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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の無線信号に対して少なくとも受信処理が施されることによって順次生成される電
気信号に基づき、該電気信号に応じた複数の画像を順次表示することが可能な画像表示装
置であって、
　前記電気信号の生成に応じた処理が逐次行われて表示される画像であるリアルタイム画
像、および前記電気信号の生成時から所定時間の遅延を付加された上で表示される画像で
ある過去画像を表示可能な表示手段を備え、
　前記表示手段は、前記リアルタイム画像に関しては当該画像表示装置内の処理速度に応
じて適宜間引き表示する一方で、前記過去画像に関しては前記電気信号に対応したすべて
の画像を表示することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記電気信号の生成後に、該電気信号または画像データとして生成された電気信号を所
定時間保持した後に出力するバッファメモリ手段をさらに備え、
　前記表示手段は、前記バッファメモリ手段から出力された電気信号に基づき過去画像を
表示することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記リアルタイム画像と前記過去画像とを同一画面上に同時に表示す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
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　前記表示手段は、前記複数の画像のうちのキャプチャ処理によって特定されるキャプチ
ャ画像を表示することを特徴とする請求項１または２に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記表示手段は、前記リアルタイム画像、前記過去画像および前記キャプチャ画像を同
一画面上に同時に表示することを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、表示画面上に主画像領域および該主画像領域よりも狭小な副画像領域
を備え、同時に複数表示する画像のうち、選択された画像を前記主画像領域に表示するこ
とを特徴とする請求項３または５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記電気信号は、所定の圧縮処理が施された圧縮データであって、
　前記電気信号に基づき画像データを生成する際に前記圧縮データに対して伸張処理を行
うデータ伸張部をさらに備えたことを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の画
像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の無線信号に対して少なくとも受信処理が施されることによって順次生
成される電気信号に基づき、複数の画像を順次表示することが可能な画像表示装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡の分野においては、飲込み型のカプセル型内視鏡が提案されている。この
カプセル型内視鏡には、撮像機能と無線通信機能とが設けられている。カプセル型内視鏡
は、観察（検査）のために被検体の口から飲込まれた後、自然排出されるまでの間、体腔
内、例えば胃、小腸などの臓器の内部をその蠕動運動に従って移動し、移動に伴い、例え
ば０．５秒間隔で被検体内画像の撮像を行う機能を有する。
【０００３】
　体腔内を移動する間、カプセル型内視鏡によって体内で撮像された画像データは、順次
無線通信により外部に送信され、受信装置に設けられたメモリに蓄積される。無線通信機
能とメモリ機能とを備えた受信装置を携帯することにより、被検体は、カプセル型内視鏡
を飲み込んだ後、排出されるまでの間に渡って、自由に行動することが可能である（例え
ば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　このようなカプセル型内視鏡システムでは、カプセル型内視鏡による一連の撮像動作が
完了した後に受信装置に蓄積された画像データをワークステーション等に転送することに
よって画像の閲覧が事後的に行われるのが一般的である。しかしながら、医師等からは気
になる部位等に関して撮像画像をリアルタイムに閲覧することに対する要望も高く、カプ
セル型内視鏡から送信された無線信号に基づきリアルタイムに画像表示を行う、携帯可能
な小型の画像表示装置を付属したシステムも提案されている。
【０００５】
　従来の画像表示装置は、最も簡単な構成としては受信装置と電気的に接続可能な構成を
有すると共に、所定の信号処理部および小型の表示画面を備える。このような構成を有す
ることによって、簡易画像表示装置は、受信装置にて受信処理が施された信号を入力する
ことが可能であり、入力した信号に基づき所定の処理を施した上で小型の表示画面上に、
カプセル型内視鏡にて撮像された画像を表示し、医師等によるリアルタイムの画像閲覧が
可能となる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１９１１１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、カプセル型内視鏡システムを構成する従来の画像表示装置は、カプセル
型内視鏡にて撮像された画像の閲覧を充分に行うことが困難であるという課題を有する。
すなわち、リアルタイムに画像を表示するが故に医師等が関心部位に関する画像を見逃し
た場合には再度画像を表示させることは困難であり、かかる場合には画像表示装置をシス
テムに組み込んだ利点を生かすことができない。一方で、受信装置にて記録されたデータ
を読み込む構成とすることは、処理の煩雑化につながることは好ましくなく、受信装置か
ら入力した電気信号のすべてを記録して必要に応じて過去の画像に関するデータを読み出
すことが可能な大容量記憶部を内蔵することは、画像表示装置の大型化につながることか
ら好ましくない。特に、カプセル型内視鏡は、例えば１秒あたり２回撮像動作を行うよう
構成されており、かかる撮像レートにて被検体内を数時間に渡って移動することから、す
べての画像に対応した電気信号を記憶するためにはきわめて大容量の記憶部を備える必要
があり、小型の画像表示装置にかかる記憶部を内蔵させることは現実的ではない。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、カプセル型内視鏡等の被検体内導入装
置から送信された無線信号に基づく画像のリアルタイム表示を実現しつつ、医師等の閲覧
者の見逃しにも対応可能な画像表示装置を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる画像表示装置は、所定
の無線信号に対して少なくとも受信処理が施されることによって順次生成される電気信号
に基づき、複数の画像を順次表示することが可能な画像表示装置であって、前記電気信号
の生成に応じた処理が逐次行われて表示される画像であるリアルタイム画像と、前記電気
信号の生成時から所定時間の遅延を付加された上で表示される画像である過去画像とを表
示可能な表示手段を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、取得した電気信号に対して逐次的な処理を施すことによってリアルタ
イムに表示されるリアルタイム画像のみならず、リアルタイムから所定時間の遅延を与え
られた過去画像も表示可能としたことで、使用者がリアルタイムを閲覧中、何らかの原因
で必要な画像を見逃した場合であっても、過去画像を参照する閲覧することにより画像の
内容を確認することが可能である。
【００１１】
　また、本発明にかかる画像表示装置は、上記の発明において、前記電気信号の生成後に
、該電気信号または該電気信号に基づき生成された画像データを所定時間保持した後に出
力するバッファメモリ手段をさらに備え、前記表示手段は、前記バッファメモリ手段から
出力された電気信号または前記画像データに基づき過去画像を表示することを特徴とする
。
【００１２】
　また、本発明にかかる画像表示装置は、上記の発明において、前記表示手段は、前記リ
アルタイム画像と前記過去画像とを同一画面上に同時に表示することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる画像表示装置は、上記の発明において、前記表示手段は、表示画
面上に主画像領域および主画像領域よりも狭小な副画像領域を備え、同時に複数表示する
画像のうち、選択された画像を主画像領域に表示することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明にかかる画像表示装置は、上記の発明において、前記電気信号は、所定の
圧縮処理が施された圧縮データであって、前記電気信号に基づき画像データを生成する際
に前記圧縮データに対して伸張処理を行うデータ伸張部をさらに備えたことを特徴とする
。
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【００１５】
　また、本発明にかかる画像表示装置は、上記の発明において、前記表示手段は、前記リ
アルタイム画像に関して当該画像表示装置内の処理速度に応じて適宜間引き表示する一方
で、前記過去画像に関しては前記電気信号に対応したすべての画像を表示することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる画像表示装置は、取得した電気信号に対して逐次的な処理を施すことに
よってリアルタイムに表示されるリアルタイム画像のみならず、リアルタイムから所定時
間の遅延を与えられた過去画像も表示可能としたことで、使用者がリアルタイムを閲覧中
、何らかの原因で必要な画像を見逃した場合であっても、過去画像を参照する閲覧するこ
とにより画像の内容を確認できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、この発明を実施するための最良の形態（以下では、単に「実施の形態」と称する
）である画像表示装置について説明する。なお、図面は模式的なものであり、各部分の大
きさ等は現実のものとは異なることに留意すべきであることはもちろんである。
【００１８】
（実施の形態１）
　まず、実施の形態１にかかる画像表示装置について説明する。以下では、本実施の形態
１にかかる画像表示装置の使用態様について説明した後、画像表示装置の構成、作用等に
ついて説明を行うものとする。
【００１９】
　図１は、本実施の形態１にかかる画像表示装置の使用態様を示す模式図である。図１に
示すように、本実施の形態１にかかる画像表示装置１は、被検体２に導入されたカプセル
型内視鏡３から送信された無線信号に基づき画像を表示するためのものであり、必要に応
じて受信装置４に対して所定のケーブル等を介して電気的に接続され、または画像表示装
置１が単独でカプセル型内視鏡３からの無線信号を受信することによって、カプセル型内
視鏡３にて撮像された多数の画像を表示する目的にて使用される。
【００２０】
　カプセル型内視鏡３は、無線信号の送信元として機能するものである。具体的には、被
検体２の口腔を介して被検体２内部に導入され、例えば内蔵した撮像機構によって所定の
時間間隔にて撮像動作を繰り返すとともに、撮像動作によって取得した多数の画像データ
を被検体２の外部に対して順次無線送信する機能を有する。
【００２１】
　受信装置４は、本来的な機能としては、受信アンテナ５ａ～５ｈの中から選択されたも
のを介してカプセル型内視鏡３からの無線信号を受信し、所定の処理を行うことによって
所定の画像データを生成するとともに生成した画像データを記録するためのものである。
記録した画像データは、カプセル型内視鏡３の使用が完了した後に所定のワークステーシ
ョン等に出力され、ワークステーション等に備わるモニタ上に画像を表示することによっ
て医師等の診断に供されることとなる。
【００２２】
　また、受信装置４は、図１にも示すように被検体２に携帯された状態にて使用される。
かかる使用態様としたのは、カプセル型内視鏡３を導入している間の被検体２の行動が制
約されることを抑制するためである。すなわち、受信装置４は、被検体２の内部を数時間
～十数時間に渡って移動しつつ送信される無線信号を受信し続ける必要があるが、かかる
長時間に渡って被検体２を病院内に留めることとするのは、カプセル型内視鏡３を用いる
ことによる利便性を損なうこととなる。このため、本実施の形態１では、受信装置４を携
帯可能な程度に小型化することによってカプセル型内視鏡３を導入している間でも被検体
２の行動の自由度を確保し、被検体２の負担を軽減することとしている。
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【００２３】
　次に、画像表示装置１について説明する。本実施の形態１にかかる画像表示装置は、カ
プセル型内視鏡３によって撮像された被検体２内部の画像を撮像順に順次切り替えつつ表
示する、いわゆる擬似動画モードにて画像表示が可能なものである。また、本実施の形態
１にかかる画像表示装置は、かかる基本機能に加え、撮像直後の最先の画像であるリアル
タイム画像と、リアルタイム画像と比較して撮像時から所定時間の遅延を付与された上で
表示される画像である過去画像と、使用者がキャプチャ処理を指示することによって特定
されるキャプチャ画像とを表示する表示部を備えた構成を有する。
【００２４】
　具体的には、本実施の形態１にかかる画像表示装置１は、受信装置４から出力される電
気信号を入力するための入力端子７と、カプセル型内視鏡３から送信された無線信号を受
信するための受信アンテナ８と、受信アンテナ８を介して受信された無線信号に対して復
調処理を施す復調部９と、復調部９から出力された電気信号と、入力端子７を介して受信
装置４から入力された電気信号のいずれか一方を選択して出力する切替部１０とを備える
。また、画像表示装置１は、切替部１０から出力された電気信号等を記憶する記憶部１１
と、切替部１０から出力された電気信号または記憶部１１に記憶された電気信号に基づき
所定の画像データを生成する画像データ生成部１２と、画像データ生成部１２によって生
成された複数種類の画像データを組み合わせて画面上に表示する画面画像を生成する画面
画像生成部１３と、画面画像生成部１３によって生成された画面画像を表示する表示部１
４とを備える。さらに、画像表示装置１は、表示部１４の表示態様等を規定する指示を入
力するための操作部１５と、操作部１５を介して入力された情報に基づき所定の制御を行
う制御部１６とを備える。
【００２５】
　受信アンテナ８および復調部９は、特許請求の範囲における受信機構の一例として機能
するものであり、カプセル型内視鏡３から送信された無線信号を直接的に受信処理する機
能を有する。なお、カプセル型内視鏡３から送信された無線信号に基づく画像表示を可能
とする観点からは、受信アンテナ８、復調部９の対と、入力端子７のいずれか一方を備え
れば充分であるが、本実施の形態１では、画像表示装置単体でも画像表示を可能とする観
点等から、自身も受信機構を備えることとする。
【００２６】
　切替部１０は、入力端子７を介して入力された電気信号と、復調部９から出力された電
気信号のいずれか一方を記憶部１１および画像データ生成部１２に対して出力するための
ものである。上述したように、本実施の形態１ではカプセル型内視鏡３から送信された無
線信号に基づく電気信号の取得態様として、受信装置４から入力端子７を介して入力する
場合と、受信アンテナ８および復調部９を介して取得する場合の２通りが存在する。この
ため、切替部１０は、制御部１６の制御に基づきかかる２通りの電気信号のいずれか一方
を選択して出力する電気信号を切り替えることとしている。
【００２７】
　画像データ生成部１２は、入力された電気信号に基づき画像データを生成する機能を有
する。具体的には、画像データ生成部１２は、切替部１０から入力された電気信号に基づ
きリアルタイム画像に対応した画像データを生成し、記憶部１１に所定時間だけ保持され
た電気信号に基づき過去画像に対応した画像データを生成する機能を有する。ここで、「
リアルタイム画像」とは、カプセル型内視鏡３によって撮像された画像であって、切替部
１０から入力された電気信号を逐次的に処理することによりカプセル型内視鏡３における
撮像時刻と表示部１４における表示時刻との間の時間差を極力小さな値とした画像のこと
を言う。また、「過去画像」とは、カプセル型内視鏡３によって撮像された画像であって
、カプセル型内視鏡３における撮像から所定時間の遅延を付与された上で表示部１４に表
示されることによって、カプセル型内視鏡３における撮像時刻と表示部１４における表示
時刻との間に所定の時間差が存在する画像のことを言う。なお、本実施の形態１では、画
像データ生成部１２は、これらの画像に加え、表示部１４に表示された画像のうち、特に
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使用者が指定した画像であるキャプチャ画像に対応した画像データに関しても生成するこ
ととする。
【００２８】
　画面画像生成部１３は、画像データ生成部１２から出力された画像データに基づき表示
部１４上に表示する画面画像を生成するためのものである。上述したように、画像データ
生成部１２は、リアルタイム画像、過去画像およびキャプチャ画像を所定の態様にて配置
した画面画像を生成し、画面画像に対応した画像データを制御部１６に対して出力する機
能を有する。なお、図２の例では理解を容易にするため画像データ生成部１２と画面画像
生成部１３とを別個独立の構成要素としたが、画像データ生成部１２と画面画像生成部１
３とを一体的に形成することとしても良い。
【００２９】
　操作部１５は、表示部１４上におけるリアルタイム画像および過去画像の表示態様等の
操作情報を入力するためのものである。具体的には、操作部１５は、リアルタイム画像、
過去画像等の画面上における表示領域の設定等、画像を表示する際に必要な情報を入力可
能な構成を有する。操作部１５を介して入力された情報は制御部１６に伝送され、制御部
１６は、操作部１５を介して入力された情報に基づき所定の処理を行うよう各構成要素を
制御する。なお、操作部１５は、例えば複数の画像を連続的に切り替えることによって擬
似動画表示が行われる過去画像に関して表示速度の変化、画像切替の停止等の指示を可能
とした構成としても良く、リアルタイム画像と過去画像の撮像時刻差の変更等を可能な構
成としても良い。
【００３０】
　制御部１６は、画像表示装置１の構成要素に対して一般的な駆動制御を行うと共に、表
示部１４に表示する画像の内容に応じて、記憶部１１、画像データ生成部１２等を制御す
る機能を有する。具体的には、制御部１６は、操作部１５を介して入力された情報に基づ
き、切替部１０の切替態様を制御する他、内蔵した表示制御部１７によって、表示部１４
に表示される画像の態様を制御する機能を有する。
【００３１】
　次に、記憶部１１について説明する。記憶部１１は、表示設定のためのパラメータ等を
記憶する他、キャプチャ画像に対応した電気信号の記憶および過去画像に対応した電気信
号を所定時間記憶する機能を有する。具体的には、記憶部１１は、内部に備えたバッファ
メモリ部１８によって過去画像に対応した電気信号を記憶する機能を有する。
【００３２】
　図３は、バッファメモリ部１８に記憶される情報を説明するための模式図である。図３
に示すように、バッファメモリ部１８は、リアルタイム画像と過去画像の撮像時刻差に対
応した数の格納領域１９－０～１９－（ｎ－１）を備えており、時間の経過に伴い記憶す
る電気信号を順次入れ替えるよう形成されている。すなわち、表示部１４において表示さ
れるリアルタイム画像の撮像時刻をｔ1とした場合、格納領域１９－０に格納される電気
信号は時刻ｔ1に撮像された画像（すなわち、リアルタイム画像）に対応し、格納領域１
９－１に格納される電気信号は時刻（ｔ1－Δｔ）に撮像された画像に対応し、格納領域
１９－（ｎ－１）に格納される電気信号は時刻｛ｔ1－（ｎ－１）Δｔ｝に撮像された画
像に対応する。
【００３３】
　また、バッファメモリ部１８は、時間の経過に伴いリアルタイム画像として表示される
新たな画像に対応した電気信号が画像データ生成部１２に入力されるタイミングに対応し
て、格納領域１９－０～１９－（ｎ－２）のそれぞれに格納された電気信号が後段の格納
領域、すなわち格納領域１９－１～１９－（ｎ－１）にシフトする。そして、空隙部分と
なった格納領域１９－０には新たな画像に対応した電気信号が格納され、それまで格納領
域１９－（ｎ－１）に格納されていた電気信号は画像データ生成部１２に対して出力され
る。
【００３４】
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　具体的には以下の通りとなる。すなわち、リアルタイム画像が時刻ｔ1に撮像されたも
のから時刻ｔ2（＝ｔ1＋Δｔ）に撮像されたものに変化するタイミングにおいて、格納領
域１９－１～１９－（ｎ－１）には、時刻ｔ1（＝ｔ2－Δｔ）～｛ｔ1－（ｎ－２）Δｔ
｝（＝ｔ2－（ｎ－１）Δｔ）に撮像された画像に対応した電気信号が格納され、空隙部
分となった格納領域１９－０には新たに時刻ｔ2に撮像された画像に対応する電気信号が
格納されることとなる。また、それまで格納領域１９－（ｎ－１）に格納されていた時刻
｛ｔ1－（ｎ－１）Δｔ｝（＝ｔ2－ｎΔｔ）に撮像された画像に対応した電気信号は、画
像データ生成部１２に対して出力され、画像データ生成部１２によって過去画像に関する
画像データに変換された後に画面画像生成部１３に出力される。
【００３５】
　このように、バッファメモリ部１８は、リアルタイム画像として表示される画像の変化
に伴い、バッファメモリ部１８は、リアルタイム画像の撮像時刻よりも所定時間だけ過去
に撮像された画像に対応した電気信号を出力する機能を有する。このため、画像データ生
成部１２は、切替部１０から直接的に入力された電気信号（例えば、撮像時刻ｔ1の画像
に対応した電気信号）と、バッファメモリ部１８から出力された電気信号（撮像時刻ｔ1

－ｎΔｔの画像に対応した電気信号）とがほぼ同時に入力する。そして、画像データ生成
部１２は、双方の電気信号に対して所定の処理を行うことによって、画面画像生成部１３
に対してリアルタイム画像およびリアルタイム画像よりも時間ｎΔｔだけ過去に撮像され
た過去画像のそれぞれに対応した画像データを出力することとなる。
【００３６】
　次に、画像データ生成部１２によって生成された画像データに基づく表示部１４の表示
態様について説明する。画像データ生成部１２によって画像データが生成されたリアルタ
イム画像、過去画像およびキャプチャ画像の表示態様としては任意の構成とすることが可
能であるが、本実施の形態１では、以下に説明するようにいずれの画像に関しても同一画
面上に同時に表示する構成を採用する。
【００３７】
　図４は、表示部１４に備わる表示画面２１上における画像の表示態様について示す模式
図である。図４に示すように、表示画面２１上にはあらかじめ主画像領域２２と、主画像
領域２２よりも狭小な副画像領域２３ａ、２３ｂが設定されており、これらの画像領域内
に各画像が表示されることとなる。すなわち、図４の例では、主画像領域２２に最新の画
像たるリアルタイム画像２４が表示され、副画像領域２３ａにリアルタイム画像の撮像時
刻よりも所定時間だけ過去に撮像された画像たる過去画像２５が表示され、副画像領域２
３ｂには操作部１５を介して操作によって指定された画像たるキャプチャ画像２６が表示
される。なお、リアルタイム画像２４等の表示態様は図４に示すものに限定されるのでは
なく、操作部１５を介して所定の情報を入力することによって、表示する場所を切り替え
ることが可能である。すなわち、操作部１５を介して指定することによって、例えば主画
像領域２２に過去画像を表示し、副画像領域２３ａにリアルタイム画像を表示することと
しても良い。
【００３８】
　次に、本実施の形態１にかかる画像表示装置の利点について説明する。まず、本実施の
形態１にかかる画像表示装置は、カプセル型内視鏡３から送信された無線信号に対して受
信処理等を逐次行うことによって得られるリアルタイム画像を表示するのみならず、リア
ルタイム画像に対して所定時間だけ過去に撮像された過去画像もあわせて表示可能な構成
を有する。このため、リアルタイム画像を閲覧する使用者が所定の画像を見逃した場合で
あっても、過去画像を別途参照することによって、画像の内容を容易に把握することが可
能であるという利点を有する。
【００３９】
　また、本実施の形態１にかかる画像表示装置では、図５に示したようにリアルタイム画
像と過去画像とを表示部１４に備わる同一の画面上に同時に表示する構成を採用する。こ
のため、リアルタイム画像を閲覧中に何らかの理由で所定の画像を見逃した場合であって
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も、使用者はそのまま視線を転ずることによって過去画像を参照することが可能であり、
煩雑な操作等を行う必要がないという利点を有する。
【００４０】
　さらに、リアルタイム画像と過去画像とを同時に表示することによって別の利点も生ず
る。すなわち、過去画像を参照する間にもリアルタイム画像は刻々と別画像に切り替えら
れるのであり、画面上に過去画像のみを表示する画像表示装置の場合には、過去画像を参
照している間のリアルタイム画像の内容を把握することは不可能となる。これに対して、
本実施の形態１にかかる画像表示装置は、過去画像を表示する際に、同時にリアルタイム
画像に関しても表示し続ける構成を採用することによって、過去画像を参照しつつリアル
タイム画像のチェックを行うことが可能であるという利点を有する。
【００４１】
　さらに、本実施の形態１にかかる画像表示装置は、過去画像データを生成する元となる
電気信号をバッファメモリ部１８に記憶する構成を採用する。ここで、カプセル型内視鏡
３は１秒間に２回の撮像速度で数時間～十数時間に渡って撮像動作を行うため、すべての
画像に対応した電気信号を記憶することとした場合には膨大な記憶容量が必要となる。こ
れに対して、バッファメモリ部１８は、リアルタイム画像と過去画像の撮像時刻差に応じ
た数の格納領域を備える一方で、時間の経過に伴い格納する電気信号を順次入れ替える構
成を採用するため、記憶容量を低い値に抑制することができ、画像表示装置を小型化でき
る等の利点が生ずることとなる。
【００４２】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２にかかる画像表示装置について説明する。本実施の形態２にかかる
画像表示装置は、カプセル型内視鏡から送信される無線信号に含まれる電気信号が、撮像
動作によって得られた電気信号に対して所定の圧縮処理を施したものであり、データ処理
時間の長大化に対応した構成を有する。
【００４３】
　図５は、本実施の形態２にかかる画像表示装置の構成を示す模式的なブロック図である
。図５に示すように、本実施の形態２にかかる画像表示装置２８は、実施の形態１にかか
る画像表示装置と同様に入力端子７、受信アンテナ８、復調部９、切替部１０、記憶部１
１、画面画像生成部１３、表示部１４、操作部１５およびバッファメモリ部１８を備えた
構成を有する。一方で、本実施の形態２にかかる画像表示装置２８は、送信される無線信
号に含まれる電気信号が圧縮処理を施されたものであることに対応してデータ伸張処理を
行うデータ伸張部２９を備えた画像データ生成部３０と、データ伸張部２９を含む各構成
要素を制御する制御部３１およびデータ伸張処理の必要性に対応した表示制御を行う表示
制御部３２とを備える。
【００４４】
　データ伸張部２９は、切替部１０を介して入力された電気信号に対してデータ伸張処理
を行うためのものである。本実施の形態１では、転送情報量を低減する観点からカプセル
型内視鏡３から送信される無線信号に含まれる電気信号があらかじめ圧縮処理されること
としており、受信後に復調された電気信号に対してさらに伸張処理を行う必要があるため
である。なお、以下では、データ伸張部２９による伸張処理が加わったことにより、カプ
セル型内視鏡３から無線信号が送信されてから表示部１４にて画像が表示されるまでのデ
ータ処理に要する時間の総計が、カプセル型内視鏡３における撮像時間間隔よりも大きい
値になるものとして説明を行う。
【００４５】
　次に、データ処理の長大化に対応した表示制御部３２の表示制御について説明する。上
述したように、本実施の形態２にかかる画像表示装置では、個々の画像に対応した電気信
号に対するデータ処理に要する時間が、撮像間隔よりも大きな値となる。このため、本実
施の形態２にて実施の形態１の場合と同様に入力される電気信号を逐次処理してリアルタ
イム画像として表示部１４に表示することとした場合には、撮像時刻と表示時刻との差が
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徐々に拡大し、表示画像のリアルタイム性が損なわれることとなる。このため、表示制御
部３２は、切替部１０を介して入力されるすべての電気信号に関して画像データを生成し
て表示するのではなく、多数の画像のそれぞれに対応した電気信号に関して適宜間引きし
てデータ処理および画像表示を行うこととしている。
【００４６】
　図６は、本実施の形態２における表示制御部３２における表示制御の具体的態様を説明
するための模式図である。なお、図６に示すケースでは、カプセル型内視鏡３における撮
像時間間隔をΔｔとし、画像表示装置内の処理に要する時間がΔｔよりも大きな値である
ものとする。
【００４７】
　図６の上段に示すように、表示制御部３２は、リアルタイム画像に関しては、時刻ｔ0

、ｔ0＋Δｔ、ｔ0＋２Δｔ、・・・と順次撮像された画像のすべてを表示するのではなく
、時刻ｔ0、ｔ0＋２Δｔ、・・というように間引きした上で表示するよう制御する。この
ような間引き表示を行うことによって、データ処理の遅延の発生を回避し、リアルタイム
性が損なわれることを防止している。
【００４８】
　なお、本実施の形態２にかかる画像表示装置は、リアルタイム画像に関して間引き表示
を行った場合であっても、表示する情報量の低下を実質上問題ない程度にまで抑制するこ
とが可能である。本実施の形態２にかかる画像表示装置は、実施の形態１と同様に過去画
像に関しても表示することとしており、過去画像の表示態様としては、図６下段に示すよ
うに、撮像された画像に関して間引き表示することなくすべて画面上に表示する構成を採
用するためである。リアルタイム画像の場合と異なり、過去画像の場合には実際に撮像さ
れてから表示部１４に表示されるまでの間に所定時間の余裕があることから、伸張処理に
伴う処理時間の増大にも対応が可能となるためである。従って、医師等の使用者は、リア
ルタイム画像を閲覧している際に不審な部位等を発見した場合には、所定の時間差にてす
べての撮像画像が表示される過去画像を別途参照することによって、より詳細な診断等が
可能となり、リアルタイム画像を間引き表示したことによる不都合を抑制することが可能
である。
【００４９】
　また、本実施の形態２にかかる画像表示装置は、圧縮されたデータに対する伸張処理を
行うデータ伸張部２９を受信装置４に備えるのではなく、画像表示装置自身が備えること
としている。かかる構成とすることにより、受信装置４は、データ伸張処理に伴う消費電
力の増加を回避することが可能となり、駆動バッテリーが小型・軽量化するなどによって
受信装置４を携帯する被検体２の負担を軽減できるという利点を有する。
【００５０】
　以上、本発明に関して実施の形態１、２に渡って説明したが、本発明は上記の実施の形
態に限定して解釈するべきではなく、当業者であれば様々な実施例、変形例に想到するこ
とが可能である。例えば、実施の形態１、２において、バッファメモリ部１８に記録する
情報としては、受信の後に復調処理を施した段階の電気信号のみならず、復調処理の後に
画像データとして生成された電気信号としても良い。また、リアルタイム画像と過去画像
を常に同時に表示するのではなく、必要に応じてリアルタイム画像と過去画像のいずれか
一方のみを表示しても良いし、過去画像を表示するために電気信号に対して所定時間の遅
延を与える機構としてバッファメモリ以外の構成を採用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】画像表示装置の使用態様を示す模式図である。
【図２】実施の形態１にかかる画像表示装置の構成を示す模式的なブロック図である。
【図３】画像表示装置に備わるバッファメモリ部の構成を示す模式図である。
【図４】画像表示装置に備わる表示部における表示画面を示す模式図である。
【図５】実施の形態２にかかる画像表示装置の構成を示す模式的なブロック図である。
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【図６】リアルタイム画像および過去画像の表示態様を示す模式図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　画像表示装置
　２　被検体
　３　カプセル型内視鏡
　４　受信装置
　５ａ～５ｈ　受信アンテナ
　７　入力端子
　８　受信アンテナ
　９　復調部
　１０　切替部
　１１　記憶部
　１２　画像データ生成部
　１３　画面画像生成部
　１４　表示部
　１５　操作部
　１６　制御部
　１７　表示制御部
　１８　バッファメモリ部
　１９　格納領域
　２１　表示画面
　２２　主画像領域
　２３ａ　副画像領域
　２３ｂ　副画像領域
　２４　リアルタイム画像
　２５　過去画像
　２６　キャプチャ画像
　２８　画像表示装置
　２９　データ伸張部
　３０　画像データ生成部
　３１　制御部
　３２　表示制御部
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