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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が、前記特定のシンボルの信
号値に、定常的な影響を与える伝送経路を介して伝送される信号を処理する信号処理装置
において、
　前記伝送経路を介して伝送されてきた信号から、前記特定のシンボルの信号値を取得す
る取得手段と、
　前記特定のシンボルが取り得る値ごとに、前記特定のシンボルの前に送信された複数の
シンボルが取る値と、前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前
記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性とに基づいて、前記特定のシンボルの信号
値を予測し、前記特定のシンボルが取り得る値ごとの信号値の予測値を算出する予測手段
と、
　前記予測手段が算出した前記特定のシンボルが取り得る値ごとの前記予測値のうちの、
前記取得手段が取得した前記特定のシンボルの信号値との差分値が最小となる予測値の予
測に用いられた前記特定のシンボルが取り得る値を、前記特定のシンボルが取る値として
決定する決定手段と
　を備え、
　前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの
信号値に与える影響の特性は、
　　あらかじめ設定された所定の値を取る複数の前記シンボルからなるテスト信号を受信
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し、
　　その受信した前記テスト信号の特定のシンボルの信号値に基づいて、前記テスト信号
の複数の前記シンボルのうちの、前記特定のシンボルの前に送信されたシンボルの信号値
が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得する
　ことにより求められたものである
　信号処理装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記特定のシンボルの信号値のうちの、所定の位相での信号値と、前
記特定のシンボルが取り得る値ごとの前記予測値のうちの、所定の位相での予測値とに基
づいて、前記特定のシンボルが取る値を決定する
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項３】
　前記特定のシンボルが取り得る値が、第１の値と第２の値とである場合、
　前記予測手段は、前記特定のシンボルが取る値が前記第１の値であるとして予測した第
１の予測値と、前記特定のシンボルが取る値が前記第２の値であるとして予測した第２の
予測値とを算出し、
　前記決定手段は、前記第１の予測値と前記第２の予測値との平均値を閾値として、前記
閾値と、前記取得手段が取得した前記特定のシンボルの信号値とを比較した結果に基づき
、前記特定のシンボルが取る値を決定する
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　あらかじめ設定された所定の値を取る複数の前記シンボルからなるテスト信号を受信す
る受信手段と、
　前記受信手段が受信した前記テスト信号の特定のシンボルの信号値に基づいて、前記テ
スト信号の複数の前記シンボルのうちの、前記特定のシンボルの前に送信されたシンボル
の信号値が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得する特性取得手段と
　をさらに備える
　請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項５】
　前記受信手段は、前記特性が変化したか否かを判定するための判定用のテスト信号を受
信し、
　前記特性取得手段は、前記判定用のテスト信号の特定のシンボルの信号値と、既に取得
した前記特性とに基づいて、前記特性が変化したか否かを判定し、前記特性が変化したと
判定した場合に、前記特性を新たに取得する
　請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項６】
　特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が、前記特定のシンボルの信
号値に、定常的な影響を与える伝送経路を介して伝送される信号を処理する信号処理方法
において、
　前記伝送経路を介して伝送されてきた信号から、前記特定のシンボルの信号値を取得し
、
　前記特定のシンボルが取り得る値ごとに、前記特定のシンボルの前に送信された複数の
シンボルが取る値と、前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前
記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性とに基づいて、前記特定のシンボルの信号
値を予測し、前記特定のシンボルが取り得る値ごとの信号値の予測値を算出し、
　算出された前記特定のシンボルが取り得る値ごとの前記予測値のうちの、前記伝送経路
を介して伝送されてきた信号から取得された前記特定のシンボルの信号値との差分値が最
小となる予測値の予測に用いられた前記特定のシンボルが取り得る値を、前記特定のシン
ボルが取る値として決定する
　ステップを含み、
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　前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの
信号値に与える影響の特性は、
　　あらかじめ設定された所定の値を取る複数の前記シンボルからなるテスト信号を受信
し、
　　その受信した前記テスト信号の特定のシンボルの信号値に基づいて、前記テスト信号
の複数の前記シンボルのうちの、前記特定のシンボルの前に送信されたシンボルの信号値
が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得する
　ことにより求められたものである
　信号処理方法。
【請求項７】
　特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が、前記特定のシンボルの信
号値に、定常的な影響を与える伝送経路を介して伝送される信号を処理する信号処理装置
を制御するコンピュータに実行させるプログラムにおいて、
　前記伝送経路を介して伝送されてきた信号から、前記特定のシンボルの信号値を取得し
、
　前記特定のシンボルが取り得る値ごとに、前記特定のシンボルの前に送信された複数の
シンボルが取る値と、前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前
記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性とに基づいて、前記特定のシンボルの信号
値を予測し、前記特定のシンボルが取り得る値ごとの信号値の予測値を算出し、
　算出された前記特定のシンボルが取り得る値ごとの前記予測値のうちの、前記伝送経路
を介して伝送されてきた信号から取得された前記特定のシンボルの信号値との差分値が最
小となる予測値の予測に用いられた前記特定のシンボルが取り得る値を、前記特定のシン
ボルが取る値として決定する
　ステップを含み、
　前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの
信号値に与える影響の特性は、
　　あらかじめ設定された所定の値を取る複数の前記シンボルからなるテスト信号を受信
し、
　　その受信した前記テスト信号の特定のシンボルの信号値に基づいて、前記テスト信号
の複数の前記シンボルのうちの、前記特定のシンボルの前に送信されたシンボルの信号値
が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得する
　ことにより求められたものである
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号処理装置および信号処理方法、並びにプログラムに関し、特に、信号が
表すシンボルの値を正確に決定することができるようにした信号処理装置および信号処理
方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、テレビジョン放送信号を受信するチューナや、DVD（Digital Versatile
 Disc）プレーヤなどの外部機器から画像の信号が供給され、その信号に信号処理を施し
て、CRT(Cathode Ray Tube)やLCD(Liquid Crystal Display)などの表示装置に画像の信号
を供給する信号処理装置がある。
【０００３】
　このような信号処理装置では、外部機器から供給された画像の信号からノイズを除去す
るノイズ除去処理や、外部機器からの画像よりも表示装置に表示される画像が高画質とな
るように画像の信号を変換する画像変換処理、表示装置に表示される画像の明るさやコン
トラストを調整する画像調整処理などの信号処理が行われる。
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【０００４】
　図１は、従来の信号処理装置の構成例を示すブロック図である。
【０００５】
　図１において、信号処理装置１１は、筐体１２、コネクタ１３1乃至１３4、入力セレク
タ１４、信号ルータ１５、コネクタ１６1乃至１６4、コネクタ１７1乃至１７3、機能ブロ
ック１８1乃至１８3、コネクタ１９、リモートコマンダ２０、操作部２１、システム制御
ブロック２２、および制御バス２３から構成される。
【０００６】
　信号処理装置１１では、コネクタ１３1乃至１３4が、信号ケーブルを介して入力セレク
タ１４に接続されており、入力セレクタ１４が、信号ケーブルを介して信号ルータ１５に
接続されている。また、信号ルータ１５は、信号ケーブルを介してコネクタ１６1乃至１
６4とコネクタ１９に接続されており、信号ルータ１５は、コネクタ１６1乃至１６3およ
びコネクタ１７1乃至１７3を介して、機能ブロック１８1乃至１８3に接続されている。ま
た、入力セレクタ１４、信号ルータ１５、コネクタ１６1乃至１６4、およびシステム制御
ブロック２２は、制御バス２３を介して、互いに接続されている。
【０００７】
　筐体１２は、例えば、直方体形状の箱であり、筐体１２には、コネクタ１３1乃至１３4

、コネクタ１９、および操作部２１が外装され、筐体１２の内部には、入力セレクタ１４
、信号ルータ１５、コネクタ１６1乃至１６4、コネクタ１７1乃至１７3、機能ブロック１
８1乃至１８3、システム制御ブロック２２、および制御バス２３が収納される。
【０００８】
　コネクタ１３1乃至１３4は、信号処理装置１１と、信号処理装置１１に画像の信号を供
給するチューナやDVDプレーヤなどの外部機器（図示せず）とを接続するケーブルが接続
される接続部である。
【０００９】
　入力セレクタ１４には、コネクタ１３1乃至１３4を介して、外部機器から画像の信号が
供給され、入力セレクタ１４は、システム制御ブロック２２の制御に従って、コネクタ１
３1乃至１３4のうちの、いずれか１つに接続された外部機器から供給される画像の信号を
信号ルータ１５に供給する。
【００１０】
　信号ルータ１５は、システム制御ブロック２２の制御に従い、入力セレクタ１４から供
給された信号を、コネクタ１６1乃至１６3およびコネクタ１７1乃至１７3を介して、機能
ブロック１８1乃至１８3に供給する。また、信号ルータ１５には、信号処理が施された信
号が機能ブロック１８1乃至１８3から供給され、信号ルータ１５は、信号処理が施された
信号を、コネクタ１９を介して、コネクタ１９に接続されている表示装置（図示せず）に
供給する。
【００１１】
　コネクタ１６1乃至１６3とコネクタ１７1乃至１７3とは、互いに着脱可能であり、信号
ルータ１５または制御バス２３と、機能ブロック１８1乃至１８3とを接続する。また、コ
ネクタ１６4には、信号処理装置１１に追加される新たな機能ブロックなどを接続するこ
とができる。
【００１２】
　機能ブロック１８1乃至１８3は、ノイズ除去処理、画像変換処理、または画像調整処理
などの信号処理を施す信号処理回路をそれぞれ有している。機能ブロック１８1乃至１８3

は、信号ルータ１５から供給される信号に対して信号処理を施し、信号処理が施された信
号を、信号ルータ１５に供給する。
【００１３】
　コネクタ１９は、信号処理装置１１と、信号処理装置１１から出力される画像を表示す
る表示装置とを接続するケーブルが接続される接続部である。
【００１４】
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　リモートコマンダ２０は、ユーザにより操作される複数のボタンなどを備えており、ユ
ーザにより操作され、ユーザの操作に応じた操作信号を、赤外線などを利用して、システ
ム制御ブロック２２に供給する。
【００１５】
　操作部２１は、リモートコマンダ２０と同様に、ユーザにより操作される複数のボタン
などを備えており、ユーザにより操作され、ユーザの操作に応じた操作信号を、システム
制御ブロック２２に供給する。
【００１６】
　システム制御ブロック２２は、ユーザの操作に応じた操作信号が、リモートコマンダ２
０または操作部２１から供給されると、その操作信号に応じた処理が行われるように、制
御バス２３を介して、入力セレクタ１４、信号ルータ１５、または機能ブロック１８1乃
至１８3を制御する。
【００１７】
　以上のように構成される信号処理装置１１では、コネクタ１３1乃至１３4および入力セ
レクタ１４を介して信号ルータ１５に画像の信号が供給され、信号ルータ１５と機能ブロ
ック１８1乃至１８3との間で、信号ケーブルを介して、画像の信号が伝送される。
【００１８】
　ところで、近年、画像の高精細化に伴い、信号処理装置１１が信号処理を施す画像の信
号の容量が、大きくなる傾向がある。画像の信号の大容量が大きくなると、例えば、信号
ルータ１５と機能ブロック１８1乃至１８3との間で、信号ケーブルを介して、画像の信号
が高速で伝送される。このように、信号が高速で伝送されると、信号ケーブルの周波数特
性や、クロストーク、パラレルな信号ケーブルにおいて生じるタイミングのずれ（スキュ
ー）などの影響により、信号の伝送に問題が発生する。
【００１９】
　ここで、特許文献１には、筐体に内蔵される基板どうしが、電磁波を用いた無線通信に
より信号を伝送し、信号処理を行う信号処理装置が開示されている。
【００２０】
　このように、例えば、信号ルータ１５と機能ブロック１８1乃至１８3とが、電磁波を用
いた無線通信により信号を伝送することで、信号ケーブルを介して信号を高速で伝送する
ことにより発生する問題を回避することができる。
【００２１】
　しかしながら、信号ルータ１５と機能ブロック１８1乃至１８3とが、信号処理装置１１
の筐体１２の内部で、電磁波を用いた無線通信により信号を伝送すると、筐体１２の壁面
で電磁波が反射したり、筐体１２に内蔵される基板で電磁波が回折したりすることにより
、経路距離の異なる複数の伝送経路（マルチパス）が発生する。そして、マルチパスを介
して信号が伝送されると、信号を受信する受信側に到達する信号の位相がずれてしまい、
信号（電磁波）により表されるシンボルどうしが干渉してしまう。
【００２２】
　このように、シンボルどうしが干渉すると、例えば、ある特定のシンボルの信号値が、
その特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値の影響を受けてしまい、そ
の特定のシンボルの信号値が変化する（マルチパスフェージング）。そして、他のシンボ
ルの影響により信号値が変化したシンボルを受信した受信側では、そのシンボルが取る値
を正確に決定することが困難になる。例えば、１シンボルにより１ビットが伝送される場
合には、そのシンボルが、１または０のうちのいずれであるかを、正確に判定することが
困難になる。
【００２３】
　また、筐体の内部における無線通信以外に、例えば、携帯電話機による移動体通信にお
いて、ビルなどの建設物により電磁波が反射することによって生じるマルチパスによって
も、信号の位相がずれることにより、干渉が発生する。また、このような無線通信以外に
も、例えば、ケーブルを介して信号を伝送するにあたり、ケーブルの端部で信号が反射し
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、伝送すべき信号と反射した信号とによっても、干渉が発生する。
【００２４】
　また、例えば、特許文献２には、ビタビ等化器を用いて、マルチパスによる影響により
発生する干渉を除去する方法が開示されている。
【００２５】
　しかしながら、画像の信号、特に、非圧縮の画像の信号のように、高速に伝送する必要
がある信号に対する信号処理においては、信号処理において生じる遅延を短くすることと
、遅延を一定にすることとが必要であるが、ビタビ等化器では、信号処理において生じる
遅延を短くすることも、遅延を一定にすることも困難であった。また、画像の信号に対す
る処理においては、リアルタイム性、即ち、連続性を保持することが要求されるが、ビタ
ビ等化器では、連続性を保持することも困難であった。
【００２６】
【特許文献１】特開２００３－１７９８２１号公報
【特許文献２】特許第３３９９０２２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　上述したように、従来の信号処理装置において、電磁波を用いた無線通信により信号を
伝送すると、シンボルどうしの干渉によりシンボルの信号値が変化してしまい、シンボル
が取る値を正確に決定することが困難であった。
【００２８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、信号が表すシンボルの値を正
確に決定することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の一側面の信号処理装置は、特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの
信号値が、前記特定のシンボルの信号値に、定常的な影響を与える伝送経路を介して伝送
される信号を処理する信号処理装置において、前記伝送経路を介して伝送されてきた信号
から、前記特定のシンボルの信号値を取得する取得手段と、前記特定のシンボルが取り得
る値ごとに、前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルが取る値と、前記特定
のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの信号値に与
える影響の特性とに基づいて、前記特定のシンボルの信号値を予測し、前記特定のシンボ
ルが取り得る値ごとの信号値の予測値を算出する予測手段と、前記予測手段が算出した前
記特定のシンボルが取り得る値ごとの前記予測値のうちの、前記取得手段が取得した前記
特定のシンボルの信号値との差分値が最小となる予測値の予測に用いられた前記特定のシ
ンボルが取り得る値を、前記特定のシンボルが取る値として決定する決定手段とを備え、
前記特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの信
号値に与える影響の特性は、あらかじめ設定された所定の値を取る複数の前記シンボルか
らなるテスト信号を受信し、その受信した前記テスト信号の特定のシンボルの信号値に基
づいて、前記テスト信号の複数の前記シンボルのうちの、前記特定のシンボルの前に送信
されたシンボルの信号値が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得するこ
とにより求められたものである。
【００３０】
　本発明の一側面の信号処理方法またはプログラムは、特定のシンボルの前に送信された
複数のシンボルの信号値が、前記特定のシンボルの信号値に、定常的な影響を与える伝送
経路を介して伝送される信号を処理する信号処理方法、または、特定のシンボルの前に送
信された複数のシンボルの信号値が、前記特定のシンボルの信号値に、定常的な影響を与
える伝送経路を介して伝送される信号を処理する信号処理装置を制御するコンピュータに
実行させるプログラムであって、前記伝送経路を介して伝送されてきた信号から、前記特
定のシンボルの信号値を取得し、前記特定のシンボルが取り得る値ごとに、前記特定のシ
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ンボルの前に送信された複数のシンボルが取る値と、前記特定のシンボルの前に送信され
た複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性とに基づい
て、前記特定のシンボルの信号値を予測し、前記特定のシンボルが取り得る値ごとの信号
値の予測値を算出し、算出された前記特定のシンボルが取り得る値ごとの前記予測値のう
ちの、前記伝送経路を介して伝送されてきた信号から取得された前記特定のシンボルの信
号値との差分値が最小となる予測値の予測に用いられた前記特定のシンボルが取り得る値
を、前記特定のシンボルが取る値として決定するステップを含み、前記特定のシンボルの
前に送信された複数のシンボルの信号値が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特
性は、あらかじめ設定された所定の値を取る複数の前記シンボルからなるテスト信号を受
信し、その受信した前記テスト信号の特定のシンボルの信号値に基づいて、前記テスト信
号の複数の前記シンボルのうちの、前記特定のシンボルの前に送信されたシンボルの信号
値が前記特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得することにより求められたも
のである。
【００３１】
　本発明の一側面においては、伝送経路を介して伝送されてきた信号から、特定のシンボ
ルの信号値が取得され、特定のシンボルが取り得る値ごとに、特定のシンボルの前に送信
された複数のシンボルが取る値と、特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信
号値が特定のシンボルの信号値に与える影響の特性とに基づいて、特定のシンボルの信号
値が予測され、特定のシンボルが取り得る値ごとの信号値の予測値が算出される。そして
、算出された特定のシンボルが取り得る値ごとの予測値のうちの、伝送経路を介して伝送
されてきた信号から取得された特定のシンボルの信号値との差分値が最小となる予測値の
予測に用いられた特定のシンボルが取り得る値が、特定のシンボルが取る値として決定さ
れる。さらに、特定のシンボルの前に送信された複数のシンボルの信号値が特定のシンボ
ルの信号値に与える影響の特性は、あらかじめ設定された所定の値を取る複数のシンボル
からなるテスト信号を受信し、その受信したテスト信号の特定のシンボルの信号値に基づ
いて、テスト信号の複数のシンボルのうちの、特定のシンボルの前に送信されたシンボル
の信号値が特定のシンボルの信号値に与える影響の特性を取得することにより求められた
ものである。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の一側面によれば、信号が表すシンボルの値を正確に決定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に本発明の実施の形態を説明する。
【００３７】
　以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００３８】
　図２は、本発明を適用した信号処理装置の一実施の形態の構成例を示す斜視図である。
【００３９】
　図２において、信号処理装置３１は、筐体３２、電源モジュール３３、プラットフォー
ム基板３４、入力基板３５、信号処理基板３６1乃至３６3、および出力基板３７から構成
される。
【００４０】
　筐体３２は、直方体形状の箱であり、その内部に、電源モジュール３３、プラットフォ
ーム基板３４、入力基板３５、信号処理基板３６1乃至３６3、および出力基板３７が収納
される。
【００４１】
　電源モジュール３３は、プラットフォーム基板３４、入力基板３５、信号処理基板３６

1乃至３６3、および出力基板３７に、駆動に必要な電力を供給する。
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【００４２】
　プラットフォーム基板３４には、信号処理基板３６1乃至３６3が接続されて固定されて
おり、プラットフォーム基板３４を介して、例えば、電源モジュール３３から信号処理基
板３６1乃至３６3に電力が供給される。
【００４３】
　入力基板３５は、筐体３２に外装されているコネクタ（例えば、後述する図３のコネク
タ４３1乃至４３4）に接続されており、入力基板３５には、このコネクタを介して接続さ
れる外部機器（図示せず）から画像の信号が供給される。また、入力基板３５は、電磁波
を用いた無線通信を行うためのアンテナ３５ａを備えており、外部機器から供給された画
像の信号を、アンテナ３５ａを介して、信号処理基板３６1乃至３６3に供給する。
【００４４】
　信号処理基板３６1乃至３６3は、電磁波を用いた無線通信を行うためのアンテナ３６ａ

1乃至３６ａ3を備えており、信号処理基板３６1乃至３６3には、アンテナ３６ａ1乃至３
６ａ3を介して、入力基板３５から画像の信号が供給される。信号処理基板３６1乃至３６

3は、入力基板３５からの画像の信号に対し、ノイズ除去処理、画像変換処理、または画
像調整処理などの信号処理をそれぞれ施し、信号処理を施した画像の信号を、アンテナ３
６ａ1乃至３６ａ3を介して、出力基板３７に供給する。
【００４５】
　出力基板３７は、電磁波を用いた無線通信を行うためのアンテナ３７ａを備えるととも
に、筐体３２に外装されているコネクタ（例えば、後述する図３のコネクタ４７）に接続
されている。出力基板３７は、アンテナ３７ａを介して、信号処理基板３６1乃至３６3か
ら供給される画像の信号を、筐体３２に外装されているコネクタに接続されている表示装
置（図示せず）に供給する。
【００４６】
　次に、図３は、図２の信号処理装置３１の構成例を示すブロック図である。
【００４７】
　図３において、信号処理装置３１は、筐体４２、コネクタ４３1乃至４３4、入力セレク
タ４４、信号ルータ４５、機能ブロック４６1乃至４６3、コネクタ４７、リモートコマン
ダ４８、操作部４９、およびシステム制御ブロック５０から構成される。
【００４８】
　信号処理装置３１では、コネクタ４３1乃至４３4が、信号ケーブルを介して入力セレク
タ４４に接続されており、入力セレクタ４４が、信号ケーブルを介して信号ルータ４５に
接続されており、信号ルータ４５が、信号ケーブルを介してコネクタ４７に接続されてい
る。
【００４９】
　筐体４２は、図２の筐体３２に対応し、筐体４２には、コネクタ４３1乃至４３4、コネ
クタ４７、および操作部４９が外装され、筐体４２の内部には、入力セレクタ４４、信号
ルータ４５、機能ブロック４６1乃至４６3、およびシステム制御ブロック５０が収納され
る。
【００５０】
　コネクタ４３1乃至４３4は、信号処理装置３１と、信号処理装置３１に画像の信号を供
給するチューナやDVDプレーヤなどの外部機器（図示せず）とを接続するケーブルが接続
される接続部である。
【００５１】
　入力セレクタ４４は、例えば、図２の入力基板３５に設けられており、図２のアンテナ
３５ａに対応するアンテナ４４ａを備える。入力セレクタ４４には、コネクタ４３1乃至
４３4を介して、外部機器から画像の信号が供給され、入力セレクタ４４は、システム制
御ブロック５０の制御に従って、コネクタ４３1乃至４３4のうちの、いずれか１つに接続
された外部機器から供給される画像の信号を信号ルータ４５に供給する。
【００５２】
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　信号ルータ４５は、例えば、図２の出力基板３７に設けられており、図２のアンテナ３
７ａに対応するアンテナ４５ａを備える。信号ルータ４５は、システム制御ブロック５０
の制御に従い、入力セレクタ４４から供給される画像の信号を、アンテナ４５ａを介して
、電磁波を用いた無線通信により、機能ブロック４６1乃至４６3に送信する。
【００５３】
　また、信号ルータ４５は、アンテナ４５ａを介して、電磁波を用いた無線通信により、
機能ブロック４６1乃至４６3から送信されてくる画像の信号を受信し、機能ブロック４６

1乃至４６3からの画像の信号を、コネクタ４７を介して、コネクタ４７に接続されている
表示装置（図示せず）に供給する。
【００５４】
　機能ブロック４６1乃至４６3は、例えば、図２の信号処理基板３６1乃至３６3にそれぞ
れ設けられており、図２のアンテナ３６ａ1乃至３６ａ3に対応するアンテナ４６ａ1乃至
４６ａ3を備える。
【００５５】
　機能ブロック４６1乃至４６3は、アンテナ４６ａ1乃至４６ａ3を介して、電磁波を用い
た無線通信により、信号ルータ４５から送信されてくる画像の信号を受信し、その画像の
信号に対し、ノイズ除去処理、画像変換処理、または画像調整処理などの信号処理をそれ
ぞれ施す。そして、機能ブロック４６1乃至４６3は、信号処理を施した画像の信号を、ア
ンテナ４６ａ1乃至４６ａ3を介して、電磁波を用いた無線通信により、信号ルータ４５に
送信する。また、機能ブロック４６1乃至４６3どうしも、それぞれが備えるアンテナ４６
ａ1乃至４６ａ3を介して、互いに信号の送受信を行う。
【００５６】
　なお、機能ブロック４６1乃至４６3のそれぞれを個々に区別する必要がない場合、以下
、適宜、機能ブロック４６1乃至４６3を機能ブロック４６と称する。同様に、機能ブロッ
ク４６1乃至４６3それぞれに設けられたアンテナ４６ａ1乃至４６ａ3も、アンテナ４６ａ
と称する。
【００５７】
　コネクタ４７は、図１のコネクタ１９と同様に、信号処理装置３１と、信号処理装置３
１から出力される画像を表示する表示装置とを接続するケーブルが接続される接続部であ
る。
【００５８】
　リモートコマンダ４８または操作部４９は、図１のリモートコマンダ２０または操作部
２１と同様に、ユーザにより操作され、ユーザの操作に応じた操作信号を、システム制御
ブロック５０に供給する。
【００５９】
　システム制御ブロック５０は、例えば、図２のプラットフォーム基板３４に設けられて
おり、アンテナ５０ａを備えている。システム制御ブロック５０は、ユーザの操作に応じ
た操作信号が、リモートコマンダ４８または操作部４９から供給されると、その操作信号
に応じた処理が行われるように、アンテナ５０ａを介して、電磁波を用いた無線通信によ
り、入力セレクタ４４、信号ルータ４５、または機能ブロック４６を制御する。
【００６０】
　以上のように信号処理装置３１は構成され、信号処理装置３１の筐体４２の内部で、信
号ルータ４５と機能ブロック４６とが、電磁波を用いた無線通信により、画像の信号を送
受信する。
【００６１】
　このような筐体４２の内部で無線通信が行われると、例えば、信号ルータ４５のアンテ
ナ４５ａから出力された電磁波は、筐体４２の壁面などで反射することによりマルチパス
を介して伝送され、機能ブロック４６に到達する電磁波（信号）の位相がずれてしまう。
この位相のずれにより、機能ブロック４６が受信する信号により表されるシンボルが互い
に干渉してしまい、シンボルの信号値により表される波形に歪が生じる。
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【００６２】
　次に、図４を参照し、例えば、信号ルータ４５から機能ブロック４６に送信されるシン
ボル（ビット）の信号値により表される波形に生じる歪について説明する。
【００６３】
　ここで、無線通信において、変調方式によっては、信号が表す１シンボルにより、複数
のビットを伝送することができるが、以下では、例えば、BPSK(binary phase shift keyi
ng)のように、１シンボルにより１ビット（０または１のいずれか一方）が伝送される例
について説明する。
【００６４】
　例えば、信号ルータ４５から機能ブロック４６に送信される信号は、複数のビットの並
びからなり、ビットが「１」であるとき、信号ルータ４５のアンテナ４５ａからは、振幅
値が0.25の電磁波が出力され、ビットが「０」であるとき、信号ルータ４５のアンテナ４
５ａからは、振幅値が-0.25の電磁波が出力される。ここで、ビットに応じた電磁波の振
幅値を、以下、適宜、ビットの信号値という。
【００６５】
　図４の左下には、信号ルータ４５から送信される信号の一部が示されている。即ち、図
４の左下には、信号ルータ４５から送信される信号の特定のビット（以下、適宜、現在の
ビットという）の６ビット前に送信されたビットから、現在のビットまでの各ビットから
なる７ビットの信号が示されている。
【００６６】
　例えば、現在のビットの６ビット前に送信されたビットから現在のビットまでの各ビッ
トを「６ビット前、５ビット前、４ビット前、３ビット前、２ビット前、１ビット前、現
在のビット」と表すとすると、図４の左下には、「1,0,0,1,0,1,1」の７ビットの信号が
示されている。
【００６７】
　図４の左上には、信号ルータ４５から送信される現在のビットの信号値により表される
波形（即ち、信号ルータ４５のアンテナ４５ａから出力される電磁波であって、現在のビ
ットに対応する電磁波の振幅の包絡線を示す波形）が示されている。図４の左上の横軸は
、現在のビットの位相を表し、縦軸は、ビットの信号値を表す。
【００６８】
　信号ルータ４５から送信される現在のビットは「１」であるので、信号ルータ４５から
送信される現在のビットの信号値により表される波形は、図４の左上に示すように、信号
値が約0.25である直線的な形状となる。
【００６９】
　図４の右下には、機能ブロック４６が受信した信号であって、信号ルータ４５から送信
された現在のビットの６ビット前のビットから現在のビットまでの各ビットに対応するビ
ットからなる７ビットの信号が示されている。即ち、図４の右下には、図４の左下に示さ
れている信号ルータ４５から送信される信号と同様に、「1,0,0,1,0,1,1」の７ビットの
信号が示されている。
【００７０】
　図４の右上には、機能ブロック４６が受信した現在のビットの信号値により表される波
形が示されている。図４の右上の横軸は、現在のビットの位相を表し、縦軸は、ビットの
信号値を表す。機能ブロック４６が受信した現在のビットは「１」であるが、現在のビッ
トの信号値により表される波形は、図４の左上に示すような直線的な形状ではなく、歪が
生じた形状となっている。
【００７１】
　即ち、例えば、現在のビットの２，４，５ビット前には、信号値が-0.25であるビット
「０」が送信されているとともに、現在のビットの１，３，６ビット前には、信号値が0.
25であるビット「１」が送信されており、これらのビットが、上述したようなマルチパス
の影響により遅延して伝送されることで、信号値が0.25であるべき現在のビット「１」と
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干渉してしまい、現在のビットの信号値が変化する。このように現在のビットの信号値が
変化することにより、現在のビットの信号値により表される波形に歪が生じてしまう。
【００７２】
　そして、現在のビットの信号値により表される波形に歪が生じると、機能ブロック４６
は、現在のビットが、「１」または「０」のうちのいずれであるかを、正確に判定するこ
とが困難になる。
【００７３】
　ところで、図２に示すように、信号処理装置３１の筐体３２の内部では、電源モジュー
ル３３、プラットフォーム基板３４、入力基板３５、信号処理基板３６1乃至３６3、およ
び出力基板３７は、それぞれ固定されている。従って、筐体３２の壁面や各基板などでは
、常に、電磁波が同様に反射し、筐体３２の壁面や、入力基板３５や各基板などで反射し
た電磁波の干渉、即ち、マルチパスによる影響は、定常的なものとなる。
【００７４】
　このように、マルチパスによる影響が定常的であれば、現在のビットの信号値により表
される波形に生じる歪も、定常的なものとなる。即ち、例えば、現在のビットの６ビット
前に送信されたビットから現在のビットまでの各ビットが、図４の右下に示すように「1,
0,0,1,0,1,1」であれば、現在のビットの信号値により表される波形に生じる歪は、定常
的に、図４の右上に示すようなものとなる。
【００７５】
　従って、例えば、現在のビットの前に送信された複数のビットが、マルチパスを介して
遅延して伝送される影響により、現在のビットの信号値により表される波形に定常的に生
じる歪の特性（以下、適宜、遅延プロファイルという）が、機能ブロック４６に予め記憶
されていれば、機能ブロック４６は、遅延プロファイルと、信号ルータ４５から送信され
てきた現在のビットの信号値により表される波形とに基づいて、現在のビットが、「１」
または「０」のうちのいずれであるかを正確に判定することができる。
【００７６】
　このような遅延プロファイルは、例えば、信号処理装置３１において、画像の信号の送
受信を無線通信により行う前に、信号ルータ４５と機能ブロック４６とが、予め設定され
た値を取るビットの組み合わせからなる信号（以下、適宜、テストパターン信号という）
を、複数回、送受信することで、取得することができる。
【００７７】
　ここで、例えば、テストパターン信号が、７ビットの信号である場合には、各ビットが
「０」または「１」であるときの１２８（２の７乗）通りの信号を、テストパターン信号
（例えば、後述する図１３のテストパターン信号）として用いてもよいが、例えば、いず
れか１つのビットが「１」である７通りの信号を、テストパターン信号として用いるだけ
でもよい。
【００７８】
　即ち、具体的には、テストパターン信号が、７ビットの信号である場合には、「0,0,0,
0,0,0,1」、「0,0,0,0,0,1,0」、「0,0,0,0,1,0,0」、「0,0,0,1,0,0,0」、「0,0,1,0,0,
0,0」、「0,1,0,0,0,0,0」、「1,0,0,0,0,0,0,0」の７通りの信号をテストパターン信号
として用いることができる。そして、後述するように、このような７つのテストパターン
信号を用いて７つの遅延プロファイルを取得し、その７つの遅延プロファイルと、現在の
ビットの前に送信された複数のビットとの演算（例えば、後述する式（１）の演算）が行
われ、その演算の結果に基づいて、現在のビットが「１」または「０」のうちのいずれで
あるかが判定される。
【００７９】
　次に、図５は、図３の信号ルータ４５および機能ブロック４６の構成例を示すブロック
図である。図５では、信号ルータ４５が、機能ブロック４６にテストパターン信号を送信
し、機能ブロック４６が、遅延プロファイルを取得する処理に必要なブロックが示されて
いる。
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【００８０】
　図５において、信号ルータ４５は、アンテナ４５ａ、送信側制御部６１、テストパター
ン生成部６２、および無線送信部６３から構成され、機能ブロック４６は、アンテナ４６
ａ、受信側制御部７１、テストパターン生成部７２、無線受信部７３、統計処理部７４、
および遅延プロファイル蓄積部７５から構成される。
【００８１】
　送信側制御部６１は、テストパターン生成部６２を制御し、テストパターン信号を生成
させ、無線送信部６３を制御し、テストパターン生成部６２により生成されたテストパタ
ーン信号を機能ブロック４６に送信させる。例えば、テストパターン信号が、７ビットの
信号である場合には、送信側制御部６１は、上述したような７つのテストパターン信号を
テストパターン生成部６２に生成させる。また、送信側制御部６１は、信号処理装置３１
の周辺環境のノイズの影響を考慮して、同一のテストパターン信号を、所定の回数、繰り
返して送信させる。
【００８２】
　なお、送信側制御部６１には、テストパターン信号のビットが取る値の組み合わせや、
それらのテストパターン信号を送信する順番、同一のテストパターン信号を繰り返して送
信させる所定の回数などが、予め設定されている。
【００８３】
　また、送信側制御部６１は、テストパターン信号の送信を開始する前に、遅延プロファ
イルを取得する処理の開始を指示する制御信号（コマンド）を無線送信部６３に供給し、
この制御信号を機能ブロック４６に送信させる。
【００８４】
　ここで、例えば、画像の信号のように、高速で伝送される信号の送受信が行われる場合
には、例えば、１ビットあたりの時間的な長さが短いので、マルチパスの影響により信号
に生じる歪の影響が大きく、信号が表すビットの判定に与える影響も大きくなる。これに
対し、処理の開始を指示する制御信号のように、ある程度の低速で伝送される信号の送受
信が行われる場合、例えば、１ビットあたりの時間的な長さが長いので、マルチパスの影
響により信号に生じる歪の影響は小さく、信号が表すビットの判定に与える影響も小さく
なる。従って、送信側制御部６１が無線通信により制御信号を送信しても、機能ブロック
４６は、制御信号を正常に受信することができる。
【００８５】
　なお、例えば、送信側制御部６１と受信側制御部７１とが図示しない制御バスで接続さ
れていて、その制御バスを介して、送信側制御部６１が制御信号を受信側制御部７１に送
信してもよい。
【００８６】
　テストパターン生成部６２は、送信側制御部６１の制御に応じて、テストパターン信号
を生成し、無線送信部６３に供給する。
【００８７】
　無線送信部６３は、送信側制御部６１から供給された制御信号、またはテストパターン
生成部６２から供給されたテストパターン信号を、アンテナ４５ａを介して、機能ブロッ
ク４６に送信する。
【００８８】
　無線受信部７３は、アンテナ４６ａを介して、信号ルータ４５から送信されてくる制御
信号またはテストパターン信号を受信する。無線受信部７３は、信号ルータ４５から送信
されてきた制御信号を受信側制御部７１に供給する。また、無線受信部７３は、信号ルー
タ４５から送信されてきたテストパターン信号から、現在のビットの信号値を取り出して
、統計処理部７４に供給する。
【００８９】
　受信側制御部７１には、送信側制御部６１と同様に、テストパターン信号のビットが取
る値の組み合わせや、それらのテストパターン信号を送信する順番、同一のテストパター
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ン信号を繰り返して送信させる所定の回数などが、予め設定されている。そして、受信側
制御部７１は、信号ルータ４５から送信されてきた遅延プロファイルを取得する処理の開
始を指示する制御信号が、無線受信部７３から供給されると、上述の設定に従って、テス
トパターン生成部７２を制御し、テストパターン信号を生成させる。
【００９０】
　テストパターン生成部７２は、受信側制御部７１の制御に応じて、テストパターン信号
を生成し、統計処理部７４に供給する。
【００９１】
　統計処理部７４には、無線受信部７３から、信号ルータ４５から送信されてくるテスト
パターン信号の現在のビットの信号値が供給され、統計処理部７４は、現在のビットの信
号値に基づいて、遅延プロファイルを取得する。
【００９２】
　上述したように、信号ルータ４５からは、同一のテストパターン信号が、所定の回数、
繰り返して送信され、統計処理部７４には、無線受信部７３から、所定の数の現在のビッ
トの信号値が供給される。統計処理部７４は、所定の数の現在のビットの信号値に対して
統計的な処理を行い、例えば、それらの信号値の平均値を算出する処理を行い、その平均
値を、遅延プロファイルとして取得する。
【００９３】
　ここで、送信側制御部６１がテストパターン生成部６２に生成させるテストパターン信
号と、受信側制御部７１がテストパターン生成部７２に生成させるテストパターン信号と
は、同一の設定に従って生成されるので、統計処理部７４が遅延プロファイルの取得に用
いたのテストパターン信号のビットが取る値と、テストパターン生成部７２から統計処理
部７４に供給されたテストパターン信号のビットが取る値とは、同一である。従って、統
計処理部７４は、自身が取得した遅延プロファイルと、テストパターン生成部７２から供
給されたテストパターン信号とを対応付けて、統計処理部７４に供給する。
【００９４】
　遅延プロファイル蓄積部７５は、統計処理部７４から供給された遅延プロファイルとテ
ストパターン信号とを対応付けて蓄積（記憶）する。
【００９５】
　次に、図６は、図５の信号ルータ４５がテストパターン信号を送信し、機能ブロック４
６が遅延プロファイルを取得する処理を説明するフローチャートである。
【００９６】
　例えば、図３の信号処理装置３１の起動時に、遅延プロファイルを取得する処理を行う
ように、信号処理装置３１が設定されているとする。
【００９７】
　ユーザが信号処理装置３１の電源をオンにして、信号処理装置３１が起動すると処理が
開始され、ステップＳ１１において、信号ルータ４５の送信側制御部６１は、遅延プロフ
ァイルを取得する処理の開始を指示する制御信号（コマンド）を無線送信部６３に供給し
、無線送信部６３は、その制御信号を機能ブロック４６に送信する。
【００９８】
　ステップＳ１１の処理後、ステップＳ１２に進み、送信側制御部６１は、テストパター
ン生成部６２を制御し、例えば、１番目に送信するように設定されているテストパターン
信号を生成させる。テストパターン生成部６２は、送信側制御部６１の制御に従い、テス
トパターン信号を生成して無線送信部６３に供給し、ステップＳ１３に進む。
【００９９】
　ステップＳ１３において、送信側制御部６１は、機能ブロック４６から、遅延プロファ
イルを取得する準備が完了したことを示す制御信号が送信されてくるまで処理を待機する
。そして、機能ブロック４６が、遅延プロファイルを取得する準備が完了したことを示す
制御信号を送信し（後述するステップＳ２３の処理）、その制御信号を無線送信部６３が
受信して送信側制御部６１に供給すると、ステップＳ１４に進む。
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【０１００】
　ステップＳ１４において、送信側制御部６１は、テストパターン信号の送信を開始する
ことを示す制御信号を無線送信部６３に供給し、無線送信部６３は、その制御信号を機能
ブロック４６に送信する。
【０１０１】
　ステップＳ１４の処理後、ステップＳ１５に進み、送信側制御部６１は、無線送信部６
３を制御し、ステップＳ１２で、テストパターン生成部６２から無線送信部６３に供給さ
れたテストパターン信号を、機能ブロック４６に送信させる。
【０１０２】
　ステップＳ１５の処理後、ステップＳ１６に進み、送信側制御部６１は、直前のステッ
プＳ１５で機能ブロック４６に送信させたテストパターン信号が、そのテストパターン信
号を繰り返して送信させる所定の回数、機能ブロック４６に送信されたか否かを判定する
。
【０１０３】
　ステップＳ１６において、送信側制御部６１が、直前のステップＳ１５で機能ブロック
４６に送信させたテストパターン信号が、そのテストパターン信号を繰り返して送信させ
る所定の回数、機能ブロック４６に送信されていないと判定した場合、ステップＳ１５に
戻る。一方、送信側制御部６１が、直前のステップＳ１５で機能ブロック４６に送信させ
たテストパターン信号が、そのテストパターン信号を繰り返して送信させる所定の回数、
機能ブロック４６に送信されたと判定した場合、ステップＳ１７に進む。
【０１０４】
　即ち、送信側制御部６１は、所定のテストパターン信号が、そのテストパターン信号を
繰り返して送信させる所定の回数、機能ブロック４６に送信されたと判定するまで、テス
トパターン信号の送信を繰り返す。
【０１０５】
　ステップＳ１７において、送信側制御部６１は、全てのテストパターン信号が機能ブロ
ック４６に送信されたか否かを判定する。例えば、テストパターン信号が７ビットの信号
である場合、送信側制御部６１は、上述したような７つのテストパターン信号が機能ブロ
ック４６に送信されたか否かを判定する。
【０１０６】
　ステップＳ１７において、送信側制御部６１が、全てのテストパターン信号が機能ブロ
ック４６に送信されていないと判定した場合、ステップＳ１２に戻り、以下、同様の処理
が繰り返される。なお、この場合、ステップＳ１２において、送信側制御部６１は、直前
のステップＳ１５で機能ブロック４６に送信されたテストパターン信号の次に送信するよ
うに設定されているテストパターン信号を、テストパターン生成部６２に生成させる。
【０１０７】
　一方、ステップＳ１７において、送信側制御部６１が、全てのテストパターン信号が機
能ブロック４６に送信されたと判定した場合、信号ルータ４５での処理は終了される。
【０１０８】
　一方、機能ブロック４６は、遅延プロファイルを取得する処理の開始を指示する制御信
号が、信号ルータ４５から送信されてくるまで処理を待機しており、上述のステップＳ１
１で、信号ルータ４５が、遅延プロファイルを取得する処理の開始を指示する制御信号を
送信すると、ステップＳ２１において、無線受信部７３は、その制御信号を受信して受信
側制御部７１に供給する。
【０１０９】
　ステップＳ２１の処理後、ステップＳ２２に進み、受信側制御部７１は、テストパター
ン生成部７２を制御し、例えば、信号ルータ４５から１番目に送信されてくることが設定
されているテストパターン信号を生成させる。テストパターン生成部７２は、送信側制御
部７１の制御に従い、テストパターン信号を生成して統計処理部７４に供給する。これに
より、遅延プロファイルを取得する処理を開始する準備が完了し、ステップＳ２３に進む
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。
【０１１０】
　ステップＳ２３において、受信側制御部７１は、遅延プロファイルを取得する準備が完
了したことを示す制御信号を無線受信部７３に供給し、無線受信部７３は、その信号を信
号ルータ４５に送信する。
【０１１１】
　ステップＳ２３の処理後、ステップＳ２４に進み、機能ブロック４６は、信号ルータ４
５から、テストパターン信号の送信を開始することを示す制御信号が送信されてくるまで
、処理を待機する。そして、上述のステップＳ１４で、信号ルータ４５がテストパターン
信号の送信を開始することを示す制御信号を送信すると、無線受信部７３は、その制御信
号を受信して受信側制御部７１に供給し、ステップＳ２５に進む。
【０１１２】
　ステップＳ２５において、無線受信部７３は、信号ルータ４５からテストパターン信号
が送信されてくるまで待機し、上述のステップＳ１５で信号ルータ４５がテストパターン
信号を送信すると、そのテストパターン信号を受信する。そして、無線受信部７３は、信
号ルータ４５から送信されてきたテストパターン信号から、現在のビットの信号値を取り
出して、統計処理部７４に供給し、ステップＳ２６に進む。
【０１１３】
　ステップＳ２６において、統計処理部７４は、ステップＳ２５で無線受信部７３から供
給された、現在のビットの信号値に基づいて、遅延プロファイルを取得する。
【０１１４】
　ここで、例えば、統計処理部７４は、無線受信部７３から統計処理部７４に供給された
現在のビットの信号値が、信号ルータ４５から１回目に送信されてきたテストパターン信
号の現在のビットの信号値であれば、その現在のビットの信号値を遅延プロファイルとし
て取得する。また、統計処理部７４は、無線受信部７３から統計処理部７４に供給された
現在のビットの信号値が、信号ルータ４５から２回目以降に送信されてきたテストパター
ン信号の現在のビットの信号値であれば、既に取得した遅延プロファイルと、新しく供給
された現在のビットの信号値との平均値を、遅延プロファイルとして新たに取得する。
【０１１５】
　ステップＳ２６の処理後、ステップＳ２７に進み、受信側制御部７１は、直前のステッ
プＳ２５で受信したテストパターン信号が、同一のテストパターン信号が繰り返して送信
されてくる所定の回数、送信されてきたか否かを判定する。
【０１１６】
　ステップＳ２７において、受信側制御部７１が、直前のステップＳ２５で受信したテス
トパターン信号が、同一のテストパターン信号が繰り返して送信されてくる所定の回数、
送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ２５に戻り、以下、同様の処理が繰り
返される。
【０１１７】
　一方、ステップＳ２７において、受信側制御部７１が、直前のステップＳ２５で受信し
たテストパターン信号が、同一のテストパターン信号が繰り返して送信されてくる所定の
回数、送信されてきたと判定した場合、ステップＳ２８に進み、統計処理部７４は、ステ
ップＳ２２でテストパターン生成部７２から供給されたテストパターン信号と、ステップ
Ｓ２６で取得した遅延プロファイルとを対応付けて、遅延プロファイル蓄積部７５に蓄積
させる。
【０１１８】
　ステップＳ２８の処理後、ステップＳ２９に進み、受信側制御部７１は、全てのパター
ンのテストパターン信号が信号ルータ４５から送信されてきたか否かを判定する。
【０１１９】
　ステップＳ２９において、受信側制御部７１が、全てのパターンのテストパターン信号
が信号ルータ４５から送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ２２に戻り、信
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号ルータ４５から次のテストパターン信号が送信されてくるまで待機して、以下、同様の
処理が繰り返される。
【０１２０】
　一方、ステップＳ２９において、受信側制御部７１が、全てのパターンのテストパター
ン信号が信号ルータ４５から送信されてきたと判定した場合、処理は終了される。
【０１２１】
　以上のように、信号ルータ４５は、テストパターン信号を送信し、機能ブロック４６は
、信号ルータ４５から送信されてくるテストパターン信号に応じた遅延プロファイルを取
得することができる。
【０１２２】
　次に、図７は、図５の機能ブロック４６により取得される遅延プロファイルの例を示す
図である。
【０１２３】
　図７の横軸は、遅延プロファイルの位相を表し、図７の縦軸は、遅延プロファイルの信
号値を表す。図７には、７ビットのテストパターン信号に基づいて取得された遅延プロフ
ァイルＬ１乃至Ｌ７が示されている。また、遅延プロファイルＬ１乃至Ｌ７は、テストパ
ターン信号の現在のビットの信号値を、１３点のサンプリングポイントでサンプリングす
ることにより、取得されたものである。
【０１２４】
　即ち、テストパターン信号のビットを、「６ビット前、５ビット前、４ビット前、３ビ
ット前、２ビット前、１ビット前、現在のビット」と表すとすると、図７には、テストパ
ターン信号「1,0,0,0,0,0,0」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ１、テストパタ
ーン信号「0,1,0,0,0,0,0」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ２、テストパター
ン信号「0,0,1,0,0,0,0」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ３、テストパターン
信号「0,0,0,1,0,0,0」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ４、テストパターン信
号「0,0,0,0,1,0,0」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ５、テストパターン信号
「0,0,0,0,0,1,0」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ６、テストパターン信号「0
,0,0,0,0,0,1」に基づいて取得された遅延プロファイルＬ７が示されている。
【０１２５】
　機能ブロック４６は、このような遅延プロファイルを取得し、その後の信号ルータ４５
との無線通信において、遅延プロファイルの所定の位相での信号値と、現在のビットの前
に送信された複数のビットが取る値とを用いて、現在のビットの信号値を、その位相ごと
に予測することができる。
【０１２６】
　即ち、現在のビットの位相ｋでの予測信号値ｙkは、現在のビットのｎビット前に送信
されたビットをｘnとし、現在のビットのｎビット前に送信されたビットが「１」である
テストパターン信号に基づいて求められた遅延プロファイルの位相ｋでの信号値をａn,k

とすると、次の式（１）で求めることができる。
【０１２７】
【数１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
【０１２８】
　ここで、式（１）において、ビットｘ0は、仮の現在のビットであり、現在のビットの
位相ｋでの予測信号値ｙkとしては、例えば、現在のビットが「１」であるとしたときの
値、または、現在のビットが「０」であるとしたときの値が求められる。
【０１２９】
　また、現在のビットの位相０乃至ｋ（例えば、図７の例では、位相０乃至１２）での予
測信号値ｙ0乃至ｙkは、次式で表される。
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【０１３０】
【数２】

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【０１３１】
　なお、式（２）における遅延プロファイルの位相ｋでの信号値をａn,kからなる行列を
、例えば、受信振幅値予測係数という。また、式（１）および式（２）の演算を行うにあ
たり、例えば、無線通信の変調方式がBPSKである場合には、「０」を表すビットの値とし
て、ビットｘには「－１」が入力され、「１」を表すビットの値として、ビットｘには「
＋１」が入力される。
【０１３２】
　次に、図８は、現在のビットの位相ｋでの予測信号値ｙkを求める予測信号値算出部の
構成例を示すブロック図である。
【０１３３】
　図８において、予測信号値算出部８１は、シフトレジスタ部８２、ｎ＋１個の掛け算器
８３1乃至８３n+1、および足し算器８４から構成される。予測信号値算出部８１は、上述
の式（１）を演算し、現在のビットが「１」または「０」であるとして、予測信号値ｙk

を求める。
【０１３４】
　シフトレジスタ部８２は、ｎ＋１個の記憶領域８５1乃至８５n+1を有する。記憶領域８
５1は、現在のビットｘ0を記憶し、記憶領域８５2乃至８５n+1は、それぞれ現在のｎビッ
ト前のビットｘnを記憶する。そして、記憶領域８５1に、現在のビットが新たに入力され
ると、記憶領域８５1乃至８５nは、自身が記憶していたビットを、後段の記憶領域８５2

乃至８５n+1にそれぞれ供給する。
【０１３５】
　例えば、シフトレジスタ部８２に、現在のビットｘ0として、「１」または「０」が入
力されると、記憶領域８５1は現在のビットｘ0を保持し、記憶領域８５2は１ビット前の
ビットｘ1を保持し、記憶領域８５3は２ビット前のビットｘ2を保持し、以下、同様に、
記憶領域８５n+1はｎビット前のビットｘnを保持する。
【０１３６】
　掛け算器８３1乃至８３n+1は、図５の遅延プロファイル蓄積部７５から、遅延プロファ
イルの位相ｋでの信号値ａ0,k乃至ａn,kを読み出し、記憶領域８５1乃至８５n+1に記憶さ
れているビットｘ0乃至ｘnにそれぞれ掛け合わし、その結果得られる値（例えば、ａn,k

・ｘn）を、足し算器８４に供給する。
【０１３７】
　足し算器８４は、掛け算器８３1乃至８３n+1のそれぞれから供給された値（即ち、ａ0,

k・ｘ0乃至ａn,k・ｘn）を足し合わせ、現在のビットの位相ｋにおける予測信号値ｙkを
出力する。
【０１３８】
　このように、予測信号値算出部８１は、上述の式（１）を演算し、現在のビットの位相
ｋにおける予測信号値ｙkを求めることができる。
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【０１３９】
　なお、例えば、予測信号値算出部８１では、シフトレジスタ部８２に入力された現在の
ビットが、記憶領域８５1乃至８５n+1に、順次、入力されるが、後述するように、予測信
号値算出部８１により求められた現在のビットの位相ｋにおける予測信号値ｙkに基づい
て、現在のビットが決定（即ち、現在のビットが「１」または「０」のうちのいずれであ
るかが判定）される。従って、現在のビットの予測信号値を求めるにあたり、現在のビッ
トの１ビット前からｎビット前までの各ビットに、既に求められた予測信号値に基づいて
決定されたビットを用いることができる。
【０１４０】
　即ち、図９は、既に求められた予測信号値に基づいて決定されたビットを用いて、現在
のビットの予測信号値を求める予測信号値算出部の構成例を示すブロック図である。
【０１４１】
　図９において、予測信号値算出部８１’は、シフトレジスタ部８２’、ｎ個の掛け算器
８３1乃至８３n+1、および足し算器８４から構成される。予測信号値算出部８１’におい
て、掛け算器８３1乃至８３n+1、および足し算器８４は、図８の予測信号値算出部８１と
同様に構成されており、その説明は省略する。
【０１４２】
　また、予測信号値算出部８１’のシフトレジスタ部８２’は、ｎ＋１個の記憶領域８５

1乃至８５n+1を有する点で、図８のシフトレジスタ部８２と共通するが、記憶領域８５2

に、１ビット前のビットの予測信号値に基づいて決定されたビットが入力されるように構
成されている点で、図８のシフトレジスタ部８２と異なる。
【０１４３】
　このように構成されている予測信号値算出部８１’には、記憶領域８５1に、現在のビ
ットｘ0が入力され、記憶領域８５2に、１ビット前のビットの予測信号値に基づいて決定
されたビットが入力されると、予測信号値算出部８１と同様に、予測信号値ｙkを算出す
る。
【０１４４】
　例えば、記憶領域８５1に、現在のビットとして「１」が入力されると、予測信号値算
出部８１’は、現在のビットが「１」であるとして予測された予測信号値ｙkを算出する
。一方、記憶領域８５1に、現在のビットとして「０」が入力されると、予測信号値算出
部８１’は、現在のビットが「０」であるとして予測された予測信号値ｙkを算出する。
【０１４５】
　そして、例えば、現在のビットが「１」であるとして予測された予測信号値ｙkと、現
在のビットが「０」であるとして予測された予測信号値ｙkと、電磁波を用いて実際に送
信されてきた現在のビットの信号値とを比較することにより、電磁波を用いて実際に送信
されてきた現在のビットが、「１」または「０」のうちのいずれであるかが判定される。
【０１４６】
　次に、図１０は、機能ブロック４６の構成例を示すブロック図である。図１０では、機
能ブロック４６が、信号ルータ４５から送信されてくる信号を受信し、その信号の現在の
ビットを判定する処理に必要なブロックが示されている。
【０１４７】
　図１０において、機能ブロック４６は、アンテナ４６ａ、発振器９１、掛け算器９２，
A/D(Digital/Analog)コンバータ９３、比較器９４、並びに、予測信号値算出部９５およ
び９６から構成される。
【０１４８】
　アンテナ４６ａは、信号ルータ４５から電磁波により送信されてくる信号、即ち、RF（
Radio Frequency）信号を受信し、掛け算器９２に供給する。
【０１４９】
　発振器９１は、アンテナ４６ａが受信したRF信号を、ベースバンド信号にするための所
定の信号を生成して、掛け算器９２に供給する。
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【０１５０】
　掛け算器９２は、アンテナ４６ａから供給されたRF信号に、発振器９１から供給された
所定の信号を掛け合わせて、ベースバンド信号を取得し、A/Dコンバータ９３に供給する
。
【０１５１】
　A/Dコンバータ９３は、掛け算器９２から供給されたベースバンド信号をA/D変換し、A/
D変換した結果得られた値を、信号ルータ４５が送信した信号が表すビットの信号値とし
て取得する。そして、A/Dコンバータ９３は、信号ルータ４５が送信した信号が表すビッ
トの信号値を、順次、比較器９４に供給する。
【０１５２】
　比較器９４は、A/Dコンバータ９３から供給されてくる信号値を、順次、現在のビット
の信号値として処理を行う。また、比較器９４には、予測信号値算出部９５から、現在の
ビットが「１」であるとして予測された予測信号値が供給され、予測信号値算出部９６か
ら、現在のビットが「０」であるとして予測された予測信号値が供給される。
【０１５３】
　例えば、比較器９４は、A/Dコンバータ９３から供給された現在のビットの信号値と、
予測信号値算出部９６から供給された現在のビットが「１」であるとして予測された予測
信号値との差分値δ1を算出するとともに、A/Dコンバータ９３から供給された現在のビッ
トの信号値と、予測信号値算出部９６から供給された現在のビットが「０」であるとして
予測された予測信号値との差分値δ0を算出する。
【０１５４】
　そして、比較器９４は、差分値δ1と差分値δ0とを比較し、差分値δ1と差分値δ0との
うちの、小さい方の差分値の算出に用いられた予測信号値の予測に用いられたビットを、
現在のビットとして決定する。また、比較器９４は差分値δ1と差分値δ0とのうちの、小
さい方の差分値を、比較器９４が決定した現在のビットの信頼度として出力する。例えば
、ビットを判定する処理の後段の処理、画像の信号を所定の符号化方式で符号化または復
号する処理などに、現在のビットの信頼度を用いることで、処理を柔軟に行うことができ
る。
【０１５５】
　予測信号値算出部９５および９６は、図９の予測信号値算出部８１’をそれぞれ有して
おり、予測信号値算出部９５および９６が有する予測信号値算出部８１’の記憶領域８５

2には、比較器９４により決定されたビットであって、現在の１ビット前のビットの予測
信号値に基づいて決定されたビットが入力される。
【０１５６】
　また、予測信号値算出部９５が有する予測信号値算出部８１’の記憶領域８５1には、
予測信号値を算出するためのビットとして「１」が入力され、予測信号値算出部９５は、
現在のビットが「１」であるとして予測した予測信号値を算出し、比較器９４に供給する
。一方、予測信号値算出部９６が有する予測信号値算出部８１’の記憶領域８５1には、
予測信号値を算出するためのビットとして「０」が入力され、予測信号値算出部９６は、
現在のビットが「０」であるとして予測した予測信号値を算出し、比較器９４に供給する
。
【０１５７】
　次に、図１１は、図１０の機能ブロック４６が信号の現在のビットを判定する処理を説
明するフローチャートである。
【０１５８】
　図３の信号ルータ４５が信号を送信し、その信号を図１０の機能ブロック４６のアンテ
ナ４６ａが受信すると、ステップＳ４１において、掛け算器９２は、アンテナ４６ａが受
信した信号に、発振器９１が生成した所定の信号を掛け合わせて、ベースバンド信号を取
得する。掛け算器９２は、ベースバンド信号をA/Dコンバータ９３に供給し、ステップＳ
４２に進む。
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【０１５９】
　ステップＳ４２において、A/Dコンバータ９３は、掛け算器９２から供給されたベース
バンド信号をA/D変換し、A/D変換した結果得られる信号のビットの信号値を、順次、比較
器９４に供給する。
【０１６０】
　ステップＳ４３において、予測信号値算出部９５は、現在のビットが「１」であるとし
て予測信号値を算出し、比較器９４に供給する。
【０１６１】
　ステップＳ４３の処理後、ステップＳ４４に進み、予測信号値算出部９６は、現在のビ
ットが「０」であるとして予測信号値を算出し、比較器９４に供給して、ステップＳ４５
に進む。
【０１６２】
　ステップＳ４５において、比較器９４は、ステップＳ４３で予測信号値算出部９５から
供給された現在のビットが「１」であるとして算出された予測信号値と、ステップＳ４２
でA/Dコンバータ９３から供給された現在のビットの信号値との差分値δ1を算出する。
【０１６３】
　ステップＳ４５の処理後、ステップＳ４６に進み、比較器９４は、ステップＳ４４で予
測信号値算出部９６から供給された現在のビットが「０」であるとして算出された予測信
号値と、ステップＳ４２でA/Dコンバータ９３から供給された現在のビットの信号値との
差分値δ0を算出し、ステップＳ４７に進む。
【０１６４】
　ステップＳ４７において、比較器９４は、差分値δ1を２乗した値と、差分値δ0を２乗
した値とを比較し、差分値δ0を２乗した値が、差分値δ1を２乗した値以下であるか否か
を判定する。
【０１６５】
　ステップＳ４７において、比較器９４が、差分値δ0を２乗した値が、差分値δ1を２乗
した値以下であると判定した場合、ステップＳ４８に進み、比較器９４は、現在のビット
は「０」であると決定する。
【０１６６】
　一方、ステップＳ４７において、比較器９４が、差分値δ0を２乗した値が、差分値δ1

を２乗した値以下でない（大である）と判定した場合、ステップＳ４９に進み、比較器９
４は、現在のビットは「１」であると決定する。
【０１６７】
　ステップＳ４８またはＳ４９の処理後、ステップＳ４３に戻り、A/Dコンバータ９３か
ら現在のビットの次に供給されるビットを、新たに、現在のビットとして、以下、同様の
処理が繰り返される。
【０１６８】
　以上のように、機能ブロック４６では、信号ルータ４５から送信されてきた信号の現在
のビットの信号値と、現在のビットが「１」であるとして算出された予測信号値と、現在
のビットが「０」であるとして算出された予測信号値とに基づいて、現在のビットを正確
に決定することができる。
【０１６９】
　そして、信号が表す各ビットを正確に判定することで、信号処理装置３１の筐体３２の
内部で行われる無線通信の品質を向上させることができる。
【０１７０】
　また、従来の無線通信では、例えば、送信側が、信号をブロック化し、それぞれのブロ
ックに誤り訂正符号を付加して送信し、受信側が、そのブロックを受信して展開し、誤り
訂正符号を用いて信号に発生した誤りを訂正する処理を行う必要があった。
【０１７１】
　これに対し、信号処理装置３１では、遅延プロファイルを用いて、ビットを正確に決定
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することができるので、信号ルータ４５は、信号のビットを順次送信するだけでよく、機
能ブロック４６は、信号ルータ４５からの信号を受信して、その信号のビットを順次決定
するだけでよい。従って、リアルタイム性を容易に確保することができる。また、誤りを
訂正する処理を行わなくてもよいので、装置をシンプルに構成することができる。
【０１７２】
　また、信号処理装置３１は、信号ケーブルを介して信号を送信する従来の信号処理装置
と同様に、信号のビットが順次送信されるように構成されているので、信号ケーブルを介
して信号を送信する従来の信号処理装置の基板間ハーネスや基板コネクタに代替して、信
号処理装置３１で行われる無線通信のシステムを、容易に、かつ、安価に導入することが
できる。また、信号処理装置３１を製造する製造工程においても、従来の信号処理装置で
必要であったハーネス接続工程などを、省くことができる。
【０１７３】
　なお、本実施の形態では、信号ルータ４５から機能ブロック４６に信号を送信する場合
について説明したが、機能ブロック４６から信号ルータ４５に信号を送信したり、機能ブ
ロック４６どうしの間で信号の送受信をしたりする場合においても、信号ルータ４５から
機能ブロック４６に信号を送信する場合と同様の処理により、現在のビットを正確に決定
することができる。
【０１７４】
　また、比較器９４は、上述したような差分値δ1またはδ0を求めて、現在のビットを決
定してもよいが、例えば、現在のビットが「１」であるとして算出された予測信号値と、
現在のビットが「０」であるとして算出された予測信号値との平均値を閾値とし、その閾
値と、現在のビットの信号値とを比較して、現在のビットを決定することができる。
【０１７５】
　即ち、図１２は、機能ブロックの他の構成例を示すブロック図である。図１２の機能ブ
ロックでは、現在のビットが「１」であるとして算出された予測信号値と、現在のビット
が「０」であるとして算出された予測信号値との平均値を閾値とし、その閾値と現在のビ
ットの信号値とを比較して、現在のビットが決定される。
【０１７６】
　図１２において、機能ブロック４６’は、アンテナ４６ａ、発振器９１、掛け算器９２
，A/Dコンバータ９３、比較器９４’、並びに、予測信号値算出部９５および９６から構
成される。アンテナ４６ａ、発振器９１、掛け算器９２，A/Dコンバータ９３、並びに、
予測信号値算出部９５および９６は、図１０の機能ブロック４６と同様に構成されており
、その説明は省略する。
【０１７７】
　比較器９４’は、足し算器９７、掛け算器９８、および可変閾値判定器９９から構成さ
れている。
【０１７８】
　足し算器９７には、予測信号値算出部９５から、現在のビットが「１」であるとして予
測された予測信号値が供給されるとともに、予測信号値算出部９６から、現在のビットが
「０」であるとして予測された予測信号値が供給される。足し算器９７は、現在のビット
が「１」であるとして予測された予測信号値と、現在のビットが「０」であるとして予測
された予測信号値とを足し合わせ、その結果得られる値を、掛け算器９８に供給する。
【０１７９】
　掛け算器９８は、現在のビットが「１」であるとして予測された予測信号値と、現在の
ビットが「０」であるとして予測された予測信号値とを足し合わせた値に、１／２を掛け
ることにより、現在のビットが「１」であるとして算出された予測信号値と、現在のビッ
トが「０」であるとして算出された予測信号値との平均値を算出し、その平均値を可変閾
値判定器９９に供給する。
【０１８０】
　可変閾値判定器９９には、A/Dコンバータ９３から、現在のビットの信号値が供給され
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、可変閾値判定部９９は、掛け算器９８から供給された平均値を閾値として、現在のビッ
トの信号値が、閾値以下であるか否かを判定し、その判定結果に基づいて、現在のビット
を、「１」または「０」のうちのいずれかに決定する。
【０１８１】
　例えば、可変閾値判定部９９は、現在のビットの信号値が閾値以下であると判定した場
合、現在のビットは「０」であると決定し、現在のビットの信号値が閾値以下でない（大
である）と判定した場合、現在のビットは「１」であると決定する。
【０１８２】
　以上のように構成される機能ブロック４６’では、現在のビットの判定に用いられる閾
値が、現在のビットが「１」であるとして予測された予測信号値と、現在のビットが「０
」であるとして予測された予測信号値とに応じて変化するので、例えば、固定された閾値
（例えば、０）を用いて現在のビットの判定を行う装置よりも、現在のビットを正確に決
定することができる。
【０１８３】
　ところで、上述の説明では、テストパターン信号が、７ビットの信号である場合に、７
通りの信号をテストパターン信号として用いるとしたが、テストパターン信号としては、
図１３に示すように、各ビットが「０」または「１」であるときの１２８（２の７乗）通
りの信号を用いることができる。
【０１８４】
　図１３には、各ビットが「０」または「１」であるときの１２８つのテストパターン信
号と、それらのテストパターン信号に基づいて取得される遅延プロファイルとの例が示さ
れている。
【０１８５】
　このように、各ビットが「０」または「１」であるときのテストパターン信号に対応し
た遅延プロファイルを予め取得することにより、例えば、上述の式（１）の演算を行うこ
となく、実際に受信した信号と同一のビットの並びからなるテストパターン信号に対応し
た遅延プロファイルを用いて、迅速に、現在のビットを決定することができる。
【０１８６】
　なお、信号処理装置３１の起動時に、図６のフローチャートの処理、即ち、信号ルータ
４５がテストパターン信号を送信し、機能ブロック４６が遅延プロファイルを取得する処
理が行われるとしたが、例えば、図２に示すように、信号処理装置３１の筐体３２に収納
されている各部が固定されていて、その配置などが変更されなければ、遅延プロファイル
に変化はないので、信号処理装置３１の起動ごとに、遅延プロファイルを取得する必要は
ない。
【０１８７】
　一方、例えば、信号処理装置３１に新たな基板などが追加されたときには、その基板で
反射する電磁波などにより、遅延プロファイルが変化するので、新たに、遅延プロファイ
ルを取得する必要がある。従って、例えば、図５の信号ルータ４５と機能ブロック４６は
、信号処理装置３１の起動時に、遅延プロファイルを取得する処理を開始する前に、遅延
プロファイルが変化したか否かをチェックし、遅延プロファイルが変化していた場合に、
遅延プロファイルを取得する処理を実行するようにしてもよい。
【０１８８】
　次に、図１４は、遅延プロファイルの変化をチェックする処理を説明するフローチャー
トである。
【０１８９】
　例えば、ユーザが信号処理装置３１の電源をオンにして、信号処理装置３１が起動する
と処理が開始され、ステップＳ５１において、図５の信号ルータ４５の送信側制御部６１
は、遅延プロファイルの変化をチェックする処理の開始を指示する制御信号（コマンド）
を無線送信部６３に供給し、無線送信部６３は、その制御信号を機能ブロック４６に送信
する。
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【０１９０】
　ステップＳ５１の処理後、ステップＳ５２に進み、送信側制御部６１は、テストパター
ン生成部６２を制御し、例えば、１番目に送信するように設定されているテストパターン
信号を生成させる。テストパターン生成部６２は、送信側制御部６１の制御に従い、テス
トパターン信号を生成して無線送信部６３に供給し、ステップＳ５３に進む。
【０１９１】
　ステップＳ５３において、送信側制御部６１は、機能ブロック４６から、遅延プロファ
イルの変化をチェックする準備が完了したことを示す制御信号が送信されてくるまで処理
を待機する。そして、機能ブロック４６が、遅延プロファイルの変化をチェックする準備
が完了したことを示す制御信号を送信し（後述するステップＳ６４の処理）、その制御信
号を無線送信部６３が受信して送信側制御部６１に供給すると、ステップＳ５４に進む。
【０１９２】
　ステップＳ５４において、送信側制御部６１は、遅延プロファイルの変化をチェックす
るためのテストパターン信号の送信を開始することを示す制御信号を無線送信部６３に供
給し、無線送信部６３は、その制御信号を機能ブロック４６に送信する。
【０１９３】
　ステップＳ５４の処理後、ステップＳ５５に進み、送信側制御部６１は、無線送信部６
３を制御し、ステップＳ５２で、テストパターン生成部６２から無線送信部６３に供給さ
れたテストパターン信号を、機能ブロック４６に送信させる。
【０１９４】
　ステップＳ５５の処理後、ステップＳ５６に進み、送信側制御部６１は、ステップＳ５
５で送信させたテストパターン信号に基づいて、遅延プロファイルの変化をチェックした
結果が機能ブロック４６から送信されてくるまで待機する。そして、機能ブロック４６が
、テストパターン信号に基づいて、遅延プロファイルの変化をチェックした結果を送信し
（後述するステップＳ６９またはＳ７１の処理）、その結果を無線送信部６３が受信して
送信側制御部６１に供給すると、ステップＳ５７に進む。
【０１９５】
　ステップＳ５７において、送信側制御部６１は、無線送信部６３から供給された結果が
、遅延プロファイルの変化をチェックする処理の継続を示しているか、または、図６の遅
延プロファイルを取得する処理の実行の要求を示しているかを判定する。
【０１９６】
　ステップＳ５７において、送信側制御部６１が、無線送信部６３から供給された結果が
、図６の遅延プロファイルを取得する処理の実行の要求を示していると判定した場合、処
理は終了され、図６の遅延プロファイルを取得する処理が開始される。
【０１９７】
　一方、ステップＳ５７において、送信側制御部６１が、無線送信部６３から供給された
結果が、遅延プロファイルの変化をチェックする処理の継続を示していると判定した場合
、ステップＳ５８に進み、送信側制御部６１は、全てのテストパターン信号が機能ブロッ
ク４６に送信されたか否かを判定する。
【０１９８】
　ステップＳ５８において、送信側制御部６１が、全てのテストパターン信号が機能ブロ
ック４６に送信されていないと判定した場合、ステップＳ５２に戻り、以下、上述した処
理が繰り返される。
【０１９９】
　一方、ステップＳ５８において、送信側制御部６１が、全てのテストパターン信号が機
能ブロック４６に送信されたと判定した場合、処理は終了される。なお、この場合、図６
の遅延プロファイルを取得する処理は実行されない。
【０２００】
　一方、機能ブロック４６は、遅延プロファイルの変化をチェックする処理の開始を指示
する制御信号が、信号ルータ４５から送信されてくるまで処理を待機しており、上述のス
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テップＳ５１で、信号ルータ４５が、遅延プロファイルの変化をチェックする処理の開始
を指示する制御信号を送信すると、ステップＳ６１において、無線受信部７３は、その制
御信号を受信して受信側制御部７１に供給する。
【０２０１】
　ステップＳ６１の処理後、ステップＳ６２に進み、受信側制御部７１は、テストパター
ン生成部７２を制御し、例えば、信号ルータ４５から１番目に送信されてくることが設定
されているテストパターン信号を生成させる。テストパターン生成部７２は、送信側制御
部７１の制御に従い、テストパターン信号を生成して受信側制御部７１に供給し、ステッ
プＳ６３に進む。
【０２０２】
　ステップＳ６３において、受信側制御部７１は、テストパターン生成部７２および統計
処理部７４を介して、遅延プロファイル蓄積部７５に蓄積されている遅延プロファイルの
うちの、ステップＳ６２でテストパターン生成部７２から供給されたテストパターン信号
に対応付けられている遅延プロファイルを読み出し、これにより、遅延プロファイルの変
化をチェックする準備が完了し、ステップＳ６４に進む。
【０２０３】
　ステップＳ６４において、受信側制御部７１は、遅延プロファイルの変化をチェックす
る準備が完了したことを示す制御信号を無線受信部７３に供給し、無線受信部７３は、そ
の制御信号を信号ルータ４５に送信する。
【０２０４】
　ステップＳ６４の処理後、ステップＳ６５に進み、機能ブロック４６は、信号ルータ４
５から、遅延プロファイルの変化をチェックするためのテストパターン信号の送信を開始
することを示す制御信号が送信されてくるまで、処理を待機する。そして、上述のステッ
プＳ５４で、信号ルータ４５が、遅延プロファイルの変化をチェックするためのテストパ
ターン信号の送信を開始することを示す制御信号を送信すると、無線受信部７３は、その
制御信号を受信して受信側制御部７１に供給し、ステップＳ６６に進む。
【０２０５】
　ステップＳ６６において、無線受信部７３は、信号ルータ４５からテストパターン信号
が送信されてくるまで待機し、上述のステップＳ５５で信号ルータ４５がテストパターン
信号を送信すると、そのテストパターン信号を受信する。そして、無線受信部７３は、信
号ルータ４５から送信されてきたテストパターン信号から、現在のビットの信号値を取り
出して、受信側制御部７１に供給し、ステップＳ６７に進む。
【０２０６】
　ステップＳ６７において、受信側制御部７１は、ステップＳ６３で遅延プロファイル蓄
積部７５から読み出した遅延プロファイルと、ステップＳ６６で無線受信部７３から供給
された現在のビットの信号値との差分値を算出する。例えば、遅延プロファイルが変化し
ていれば、差分値は、大きな値となり、遅延プロファイルが変化していなければ、ステッ
プＳ６８で算出した差分値は、０または小さな値となる。
【０２０７】
　ステップＳ６７の処理後、ステップＳ６８に進み、受信側制御部７１は、ステップＳ６
８で算出した差分値が、予め設定された所定の許容値より大きいか否かを判定する。
【０２０８】
　ステップＳ６８において、受信側制御部７１が、ステップＳ６８で算出した差分値が、
所定の許容値より大きいと判定した場合、遅延プロファイルは変化しており、ステップＳ
６９に進み、受信側制御部７１は、無線受信部７３を制御して、遅延プロファイルの変化
をチェックした結果として、図６の遅延プロファイルを取得する処理の実行の要求を示す
結果を信号ルータ４５に送信し、処理を終了する。
【０２０９】
　一方、ステップＳ６８において、受信側制御部７１が、ステップＳ６８で算出した差分
値が、所定の許容値より大きくない（以下である）と判定した場合、ステップＳ７０に進
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み、受信側制御部７１は、全てのテストパターン信号が信号ルータ４５から送信されてき
たか否かを判定する。
【０２１０】
　ステップＳ７０において、受信側制御部７１が、全てのテストパターン信号が信号ルー
タ４５から送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ７１に進む。
【０２１１】
　ステップＳ７１において、受信側制御部７１は、無線受信部７３を制御して、遅延プロ
ファイルの変化をチェックした結果として、遅延プロファイルの変化をチェックする処理
の継続を示す結果を信号ルータ４５に送信させ、ステップＳ６２に戻り、以下、同様の処
理が繰り返される。
【０２１２】
　一方、ステップＳ７０において、受信側制御部７１が、全てのテストパターン信号が信
号ルータ４５から送信されてきたと判定した場合、処理は終了される。
【０２１３】
　以上のように、遅延プロファイルの変化をチェックする処理を実行することにより、例
えば、信号処理装置３１に新たな基板などが追加されて、遅延プロファイルが変化したと
きには、図６の遅延プロファイルを取得する処理を実行することができ、遅延プロファイ
ルを新たに取得することができる。従って、信号処理装置３１に新たな基板などが追加さ
れても、信号処理装置３１の筐体３２の内部において、それぞれの基板が無線通信を確実
に行うことができる。
【０２１４】
　また、遅延プロファイルが変化したときだけ、遅延プロファイルを取得する処理を実行
するようにすることで、信号処理装置３１が起動するごとに遅延プロファイルを取得する
処理を実行する場合よりも、起動に必要な時間を短縮することができる。
【０２１５】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【０２１６】
　図１５は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータの
構成の例を示すブロック図である。CPU（Central Processing Unit）１０１は、ROM（Rea
d Only Memory）１０２、または記憶部１０８に記憶されているプログラムに従って各種
の処理を実行する。RAM（Random Access Memory）１０３には、CPU１０１が実行するプロ
グラムやデータなどが適宜記憶される。これらのCPU１０１、ROM１０２、およびRAM１０
３は、バス１０４により相互に接続されている。
【０２１７】
　CPU１０１にはまた、バス１０４を介して入出力インタフェース１０５が接続されてい
る。入出力インタフェース１０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる
入力部１０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部１０７が接続されている。CP
U１０１は、入力部１０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして
、CPU１０１は、処理の結果を出力部１０７に出力する。
【０２１８】
　入出力インタフェース１０５に接続されている記憶部１０８は、例えばハードディスク
からなり、CPU１０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部１０９は
、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の装置
と通信する。
【０２１９】



(26) JP 5003147 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

　また、通信部１０９を介してプログラムを取得し、記憶部１０８に記憶してもよい。
【０２２０】
　入出力インタフェース１０５に接続されているドライブ１１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア１１１が装着
されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する
。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部１０８に転送され、記憶される
。
【０２２１】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図１５に示すように、磁気ディスク（フレキシ
ブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Digi
tal Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパ
ッケージメディアであるリムーバブルメディア１１１、または、プログラムが一時的もし
くは永続的に格納されるROM１０２や、記憶部１０８を構成するハードディスクなどによ
り構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデ
ムなどのインタフェースである通信部１０９を介して、ローカルエリアネットワーク、イ
ンターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行われ
る。
【０２２２】
　なお、本発明は、１シンボルにより１ビットが伝送される変調方式を用いる装置の他、
例えば、QPSK(quadrature phase shift keying)や、8PSK(quadrature phase shift keyin
g)のように、１シンボルにより複数のビットが伝送される変調方式を用いる装置にも適用
することができる。
【０２２３】
　また、本発明は、信号処理装置などの筐体の内部における無線通信だけではなく、遅延
プロファイルが一定な環境であれば、屋外での無線通信にも適用することができる。また
、ケーブルを介して信号を伝送するにあたり、ケーブルの端部で信号が反射し、伝送すべ
き信号と反射した信号とによって発生する干渉も定常的なものであるので、このようなケ
ーブルを介して通信に、本発明を適用することで、通信の品質を向上させることができる
。
【０２２４】
　また、例えば、磁界を利用した近接通信では、通信距離が限定されてしまうため、通信
に用いるアンテナの配置などに制限があるが、信号処理装置３１は、アンテナの配置が限
定されることなく、高品質な通信を行うことができる。
【０２２５】
　なお、上述のフローチャートを参照して説明した各処理は、必ずしもフローチャートと
して記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行さ
れる処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含むものである。
【０２２６】
　また、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２２７】
【図１】従来の信号処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明を適用した信号処理装置の一実施の形態の構成例を示す斜視図である。
【図３】信号処理装置３１の構成例を示すブロック図である。
【図４】信号ルータ４５から機能ブロック４６に送信されるビットの信号値により表され
る波形に生じる歪について説明する図である。
【図５】信号ルータ４５および機能ブロック４６の構成例を示すブロック図である。
【図６】信号ルータ４５がテストパターン信号を送信し、機能ブロック４６が遅延プロフ
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ァイルを取得する処理を説明するフローチャートである。
【図７】機能ブロック４６により取得される遅延プロファイルの例を示す図である。
【図８】現在のビットの位相ｋでの予測信号値ｙkを求める予測信号値算出部の構成例を
示すブロック図である。
【図９】予測信号値算出部の構成例を示すブロック図である。
【図１０】機能ブロック４６の構成例を示すブロック図である。
【図１１】機能ブロック４６が信号の現在のビットを判定する処理を説明するフローチャ
ートである。
【図１２】機能ブロックの他の構成例を示すブロック図である。
【図１３】テストパターン信号と遅延プロファイルとの例を示す図である。
【図１４】遅延プロファイルの変化をチェックする処理を説明するフローチャートである
。
【図１５】パーソナルコンピュータの構成の例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２２８】
　３１　信号処理装置，　３２　筐体，　３３　電源モジュール，　３４　プラットフォ
ーム基板，　３５　入力基板，　３５ａ　アンテナ，　３６1乃至３６3　信号処理基板，
　３６ａ1乃至３６ａ3　アンテナ，　３７　出力基板，　３７ａ　アンテナ，　４３1乃
至４３4　コネクタ，　４４　入力セレクタ，　４５　信号ルータ，　４５ａ　アンテナ
，　４６1乃至４６3　機能ブロック，　３６ａ1乃至３６ａ3　アンテナ，　４７　コネク
タ，　４８　リモートコマンダ，　４９　操作部，　５０　システム制御ブロック，　５
０ａ　アンテナ，　６１　送信側制御部，　６２　テストパターン生成部，　６３　無線
送信部，　７１　受信側制御部，　７２　テストパターン生成部，　７３　無線受信部，
　７４　統計処理部，　７５　遅延プロファイル蓄積部，　８１　予測信号値算出部，　
８２　シフトレジスタ部，　８３1乃至８３n+1　掛け算器，　８４　足し算器，　８５1

乃至８５n+1　記憶領域，　９１　発振器，　９２　掛け算器，　９３　A/Dコンバータ，
　９４　比較器，　９５および９６　予測信号値算出部，　９７　足し算器，　９８　掛
け算器，　９９　可変閾値判定器
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