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(57) Abstract: To detect a disconnection of a feeding line in a
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ceiver apparatus (2) uses a switch (20) for selectively switching
coaxial cables (9a-9d) connected to reception antennas (8a-8d) to
receive, via a selected coaxial cable and its associated reception
antenna, image information transmitted from a capsule endoscope
(3). The receiver apparatus (2) has a switch (22), a disconnection
detecting circuit (23), and a control part (26). The switch (22)
branches the coaxial cables (9a-9d) near the switch (20) and se

lectively switches the branched coaxial cables. The disconnection
detecting circuit (23) applies, via a constant current source (203),
a DC voltage to the coaxial cable selected by the switch (22) to de

termine whether the coaxial cable has been disconnected, depend
ing on whether the voltage of the coaxial cable has been grounded.
The control part (26) controls the selective switching of the switch
(22) and also controls the disconnection detection of the discon
nection detecting circuit (23) in synchronism with the selective
switching control.

(57) 要約 本発明は、簡易な構成で短時間かつ確実に給
電線の断線を検知できることを目的とする。本発明にか
かる受信装置 は、受信アンテナ 8 a ～8 d に接続 され
た同軸ケーブル 9 a ～9 d を切替スイッチ 2 Oによって
選択切替 し、選択 された同軸ケーブルおよび受信アンテ
ナを介 し、カ プセル内視鏡 から送信 された画像情報を
受信する。受信装置 2 は、切替スイッチ 2 2 、断線検出
回路 2 3 、制御 I5 2 6 を備える。切替スイッチ 2 2 は、
切替スイッチ 2 0 の近傍で同軸ケーブル 9 a ～9 d を分
岐 し、分岐 した各同軸ケーブルを選択切替する。断線検出
回路 2 3 は、切替スイッチ 2 2 によって選択 された同軸
ケーブルに定電流源 2 0 3 を介 して直流電圧を印加 し、
同軸ケーブルの電圧が接地されているか否かによって同

軸ケーブルの断線の有無を検出する。制御 I5 2 6 は 切替スイッチ 2 2 の選択切替制御および選択切替制御に同期
して断線検出回路 2 3 による断線検知を行 。
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技術分野

０００1 本発明は、複数の受信アンテナにそれぞれ接続された複数の給電線を選択切替

手段によって選択切替し、この選択切替された給電線および受信アンテナを介し、

移動する送信装置から送信された送信情報を受信する受信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、撮像機能と無線通信機能とが設けられた飲込み

型の内視鏡であるカプセル型内視鏡が提案され、このカプセル型内視鏡によって撮

像された被検体内の画像データを取得する被検体内情報取得システムが開発され

ている。この被検体内情報取得システムにおいて、カプセル型内視鏡は、観察 (検査

)のために患者等の被検体の口から飲込まれた後、この被検体から自然排出される

までの間、被検体内の例えば胃または小腸等の臓器の内部をその蠕動運動に従っ
て移動するとともに、所定間隔、例えば ・5秒間隔でこの被検体内を撮像するよぅに

機能する。

０００3 カプセル型内視鏡が被検体内を移動する間、このカプセル型内視鏡によって撮像

された画像データは、順次無線通信によって外部に送信され、被検体の外部に分散

配置された受信アンテナを介して受信装置に受信される。受信装置は、かかる受信

アンテナを介して受信した無線信号を画像信号に復調し、得られた画像信号に対し

て所定の画像処理を行って画像データを生成する。その後、受信装置は、このよぅに

生成した画像データ(すなわちカプセル型内視鏡によって撮像された画像情報)を記

憶媒体に順次保存する。このよぅな無線通信機能とメモり機能とを備えた受信装置を
。

被検体に携帯させることにより、被検体は、カプセル型内視鏡を飲み込んだ後、カフ

セル内視鏡が排出されるまでの間、自由に行動できる。医師または看護師等のュ一

ザは、かかる受信装置の記憶媒体に保存された画像データをワークステーションに

取り込ませ、このワークステーションのディスプレイに被検体内の画像を表示させて被



検体の診断を行列例えば、特許文献 参照)。

０００4 なお、このょぅな受信装置は、一般に、カプセル型内視鏡から送信される無線信号

を受信する複数の受信アンテナを体外に分散して配置し、無線信号の受信誤りが少

ない つの受信アンテナを選択切替して受信するょぅにしている。

０００5 特許文献1 特開2００3 9 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 ところで、医師または看護師は、被検体を的確且つ詳細に診断するために、カプセ

ル型内視鏡にょって撮像された被検体内の画像を可能な限り多く観察する必要があ

る。したがって、上述した受信装置は、被検体内に導入されたカプセル型内視鏡から

の無線信号を確実に受信し、この無線信号に含まれる被検体内の画像データを可

能な限り多く取得することが要望される。このため、被検体内にカプセル型内視鏡を

導入して被検体内の画像を取得するカプセル型内視鏡検査を行ぅ場合、受信装置

がカプセル型内視鏡にょる画像データを取得できる正常状態であるか否かを事前に

検査する。

０００7 具体的には、上述した受信装置の複数の受信アンテナは、被検体外の各部 (体表

上の複数箇所) に分散配置され、それぞれ同軸ケーブルにょって つの受信装置本

体に接続される。かかる複数の受信アンテナは、カプセル型内視鏡検査の都度、同

軸ケーブルを介して受信装置に繰り返し接続され、被検体に対して繰り返し装着され

る。このため、カプセル型内視鏡検査の実施回数が増えると、かかる同軸ケーブルが

断線しやすくなる。

０００8 このため、カプセル型内視鏡検査を実施する前に、かかる受信アンテナと受信装置

とを接続する同軸ケーブル等の断線チェソクが行われる。この場合、従来の受信装

置は、カプセル型内視鏡を被検体内に導入する前に、かかる複数の受信アンテナの

断線検知を 、竹 、各受信アンテナが正常に動作するか否かを確認していた。

０００9 この受信アンテナの断線検知は、カプセル型内視鏡が発する無線信号をダミー信

号として発するダミー信号発生器を用い、このダミー信号発生器を各受信アンテナに

近づけ、受信装置の受信状態を確認することにょって行っていた。このため、カプセ



ル型内視鏡検査において受信アンテナの断線検知に多大な作業時間がかかるれ、

ぅ問題点があった。

００1０ 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、簡易な構成で短時間かつ確実に

給電線の断線を検出することができる受信装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

００11 上記 目的を達成するために、本発明にかかる受信装置は、複数の受信アンテナに

それぞれ接続された複数の給電線を選択切替手段によって選択切替し、この選択切

替された給電線および受信アンテナを介し、移動する送信装置から送信された送信

情報を受信する受信装置において、前記選択切替手段の近傍で前記複数の給電線

をそれぞれ分岐し、この分岐した各給電線を選択切替する検出用選択切替手段と、

前記給電線と前記受信アンテナとの間に設けられ、前記給電線を接地する接地手段

と、前記検出用選択切替手段によって選択切替された給電線に直流電圧を定電流

源を介して印加し、給電線の電圧が接地電圧であるか否かによって前記給電線の断

線の有無を検出する断線検出手段と、前記検出用選択切替手段の選択切替制御お

よびこの選択切替制御に同期して前記断線検出手段による断線検知を行わせる制

御手段と、を備えたことを特徴とする。

００12 また、本発明にかかる受信装置は、上記の発明において、前記受信アンテナは、

開放型の受信アンテナであり、前記給電線と前記受信アンテナとは、トランス型バラ

ンによって接続され、このトランス型バランの給電線側が接地されることを特徴とする

００13 また、本発明にかかる受信装置は、上記の発明において、前記受信アンテナは、

開放型の受信アンテナであり、前記給電線と前記受信アンテナとは、短絡素子によっ
て接続され、該短絡素子の一端が接地されることを特徴とする。

００14 また、本発明にかかる受信装置は、上記の発明において、前記受信アンテナは、

ループ型のアンテナであり、前記給電線と前記受信アンテナとが接続される一端が

接地されていることを特徴とする。

００15 また、本発明にかかる受信装置は、上記の発明において、前記給電線は、同軸ケ

ーブルであり、外部導体が接地されることを特徴とする。



００16 また、本発明にかかる受信装置は、上記の発明において、前記制御手段は、断線

検知結果を出カする制御を〒ぅことを特徴とする。

発明の効果

００17 本発明にかかる受信装置によれば、複数の受信アンテナにそれぞれ接続された複

数の給電線を選択切替する選択切替手段の近傍で前記複数の給電線をそれぞれ

分岐し、この分岐した各給電線を選択切替する検出用選択切替手段を設けるととも

に、前記給電線と前記受信アンテナとの間に前記給電線を接地する接地手段を設け

、さらに、前記検出用選択切替手段によって選択切替された給電線に直流電圧を印

加し、給電線の電圧が接地電圧であるか否かによって前記給電線の断線の有無を

検出する断線検出手段を設け、制御手段が、前記検出用選択切替手段の選択切替

制御およびこの選択切替制御に同期して前記断線検出手段による断線検知を行わ

せるよぅにしているので、簡易な構成で短時間かつ確実に給電線の断線を検出する

ことができるれづ効果を奏する。

００18 図 図 は、この発明の実施の形態 にかかる受信装置を用いたカプセル型内視鏡

システムの概要構成を示すブロック図である。

図2 図2は、この発明の実施の形態 にかかる受信装置の概要構成を示すブロック

図である。

図3 図3は、この発明の実施の形態 にかかる同軸ケーブルと受信アンテナとの接

続関係を示す図である。

図4 図4は、同軸ケーブルに断線がない場合における断線検出回路から受信アン

テナまでの間の概要構成を示すブロック図である。

図5 図5は、同軸ケーブルに断線がある場合における断線検出回路から受信アンテ

ナまでの間の概要構成を示すブロック図である。

図6 図6は、この発明の実施の形態2にかかる同軸ケーブルと受信アンテナとの接

続関係を示す図である。

図7 図7は、この発明の実施の形態3かかる同軸ケーブルと受信アンテナとの接続

関係を示す図である。



図8 図8は、この発明の実施の形態4にかかる無線型被検体内情報取得システムの

全体構成を示す模式図である。

図9 図9は、図8に示した受信装置の構成を示すブロック図である。

図1０図 ０は、図8に示した表示装置の構成を示すブロック図である。

図11 図 、断線していない受信用アンテナによって受信した無線信号の受信電

界強度の時間変ィビを示す図である。

図 2 図 2は、受信途中で断線した受信用アンテナによって受信した無線信号の受

信電界強度の時間変ィビを示す図である。

図13 図 3は、断線による接続不良が生じた場合における受信電界強度の時間変

ィビを示す図である。

図14 図 4は、この発明の実施の形態9にかかる被検体内情報取得システムの一構

成例を模式的に示す模式図である。

図15 図 5は、ケーブルを介して接続した受信装置とモニタ装置との各構成例を模

式的に示すブロック図である。

図16 図 6は、この発明の実施の形態9にかかる断線検査方法に基づいて受信アン

テナの断線検査を行ぅための断線検査装置の一構成例を模式的に示すブロック図

である。

図17 図 7は、この発明の実施の形態9にかかる受信アンテナの断線検査方法の一

例を示すフローチヤートである。

図18 図 8は、断線検査対象の受信装置を初期ィロ処理する方法を説明する模式図

である。

図19 図 9は、受信アンテナの断線の有無を検査する方法を説明する模式図であ

る。

図2０図2０は、この発明の実施の形態9にかかる断線検査方法の変形例を説明す

る模式図である。

符号の説明

被検体

2，０2 3０3 受信装置



2a ０2a 無線ユニット

2b ０2b 受信本体ユニット

3，０3 3０2 ヵプセル型内視鏡

4，０4 表示装置

5，０5 3０7 携帯型記録媒体

8a～8d 8 a 82a 3０4a～3０4f 39０ 受信アンテナ

ga～gd 同軸ケーブル

０ トランス型バラン

０ 短絡素子

2０ 22 切替スイ、ソチ

2 332 39 受信回路

23 断線検出回路

24 2 334 392 f号処理回路

25 3 変換部

26 3 8 339 398 制御部

27 4 22 337 397 表示部

28 5 24 335

29 6 3 9 34０ 399 電力供給部

g０a g a g2a 芯線

g０ 9 g2 外部導体

2 3 336 396 入力部

23 出力部

24a 統計データ

25 外部通信インターフェース

2００ 直流電源

2０ スイ、ソチ

2０2 比較器

2０3 定電流源



26０ 切替制御部

3０4 アンテナュニット

3０5 装置本体

3０6 ワークステーション

3０8 32 ケーブル

3０9 モニタ装置

3 ０ 断線検査装置

3 2 撮像部

3 3 画像処理部

3 4 パターン画像生成部

3 5 395 ス不ソチ回路

3 6 送信回路

3 7 送信アンテナ

322 クレードル

33０ コネクタ

33 アンテナ切替部

333 切替制御回路

338 394 通f

339a 動作確認部

393 接続検知部

～ 受信用アンテナ

C C2 制御部

C a 切替制御部

C2a 断線検知処理部

P テスト画像

発明を実施するための最良の形態

以下に添付図面を参照して、この発明にかかる受信装置の好適な実施の形態を詳

細に説明する。



００2 1 (実施の形態 )

図 は、この発明の実施の形態 にかかる受信装置2を用いたカプセル型内視鏡シ

ステムの概要構成を示すブロック図である。図 に示すよぅに、カプセル型内視鏡3は

、被検体 内に導入されると、被検体 内での移動とともに、被検体内部を撮像し、こ

の撮像した画像信号を無線信号として被検体 外部に送信する。

００22 受信装置2は、被検体 の体外に分散配置された複数の受信アンテナ8a～8dと、

受信アンテナ8a～8dに接続される同軸ケーブルga～gdと、同軸ケーブルga～gd

に接続される無線ュニット2"と、無線ュニット2"に接続される受信本体ュニット2bとを

有する。

００23 カプセル型内視鏡3から送信された画像信号は、複数の受信アンテナ8a～8dによ

って受信され、この画像信号は、無線ュニット2"を介して受信本体ュニット2bに取り

込まれる。受信本体ュニット2bは、複数の受信アンテナ8a～8dの中から受信電界強

度が最も強い受信アンテナを選択して受信し、この選択によって受信した画像信号

を逐次受信し、カプセル型内視鏡3が被検体 から排出されるまでの一連の画像を

記憶する。

００24 カプセル型内視鏡3が被検体 から排出された後、携帯型記録媒体5は、受信器本

体ュニット2bから外されて表示装置4に装着される。表示装置4は、携帯型記録媒体

5に記憶された一連の画像を読み取り、表示処理などを行ぅ。

００25 なお、図 に示したよぅなカプセル型内視鏡と受信装置と表示装置とを備えたカプ

セル型内視鏡システムは、カプセル型内視鏡が撮像した被検体内の画像を受信装

置が受信アンテナを介して受f (取得)し、取得した被検体内の画像を表示装置が

表示するシステムであり、無線型被検体内情報取得システムまたは単に被検体内情

報取得システムれづ場合がある。

００26 図2は、受信装置2の構成を示すブロック図である。図2に示すよぅに、無線ュニット

2aは、それぞれ受信アンテナ8a～8dを接続する切替ス不ソチ2０22と、切替ス不ソ

チ2０からの受信信号を受信する受信回路 2 と、切替ス不ソチ22に接続される断線

検出回路 23とを有する。

００27 切替ス不ソチ2０は、切替信号 3が入力されると、この切替信号 3が指示する 本



の同軸ケーブルを、同軸ケーブルga～gdから選択し、受信回路 2 は、切替ス不ソチ

2０によって選択された同軸ケーブルを介して画像信号を受信し、この画像信号を含

むべ一スバンド信号 と画像信号の受信電界強度を示す受信強度信号S 2とを受

信本体ュニット2b側に出カする。

００28 一方、切替ス不ソチ22は、切替信号 3と同様な同軸ケーブルの切替を指示する切

替信号S4が入力されると、この切替信号S4が指示する同軸ケーブルを、同軸ケー

ブル9 ～9dから選択し、この選択した同軸ケーブルを断線検出回路 23に接続する

。断線検出回路 23は、断線の検知を指示する制御信号S 5が入力されると、選択接

続された同軸ケーブルの断線チエソクを行い、この断線チエソクの結果を検出信号S

6として受信本体ュニット2b側に出カする。

００29 受信本体ュニット2bは、信号処理回路 24と、 変換部25と、切替制御部26０

を有した制御部26と、表示部27と、記憶部28と、着脱可能な携帯型記録媒体5と、

電力供給部29とを有する。電力供給部29は、上述した各部に電力を供給する。

００3０ 信号処理回路 24は、受信回路 2 から入力されたべ一スバンド信号 から画像信

号を生成して制御部26に出カする。 変換部25は、受信回路 2 から入力され

た受信強度信号S 2を 変換し、受信電界強度を示すデジタル信号として制御

部26に出カする。

００3 1 制御部26は、信号処理回路 24から入力される画像信号を携帯型記録媒体5に記

録するとともに、必要に応じて表示部27に画像を表示出カする処理制御を行ぅ。また

、切替制御部26０は、 変換部25から入力された受信電界強度を示すデジタル

信号をもとに、受信電界強度が最大となる受信アンテナを選択し、この受信アンテナ

を接続する同軸ケーブルへの切替を指示する切替信号S 3を切替ス不ソチ2０に出カ

する。また、切替制御部26０は、断線チエソクのための同軸ケーブルの切替を指示

する切替信号S4を切替ス不ソチ22に送出し、この切替信号S4に対応して、断線チェ
、ソクを指示する制御信号S 5を断線検出回路 23に出力し、検出信号S 6を得る。

００32 図3は、具体的な受信アンテナ8aと同軸ケーブル9aとの接続関係を示すブロック

図である。図3に示すよぅに、受信アンテナ8aは、開放型アンテナであり、同軸ケーブ

ルgaは、内部導体である芯線g０aと外部導体g０ とを有する。



００33 受信アンテナ8aと同軸ケーブルgaとは、トランス型バラン ０によって接続される。

受信アンテナ8aの同軸ケーブルga側と、同軸ケーブルgaの受信アンテナ8a側とに

はそれぞれコイルが形成され、受信アンテナ8aと同軸ケーブルgaとは電磁的に結合

され、平衡線路である受信アンテナ8"と不平衡線路である同軸ケーブル9"との接続

によって生じる漏れ電流を小さくしている。同軸ケーブルga側のコイルは、芯線g０a

の先端部分に形成され、外部導体g０ とともに接地される。

００34 図4は、断線検出回路23を中心とした構成を示すブロック図である。図4に示すよぅ

に、この断線検出回路 23は、入力された電圧と閾値電圧 e とを比較し、その結果

を検出信号 6として出カする比較器2０2を有する。比較器2０2の一方の入力端に

は閾値電圧 。肋 入力され、他方の入力端には芯線9０が接続される。この芯線9０

aには、ス不ソチ2０ と定電流源2０3を介して直流の電圧 を出カする直流電源2０

が接続され、ス不ソチ2０は、制御信号S 5によって開閉する。なお、電圧 は、閾

値電圧 e 以上である。なお、定電流源2０3の代わりに抵抗を用いても良い。

００35 同軸ケーブルgaの芯線g０aに断線がない場合、ス不ソチ2０の「閉」によって、芯

線9０に電圧 が印加され、トランス型バラン ０を介して接地されるため、芯線g０a

と接地との間の電圧は、接地電圧となり、比較器2０2の他方の入力端に入力される

電圧は、閾値電圧 ef以下となる。この結果、比較器2０2は、他方の入力端から入

力された電圧が閾値電圧 e 以下であることを示す検出信号S 6を出力し、制御部2

6は、断線でないと判断する。

００36 一方、同軸ケーブル9aの芯線9０aに断線がある場合、図5に示すよぅに、ス不ソチ2

０の「閉」によって、芯線9０に定電流源2０3を介して電圧 が印加され、直接接

地されることがないため、比較器2０2の他方の入力端にこの電圧 がそのまま印加

されることになる。比較器2０2は、他方の入力端から入力された電圧 (電圧 ) が閾

値電圧 e 以上であることを示す検出信号S 6を出力し、制御部26は、断線であると

判断する。

００37 制御部26は、切替信号 4を出力して次の同軸ケーブル9bを選択し、この選択し

た次の同軸ケーブルgbに対する断線チェソクを、断線検出回路23を用いて行い、同

様にして全ての同軸ケーブル9 ～gdに対する断線チェソクを実行する。これによっ



て、制御部26は、同軸ケーブルga～g の断線の有無と、断線があった同軸ケーブ

ルの特定とを直ちに行うことができることになる。

００38 制御部26は、断線した同軸ケーブルを検出した場合、予め同軸ケーブルに番号等

を付し、断線した同軸ケーブルの番号を表示部27に表示するようにしてもよい。また

、断線が検出されない場合、断線が無い旨を表示部27に表示してもよい。

００39 なお、上述した制御部26の切替制御部26０は、画像信号の受信中である場合、切

替信号S 3 S4を同じ信号にし、切り替えられた同軸ケーブルに対して断線検知を行

うようにしてもよいし、切替信号S 3 S4が切替指示する同軸ケーブルを異ならせ、画

像信号を受信していない同軸ケーブルに対して断線検知を〒うようにしてもよい。ま

た、切替スイ、ソチ2０ 22との切替を時間的に分離し、受信処理を行っていない間隙

に断線検知を〒うようにしてもよい。さらに、検査前や検査後など、受信装置2が受信

処理を行っていない場合に、断線検知を〒うようにしてもよい。さらに、制御部26は、

受信中に断線が検知された場合、この断線した同軸ケーブルに接続された受信アン

テナに切り替えない制御を〒うようにしてもよい。

００4０ この実施の形態 では、同軸ケーブル9a～gdを分岐し、分岐した同軸ケーブルに

直流電圧を印加して断線の有無を容易に検出できるとともに、断線した同軸ケーブ

ルの特定を迅速に行うことができる。

００41 なお、この実施の形態 では、4本の同軸ケーブル9a～gdを示して説明したが、こ

の本数に限らない。また、同軸ケーブルが接触不良になっている場合、断線チニソク

の結果が断線チニソクの度に異なる場合がある。この接触不良に対応できるように、

制御部26は、記憶部28に各同軸ケーブルの断線チニソクの結果を記憶させ、断線

が所定回数検出された場合、交換を促す警告表示を表示部27に表示するようにし

てもよい。

００42 (実施の形態2)

つぎに、この発明の実施の形態2について説明する。上述した実施の形態 では、

トランス型バラン ０を用いて同軸ケーブルgaの芯線g０aを接地して断線検知を行う

ようにしていたが、この実施の形態2では、ダイオードなどによって実現される短絡素

子を用いて同軸ケーブルの芯線を接地して断線検知を〒うようにしている。



００43 図6は、図5に示した受信アンテナ8aに対応する受信アンテナ8 aと、図5に示した

同軸ケーブルg０ に対応する同軸ケーブルg aとの接続関係を示す図である。図6

に示すよぅに、開放型の受信アンテナ8 "の一端は、芯線9 "に接続され、他端は、

接地された外部導体g に接続される。その他の構成は、実施の形態 と同じであり

、同一構成部分には同一符号を付している。

００44 受信アンテナ8 "と同軸ケーブルg との接続部分において、芯線9 "と外部導

体g とは、短絡素子 ０ によって接続され、短絡素子 は、芯線g aから外部

導体g への直流的導通を許して接地されている。

００45 同軸ケーブルgaの芯線g aに断線がない場合、ス不ソチ2０の「閉」によって、芯

線g aに定電流源2０3を介して電圧 が印加され、短絡素子 を介して接地さ

れるため、芯線g aと接地との間の電圧は、接地電圧となり、比較器2０2の他方の入

力端に入力される電圧は、閾値電圧 e 以下となる。この結果、比較器2０2は、他方

の入力端から入力された電圧が閾値電圧 e 以下であることを示す検出信号S 6を

出力し、制御部26は、断線でないと判断する。

００46 一方、同軸ケーブルgaの芯線g aに断線がある場合、ス不ソチ2０の「閉」によって

、芯線9 に定電流源2０3を介して電圧 が印加され、直接接地されることがない
ため、比較器2０2の他方の入力端にこの電圧 がそのまま印加されることになる。

比較器2０2は、他方の入力端から入力された電圧 (電圧 ) が閾値電圧 e 以上で

あることを示す検出信号 6を出力し、制御部26は、断線であると判断する。

００47 制御部26は、切替信号 4を出力して次の同軸ケーブル9bを選択し、この選択し

た次の同軸ケーブルgbに対する断線チェソクを、断線検出回路 23を用いて行い、同

様にして全ての同軸ケーブルga～gdに対する断線チェソクを実行する。これによっ
て、制御部26は、同軸ケーブルga～gdの断線の有無と、断線があった同軸ケーブ

ルの特定とを直ちに行ぅことができることになる。

００48 (実施の形態3)

つぎに、この発明の実施の形態3について説明する。上述した実施の形態 ，2で

は、受信アンテナ8a 8 aがいずれも開放型であり、芯線g a g aは、それぞれトラン

ス型バラン ０および短絡素子 を介して接地されていたが、この実施の形態3で



は、受信アンテナがループ型であり、芯線がこのループ型の受信アンテナを介して接

地されるよぅにしている。

００49 図7は、受信アンテナ82a と同軸ケーブル92a との接続関係を示す図である。図7に

示すよぅに、ループ型の受信アンテナ82a の一端は、同軸ケーブルgaの芯線92a に

接続され、他端は、接地された外部導体92 に接続される。その他の構成は、実施

の形態 ，2と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。

００5０ 同軸ケーブルgaの芯線92a に断線がない場合、ス不ソチ2０の「閉」によって、芯

線92"に定電流源2０3を介して電圧 が印加され、ループ型の受信アンテナ82"を
介して接地されるため、芯線g aと接地との間の電圧は、接地電圧となり、比較器2０

2の他方の入力端に入力される電圧は、閾値電圧 e 以下となる。この結果、比較器

2０2は、他方の入力端から入力された電圧が閾値電圧 e 以下であることを示す検

出信号 6を出力し、制御部26は、断線でないと判断する。

００5 1 一方、同軸ケーブルgaの芯線92a に断線がある場合、ス不ソチ2０の「閉」によって

、芯線9 に定電流源2０3を介して電圧 が印加され、直接接地されることがない
ため、比較器2０2の他方の入力端にこの電圧 がそのまま印加されることになる。

比較器2０2は、他方の入力端から入力された電圧 (電圧 ) が閾値電圧 e 以上で

あることを示す検出信号 6を出力し、制御部26は、断線であると判断する。

００52 制御部26は、切替信号 4を出力して次の同軸ケーブル9bを選択し、この選択し

た次の同軸ケーブルgbに対する断線チェソクを、断線検出回路 23を用いて行い、同

様にして全ての同軸ケーブル9 ～gdに対する断線チェソクを実行する。これによっ
て、制御部26は、同軸ケーブルga～gdの断線の有無と、断線があった同軸ケーブ

ルの特定とを直ちに行ぅことができることになる。

００53 (実施の形態4)

つぎに、この発明を実施するための最良の形態である無線型被検体内情報取得シ

ステムについて説明する。

００54 まず、実施の形態4にかかる受信装置を備えた無線型被検体内情報取得システム

について説明する。この無線型被検体内情報取得システムは、被検体内導入装置

の一例としてカプセル型内視鏡を用いている。



００55 図8は、無線型被検体内情報取得システムの全体構成を示す模式図である。図8

に示すよぅに、無線型被検体内情報取得システムは、無線受信機能を有する受信装

置 ０2と、被検体 の体内に導入され、被検体内情報としての体腔内画像を撮像し

て受信装置 ０2に対して映像信号などのデータ送信を〒ラカプセル型内視鏡 (被検

体内導入装置) ０3とを備える。また、無線型被検体内情報取得システムは、受信装

置 ０2が受信した映像信号に基づいて体腔内画像を表示する表示装置 ０4と、受

信装置 ０2と表示装置 ０4との間のデータ受け渡しを行ぅための携帯型記録媒

０5とを備える。受信装置 ０2は、被検体 の体外表面に貼付される複数の受信用ア

ンテナ ～ を有した無線ユニット ０2aと、複数の受信用アンテナ ～ を介

して受信された無線信号の処理等を〒ぅ受信本体ユニット ０2bとを備え、これらユニ

、ソトはコネクタ等を介して着脱可能に接続される。なお、受信用アンテナ ～ の

それぞれは、たとえば、被検体 が着用可能なジヤケットに備え付けられ、被検体 は

、このジヤケットを着用することによって受信用アンテナ ～ を装着するよぅにし

てもよい。また、この場合、受信用アンテナ ～ は、ジヤケットに対して着脱可能

なものであってもよい。

００56 表示装置 ０4は、カプセル型内視鏡 ０3によって撮像された体腔内画像を表示す

るためのものであり、携帯型記録媒体 ０5によって得られるデータに基づいて画像表

示を〒ラワークステーション等のよぅな構成を有する。具体的には、表示装置 ０4は、

C ディスプレイ、液品ヂィスプレイ等によって直接画像を表示する構成としても良

いし、プリンタ等のよぅに、他の媒体に画像を出カする構成としても良い。

００57 携帯型記録媒体 ０5は、コンパクトフラッシュ(登録商標 )メモり等が用いられ、受信

本体ユニット ０2bおよび表示装置 ０4に対して着脱可能であって、両者に対する装

着時に情報の出力または記録が可能な機能を有する。具体的には、携帯型記録媒

体 ０5は、カプセル型内視鏡 ０3が被検体 の体腔内を移動している間は受信本体

ユニット ０2bに挿着され、カプセル型内視鏡 ０3から送信されるデータが、携帯型

記録媒体 ０5に記録される。そして、カプセル型内視鏡 ０3が被検体 から排出され

た後、つまり、被検体 の内部の撮像が終わった後には、受信本体ユニ、ソト ０2bから

取り出されて表示装置 ０4に挿着され、表示装置 ０4によって記録したデータが読



み出される。受信本体ユニット ０2bと表示装置 ０4との間のデータの受け渡しをコン

パクトフラッシュ(登録商標 )メモり等の携帯型記録媒体 ０5によって行ぅことで、受信

本体ユニット ０2bと表示装置 ０4との間が有線接続された場合よりも、被検体 が体

腔内の撮影中に自由に動作することが可能となり、また表示装置 ０4との間のデータ

の受け渡し時間の短縮にも寄与している。なお、受信本体ユニット ０2bと表示装置

０4との間のデータの受け渡しに携帯型記録媒体 ０5を使用したが、必ずしもこれに

限られるものではなく、受信本体ユニット ０2bに内蔵型の他の記録装置を用い、表

示装置 ０4との間のデータの受け渡しのために、双方を有線または無線接続するよ

ぅに構成してもよい。

００58 ここで、図9を参照して、受信装置 ０2を構成する無線ユニット ０2aおよび受信本

体ユニット ０2bについて説明する。図9は、受信装置 ０2の構成を示すブロック図で

ある。無線ユニット ０2 は、カプセル型内視鏡 ０3から送信された無線信号を受信

してべ一スバンド信号に復調する。図9に示すよぅに、無線ユニット ０2aは、受信用

アンテナ ～ のいずれか つを選択的に切り替える接続切替処理を行ぅ切替ス

不ソチSWと、この切替ス不ソチSWの後段に接続され、切替ス不ソチSWによって切替

接続された受信用アンテナ ～ からの無線信号を増幅し、復調する受信回路

皿とを有する。

００59 受信本体ユニット ０2bは、無線ユニット ０2aが復調したべ一スバンド信号を受信

して処理する。図9に示すよぅに、受信本体ユニット ０2bは、受信回路 の後段に

接続される信号処理回路 2および 変換部 3、信号処理回路 2によって

処理された画像データおよび各種入力処理上の情報を表示する表示部 4、各種

情報を記憶する記憶部 5、携帯型情報記録媒体5、これらの各構成部位を制御す

る制御部 、および受信本体ユニット ０2bと無線ユニット ０2aとに電力供給を行ぅ

電力供給部 6を有する。制御部 は、アンテナの切替制御を行ぅ切替制御部

aを有する。

００6０ 受信回路 は、切替ス不ソチ Wから出力された高周波信号を増幅し、復調した

べ一スバンド信号 を信号処理回路 2に出カするとともに、増幅した高周波信

号の信号強度を示す受信強度信号S 2を 変換部 3に出カする。信号処理



回路 2によって処理された画像データは、制御部 によって携帯型記録媒体 ０

5に記録されるとともに、必要に応じて表示部 4に画像表示される。 変換き

3によってデジタル信号に変換された受信強度信号S 2は、制御部 に取り込ま

れる。切替制御部C aは、受信用アンテナ ～ を順次切り替えて得たこの受信

強度信号S 2をもとに、最も大きい信号強度で受信した受信用アンテナを、画像デ

ータを取得するための受信用アンテナとして選択するとともに、このアンテナへの切

替を指示する切替信号S 3を切替スイ、ソチ Wに出力する。また、制御部C 、選

択された受信用アンテナと対応付けて、画像データとともに各受信用アンテナで受信

した信号強度を携帯型記録媒体 ０5に記録する。この記録された各受信用アンテナ

の信号強度は、後述するアンテナの断線検知のために用いられるとともに、画像デ

ータが受信されたときの体内のカプセル型内視鏡 ０3の位置を算出するための情報

となる。

００6 1 図 ０は、表示装置 ０4の構成を示すブロック図である。表示装置 ０4は、パーソナ

ルコンピュータなどによって実現され、携帯型記録媒体 ０5に記録された画像データ

などをさらに処理し、処理された一連の画像データをもとに、患者の診断を行い、さら

には診断レポートなどを作成することができる。表示装置 ０4は、図 ０に示すよぅに、

キーボードやマウスなどのポインテイングデバイスなどによって実現され、各種情報を

入力する入力部 2 、液晶デイスプレイなどによって実現され、処理された画像デー

タなどの各種情報を表示出力する表示部 22、プリンタなどによって実現される出力

部 23、画像データを含む各種情報を記憶する記憶部 24、着脱可能な携帯型記

録媒体 ０5、外部のネットワークと通信接続処理を行ぅ外部通信インターフェース 2

5、および P などによって実現され、上述した各部を制御する制御部C2を有する

００62 ここで、記憶部 24は、過去の画像データ取得時における各受信用アンテナ ～
の配置に基づいた各受信用アンテナ ～ の受信電界強度の時間変ィビを統

計処理した統計データ 24a が格納されている。また、制御部C2は、断線検知処理

部C2a を有し、この断線検知処理部C2a は、携帯型記録媒体 ０5から取得された画

像データとともに付加された各受信用アンテナ ～ の受信電界強度の時間変ィヒ



データと、統計データ 24a とを比較し、この画像データを取得するのに用いた受信

用アンテナ ～ が断線状態あるいは受信用アンテナと切替スイソチとが接続不

良状態であるかを検知し、その結果を表示部 22等に出力する処理を行ぅ。

００63 たとえば、 つの受信用アンテナは、断線していない場合、図 の受信電界強度プ

ロファイル 3 32に示すよぅに受信電界強度が時間的に変ィビし、統計データ 24

aには、各受信用アンテナ ～ 毎に得られた過去の複数の受信電界強度の時

間変化をもとに、各受信用アンテナ ～ 毎の総受信電界強度の平均値 ～
が求めれ、保持されている。断線検知処理部C2a は、現在得られた各受信用ア

ンテナ ～ 毎の総受信電界強度の平均値 ～ を求め、各受信用ア

ンテナ ～ 毎に、平均値 ～ と平均値山女 ～山女 とをそれぞれ比較

し、平均値山女 ～ が平均値 ～ の5０ 以下である受信用アンテナ

がある場合、この受信用アンテナは断線あるいは接続不良であると判断し、その判断

結果を表示部 22に出力する。

００64 ヵプセル型内視鏡 ０3は、被検体 に導入されてから排出されるまでに約8時間程

度かかるが、その間に受信用アンテナに断線が生じた場合、この受信用アンテナは

切替選択されずに、図 2に示すよぅに後半に検出すべき受信電界強度プロファイル

が現れない(すなわち前半のみに受信電界強度プロファイル 4 が現れる)。これに

よって、断線した受信用アンテナの総受信電界強度は小さくなるため、上述したよぅ

に総受信電界強度の平均値が閾値以下の受信用アンテナは、断線あるいは接続不

良が生じているものと判断される。

００65 なお、平均値 ～ ，山女 ～ は、ヵプセル型内視鏡 ０3が被検体 に

導入されている期間に対するものでなくてもよく、たとえば、ヵプセル型内視鏡 ０3が

被検体 から排出される時から遡った所定期間に対する平均値を求め、それぞれを

比較して断線あるいは接続不良を検出するよぅにしてもよい。

００66 さらに、図 3に示すよぅに、受信状態における受信電界強度の時間的変ィビが所定

期間連続して大きく変ィビする受信用アンテナがあった場合、この受信用アンテナは

断線の前兆としての接続不良が生じているものと考えられるため、この受信用アンテ

ナは断線あるいは接続不良であると判断するよぅにしてもよい。この場合、統計デ一



タ 24a は必ずしも必要ではない。なお、受信電界強度が大きく変ィビするか否かは、

受信電界強度の時間変ィビを微分することによって得ることができる。

００67 また、統計データ 24a に、各受信用アンテナ ～ の受信電界強度の典型的

な時間変化プロファイルを保持しておき、断線検知処理部C2a が、この典型的な時

間変化プロファイルと、現在得られた各受信用アンテナ ～ の受信電界強度の

時間変化プロファイルとの相関を求め、この相関の値をもとに、受信用アンテナが断

線あるいは接続不良であると判断するよぅにしてもよい。

００68 この実施の形態4では、過去に得られた各受信用アンテナの受信電界強度の統計

データと、現在得られた各受信用アンテナの受信電界強度のデータとを比較して、

受信用アンテナの断線あるいは接続不良を検知するよぅにしているので、アンテナ断

線チェソクが容易になるとともに、アンテナ断線チェソクの信頼度を高めることができ

る。このアンテナ断線チェソクの信頼度が高まるのは、他のアンテナ断線チェソクによ

って断線検出できなかった受信用アンテナの断線を検出できるからである。

００69 以上、説明したよぅに、この発明の実施の形態4にかかる無線型被検体内情報取得

システムでは、被検体内情報を含む無線信号を、複数のアンテナを用い各々の受信

電界強度に応じて選択受信する受信装置を有した無線型被検体内情報取得システ

ムにおいて、統計データ保持手段が、各アンテナ毎の受信電界強度の統計データを

保持し、断線検知手段が、前記統計データと現に受信した各アンテナ毎の受信電界

強度のデータとを比較して各アンテナの断線検知処理を行ぅよぅにしているので、検

査などの情報取得の一環として断線検知を行ぅことができ、簡易かつ短時間にアンテ

ナの断線検知を行ぅことができるれづ効果を奏する。

００7０ (実施の形態5)

つぎに、この発明の実施の形態5について説明する。上述した実施の形態4では、

統計データ 24a を用いて断線検知を行ぅよぅにしていたが、この実施の形態5では、

統計データ 24a を用いず、現に得られた受信用アンテナの受信電界強度のデータ

をもとに断線検知を行ぅよぅにしている。

００7 1 すなわち、断線検知処理部C2a は、携帯型記録媒体 ０5から得られた画像データ

とともに付加された各受信用アンテナの受信電界強度のデータを取得し、この取得し



た受信用アンテナの受信電界強度がほぼ零に等しい場合、この受信用アンテナが

断線あるいは接続不良であると判断する。

００72 なお、各受信用アンテナの受信電界強度のデータではなく、各受信用アンテナの

選択切替データのみを用いて断線検知を行ぅよぅにしてもよい。すなわち、断線検知

処理部 2 は、一度も選択されなかった受信用アンテナを断線あるいは接続不良が

あるものとして判断する。

００73 この実施の形態5では、統計データ 24a を用いずに簡易に各受信用アンテナの

断線検知を行ぅことができる。

００74 (実施の形態6)

つぎに、この発明の実施の形態6について説明する。この実施の形態6では、得ら

れた画像データのサイズをもとに各受信用アンテナの断線検知を行ぅよぅにしてレめ

００75 各受信用アンテナ ～ によって得られた画像データは、受信本体ュニット ０2

bによってJP Gなどの圧縮処理が行われて携帯型記録媒体 ０5に記録される。ここ

で、受信用アンテナ ～ に接続不良が生じている場合、画像データにノイズが

混入し、画像圧縮を行ぅと、画像データのサイズは大きくなる。

００76 そこで、断線検知処理部C2a は、得られた画像データとこの画像データ取得時のア

ンテナ選択情報とをもとに、得られた画像データのサイズが所定の範囲外である場合

、この画像データ取得時の受信用アンテナは断線あるいは接続不良であると判断す
る。

００77 なお、受信本体ュニット ０2b側で画像データの圧縮処理を行わない場合、表示装

置 ０4側で圧縮処理を行ぅことになるが、この場合、断線検知処理部C2a は、画像デ

ータの圧縮処理後に上述した断線検知を行ぅことになる。

００78 この実施の形態6では、実施の形態5と同様に、簡易に受信用アンテナの断線検知

を行ぅことができる。

００79 (実施の形態7)

つぎに、この発明の実施の形態7について説明する。この実施の形態7では、受信

本体ュニット ０2bが映像信号の同期はずれをもとに各受信用アンテナの断線検知



を行ぅよぅにしている。

００8０ 各受信用アンテナ ～ によって受信された高周波信号は無線ュニット ０2aに

よってべ一スバンドの映像信号として受信本体ュニット ０2bに送られ、受信本体ュ
ニット ０2bは、この映像信号の水平同期信号によって水平同期をとり、また垂直同

期信号によって垂直同期をとりつつ、画像データを生成する。

００8 1 ここで、受信用アンテナに断線あるいは接続不良が生じている場合、水平同期や

垂直同期をとることができず、同期はずれが生じる。したがって、断線検知処理部C2

aは、各受信用アンテナ毎の同期はずれの総個数が所定値以上あった場合、あるい
は同期はずれの集中があった場合、この受信用アンテナは断線あるいは接続不良

が生じていると判断する。なお、同期はずれは、受信本体ュニット ０2bでカウントす

ることができ、アンテナ選択情報とともに、このカウントした値が携帯型記録媒体 ０5

に記録される。

００82 この実施の形態7では、実施の形態5，6と同様に、簡易に受信用アンテナの断線

検知を行ぅことができる。

００83 (実施の形態8)

つぎに、この発明の実施の形態8について説明する。この実施の形態8では、映像

信号に含まれた誤り検知信号の誤り個数をもとに各受信用アンテナの断線検知を行

ぅよぅにしている。

００84 この実施の形態8では、カプセル型内視鏡 ０3から送信される映像信号に誤り検出

信号を含ませておき、受信本体ュニット ０2bがこの映像信号をもとに画像データを

生成する際、誤り検出処理を行ぅ。受信本体ュニット ０2bは、この誤り検出の個数を

アンテナ選択情報とともに携帯型記録媒体 ０5に記録する。

００85 断線検知処理部C2a は、誤り検出の個数が所定値以上、あるいは集中している場

合、この誤り検出された画像データを受信した受信用アンテナをアンテナ選択情報を

もとに決定し、この決定した受信用アンテナが断線あるいは接続不良であると判断す

る。

００86 この実施の形態8では、実施の形態5～7と同様に、簡易に受信用アンテナの断線

検知を行ぅことができる。



００87 なお、上述した実施の形態4～8では、表示装置 ０4側で断線検知を〒ぅよぅにし

ていたが、これに限らず、受信本体ュニット ０2b側に断線検知処理部C2a に相当す

る断線検知処理部を設け、断線検知結果を携帯型記録媒体 ０5に記録するよぅにし

てもよい。この場合、切替制御部C aは、断線検知したアンテナをその後選択切替

対象のアンテナから外してこのアンテナを選択しないよぅに制御する。また、この断線

検知があった場合、その旨を表示部 4等に表示し、あるいは報知するよぅにしても

よい。これによって、無駄な検査を迅速に発見することができ、断線検知された受信

用アンテナあるいは無線ュニット ０2a全体を交換することによって無駄な検査を回

避する対処を〒ぅことができる。

００88 また、実施の形態5～8では、特に統計データを用いていないが、断線あるいは接

続不良でない受信用アンテナを用いたときのデータと、断線あるいは接続不良である

受信用アンテナを用いたときのデータとをもとに、断線あるいは接続不良の判断のた

めの閾値を統計的に求めるよぅにしてもよい。

００89 (実施の形態9)

つぎに、図面を参照して、この発明にかかる断線検査方法の好適な実施の形態を

詳細に説明する。なお、この実施の形態9によってこの発明が限定されるものではな

００9０ まず、被検体内にカプセル型内視鏡を導入して被検体内の画像データを取得する

被検体内情報取得システムについて説明し、その後、かかる被検体内情報取得シス

テムにおいてカプセル型内視鏡からの無線信号を受信する受信装置が有する受信

アンテナの断線検査方法 (すなわち本発明の実施の形態9にかかる断線検査方法の

一例) について説明する。

００9 1 図 4は、実施の形態9にかかる被検体内情報取得システムの一構成例を模式的

に示す模式図である。図 4に示すよぅに、この実施の形態9にかかる被検体内情報

取得システムは、被検体 内の通過経路に沿って移動するとともに被検体 内を撮像

するカプセル型内視鏡3０2と、カプセル型内視鏡3０2によって撮像された画像デー

タを含む無線信号を受信する受信装置3０3と、カプセル型内視鏡3０2によって撮像

された画像データをもとに被検体 内の画像を表示するワークステーション3０6と、受



信装置3０3とワークステーション3０6との間のデータの受け渡しを〒ぅための携帯型

記録媒体3０7とを備える。また、この被検体内情報取得システムは、ケーブル3０8を

介して受信装置3０3に接続され、受信装置3０3によって取得された画像データを順

次モニタ表示する携帯型のモニタ装置3０9を備える。

００92 カプセル型内視鏡3０2は、被検体 内に容易に導入されるカプセル型の箇体構造

を有し、被検体 内を撮像する撮像機能と被検体 内を撮像して得られた画像データ

を外部の受信装置3０3に送信する無線通信機能とを有する。具体的には、カプセル

型内視鏡3０2は、被検体 に飲込まれることによって被検体 内の食道を通過し、消

ィロ管腔の蠕動によって体腔内を進行する。これと同時に、カプセル型内視鏡3０2は

、被検体 の体腔内の画像を逐次撮像し、得られた被検体 内の画像データを含む

無線信号を受信装置3０3に逐次送信する。

００93 受信装置3０3は、被検体 内に導入されたカプセル型内視鏡3０2からの無線信号

を受信し、この無線信号をもとにカプセル型内視鏡3０2による画像データを取得する

ためのものである。具体的には、受信装置3０3は、カプセル型内視鏡3０2からの無

線信号を受信する複数の受信アンテナ3０4 ～3０4fが接続されたアンテナュニット3

０4と画像データを逐次取得するための各種処理を〒ぅ装置本体3０5とを用いて実現

される。受信装置3０3は、受信アンテナ3０4a～3０4fのいずれかを介してカプセル

型内視鏡3０2からの無線信号を受信し、この無線信号を画像信号に復調し、得られ

た画像信号をもとにカプセル型内視鏡3０2による画像データを取得する。この場合、

受信装置3０3は、装置本体3０5に着脱可能に挿着された携帯型記録媒体3０7に、

このよぅに取得したカプセル型内視鏡3０2による画像データを逐次保存する。

００94 受信アンテナ3０4a～3０4fは、例えばループアンテナを用いて実現され、カプセル

型内視鏡3０2によって送信された無線信号を受信する。受信アンテナ3０4a～3０4f

は、被検体 の体表上の所定位置、例えば図 4に示すよぅに、カプセル型内視鏡3０

2の通過経路に対応する位置に分散配置される。なお、受信アンテナ3０4a～3０4f

は、被検体 に着用させるジャかソトの所定位置に配置されてもよい。この場合、受信

アンテナ3０4a～3０4fは、被検体 がこのジャかソトを着用することによって、被検体

の体表上の所定位置に配置される。また、被検体 には 以上の受信アンテナが配



置されればよく、望ましくは複数の受信アンテナが分散配置される。この場合、受信

アンテナの配置数は、特に6つに限定されない。

００95 ワークステーション3０6は、カプセル型内視鏡3０2によって撮像された被検体 内

の画像を表示するためのものであり、携帯型記録媒体3０7を媒介にして得られた画

像データ等に基づいた被検体 内の臓器等の画像 (すなわちカプセル型内視鏡3０

2によって撮像された画像)を表示する。また、ワークステーション3０6は、医師または

看護師がカプセル型内視鏡3０2による被検体 内の臓器等の画像を観察することに

よって被検体 の診断を〒ぅための処理機能を有する。さらに、ワークステーション3０

6は、被検体 に対するカプセル型内視鏡検査を〒ぅための受信装置として受信装

置3０3を初期設定する初期ィロ処理機能を有する。

００96 携帯型記録媒体3０7は、コンパクトフラッシュ(登録商標 )等の携帯可能な記録メデ

イアである。携帯型記録媒体3０7は、受信装置3０3の装置本体3０5およびワークス

テーション3０6に対して着脱可能であって、両者に対する挿着時にデータの出力お

よび記録が可能な構造を有する。具体的には、携帯型記録媒体3０7は、受信装置3

０3に挿着された場合、受信装置3０3に取得されたカプセル型内視鏡3０2からの画

像データ等を逐次蓄積する。また、携帯型記録媒体3０7は、カプセル型内視鏡3０2

が被検体 から排出された後、受信装置3０3から取り出されてワークステーション3０6

に挿着される。この場合、ワークステーション3０6は、挿着された携帯型記録媒体3０

7内に保存された被検体ェ内の画像データ等の各種データを取り込むことができる。

００97 なお、携帯型記録媒体3０7を用いて受信装置3０3とワークステーション3０6とのデ

ータの受け渡しを〒ぅことによって、被検体 は、受信装置3０3とワークステーション3

０6とが通信ケーブル等によって有線接続された場合と異なり、カプセル型内視鏡3０

2が被検体 の内部を移動中であっても、受信装置3０3を携帯した状態で自由に行

動できる。

００98 モニタ装置3０9は、カプセル型内視鏡3０2から受信装置3０3によって取得された

画像データをリアルタイムにモニタ表示するためのものである。具体的には、モニタ装

置3０9は、ケーブル3０8を介して装置本体3０5に接続され、受信装置3０3によって

取得された画像データを受信装置3０3から受信する。モニタ装置3０9は、このよぅに



受信装置3０3から受信した画像データを逐次モニタ表示する。すなわち、モニタ装

置3０9は、かかる受信装置3０3を介してヵプセル型内視鏡による画像データを取得

し、取得した画像データを逐次モニタ表示する。また、モニタ装置3０9は、受信装置

3０3を介さずにヵプセル型内視鏡からの無線信号を受信する無線通信機能を有し、

受信した無線信号をもとにヵプセル型内視鏡3０2による画像データを取得する。この

場合、モニタ装置3０9は、受信装置3０3を介さずに取得したヵプセル型内視鏡3０2

による画像データを逐次モニタ表示する。

００99 つぎに、このよぅな受信装置3０3およびモニタ装置3０9の各構成について説明する

。図 5は、ケーブル3０8を介して接続した受信装置3０3とモニタ装置3０9との各構

成例を模式的に示すブロック図である。図 5を参照して、まず、受信装置3０3の構

成について説明し、つぎに、モニタ装置3０9の構成について説明する。

０1００ 図 5に示すよぅに、受信装置3０3は、コネクタ33０を介してアンテナュニット3０4と

装置本体3０5とを接続することによって形成される。アンテナュニット3０4は、上述し

たよぅに、複数の受信アンテナ3０4"～3０4fが接続され、受信アンテナ3０4"～3０4f

の中から無線信号の受信に適した受信アンテナに切り替えるアンテナ切替部33 と

、受信アンテナ3０4a～3０4fのいずれかを介して受信した無線信号を画像信号に復

調するとともに、この無線信号の受信電解強度を検出する受信回路 332 と、受信回

路 332 によって検出された受信電界強度をもとにアンテナ切替部33 のアンテナ切

替動作を制御する切替制御回路 333 とを有する。

０1０1 一方、装置本体3０5は、受信回路 332 によって復調された画像信号をもとにヵプセ

ル型内視鏡3０2による画像データを生成する信号処理回路 334と、信号処理回路 3

34によって生成された画像データ等を保存する記憶部335 と、受信装置3０3の起動

または各種動作を指示する指示情報を入カする入力部336 と、被検体 に関する情

報等を表示する表示部337 とを有する。また、装置本体3０5は、ケーブル3０8を介し

てモニタ装置3０9に画像データ等を送信するための通信インターフェース ( )33

8と、受信装置3０3の各構成部の駆動を制御する制御部339 と、受信装置3０3の各

構成部に駆動電力を供給する電力供給部34０とを有する。

０1０2 アンテナ切替部33 は、複数の受信アンテナ3０4a～3０4 の中から切り替えたもの



と受信回路 332 とを電気的に接続するアンテナ切替動作を行ぅよぅ機能する。この場

合、アンテナ切替部3 3 は、切替制御回路 333 の制御に基づいてアンテナ切替動

作を行い、ヵプセル型内視鏡3０2からの無縁信号の受信に適した受信アンテナ3０4

a～3０4fのいずれかと受信回路 332 とを電気的に接続する。かかるアンテナ切替部

3 3 は、受信アンテナ3０4a～3０4fの中から選択した受信アンテナを介して受信した

ヵプセル型内視鏡3０2からの無線信号を受信回路 332 に出カする。

０1０3 受信回路 332 は、アンテナ切替部3 3 から入力された無線信号をべ一スバンド信

号に復調する復調処理機能と、この無線信号の受信電界強度を検出する受信強度

検出機能とを有する。具体的には、受信回路 332 は、アンテナ切替部3 3 から入力

された無線信号に対して復調処理等を行い、この無線信号をべ一スバンド信号であ

る画像信号に復調する。この画像信号は、ヵプセル型内視鏡3０2によって撮像され

た画像データを含むべ一スバンド信号である。受信回路 332 は、得られた画像信号

を信号処理回路 3 34に出カする。一方、受信回路 332 は、かかる無線信号の受信電

界強度を検出し、検出した受信電界強度を示す信号、例えば SS (Received gna

en虹h nd ca o 受信信号強度表示信号) を切替制御回路 333 に出カする。

０1０4 切替制御回路 333 は、上述したアンテナ切替部3 3 によるアンテナ切替動作を制

御するためのものである。具体的には、切替制御回路 333 は、受信回路 332 から入

力された受信電界強度を示す信号 (例えば SS 信号) をもとに、複数の受信アンテ

ナ3０4a～3０4 の中から無線信号の受信電界強度が最も高くなる受信アンテナを選

択し、このよぅに選択した受信アンテナと受信回路 332 とを電気的に接続するよぅアン

テナ切替部3 3 のアンテナ切替動作を制御する。

０1０5 信号処理回路 3 34は、受信回路 332 によって復調された画像信号に基づいた画

像データを生成するためのものである。具体的には、信号処理回路 3 34は、受信回

路 332 によって復調された画像信号に対して所定の画像処理等を行い、この画像信

号に基づいたヵプセル型内視鏡3０2による画像データを生成する。信号処理回路 3

34は、得られた画像データを制御部339 に出カする。

０1０6 記憶部335 は、上述した携帯型記録媒体3０7を着脱可能に挿着でき、制御部339

によって記憶指示されたデータ、例えば信号処理部34によって生成された画像デ一



タを携帯型記録媒体3０7に逐次保存する。なお、記憶部335は、山女 またはフラ、ソ

シュメモり等のメモり Cを有することによって記憶部335 自体が画像データ等の各種

情報を蓄積するよぅに構成してもよい。

０1０7 入力部336は、制御部339に指示する指示情報を入カする入カボタンを用いて実

現され、ユーザによる入力操作に応じ、例えば被検体 に関する情報を表示部337

に表示する指示等の各種指示情報を制御部339に入カする。表示部337は、液品

表示装置または有機 パネル等の薄型ディスプレイを用いて実現され、制御部339

によって表示指示された情報、例えば被検体 に関する情報等を表示する。なお、表

示部337は、グソチパネル等の情報人力機能を有し、入力部336に代えて指示情報

を制御部339に入カするよぅに構成してもよい。この場合、受信装置3０3は、入力部

336を有さなくてもよい。

０1０8 通信1 338は、受信装置3０3によって取得された画像データをモニタ装置3０9

に送信するためのものである。具体的には、通信1 338は、ケーブル3０8を介して

モニタ装置3０9に接続され、信号処理部34によって生成された画像データ(すなわ

ちカプセル型内視鏡3０2によって撮像された画像データ)をモニタ装置3０9に送信

する。

０1０9 制御部339は、処理プログラムを実行する P と、処理プログラム等が予め記憶さ

れた O と、演算パラメータまたは制御部339への入力情報を記憶する とを

用いて実現され、受信装置3０3の各構成部の駆動を制御する。この場合、制御部33

9は、各構成部との間の情報の入出力制御を行い、且つ、記憶部335 (具体的には

携帯型記録媒体3０7) に対するデータ保存動作およびデータ読み出し動作、表示部

337による表示動作、および通f 338を介したモニタ装置3０9への画像データ

送信動作等を制御する。このよぅな制御部339は、入力部336によって人力された指

示情報に基づいた各種処理を行ぅ。

０11０ また、制御部339は、動作確認部339aを有する。動作確認部339aは、例えば入

力部336から入力された指示情報をトリガ一とし、受信装置3０3の各構成部が正常

に動作するか否かを確認する自己診断処理を行ぅ。この場合、動作確認部339 は、

アンテナ切替部33 、受信回路332、切替制御回路333、信号処理回路334、記憶



部335 、入力部336 、表示部337 、通f 338、制御部339 、および電力供給部

34０の各間の接続状態が正常であるか否かを判断し、これらの各構成部が正常に動

作可能な状態であるか否かを診断する。また、動作確認部339a は、ケーブル3０8を

介して接続されたモニタ装置3０9のモニタ表示動作が正常に行われるか否か、すな

わち信号処理回路 3 34によって生成された画像データをモニタ装置3０9がモニタ表

示できるか否かを診断する。制御部339 は、かかる動作確認部339a による診断結果

を表示ｧ 3 3 7 に表示させる。

０111 電力供給部34０は、装置本体3０5に設けられた電源ス不ソチ (図示せず) がオン状

態に切り替えられた場合、受信装置3０3の各構成部に駆動電力を供給する。なお、

電力供給部34０として、乾電池、リチウムイオン二次電池、またはニッケル水素電池

等が例示される。また、電力供給部34０は、充電式であってもよい。

０112 つぎに、モニタ装置3０9の構成について説明する。図 5に示すよぅに、モニタ装置

3０9は、ヵプセル型内視鏡3０2からの無線信号を受信するための受信アンテナ3 9０

と、受信アンテナ3 9０を介して受信した無線信号を画像信号に復調する受信回路 3 9

と、受信回路 3 9 によって復調された画像信号をもとにヵプセル型内視鏡3０2によ

る画像データを生成する信号処理回路 392 とを有する。また、モニタ装置3０9は、ケ

ーブル3０8を介した受信装置3０3とモニタ装置3０9との接続を検知する接続検知部

393 と、ケーブル3０8を介して受信装置3０3からの画像データを受信するための通

f 394と、受信装置3０3とモニタ装置3０9とが接続された場合に通f 394

からの画像データを制御部398 に出力し、受信装置3０3とモニタ装置3０9とが末接

続である場合に信号処理回路 392 からの画像データを制御部398 に出カするス不ソ

チ回路 395 とを有する。さらに、モニタ装置3０9は、制御部9 6 に指示する指示情報を

入カする入力部396 と、画像データ等をモニタ表示する表示部397 と、モニタ装置3

０9の各構成部の駆動を制御する制御部398 と、モニタ装置3０9の各構成部に駆動

電力を供給する電力供給部399 とを有する。

０113 受信アンテナ3 9０、受信回路 3 9 、および信号処理回路 392 は、受信装置3０3と

モニタ装置3０9とが末接続である場合に、ヵプセル型内視鏡3０2からの無線信号を

受信し、この無線信号をもとにヵプセル型内視鏡3０2による画像データを取得するた



めのものである。具体的には、受信アンテナ39０は、ヵプセル型内視鏡3０2からの無

線信号を受信し、受信した無線信号を受信回路39 に出カする。受信回路39 は、

受信アンテナ39０を介して受信した無線信号を画像信号に復調し、得られた画像信

号を信号処理回路392 に出カする。信号処理回路392 は、受信回路39 によって

復調された画像信号をもとにヵプセル型内視鏡3０2による画像データを生成し、得ら

れた画像データをス不ソチ回路395 に出カする。

０114 このよぅな受信アンテナ39０、受信回路39 、および信号処理回路392 を有するこ

とによって、モニタ装置3０9は、受信装置3０3を介さずにヵプセル型内視鏡3０2によ

る画像データを取得でき、この画像データを表示部397 にモニタ表示することができ

る。

０115 接続検知部393 は、受信装置3０3とモニタ装置3０9との接続を検知するためのも

のである。具体的には、接続検知部393 は、ケーブル3０8を介した受信装置3０3と

モニタ装置3０9との接続に伴ぅ電気的な導通を検知することによって、受信装置3０3

とモニタ装置3０9とが接続された旨を検知する。接続検知部393 は、かかる受信装

置3０3とモニタ装置3０9との接続を検知した場合、この接続を検知した旨の検知結

果を制御部398 に出カする。

０116 通f 394は、ケーブル3０8を介して受信装置3０3から送信された画像データ

を受信するためのものである。具体的には、通f 394は、ケーブル3０8を介して

受信装置3０3の通f 338と接続され、この通f 338から出力された画像デ

ータ、すなわち受信装置3０3によって取得された画像データを入カする。通f

394は、得られた画像データをス不ソチ回路395 に出カする。

０ 7 ス不ソチ回路395 は、受信装置3０3とモニタ装置3０9との接続 末接続に応じ、信

号処理回路392 および通f 394のいずれかと制御部398 とを電気的に接続す

るス不ソチング動作を行ぅ。具体的には、ス不ソチ回路395 は、受信装置3０3とモニタ

装置3０9とが接続された場合、制御部398 の制御に基づいて通f 394と制御

部398 とを電気的に接続し、受信装置3０3とモニタ装置3０9とが末接続である場合、

制御部398 の制御に基づいて信号処理回路392 と制御部398 とを電気的に接続す

る。すなわち、ス不ソチ回路395 は、受信装置3０3とモニタ装置3０9とが接続された



場合、通f 394からの画像データ(受信装置3０3に取得された画像データ) を

制御部398 に出力し、受信装置3０3とモニタ装置3０9とが末接続である場合、信号

処理回路 392 によって生成された画像データを制御部398 に出カする。

０118 入力部396 は、制御部398 に指示する指示情報を入カする入カボタンを用いて実

現され、ュ一ザによる入力操作に応じ、例えば各構成部の駆動開始を指示する指示

情報等を制御部398 に入カする。表示部397 は、液品表示装置または有機 パネ、

ル等の薄型ヂィスプレイを用いて実現され、制御部398 によって表示指示された情

報、例えばケーブル3０8を介して受信装置3０3から受信した画像データまたは受信

装置3０3を介さずに取得した画像データ等をモニタ表示する。また、表示部397 は、

グソチパネル等の情報人力機能を有し、制御部398 に指示する指示情報を制御部3

98 に入カする。

０119 制御部398 は、処理プログラムを実行する P と、処理プログラム等が予め記憶さ

れた O と、演算パラメータまたは制御部398 への入力情報を記憶する とを

用いて実現され、モニタ装置3０9の各構成部の駆動を制御する。この場合、制御部3

98は、各構成部との間の情報の入出力制御を 、竹 、且つ、表示部397 によるモニタ

表示動作および接続検知部393 の検知動作等を制御する。

０12０ また、制御部398 は、上述したス不ソチ回路 395 のス不ソチング動作を制御する。具

体的には、制御部398 は、受信装置3０3とモニタ装置3０9との接続を検知した旨の

検知結果を接続検知部393 から受信した場合、通f 394と制御部398 とが電気

的に接続されるよぅにスイッチ回路 395 のス不ソチング動作を制御し、受信装置3０3と

モニタ装置3０9との接続を検知した旨の検知結果を接続検知部393 から受信してい
ない場合、信号処理回路 392 と制御部398 とが電気的に接続されるよぅにス不ソチ回

路 395 のス不ソチング動作を制御する。

０121 電力供給部399 は、モニタ装置3０9に設けられた電源ス不ソチ (図示せず) がオン

状態に切り替えられた場合、モニタ装置3０9の各構成部に駆動電力を供給する。な

お、電力供給部399 として、乾電池、リチウムイオン二次電池、またはニッケル水素電

池等が例示される。また、電力供給部399 は、充電式であってもよい。

０122 このよぅな構成を採用したモニタ装置3０9は、ケーブル3０8を介して受信装置3０3



に接続することによって、受信装置3０3を介してカプセル型内視鏡3０2による画像デ

ータを受信し、この受信した画像データ、すなわち受信装置3０3によって取得された

画像データをリアルタイムに逐次モニタ表示するよぅ機能する。

０123 つぎに、上述した被検体内情報取得システムの受信装置3０3に設けられた受信ア

ンテナ3０4a～3０4fの断線検査について説明する。以下では、まず、かかる受信ア

ンテナ3０4a～3０4fの断線検査に用いられる断線検査装置について説明し、つぎに

、この断線検査装置を用いた受信アンテナ3０4a～3０4fの断線検査方法について

説明する。

０124 図 6は、この発明の実施の形態9 にかかる断線検査方法に基づいて受信アンテナ

の断線検査を行ぅための断線検査装置の一構成例を模式的に示すブロック図である

。図 6に示すよぅに、この断線検査装置3 ０は、各種指示情報を入カするための入

力部3 と、受信アンテナの断線検査を行ぅために送信する自然画を撮像するため

の撮像部3 2と、撮像部3 2によって撮像された自然画を含む画像信号を生成する

画像処理部3 3と、予め設定された所定パターンのパターン画像を含む画像信号を

生成するパターン画像生成部3 4とを有する。また、断線検査装置3 ０は、画像処

理部3 3からの画像信号またはパターン画像生成部3 4からの画像信号を送信回

路 3 6に出カするためのス不ソチ回路 3 5と、ス不ソチ回路 3 5を介して人力された

画像信号を変調してテスト用の無線信号 (以下、テスト無線信号とレづ) を生成する送

信回路 3 6と、送信回路によって生成されたテスト無線信号を外部に出カする送信

アンテナ3 7とを有する。さらに、断線検査装置3 ０は、断線検査装置3 ０の各構成

部の駆動を制御する制御部3 8と、断線検査装置3 ０の各構成部に駆動電力を供

給する電力供給部3 9とを有する。

０125 入力部3 は、制御部3 8に指示する指示情報を入カする入カボタンを用いて実

現され、ュ一ザによる入力操作に応じ、例えばテスト無線信号を外部に出力開始す

る指示またはテスト無線信号によって出力されるテスト画像を上述した自然画または

パターン画像に切り替える指示等を制御部3 8に入カする。なお、このテスト画像は

、上述した自然画およびパターン画像のいずれかである。

０126 撮像部3 2は、受信アンテナの断線検査を行ぅためのテスト画像として送信される



自然画を撮像するためのものである。具体的には、撮像部3 2は、 等の発光素

子と、CC またはC OS等の撮像素子と、レンズ等の光学系とを用いて実現される

。この場合、撮像部3 2は、所望の撮像視野に照射された照明光による被写体から

の反射光を受光し、受光した反射光を光電変換することによって所望の自然画を撮

像する。撮像部3 2は、得られた自然画の画像データを画像処理部3 3に出カする

０127 画像処理部3 3は、撮像部3 2によって撮像された自然画の画像データを含む画

像信号を生成するためのものである。具体的には、画像処理部3 3は、撮像部3 2

から入力された画像データに対して所定の信号処理を行い、自然画の画像データを

含む画像信号を生成する。画像処理部3 3は、得られた画像信号をス不ソチ回路 3

5に出カする。

０128 パターン画像生成部3 4は、予め設定された所定パターンのパターン画像を画像

データとして含む画像信号を生成するためのものである。具体的には、パターン画像

生成部3 4は、予め設定された複数種類のパターンの中から制御部3 8によって生

成指示されたパターンを有するパターン画像を生成し、生成したパターン画像の画

像データを含む画像信号を生成する。パターン画像生成部3 4は、得られた画像信

号をス不ソチ回路 3 5に出カする。なお、このパターン画像として、所定の色によって

形成されたカラーバー、グレースケール、所定のランプ波形に基づいたグラデーショ

ングレースケール、白画像、および黒画像等が例示される。

０129 ス不ソチ回路 3 5は、外部に送信するテスト無線信号に含まれるテスト画像を上述

した自然画およびパターン画像のいずれかに切り替えるためのものである。具体的に

は、ス不ソチ回路 3 5は、入力部3 によって人力された指示情報に基づいた制御

部3 8の制御によって、画像処理部3 3およびパターン画像生成部3 4のいずれか
と送信回路 3 6とを電気的に接続するス不ソチング動作を行ぅ。この場合、ス不ソチ回

路 3 5は、かかる制御部3 8の制御に基づいたス不ソチング動作によって、画像処

理部3 3からの画像信号 (すなわち自然画の画像信号) およびパターン画像生成部

3 4からの画像信号 (すなわちパターン画像の画像信号) のいずれかを送信回路 3

6に出カする。



０13０ 送信回路 3 6は、テスト画像の画像データを含む画像信号をテスト無線信号に変

調するためのものである。具体的には、送信回路 3 6は、ス不ソチ回路 3 5を介して

画像処理部3 3またはパターン画像生成部3 4から受信した画像信号に対して変

調処理および電力増幅処理等を行い、この画像信号をテスト無線信号に変調する。

送信回路 3 6は、得られたテスト無線信号を送信アンテナ3 7に出カする。送信ア

ンテナ3 7は、送信回路 3 6によって生成されたテスト無線信号を外部に出カする。

なお、送信アンテナ3 7は、カプセル型内視鏡3０2によって送信される無線信号とほ

ぼ同様の周波数帯域のテスト無線信号を送信することが望ま 、。

０131 制御部3 8は、処理プログラムを実行する P と、処理プログラム等が予め記憶さ

れた O と、演算パラメータまたは制御部398 への入力情報を記憶する とを

用いて実現され、断線検査装置3 ０の各構成部の駆動を制御する。この場合、制御

部3 8は、各構成部との間の情報の入出力制御を行い、且つ、入力部3 からの指

示情報に基づいて各構成部の駆動を制御する。例えば、制御部3 8は、入力部3

からの撮像開始指示に基づいて撮像部3 2の撮像動作を制御し、且つ画像処理

部3 3の画像信号生成動作を制御する。一方、制御部3 8は、入力部3 からのパ

ターン画像生成指示に基づいてパターン画像生成部3 4のパターン画像生成動作

および画像信号生成動作を制御する。また、制御部3 8は、入力部3 からの自然

画送信指示に基づいて、画像処理部3 3と送信回路 3 6とを電気的に接続するよぅ

ス不ソチ回路のス不ソチング動作を制御し、且つ画像処理部3 3によって生成された

画像信号をテスト無線信号に変調して外部に送信するよぅ送信回路 3 6を制御する

。一方、制御部3 8は、入力部3 からのパターン画像送信指示に基づいて、パタ

ーン画像生成部3 4と送信回路 3 6とを電気的に接続するよぅス不ソチ回路のスイ、ソ

チング動作を制御し、且つパターン画像生成部3 4によって生成された画像信号を

テスト無線信号に変調して外部に送信するよぅ送信回路 3 6を制御する。

０132 電力供給部3 9は、断線検査装置3 ０に設けられた電源ス不ソチ (図示せず) がオ

ン状態に切り替えられた場合、断線検査装置3 ０の各構成部に駆動電力を供給す

る。なお、電力供給部3 9として、乾電池、リチウムイオン二次電池、またはニッケル

水素電池等が例示される。また、電力供給部3 9は、充電式であってもよい。



０133 このよぅな構成を採用した断線検査装置3 ０は、所望のテスト画像を画像データと

して含むテスト無線信号を送信することができる。かかるテスト無線信号を送信する断

線検査装置3 ０を用いることによって、上述した受信装置3０3に設けられた複数の

受信アンテナ3０4a～3０4fの断線検査を行ぅことができる。

０134 つぎに、この発明の実施の形態9にかかる受信アンテナの断線検査方法について

説明する。図 7は、この発明の実施の形態9にかかる受信アンテナの断線検査方法

の一例を示すフローチヤートである。なお、本発明の実施の形態9にかかる断線検査

方法によって受信アンテナの断線検査が行われる受信装置3０3は、電池等をセット

して電力供給部34０が駆動電力を供給できる状態にし、上述した自己診断処理を行

って正常に動作するものであることを予め確認したものである。

０135 図 7に示すよぅに、まず、断線検査対象の受信アンテナ3０4a～3０4 を有する受

信装置3０3に対してワークステーション3０6による初期ィロ処理を 、竹 、被検体 に対

するヵプセル型内視鏡検査を行ぅための受信装置としてこの受信装置3０3を初期設

定する (ステップS ０ )。具体的には、図 8に示すよぅに、受信装置3０3からアンテ

ナュニット3０4を取り外し、かかるアンテナュニットを取り外した状態の受信装置3０3

すなわち装置本体3０5をクレードル322 に載置する。クレードル322 は、ケーブル3 2

を介してワークステーション3０6に接続されている。ワークステーション3０6は、受信

装置3０3に対する初期ィロ処理を行ぅためのアプリケーションを予め立ち上げた状態

であり、このアプリケーションに基づいて受信装置3０3を初期化処理する。

０136 つぎに、かかる初期ィロ処理が行われた装置本体3０5をクレードル322 から取り外し

、この装置本体3０5にアンテナュニット3０4を接続することによって受信装置3０3を

形成する (ステップ ０2)。この受信装置3０3は、上述した初期ィロ処理が行われた

状態であり、例えば被検体 に関する情報 (患者名、患者 、検査 日等) が登録され

ている。

０137 その後、この受信装置3０3にケーブル3０8を介してモニタ装置3０9を接続し(ステ

、ソプS ０3) 、この接続したモニタ装置3０9の動作確認を行列ステップ ０4)。具体

的には、入力部336 を操作してモニタ装置3０9の動作確認を行ぅよぅ受信装置3０3

の制御部339 に指示する。この場合、上述した動作確認部339a は、信号処理回路 3



34によって生成された画像データをモニタ装置3０9の表示部397 がモニタ表示でき

る状態であるか否かを診断し、制御部339 は、かかる動作確認部339a によるモニタ

装置3０9の診断結果を表示部337 に表示させる。ュ一ザは、表示部337 に表示され

たモニタ装置3０9の診断結果を確認することによって、受信装置3０3に取得された

画像データをモニタ装置3０9がモニタ表示できる状態であるか否かを確認できる。な

お、このステップS ０4の動作確認工程において、モニタ装置3０9の動作確認を行ぅ

とともに、上述した受信装置3０3の自己診断処理を行ってもよい。

０138 つぎに、このステップ ０4の動作確認工程によって正常に動作する (モニタ表示

するにとが確認されたモニタ装置3０9を接続した受信装置3０3に対し、受信アンテ

ナの断線の有無を検査する。具体的には、この受信装置3０3のアンテナュニット3０4

に接続された複数の受信アンテナ3０4 ～3０4fの中から断線検査対象の受信アン

テナを選択し(ステップS ０5) 、選択した断線検査対象の受信アンテナに対して断

線検査装置によるテスト無線信号を送信する (ステップS ０6)。この場合、例えば図

9に示すよぅに、断線検査対象に選択した受信アンテナ3０4aに断線検査装置3 ０

を近付け、断線検査装置3 ０からのテスト無線信号が断線検査対象の受信アンテナ

3０4aのみに受信される状態にする。そして、断線検査装置3 ０は、このよぅな受信ア

ンテナ3０4aに対し、入力部3 の入力操作によって予め指定した所望のテスト画像

を含むテスト無線信号を所定時間送信する。

０139 なお、テスト無線信号が送信される時間は、断線の無い受信アンテナを介して受信

装置3０3がテスト画像を取得した場合にモニタ装置3０9がこのテスト画像をモニタ表

示するに充分なものである。また、断線検査装置3 ０は、どのよぅな表示内容のテスト

画像をテスト無線信号によって送信したかをュ一ザが認識している既知のものであれ

ば、所望のテスト画像として上述した自然画およびパターン画像のいずれを送信して

もよい。

０14０ つぎに、このよぅに断線検査装置3 ０によって送信されたテスト画像がモニタ装置3

０9にモニタ表示されたか否かを確認する (ステップS ０7)。具体的には、図 9に示

すよぅに、断線検査対象の受信アンテナ3０4aに送信された断線検査装置3 ０から

のテスト無線信号は、この受信アンテナ3０4aと受信装置3０3とが断線していなけれ



は、この受信アンテナ3０4aを介して受信装置3０3に受信される。この場合、受信装

置3０3は、このよぅに受信したテスト無線信号を画像信号に復調し、得られた画像信

号をもとにテスト画像の画像データを取得するとともに、ケーブル3０8を介してこの画

像データをモニタ装置3０9に送信する。モニタ装置3０9は、受信装置3０3から受信

した画像データをもとにテスト画像Pを表示部397 に表示する。したがって、ュ一ザは

、このよぅにモニタ装置3０9の表示部397 にテスト画像Pが表示されたことを確認する

ことによって (ステップS ０7 es)、断線検査対象の受信アンテナ3０4aが断線して

いないものとリアルタイムに判断できる (ステップS ０8)

０14 1 一方、断線検査対象の受信アンテナ3０4aに送信された断線検査装置3 ０からの

テスト無線信号は、この受信アンテナ3０4aと受信装置3０3とが断線していれば、この

受信装置3０3に受信されない。この場合、受信装置3０3は、かかるテスト無線信号に

含まれるテスト画像を取得することができない。このため、モニタ装置3０9は、このテ

スト画像を表示部397 に表示しない。したがって、ュ一ザは、このよぅにモニタ装置3０

9の表示部397 にテスト画像が表示されないことを確認することによって (ステップ

０7 o)、断線検査対象の受信アンテナ3０4aが断線した状態 (断線状態)であると

リアルタイムに判断できる (ステップS ０9)

０142 その後、受信装置3０3が有する全ての受信アンテナ3０4a～3０4 について断線検

査が完了していなければ (ステップS ０ o)、上述したステップS ０5以降の処理

工程を繰り返す。この場合、断線検査済みの受信アンテナ3０4aを除く残りの受信ア

ンテナ3０4b～3０4 の中から断線検査対象の受信アンテナを選択し、この選択した

受信アンテナに対して上述したステップS ０6以降の処理工程を繰り返す。このよぅ

にして、受信装置3０3の全ての受信アンテナ3０4a～3０4 について上述した断線検

査を完了した場合 (ステップS ０ es)、受信アンテナ3０4a～3０4 のそれぞれに

ついて断線の有無を検査できる。

０143 このよぅに断線検査が行われた受信アンテナ3０4a～3０4 の中に断線状態のもの

がなければ、かかる受信アンテナ3０4a～3０4 を有する受信装置3０3は、カプセル

型内視鏡3０2からの無線信号を正常に受信できる正常状態のものであると判断でき

、その後、この正常状態の受信装置3０3を被検体 に携帯させてカプセル型内視鏡



検査を即座に開始できる。

０144 一方、このよぅな受信アンテナ3０4a～3０4 の中に断線状態のものが確認された場

合、かかる受信アンテナ3０4a～3０4fを有する受信装置3０3は、受信アンテナの断

線に起因してカプセル型内視鏡3０2からの無線信号を正常に受信できない異常状

態のものであると判断できる。この場合、かかる受信装置3０3の異常状態が受信アン

テナの断線に起因するものであることを判断できるとともに、断線状態の受信アンテ

ナを容易に特定できる。したがって、かかる断線状態の受信アンテナを断線の無い
正常な受信アンテナに交換することによって、またはアンテナュニット3０4を断線の

無い正常なものに交換することによって、この異常状態の受信装置3０3を上述した

正常状態のものに容易に復帰できる。これによって、この正常状態に復帰した受信

装置3０3を被検体 に携帯させてカプセル型内視鏡検査を即座に開始できる。

０145 なお、この発明の実施の形態9にかかる断線検査方法において、断線検査装置3

からのテスト無線信号に含まれるテスト画像Pは、モニタ装置3０9に代えて受信装

置3０3の表示部337 に表示させてもよい。この場合、上述したモニタ装置3０9を受信

装置3０3に接続する必要がなく、この受信装置3０3と断線検査装置3 ０とを用いて

受信アンテナの断線検査を行ぅことができる。この場合、上述した自己診断処理とス

テップS ０ S ０2の各処理工程とが行われた受信装置3０3に対し、ステップS ０

5以降の処理工程を行えばよい。

０146 具体的には、図2０に示すよぅに、複数の受信アンテナ3０4a～3０4 の中から断線

検査対象に選択した受信アンテナ3０4aに断線検査装置3 ０を近付け、この断線検

査装置3 ０からのテスト無線信号をこの受信アンテナ3０4aに所定時間送信する。こ

こで、このテスト無線信号をもとに受信装置3０3に取得されるテスト画像Pが表示部3

3 7 に表示された場合、このテスト無線信号が送信された受信アンテナ3０4aは断線し

ていないものであると判断でき、このテスト画像Pが表示部337 に表示されない場合、

このテスト無線信号が送信された受信アンテナ3０4aは断線状態であると判断できる

。このよぅな断線検査を残りの受信アンテナ3０4b～3０4 に対して繰り返すことによっ
て、全ての受信アンテナ3０4a～3０4 の断線検査を達成できる。

０147 なお、この発明の実施の形態9では、受信アンテナの断線検査を行ぅために受信装



置3０3に被検体 に関する情報を登録して初期設定していたが、この発明はこれに

限定されるものではなく、断線検査用に設定したダミーの被検体情報、例えばダミー

患者名、ダミー患者 、断線検査 日等を受信装置3０3に登録して初期設定してもよ

０148 また、断線検査によって受信装置3０3に送信されたテスト画像は、受信装置3０3の

記憶部335 に保存されてもよいし、モニタ装置3０9または表示部337 に表示された

後に制御部339 によって削除されてもよい。

０149 以上、説明したよぅに、この発明の実施の形態9では、ケーブルを介して受信装置と

携帯型のモニタ装置とを接続し、この受信装置に取得された画像データをこのモニタ

装置にリアルタイムに表示するよぅにし、この受信装置の受信アンテナに対して断線

検査装置によるテスト無線信号を所定時間送信し、このテスト無線信号に含まれるテ

スト画像がこのモニタ装置に表示されなかった場合、このテスト無線信号が送信され

た受信アンテナを断線状態であると判断するよぅにした。このため、カプセル型内視

鏡によって撮像された画像を表示するワークステーションに受信装置を接続しなくと

も、この受信装置がカプセル型内視鏡からの無線信号を正常に受信できる正常状態

であるか否かを判断でき、また、この受信装置がカプセル型内視鏡からの無線信号

を正常に受信できない異常状態であると判断された場合、この受信装置の異常状態

が受信アンテナの断線に起因するものであることを判断できるとともに、複数の受信

アンテナの中から断線状態の受信アンテナを容易に検知できる断線検査方法を実

現することができる。

０15０ この実施の形態9にかかる断線検査方法によれば、カプセル型内視鏡によって撮

像された画像を表示するワークステーションに受信装置を接続しなくとも、この受信装

置がカプセル型内視鏡からの無線信号を正常に受信できる状態であるか否かを容

易に検査できるとともに、異常状態であると判断した場合、この受信装置の異常状態

を引き起こした受信アンテナの断線状態を容易に検知できるれづ効果を奏する。

０151 また、断線検査対象の受信アンテナにテスト無線信号を送信することによって、この

受信アンテナの断線の有無をリアルタイムに確認できるので、受信アンテナの断線の

有無を検査してからカプセル型内視鏡検査の被検体に正常な受信装置を携帯させ



るまでの時間を短縮でき、カプセル型内視鏡検査に必要な正常状態の受信装置を

容易に準備することができる。

０152 さらに、受信装置が有する複数の受信アンテナの中から断線状態の受信アンテナ

を容易に検知し、特定できるので、この断線状態の受信アンテナを正常な受信アン

テナに容易に交換することができ、受信アンテナの断線に起因して異常状態であると

判断した受信装置を正常状態のものに容易に復帰できる。

０153 また、受信アンテナを介して取得した画像データを受信装置の表示部にリアルタイ

ムに表示するよぅ構成した場合、かかる表示部を有する受信装置の各受信アンテナ

にテスト無線信号を所定時間送信することによって、上述したモニタ装置を受信装置

に接続しなくとも、この受信装置が正常状態であるか否かを判断でき、また、この受信

装置が異常状態であると判断された場合、この受信装置の異常状態が受信アンテナ

の断線に起因するものであることを判断できるとともに、複数の受信アンテナの中から

断線状態の受信アンテナを容易に検知し、特定できる。

０154 なお、本願の明細書中に記載された実施の形態 ～9は、いずれも相互に組み合

わせて実施できるものである。例えば、上述した断線検査装置3 ０と受信装置2また

は受信装置 ０2とを用いて受信アンテナの断線検知を行ってもよいし、受信装置2ま

たは受信装置 ０2とモニタ装置3０9とを接続するよぅに構成し、かかる受信装置2ま

たは受信装置 ０2によって処理された受信アンテナの断線検知の結果をモニタ装置

3０9に表示してもよい。また、上述した受信装置3０3の制御部339 が断線検知処理

部C2a に相当する断線検知処理部を有するよぅにし、かかる断線検知処理部を有す

る制御部339 が本発明の実施の形態4～8と略同様に受信アンテナの断線検知を行

ってもよい。さらに、上述した受信装置3０3のアンテナュニット3０4に、断線検出回路

23に相当する断線検出回路と、この断線検出回路と受信アンテナ3０4a～3０4 との

接続状態を切り替える切替スイソチ (切替スイソチ22に相当) とを設け、この断線検出

回路によって受信アンテナの断線検知を行ってもよい。この場合、かかる切替スイソ

チによる断線検出回路と受信アンテナ3０4a～3０4 との接続状態を切替制御回路 3

3 3がさらに制御し、制御部339 が、かかる断線検出回路からの検出信号 6をもとに

受信アンテナの断線検知を行えばよい。



産業上の利用可能，性

以上のよぅに、本発明にかかる受信装置は、被検体の臓器内部に導入したカプセ

ル型内視鏡が撮像した画像データを含む無線信号をこの被検体内のカプセル型内

視鏡から受信する場合に有用であり、特に、かかる被検体内のカプセル型内視鏡か

ら無線信号を受信するための受信アンテナと受信装置との断線検知 (具体的には受

信装置と受信アンテナとを接続する給電線の断線検知)を簡易且っ短時間に行元
とができる受信装置に適している。



請求の範囲

複数の受信アンテナにそれぞれ接続された複数の給電線を選択切替手段によっ
て選択切替し、この選択切替された給電線および受信アンテナを介し、移動する送

信装置から送信された送信情報を受信する受信装置において、

前記選択切替手段の近傍で前記複数の給電線をそれぞれ分岐し、この分岐した

各給電線を選択切替する検出用選択切替手段と、

前記給電線と前記受信アンテナとの間に設けられ、前記給電線を接地する接地手

段と、

前記検出用選択切替手段によって選択切替された給電線に直流電圧を定電流源

を介して印加し、給電線の電圧が接地電圧であるか否かによって前記給電線の断線

の有無を検出する断線検出手段と、

前記検出用選択切替手段の選択切替制御およびこの選択切替制御に同期して前

記断線検出手段による断線検知を行わせる制御手段と、

を備えたことを特徴とする受信装置。

2 前記受信アンテナは、開放型の受信アンテナであり、前記給電線と前記受信アン

テナとは、トランス型バランによって接続され、このトランス型バランの給電線側が接

地されることを特徴とする請求項 に記載の受信装置。

3 前記受信アンテナは、開放型の受信アンテナであり、前記給電線と前記受信アン

テナとは、短絡素子によって接続され、該短絡素子の一端が接地されることを特徴と

する請求項 に記載の受信装置。

4 前記受信アンテナは、ループ型のアンテナであり、前記給電線と前記受信アンテナ

とが接続される一端が接地されていることを特徴とする請求項 に記載の受信装置。

5 前記給電線は、同軸ケーブルであり、外部導体が接地されることを特徴とする請求

項 に記載の受信装置。

6 前記制御手段は、断線検知結果を出カする制御を〒ぅことを特徴とする請求項 に

記載の受信装置。
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