伸長部２４では、端末３０から送信されて無線通信部２２で受信されることに
よって、無線通信部２２から信号制御部２３を介して圧縮伸長部２４に送出された圧縮さ
れた音声データが、伸長されて、回線インタフェース２５に送出される。
【００２９】
無線通信部２２では、信号制御部２３からのデータが、所定の変調方式によって変調され
、さらに所定の無線周波数帯の高周波信号に変換されて、アンテナ１１から端末３０に送
信される。
【００３０】
また、無線通信部２２では、端末３０から送信されてアンテナ１１で受信された高周波信
号が、中間周波信号に変換され、さらに復調されて、復調後のデータが、信号制御部２３
に送出される。
【００３１】
信号制御部２３は、圧縮伸長部２４で圧縮された画像データおよび音声データ、モデム部
２６で受信されたデータ、および主制御部２１からの制御データを、仲裁しながら、無線
通信部２２に送出するとともに、端末３０から送信されて無線通信部２２で受信されるこ
とによって、無線通信部２２から信号制御部２３に送出されたコマンドおよびデータを、
主制御部２１、モデム部２６および圧縮伸長部２４に振り分けて送出する。
【００３２】
主制御部２１は、ベース機器１０の各部を制御するもので、図では省略したが、ＣＰＵ、
ＣＰＵが実行すべきプログラムや固定データなどが書き込まれたＲＯＭ、およびＣＰＵの
ワークエリアなどとして機能するＲＡＭなどによって構成される。
【００３３】
図３に示すように、端末３０では、キー操作部３５が、インタフェース３８を介して主制
御部４１に接続される。また、タッチパネル３６に対して座標検出部３９が設けられて、
タッチパネル３６のタッチされた座標が座標検出部３９で検出され、その検出座標値が主
制御部４１に送出される。
【００３４】
主制御部４１は、タッチパネル３６の所定領域内がタッチされたときには、表示制御部４
５を制御して、ＬＣＤ３２上にコントロールパネル３７を表示させ、コントロールパネル
３７が表示された状態でコントロールパネル３７のキースイッチ部がタッチされたときに
は、タッチされたキースイッチ部に応じたコマンドを生成し、キー操作部３５が操作され
たときには、操作されたキーに応じたコマンドを生成して、信号制御部４３に送出する。
【００３５】



(6) JP 4881503 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

端末３０では、マイクロホン３４からの音声信号が、音声増幅器４８で増幅され、Ａ／Ｄ
コンバータ４９でデジタル音声データに変換される。その音声データは、圧縮伸長部４４
で所定の圧縮方式によって圧縮され、圧縮後の音声データが、信号制御部４３に送出され
る。
【００３６】
信号制御部４３は、主制御部４１からのコマンド、および圧縮伸長部４４で圧縮された音
声データを、仲裁しながら、無線通信部４２に送出するとともに、ベース機器１０から送
信されて無線通信部４２で受信されることによって、無線通信部４２から信号制御部４３
に送出されたデータを、制御データおよびモデム部２６で受信されたデータは主制御部４
１に、圧縮された画像データおよび音声データは圧縮伸長部４４に、振り分けて送出する
。
【００３７】
無線通信部４２では、信号制御部４３からのデータが、所定の変調方式によって変調され
、さらに所定の無線周波数帯の高周波信号に変換されて、アンテナ３１からベース機器１
０に送信される。
【００３８】
また、無線通信部４２では、ベース機器１０から送信されてアンテナ３１で受信された高
周波信号が、中間周波信号に変換され、さらに復調されて、復調後のデータが、信号制御
部４３に送出される。
【００３９】
圧縮伸長部４４では、信号制御部４３からの圧縮された画像データおよび音声データが伸
長される。その伸長後の画像データは、表示制御部４５によって、ＬＣＤ３２上に画像と
して表示される。伸長後の音声データは、Ｄ／Ａコンバータ４６でアナログ音声信号に変
換され、その音声信号が音声増幅器４７で増幅されて、スピーカ３３から音声が出力され
る。
【００４０】
主制御部４１は、端末３０の各部を制御するもので、図では省略したが、ベース機器１０
の主制御部２１と同様に、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどによって構成される。
【００４１】
上述した無線ＬＡＮシステムで、地上波ＴＶ放送またはＢＳ／ＣＳデジタル放送を視聴す
る場合には、ユーザは、端末３０のキー操作部３５またはコントロールパネル３７で選局
操作をする。これによって、端末３０の主制御部４１から、信号制御部４３を介して無線
通信部４２によって、ベース機器１０にコマンドが送信される。
【００４２】
ベース機器１０では、そのコマンドが、無線通信部２２で受信されて、信号制御部２３を
介して主制御部２１に送られ、主制御部２１によってＴＶチューナ１３またはＢＳ／ＣＳ
チューナ１５が制御されて、選局が実行される。選局によってＴＶチューナ１３またはＢ
Ｓ／ＣＳチューナ１５から出力された画像データおよび音声データは、圧縮伸長部２４で
圧縮され、信号制御部２３を介して無線通信部２２によって、端末３０に送信される。
【００４３】
端末３０では、その圧縮された画像データおよび音声データが、無線通信部４２で受信さ
れ、信号制御部４３を介して圧縮伸長部４４に送られて伸長され、ＬＣＤ３２上に画像が
表示され、スピーカ３３から音声が出力される。
【００４４】
外部機器５０で再生された画像および音声を視聴する場合には、ユーザが端末３０のキー
操作部３５またはコントロールパネル３７で再生操作をすると、端末３０からベース機器
１０にコマンドが送信され、ベース機器１０側において、リモコン送信器２９によって外
部機器５０が制御されて、外部機器５０で画像データおよび音声データが再生される。
【００４５】
外部機器５０から出力された画像データおよび音声データは、ＴＶチューナ１３またはＢ
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Ｓ／ＣＳチューナ１５から出力された画像データおよび音声データと同様に、ベース機器
１０から端末３０に送信され、端末３０において、ＬＣＤ３２上に画像が表示され、スピ
ーカ３３から音声が出力される。
【００４６】
インターネットにアクセスする場合には、ユーザが端末３０のキー操作部３５またはコン
トロールパネル３７でＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）
への接続を要求すると、その要求が端末３０からベース機器１０に送信される。
【００４７】
ベース機器１０では、その要求が、無線通信部２２で受信されて、信号制御部２３を介し
て主制御部２１に送られ、主制御部２１によってモデム部２６および回線インタフェース
２５が制御されて、ＩＳＰとの接続が行われ、例えば、あるホームページの閲覧要求によ
ってＩＳＰから電話回線１に送られたデータが、回線インタフェース２５およびモデム部
２６を介して信号制御部２３に送られ、無線通信部２２によって端末３０に送信される。
【００４８】
端末３０では、そのデータが、無線通信部４２で受信されて、信号制御部４３を介して主
制御部４１に送られる。主制御部４１では、そのデータが加工されて表示データが作成さ
れ、その表示データが表示制御部４５に送られて、ＬＣＤ３２上にホームページが表示さ
れる。
【００４９】
電話の通話を行う場合、端末３０のマイクロホン３４からの送話音声信号が、Ａ／Ｄコン
バータ４９でデジタル音声データに変換され、圧縮伸長部４４で圧縮されて、圧縮後の音
声データが、信号制御部４３を介して無線通信部４２によって、ベース機器１０に送信さ
れる。
【００５０】
ベース機器１０では、その圧縮された音声データが、無線通信部２２で受信され、信号制
御部２３を介して圧縮伸長部２４に送られて伸長され、伸長後の送話音声信号が、回線イ
ンタフェース２５を介して電話回線１に送出される。
【００５１】
一方、電話回線１に得られた受話音声信号が、回線インタフェース２５を介して圧縮伸長
部２４に送られて圧縮され、圧縮後の音声データが、信号制御部２３を介して無線通信部
２２によって、端末３０に送信される。
【００５２】
端末３０では、その圧縮された音声データが、無線通信部４２で受信され、信号制御部４
３を介して圧縮伸長部４４に送られて伸長され、伸長後の音声データが、Ｄ／Ａコンバー
タ４６でアナログ音声信号に変換され、スピーカ３３から受話音声が出力される。
【００５３】
〔コマンド処理方法の実施形態…図４～図６〕
上述した例の無線ＬＡＮシステムにおいて、この発明の方法によって、端末３０Ａまたは
３０Ｂから発行されたコマンドをベース機器１０において処理する場合の実施形態を、以
下に示す。
【００５４】
　この発明のコマンド処理方法では、ベース機器１０では、端末３０Ａまたは３０Ｂから
発行されたコマンドが競合コマンドである場合には、後述のように当該コマンドを発行し
た端末の優先順位によっては、当該コマンドを受け付けない。競合コマンドとは、当該コ
マンドを受け付けることによって現に受信中の他の端末の受信を妨げるコマンドである。
例えば、端末３０Ｂの電源がオフで、端末３０Ｂが受信中でない状態で、端末３０Ａから
発行された選局コマンドは、競合コマンドではない。これに対して、端末３０Ａおよび３
０Ｂが同時に同一チャンネルを受信している状態で、端末３０Ａから発行されたチャンネ
ル変更のコマンドは、競合コマンドである。
【００５５】
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　そして、この発明のコマンド処理方法では、当該コマンドを受け付けない場合には、ベ
ース機器１０は、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する。通知を受けた端末で
は、主制御部４１の制御によって、「このコマンドは受け付けられません」というような
メッセージが、ＬＣＤ３２上に文字やアイコンで表示され、またはスピーカ３３から音声
で出力される。
【００５６】
端末３０Ａ，３０Ｂからベース機器１０に送信されるコマンドには、発行元の端末を区別
するＩＤ（識別情報）が付加され、ベース機器１０から端末３０Ａ，３０Ｂに送信される
通知には、受信先の端末を区別するＩＤが付加される。
【００５７】
　以下に、この発明のコマンド処理方法の具体例を示す。ただし、以下の第１の例、第２
の例および第３の例のうち、第１の例のみが、この発明のコマンド処理方法の具体例であ
って、第２の例および第３の例は、参考のために示す例である。
【００５８】
　　（第１の例…図４）
　第１の例では、端末３０Ａ，３０Ｂの間に優先順位を設定する。すなわち、端末が２個
の場合には、端末３０Ａと端末３０Ｂのいずれか一方にプライオリティを付与する。
【００５９】
　ただし、プライオリティは、一方の端末にのみ固定的に付与しないで、例えば、午前６
時から午後６時までは端末３０Ａに付与し、午後６時から午前６時までは端末３０Ｂに付
与する、というように時間帯で分けて、あるいは、月曜日から金曜日までは端末３０Ａに
付与し、土曜日および日曜日は端末３０Ｂに付与する、というように曜日で分けて、端末
３０Ａまたは３０Ｂに付与する。
【００６０】
優先順位の設定は、ユーザが、ベース機器１０のキー操作部１６で、ベース機器１０の主
制御部２１に対して行う。
【００６１】
そして、第１の例では、ベース機器１０の主制御部２１は、図４に示すようなコマンド処
理ルーチン６０によって、受信したコマンドが競合コマンドである場合でも、当該コマン
ドを発行した端末にプライオリティがあるときには、当該コマンドを受け付けるとともに
、その旨を受信中の他の端末に通知する。
【００６２】
すなわち、このコマンド処理ルーチン６０では、いずれかの端末からコマンドを受信する
と、まずステップ６１で、当該コマンドが競合コマンドであるか否かを判断し、競合コマ
ンドでなければ、ステップ６１からステップ６２に進んで、当該コマンドの受付処理を行
う。
【００６３】
したがって、一方の端末の電源がオフで、その端末が受信中でない状態では、他方の端末
の使用者は、自分にプライオリティがあるか否かにかかわらず、チャンネルを自由に変更
することができる。
【００６４】
ステップ６１で当該コマンドが競合コマンドであると判断したときには、ステップ６１か
らステップ６３に進んで、当該コマンドを発行した端末にプライオリティがあるか否かを
判断し、プライオリティがなければ、ステップ６３からステップ６４に進んで、当該コマ
ンドを受け付けないとして、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する。
【００６５】
したがって、端末３０Ａおよび３０Ｂが同時に同一チャンネルを受信している状態で、端
末３０Ａからチャンネル変更のコマンドが発行された場合、端末３０Ａにプライオリティ
がなければ、その端末３０Ａからのチャンネル変更のコマンドは受け付けられないことに
なる。
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【００６６】
ステップ６３で当該コマンドを発行した端末にプライオリティがあると判断したときには
、ステップ６３からステップ６５に進んで、当該コマンドを受け付ける旨を受信中の他の
端末に通知した上で、ステップ６６に進んで、当該コマンドの受付処理を行う。
【００６７】
したがって、端末３０Ａおよび３０Ｂが同時に同一チャンネルを受信している状態で、端
末３０Ａからチャンネル変更のコマンドが発行された場合、端末３０Ａにプライオリティ
があれば、その端末３０Ａからのチャンネル変更のコマンドは受け付けられることになる
。しかも、この場合、チャンネルが変更されることが端末３０Ｂに予告されるので、端末
３０Ｂの使用者が戸惑うことはない。
【００６８】
　この発明では、上述したように時間帯や曜日で分けて端末３０Ａまたは３０Ｂにプライ
オリティを付与するので、ステップ６３では、当該コマンドを受信した時刻や曜日を考慮
した上で、当該コマンドを発行した端末にプライオリティがあるか否かを判断する。
【００６９】
　この発明では、端末が２個の場合、上記のように時間帯や曜日で分けて端末３０Ａまた
は３０Ｂにプライオリティを付与するので、端末３０Ａの使用者と端末３０Ｂの使用者の
利益を適切に調整することができる。
【００７０】
（第２の例…図５）
第２の例では、ベース機器１０の主制御部２１は、図５に示すようなコマンド処理ルーチ
ン７０によって、受信したコマンドが競合コマンドである場合でも、当該コマンドを受信
した時、現に実行中の他の端末が受信中の処理についてのコマンドの受付から所定時間以
上経過しているときには、当該コマンドを受け付けるとともに、その旨を受信中の他の端
末に通知する。所定時間は、１～２時間程度が望ましい。
【００７１】
すなわち、このコマンド処理ルーチン７０では、いずれかの端末からコマンドを受信する
と、まずステップ７１で、当該コマンドが競合コマンドであるか否かを判断し、競合コマ
ンドでなければ、ステップ７１からステップ７２に進んで、当該コマンドの受付処理を行
い、さらにステップ７３に進んで、タイマーをリセットして時間の計測を更新する。
【００７２】
したがって、一方の端末の電源がオフで、その端末が受信中でない状態では、他方の端末
の使用者は、チャンネルを自由に変更することができるとともに、チャンネルの変更ごと
にタイマーがリセットされ、時間の計測が更新されることになる。
【００７３】
ステップ７１で当該コマンドが競合コマンドであると判断したときには、ステップ７１か
らステップ７４に進んで、タイマーの計測時間から、現に実行中の他の端末が受信中の処
理についてのコマンドの受付から所定時間以上経過しているか否かを判断し、所定時間以
上経過していなければ、ステップ７４からステップ７５に進んで、当該コマンドを受け付
けないとして、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する。
【００７４】
したがって、一方の端末のみが、あるチャンネルを受信している状態で、他方の端末の使
用者が、一方の端末で受信しているチャンネルと異なるチャンネルを選局しようとする場
合、一方の端末からの前のコマンドの受付から一定時間以上経過していないときには、そ
の他方の端末からの選局コマンドは受け付けられないことになる。
【００７５】
ステップ７４で所定時間以上経過していると判断したときには、ステップ７４からステッ
プ７６に進んで、当該コマンドを受け付ける旨を受信中の他の端末に通知した上で、ステ
ップ７７に進んで、当該コマンドの受付処理を行い、さらにステップ７８に進んで、タイ
マーをリセットして時間の計測を更新する。
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【００７６】
したがって、上記の場合、一方の端末からの前のコマンドの受付から一定時間以上経過し
ているときには、他方の端末からの選局コマンドは受け付けられることになる。しかも、
この場合、チャンネルが変更されることが一方の端末に予告されるので、一方の端末の使
用者が戸惑うことはない。
【００７７】
この第２の例でも、一つのコマンドによって制約できる時間を限定することによって、端
末３０Ａの使用者と端末３０Ｂの使用者の利益を適切に調整することができる。
【００７８】
（第３の例…図６）
第３の例では、ベース機器１０の主制御部２１は、図６に示すようなコマンド処理ルーチ
ン８０によって、受信したコマンドが競合コマンドである場合でも、受信中の他の端末の
使用者が当該コマンドの受付を承諾するときには、当該コマンドを受け付ける。
【００７９】
すなわち、このコマンド処理ルーチン８０では、いずれかの端末からコマンドを受信する
と、まずステップ８１で、当該コマンドが競合コマンドであるか否かを判断し、競合コマ
ンドでなければ、ステップ８１からステップ８２に進んで、当該コマンドの受付処理を行
う。
【００８０】
ステップ８１で当該コマンドが競合コマンドであると判断したときには、ステップ８１か
らステップ８３に進んで、受信中の他の端末に当該コマンドの受付の可否を問い合わせる
。この問い合わせは、ベース機器１０から受信中の他の端末に制御データが送信され、他
の端末において、「チャンネルを変更してもよいですか」というようなメッセージが、Ｌ
ＣＤ３２上に文字やアイコンで表示され、またはスピーカ３３から音声で出力されること
によって、実行される。
【００８１】
この問い合わせに対して、受信中の他の端末の使用者は、キー操作部３５またはコントロ
ールパネル３７での応答操作によって、当該コマンドの受付を可とするか不可とするかを
返答する。その返答のデータは、他の端末からベース機器１０に送信される。
【００８２】
ステップ８３での問い合わせ後、ベース機器１０の主制御部２１は、ステップ８４に進ん
で、その返答が当該コマンドの受付を可とするものであるか否かを判断し、返答が当該コ
マンドの受付を不可とするときには、ステップ８４からステップ８５に進んで、当該コマ
ンドを受け付けないとして、その旨を当該コマンドを発行した端末に通知する。
【００８３】
返答が当該コマンドの受付を可とするときには、ステップ８４からステップ８６に進んで
、当該コマンドの受付処理を行う。
【００８４】
この第３の例でも、受信中の他の端末の使用者が当該コマンドの受付を承諾するときには
当該コマンドを受け付けるので、端末３０Ａの使用者と端末３０Ｂの使用者の利益を適切
に調整することができる。
【００８５】
〔他の実施形態〕
上述した実施形態は、１個のベース機器１０と２個の端末３０Ａおよび３０Ｂとによって
無線ＬＡＮシステムが構成される場合であるが、この発明は、１個のベース機器と３個以
上の端末とによって無線ＬＡＮシステムが構成される場合にも適用することができる。
【００８６】
　この場合も、時間帯や曜日で分けて、いずれかの端末にプライオリティを付与し、また
は各端末に異なる優先順位を付与する。
【００８７】
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この場合には、図４のコマンド処理ルーチン６０のステップ６３では、当該コマンドを発
行した端末の優先順位が受信中の他の端末の優先順位より高いか否かを判断して、高くな
ければ（同じ順位のときにも）、当該コマンドを受け付けず、高ければ、当該コマンドを
受け付けるように構成する。
【００８８】
　なお、参考例としての第３の例のように受信中の他の端末の使用者が当該コマンドの受
付を承諾するときには当該コマンドを受け付ける場合には、受信中の他の端末が複数ある
とき、図６のコマンド処理ルーチン８０のステップ８４では、その複数の端末からの返答
が全て、当該コマンドの受付を可とするときにのみ、当該コマンドを受け付け、あるいは
、当該コマンドを発行した端末を含めて、受信中の端末の過半数が、当該コマンドの受付
を可とするときには、当該コマンドを受け付けるように構成する。ただし、後者の場合に
は、当該コマンドの受付を不可とした端末に対して、当該コマンドを受け付ける旨を通知
する。
【００８９】
さらに、この発明は、複数のベース機器と複数の端末とによって無線ＬＡＮシステムが構
成される場合にも適用することができる。
【００９０】
【発明の効果】
　上述したように、この発明によれば、端末から発行されたコマンドの扱いにつき各端末
の使用者の間で混乱や衝突を生じることがなく、かつ端末の使用者がシステムの故障と誤
解するようなこともないとともに、各端末の使用者の利益を適切に調整することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のコマンド処理方法を適用する無線ＬＡＮシステムの一例を示す図であ
る。
【図２】ベース機器の機能ブロック構成の一例を示す図である。
【図３】各端末の機能ブロック構成の一例を示す図である。
【図４】　この発明のコマンド処理方法の具体例を示す図である。
【図５】　参考例のコマンド処理方法を示す図である。
【図６】　参考例のコマンド処理方法を示す図である。
【図７】無線ＬＡＮシステムの一例を示す図である。
【符号の説明】
主要部については図中に全て記述したので、ここでは省略する。
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