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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間欠的に到来するデータを受信する通信装置と、
　前記通信装置によって受信された前記データを解析して前記データ内に所定の基準タイ
ミング信号パターンが存在するか否かを識別する第１制御回路と、
　初期値からクロックをカウントしてそのカウント値に応じて被制御装置に対する制御信
号を生成し、かつ前記カウント値が予め定められたインターバル値に達すると、前記カウ
ント値を前記初期値に戻してから前記クロックのカウントを再開するタイマ手段と、を備
える受信機であって、
　前記タイマ手段は、前記第１制御回路によって前記所定の基準タイミング信号パターン
の存在が識別された場合には前記初期値を変化させて前記初期値から前記インターバル値
までの前記クロックのカウント数を前記第１制御回路が前記データの解析に要する時間に
相当する前記クロックの数だけ減少させ、
　前記第１制御回路は、前記データの解析の終了後から前記カウント値が前記インターバ
ル値に達するまでの期間は第１クロックに応じて動作し、前記データの解析中には前記第
１クロックより高い周波数の第２クロックに応じて動作することを特徴とする受信機。
【請求項２】
　前記タイマ手段は、
　第１基準値を保持する第１レジスタと、
　前記第１基準値より大なる第２基準値を保持する第２レジスタと、
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　前記第１制御回路によって前記データ内に所定の基準タイミング信号パターンの存在が
識別されなかった場合に前記第１基準値を出力し、前記第１制御回路によって前記所定の
基準タイミング信号パターンの存在が識別された場合に前記第１基準値に代えて前記第２
基準値を出力するセレクタと、
　前記初期値から前記クロックをカウントするカウンタと、
　前記カウンタのカウント値が前記初期値より大なる下限値に達したときに前記制御信号
を生成し、前記カウンタのカウント値が前記下限値より大なる上限値に達したときに前記
制御信号の生成を停止する上下限比較器と、
　前記カウンタのカウント値が前記上限値より大なる前記インターバル値に達したときに
タイマ満了信号を生成するインターバル比較器と、を備え、
　前記カウンタは前記タイマ満了信号に応じて前記セレクタの出力値を前記初期値として
読み取って読み取った前記初期値から前記クロックのカウントを再開することを特徴とす
る請求項１に記載の受信機。
【請求項３】
　前記通信装置は、
　受信状態において無線信号を受信して受信信号を出力し、送信状態において送信すべき
送信信号を無線信号として送信する高周波部と、
　前記高周波部によって受信された前記受信信号を復調してディジタル信号とする復調器
と、
　パケット単位の送信データに変調を施して前記送信信号とする変調器と、
　前記復調器の出力ディジタル信号を前記パケット単位でデータ処理する受信系回路、及
び前記変調器に前記パケット単位の送信データを供給する送信系回路を有する送受信回路
と、
　前記送受信回路を制御する第２制御回路と、を備えることを特徴とする請求項１記載の
受信機。
【請求項４】
　左目用シャッター及び右目用シャッターを備えたシャッターメガネであって、
　間欠的に到来するデータを受信する通信装置と、
　前記通信装置によって受信された前記データを解析して前記データ内に所定の基準タイ
ミング信号パターンが存在するか否かを識別する第１制御回路と、
　初期値からクロックをカウントしてそのカウント値に応じて前記左目用シャッター及び
前記右目用シャッター各々の開閉のための制御信号を生成し、かつ前記カウント値が予め
定められたインターバル値に達すると、前記初期値に戻って前記クロックのカウントを再
開するタイマ手段と、を備え、
　前記タイマ手段は、前記第１制御回路によって前記所定の基準タイミング信号パターン
の存在が識別された場合には前記初期値を変化させて前記初期値から前記インターバル値
までの前記クロックのカウント数を前記第１制御回路が前記データの解析に要する時間に
相当する前記クロックの数だけ減少させ、
　前記第１制御回路は、前記データの解析の終了後から前記カウント値が前記インターバ
ル値に達するまでの期間は第１クロックに応じて動作し、前記データの解析中には前記第
１クロックより高い周波数の第２クロックに応じて動作することを特徴とするシャッター
メガネ。
【請求項５】
　前記タイマ手段は、前記カウント値が左目下限値に達したときに前記制御信号として前
記左目用シャッターの開のために高レベルの左シャッター開閉信号を生成し、前記カウン
ト値が前記左目下限値より大なる左目上限値に達したときに低レベルの前記左シャッター
開閉信号を生成し、前記カウント値が前記左目上限値より大なる右目下限値に達したとき
に前記制御信号として前記右目用シャッターの開のために高レベルの右シャッター開閉信
号を生成し、前記カウント値が前記右目下限値より大なる右目上限値に達したときに低レ
ベルの前記右シャッター開閉信号を生成することを特徴とする請求項４記載のシャッター
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メガネ。
【請求項６】
　前記左目用シャッター及び前記右目用シャッター各々は液晶表示器からなることを特徴
とする請求項４又は５記載のシャッターメガネ。
【請求項７】
　所定の基準タイミング信号パターンを含むデータを間欠的に送信する送信機と、前記デ
ータを受信する通信装置を含む受信機と、を備える通信システムであって、
　前記受信機は、
　前記通信装置によって受信された前記データを解析して前記データ内に所定の基準タイ
ミング信号パターンが存在するか否かを識別する第１制御回路と、
　初期値からクロックをカウントしてそのカウント値に応じて被制御装置に対する制御信
号を生成し、かつ前記カウント値が予め定められたインターバル値に達すると、前記初期
値に戻って前記クロックのカウントを再開するタイマ手段と、を備え、
　前記タイマ手段は、前記第１制御回路によって前記所定の基準タイミング信号パターン
の存在が識別された場合には前記初期値を変化させて前記初期値から前記インターバル値
までの前記クロックのカウント数を前記第１制御回路が前記データの解析に要する時間に
相当する前記クロックの数だけ減少させ、
　前記第１制御回路は、前記データの解析の終了後から前記カウント値が前記インターバ
ル値に達するまでの期間は第１クロックに応じて動作し、前記データの解析中には前記第
１クロックより高い周波数の第２クロックに応じて動作することを特徴とする通信システ
ム。
【請求項８】
　前記タイマ手段は、
　第１基準値を保持する第１レジスタと、
　前記第１基準値より大なる第２基準値を保持する第２レジスタと、
　前記第１制御回路によって前記データ内に所定の基準タイミング信号パターンの存在が
識別されなかった場合に前記第１基準値を出力し、前記第１制御回路によって前記所定の
基準タイミング信号パターンの存在が識別された場合に前記第１基準値に代えて前記第２
基準値を出力するセレクタと、
　前記初期値から前記クロックをカウントするカウンタと、
　前記カウンタのカウント値が前記初期値より大なる下限値に達したときに前記制御信号
を生成し、前記カウンタのカウント値が前記下限値より大なる上限値に達したときに前記
制御信号の生成を停止する上下限比較器と、
　前記カウンタのカウント値が前記上限値より大なる前記インターバル値に達したときに
タイマ満了信号を生成するインターバル比較器と、を備え、
　前記カウンタは前記タイマ満了信号に応じて前記セレクタの出力値を前記初期値として
読み取って読み取った前記初期値から前記クロックのカウントを再開することを特徴とす
る請求項７記載の通信システム。
【請求項９】
　前記送信機は、所定の周期の前記データの送信タイミングのうちから間引いたタイミン
グで前記データを送信し、前記所定の周期は前記カウンタのカウント値が前記第１基準値
から前記インターバル値に達するまでの時間長であることを特徴とすることを特徴とする
請求項８記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信データから得られる基準タイミングに基づいて被制御装置を制御する通
信装置、受信データから得られる基準タイミングに基づいてシャッターを開閉するシャッ
ターメガネ、及び基準タイミングを表すデータを送受信する通信システムに関する。
【背景技術】



(4) JP 5901133 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

【０００２】
　３Ｄ映像表示システムでは３Ｄ対応テレビ装置とシャッターメガネである３Ｄメガネと
の間で通信が行われ、それにより３Ｄ対応テレビ装置と３Ｄメガネとの間の動作タイミン
グが一致するようにされている。図１はそのような３Ｄ映像表示システムに適用可能な従
来の無線通信システムを概略的に示している。
【０００３】
　送信機１は少なくとも制御装置３及び通信装置４を備えている。制御装置３は周期的に
受信機２に対して送信すべきデータを生成し、通信装置４へのデータ送信命令を生成する
。送信すべきデータは基準タイミングを表すデータを含む。また、制御装置３は通信装置
４のデータを含むパケットの送受信制御を行う。通信装置４は制御装置３の命令によりパ
ケットの送受信をアンテナ４ａを介して行う。
【０００４】
　受信機２は少なくとも通信装置５及び表示装置６を備えている。通信装置５は送信機１
からの送信パケットをアンテナ５ａを介して受信すると、そのパケットから受信データを
取り出してそのデータが基準タイミングを表す場合にその基準タイミングの検出に同期し
た制御信号を表示装置６に供給する。表示装置６は送信機１から送信される基準タイミン
グに同期した表示を行う装置であり、通信装置５から供給される制御信号に応じて表示動
作を行う。
【０００５】
　送信機１の動作を説明すると、送信機１においては、制御装置３に内蔵するタイマ（図
示せず）が所定の周期（インターバル期間）を計測し終わると、制御装置３は送信パケッ
トを組み立て、通信装置４へ送信命令を発し、その送信パケットを通信装置４へ転送する
。通信装置４では制御装置３からの送信命令及び送信パケットを受け、送信パケットの変
調を行ってディジタル信号を所定の周波数のＲＦ信号として送出する。
【０００６】
　次に、受信機２の動作を説明すると、受信機２においては、通信装置５に内蔵されるタ
イマが所定の周期を計測し終わると、通信装置５は送信機１から送出されたＲＦ信号を受
信し、そのＲＦ信号に応じた受信信号を復調してディジタル信号とし、ディジタル信号か
らパケット中のデータを抽出する。
【０００７】
　通信装置５内には通信装置の送受信制御を行う制御回路が備えられており、その制御回
路はパケットの受信が完了すると、そのパケット中のデータを解析し、自分宛のデータで
あることを確認すると表示装置６を制御するための制御信号を出力する。
【０００８】
　図２に示すように、送信機１では、制御装置３に内蔵する上記のタイマが所定の周期（
インターバル期間）をカウントし、そのカウントが完了する毎にインターバル期間完了を
通知するデータを含むパケットの送信が開始される。受信機２ではそのパケットの受信後
、上記の制御回路の処理時間を経て、そのパケット内のデータに応じて表示装置６に対す
る制御が実行される。
【０００９】
　かかる無線通信システムを３Ｄ映像表示システムに適用すると、３Ｄ対応テレビ装置に
は送信機１が備えられ、３Ｄメガネには受信機２が備えられる。表示装置６は３Ｄメガネ
の液晶表示装置である（特許文献１参照）。送信機１では送信されるデータとして同期信
号を示す同期信号パターンがパケットには挿入され、制御回路は同期信号パターンをデー
タ解析で判別することになる。データ解析の結果、パケットのデータが同期信号パターン
であると判別したときには通信装置５内の制御回路は、その時点を同期信号発生時として
図３に実線で示すように、３Ｄメガネの左シャッター開閉信号及び右シャッター開閉信号
を制御信号として各々生成する。３Ｄメガネでは通常のメガネの左右のレンズに相当する
部分が液晶シャッターとして形成されるので、その左右の液晶シャッターが左シャッター
開閉信号及び右シャッター開閉信号に応じて個別に開閉することにより、３Ｄメガネとし
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て機能することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－１１７４３７号公報
【特許文献２】特開平６－２２３０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の無線通信システムにおいては、通信装置５内の制御回路が受信パ
ケットのデータの解析を完了した時点を基準にして表示装置６の制御を実行するために受
信時のノイズ混入等の不安定状態によっては或いはデータの種類によって制御回路のデー
タ解析に要する処理期間（図２）が一定ではなくなり、シャッター開閉信号等の制御信号
を厳密なタイミングで生成することが困難となり、遅延が生じるという問題があった。そ
のような制御信号の生成タイミングの遅延が生じると、例えば、上記３Ｄメガネの場合に
は液晶シャッターの開閉のタイミングが図３の破線のようにずれてしまい、テレビ画面か
ら出力される３Ｄ映像にちらつき等が出てしまうという不具合が起きる。
【００１２】
　一方、特許文献２には、ＣＰＵの高速化を図るためにＣＰＵにより過大な電力を供給す
ることが提案示されているが、これを上記の従来の無線通信システムの制御回路に適用し
た場合には、無駄に電力消費がなされてしまうという別の問題が生じることになる。また
、３Ｄメガネ等の携帯機器においては、電源を電池に依存していることが多く、低消費電
力化が求められている。
【００１３】
　そこで、本発明の目的は、かかる点を鑑みてなされたものであり、受信データから得ら
れる基準タイミングに基づいた表示装置等の被制御装置の制御を遅延なくかつ低消費電力
で可能にする受信機、受信データから得られる基準タイミングに基づいたシャッターの開
閉を遅延なくかつ低消費電力で可能にするシャッターメガネ、及び基準タイミングを表す
データの送受信を遅延なくかつ低消費電力で可能にする通信システムを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の受信機は、間欠的に到来するデータを受信する通信装置と、前記通信装置によ
って受信された前記データを解析して前記データ内に所定の基準タイミング信号パターン
が存在するか否かを識別する第１制御回路と、初期値からクロックをカウントしてそのカ
ウント値に応じて被制御装置に対する制御信号を生成し、かつ前記カウント値が予め定め
られたインターバル値に達すると、前記初期値に戻って前記クロックのカウントを再開す
るタイマ手段と、を備える受信機であって、前記タイマ手段は、前記第１制御回路によっ
て前記所定の基準タイミング信号パターンの存在が識別された場合には前記初期値を変化
させて前記初期値から前記インターバル値までの前記クロックのカウント数を前記第１制
御回路が前記データの解析に要する時間に相当する前記クロックの数だけ減少させ、前記
第１制御回路は、前記データの解析の終了後から前記カウント値が前記インターバル値に
達するまでの期間は第１クロックに応じて動作し、前記データの解析中には前記第１クロ
ックより高い周波数の第２クロックに応じて動作することを特徴としている。
【００１５】
　本発明のシャッターメガネは、左目用シャッター及び右目用シャッターを備えたシャッ
ターメガネであって、間欠的に到来するデータを受信する通信装置と、前記通信装置によ
って受信された前記データを解析して前記データ内に所定の基準タイミング信号パターン
が存在するか否かを識別する第１制御回路と、初期値からクロックをカウントしてそのカ
ウント値に応じて前記左目用シャッター及び前記右目用シャッター各々の開閉のための制
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御信号を生成し、かつ前記カウント値が予め定められたインターバル値に達すると、前記
初期値に戻って前記クロックのカウントを再開するタイマ手段と、を備え、前記タイマ手
段は、前記第１制御回路によって前記所定の基準タイミング信号パターンの存在が識別さ
れた場合には前記初期値を変化させて前記初期値から前記インターバル値までの前記クロ
ックのカウント数を前記第１制御回路が前記データの解析に要する時間に相当する前記ク
ロックの数だけ減少させ、前記第１制御回路は、前記データの解析の終了後から前記カウ
ント値が前記インターバル値に達するまでの期間は第１クロックに応じて動作し、前記デ
ータの解析中には前記第１クロックより高い周波数の第２クロックに応じて動作すること
を特徴としている。
【００１６】
　本発明の通信システムは、所定の基準タイミング信号パターンを含むデータを間欠的に
送信する送信機と、前記データを受信する通信装置を含む受信機と、を備える通信システ
ムであって、前記受信機は、前記通信装置によって受信された前記データを解析して前記
データ内に所定の基準タイミング信号パターンが存在するか否かを識別する第１制御回路
と、初期値からクロックをカウントしてそのカウント値に応じて被制御装置に対する制御
信号を生成し、かつ前記カウント値が予め定められたインターバル値に達すると、前記初
期値に戻って前記クロックのカウントを再開するタイマ手段と、を備え、前記タイマ手段
は、前記第１制御回路によって前記所定の基準タイミング信号パターンの存在が識別され
た場合には前記初期値を変化させて前記初期値から前記インターバル値までの前記クロッ
クのカウント数を前記第１制御回路が前記データの解析に要する時間に相当する前記クロ
ックの数だけ減少させ、前記第１制御回路は、前記データの解析の終了後から前記カウン
ト値が前記インターバル値に達するまでの期間は第１クロックに応じて動作し、前記デー
タの解析中には前記第１クロックより高い周波数の第２クロックに応じて動作することを
特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の受信機によれば、間欠的に到来するデータが同期信号パターンであることを第
１制御回路がデータ解析で確認した場合にはタイマ手段が初期値を変化させて初期値から
インターバル値までのクロックのカウント数を減少させるので、タイマ手段のカウント値
に応じた制御信号の生成タイミングを、データ解析に要した時間だけの遅延なく設定する
ことができ、表示装置等の被制御装置に対して精度よく制御をなすことができる。また、
従来の通信装置内で処理されていた動作を通信装置外の第１制御回路及びタイマ手段に実
行させることにより負荷分散を図ることができるので、通信装置内の制御回路に高速で高
負荷のＣＰＵを用いないで済み、これにより受信機の低消費電力化を図ることができる。
【００１８】
　本発明のシャッターメガネによれば、間欠的に到来するデータが同期信号パターンであ
ることを第１制御回路がデータ解析で確認した場合にはタイマ手段が初期値を変化させて
初期値からインターバル値までのクロックのカウント数を減少させるので、タイマ手段の
カウント値に応じた左目用シャッター及び右目用シャッター各々の開閉のための制御信号
の生成タイミングを、データ解析に要した時間だけの遅延なく設定することができ、左目
用シャッター及び右目用シャッターに対して精度よく制御をなすことができる。また、従
来の通信装置内で処理されていた動作を通信装置外の第１制御回路及びタイマ手段に実行
させることにより負荷分散を図ることができるので、通信装置内の制御回路に高速で高負
荷のＣＰＵを用いないで済み、これにより受信機の低消費電力化を図ることができる。
【００１９】
　本発明の通信システムによれば、受信機では送信機から間欠的に到来するデータが同期
信号パターンであることを第１制御回路がデータ解析で確認した場合にはタイマ手段が初
期値を変化させて初期値からインターバル値までのクロックのカウント数を減少させるの
で、タイマ手段のカウント値に応じた制御信号の生成タイミングを、データ解析に要した
時間だけの遅延なく設定することができ、表示装置等の被制御装置に対して精度よく制御
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をなすことができる。また、従来のシステムで受信機の通信装置内で処理されていた動作
を通信装置外の第１制御回路及びタイマ手段に実行させることにより負荷分散を図ること
ができるので、通信装置内の制御回路に高速で高負荷のＣＰＵを用いないで済み、これに
より受信機の低消費電力化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来の無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】送信側の送信パケットと受信側の動作とのタイミング関係を示す図である。
【図３】３Ｄメガネのシャッターの開閉タイミングを示す図である。
【図４】本発明に関連する無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図５】図１のシステム中の送信機内の通信装置の構成を示すブロック図である。
【図６】図４のシステム中の受信機内の通信装置の構成を示すブロック図である。
【図７】パケットの構造を示す図である。
【図８】図６の通信装置内の送受信回路の構成を示すブロック図である。
【図９】図４のシステム中の受信機内の制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】図９の制御装置内のＣＫＧ回路の動作モードと出力クロック速度との関係を示
す図である。
【図１１】図４のシステムの動作を示すシーケンス図である。
【図１２】送信側の送信パケットと受信側の動作とのタイミング関係並びに受信側の消費
電流を示す図である。
【図１３】本発明の実施例として無線通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図１４】図１３のシステム中の受信機内の制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１５】図１４の制御装置内のインターバルタイマの構成を示すブロック図である。
【図１６】図１５のインターバルタイマの動作を示す図である。
【図１７】図１３のシステムの動作を示すシーケンス図である。
【図１８】３Ｄメガネの表示装置を備えた受信機内の構成を部分的に示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００２２】
　図４は本発明に関連する無線通信システムを構成する送信機１と受信機２とを示してい
る。送信機１は従来の無線通信システムのものと同様に制御装置３及び通信装置４を備え
ている。受信機２は通信装置２６、制御装置２７、及び表示装置６を備えている。通信装
置２６は制御装置２７を介して表示装置６に接続されている。
【００２３】
　送信機１内の通信装置４は図５に示すように、ＲＦ（高周波）部８、復調器９、変調器
１０、送受信回路１１、制御回路１２、汎用出力ポート１３、タイマ１４、及びホストイ
ンターフェース１５を備えている。
【００２４】
　ＲＦ部８は送受信回路１１からの命令（送信命令、受信命令、及び停止命令）に応じて
送信状態、受信状態、及び停止状態のいずれか１の状態に切り替え、送信時は変調器１０
から入力されるディジタル信号をＲＦ信号（無線信号）としてアンテナ４ａより出力し、
受信時はアンテナ８ａから入力されるＲＦ信号を受信して受信信号として復調器９へ出力
する。また、送受信回路１１からのチャネル切り替え命令に応じて送受信チャネル（周波
数）を切り替える。
【００２５】
　復調器９はＲＦ部８より入力される受信信号を復調してディジタル信号（復調パケット
を含む）を得てそれを送受信回路１１へ出力する。変調器１０は送受信回路１１より入力
される送信パケットを変調して変調後のパケットを送信するためにＲＦ部８へ出力する。
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【００２６】
　送受信回路１１は受信時に制御回路１２から命令に従って復調器９から出力されるディ
ジタル信号の中からパケットを識別してそのパケット中のデータを抽出する。また、送信
時には制御回路１２から命令に従って制御回路１２から供給される送信されるべきデータ
を含む送信パケットを作成して変調器１０に出力する。
【００２７】
　制御回路１２は、ＣＰＵからなり、送受信動作のための各種命令を発生し、通信装置内
の送受信回路１１、汎用出力ポート１３、タイマ１４及びホストインターフェース１５を
制御し、また、送受信回路１１を介してＲＦ部８を制御する。
【００２８】
　汎用出力ポート１３は制御回路１２からの命令に従って被制御装置（図示せず）に対し
てデータ供給を含むポート出力を制御する。この実施例では通信装置４の汎用出力ポート
１３には被制御装置は接続されていないが、これに限定されず、表示装置等の被制御装置
が接続されても良い。
【００２９】
　タイマ１４は制御回路１２からの命令に従って一定時間をカウントし、カウント満了時
に制御回路１２へその結果を通知する。
【００３０】
　ホストインターフェース１５は制御装置３と通信装置４とのデータ入出力を行うための
インターフェース回路である。
【００３１】
　受信機２内の通信装置２６は図６に示すように、ＲＦ部８、復調器９、変調器１０、送
受信回路１１、制御回路２８（第２制御回路）、及びホストインターフェース１５を備え
ている。ＲＦ部８、復調器９、変調器１０、送受信回路１１、及びホストインターフェー
ス１５は図５に示した通信装置４の構成のものと同一で良いので、送受信回路１１を除い
てここでの繰り返しの説明は省略される。送受信回路１１については制御回路２８と関連
があるのでその内部構成を詳細に説明する。また、通信装置２６には、図５に示した通信
装置４に備えられている汎用出力ポート１３及びタイマ１４は備えられていない。なお、
通信装置２６のアンテナは符号２６ａで示されている。
【００３２】
　更に、通信装置２６は半導体チップとして一体として形成されている。また、通信装置
２６の一部、例えば、送受信回路１１及び制御回路２８を半導体チップとして一体に形成
しても良い。
【００３３】
　ここで、ＲＦ信号として送信機１と受信機２との間で送受信されるパケットはその先頭
から順に、図７に示すように、プリアンブル(Preamble)、ＳＦＤ（Start Frame Delimite
r）、データ長、アドレス、データ及びＣＲＣ（Cyclical Redundancy Check）からなる構
造を有している。プリアンブルは受信側にパケットの開始を認識させ、パケット受信のた
めの同期タイミングを与えるための信号パターンである。ＳＦＤはプリアンブルとデータ
との間に配置される認識ビットパターンである。データ長はパケット内の有効データ（ア
ドレス、データ及びＣＲＣの部分）の長さを示す。アドレスは宛先アドレスであり、更に
送信元アドレスを含んでも良い。データはデータ本体であり、そのデータの種類として上
記した基準タイミングを表すデータである同期信号パターン（基準タイミング信号パター
ン）が含まれる。ＣＲＣはパケットの伝送中のエラーを調べるための値である。
【００３４】
　通信装置２６内の送受信回路１１は、図８に示すように、受信系回路１１ａ、送信系回
路１１ｂ、及びＲＦ制御系回路１１ｃを有している。
【００３５】
　受信系回路１１ａは、プリアンブル検出器２３、ＳＦＤ検出器２４、データ長検出器２
５、ＲＸ＿ＦＩＦＯ１６、ＣＲＣ検出器１７、及び受信結果判定回路１８を備えている。
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プリアンブル検出器２３、ＳＦＤ検出器２４、データ長検出器２５、ＲＸ＿ＦＩＦＯ１６
、及びＣＲＣ検出器１７には復調器９の出力が接続されている。プリアンブル検出器２３
の出力はＳＦＤ検出器２４に接続され、ＳＦＤ検出器２４の出力はデータ長検出器２５に
接続されている。データ長検出器２５の出力はＲＸ＿ＦＩＦＯ１６、ＣＲＣ検出器１７、
及び受信結果判定回路１８に接続されている。
【００３６】
　プリアンブル検出器２３は、復調器９の出力ディジタル信号からプリアンブルパターン
を識別し、プリアンブルを検出するとＳＦＤ検出器２４に対してプリアンブル検出を通知
する。
【００３７】
　ＳＦＤ検出器２４はプリアンブル検出器２３からプリアンブル検出通知を受信すると、
復調器９から出力されるディジタル信号からＳＦＤパターンを識別する。ＳＦＤ検出器２
４はＳＦＤパターンの検出を完了すると、データ長検出器２５に対してＳＦＤ検出を通知
する。このＳＦＤパターンの検出完了は、パケットのプリアンブル及びＳＦＤ区間は終了
し有効データ範囲であることを示す。
【００３８】
　データ長検出器２５は受信パケット内の有効データ領域の範囲（有効データ長）を検出
する検出器であり、ＳＦＤ検出器２４からＳＦＤ検出通知を受けると、復調器９の出力デ
ィジタル信号から次に得られるデータを受信データ長として検出し、その検出に応じてＲ
Ｘ＿ＦＩＦＯ１６及びＣＲＣ検出器１７に対しデータ受信開始を通知する。また、データ
長検出器２５ではデータ長を検出すると１バイト受信毎にカウントしデータ長分のデータ
を受信すると、ＲＸ＿ＦＩＦＯ１６及びＣＲＣ検出器１７に対してデータ受信停止を通知
し、更に、受信結果判定回路１８に対してデータ受信完了を通知する。ここで言うデータ
長は、上記したように、図７に示した構造のパケットのうちのプリアンブル、ＳＦＤを除
いた範囲（アドレス、データ及びＣＲＣの部分）のデータ長を示すパラメータである。
【００３９】
　ＲＸ＿ＦＩＦＯ１６は有効データ部分の受信データを格納するデータ保持部である。Ｒ
Ｘ＿ＦＩＦＯ１６はデータ長検出器２５より入力されるデータ受信開始通知を受け取ると
、復調器９の出力ディジタル信号を取り込んでデータ格納を開始し、データ受信完了通知
を受け取るとデータ格納動作を停止する。また、制御回路２８よりデータ読み出し命令を
受け取ると受信データを順次送出する。
【００４０】
　ＣＲＣ検出器１７は受信データのチェックを行うために、ＲＸ＿ＦＩＦＯ１６に入力さ
れるデータのＣＲＣ値を算出し、その結果を受信結果判定回路１８へ通知する。
【００４１】
　受信結果判定回路１８にはデータ長検出器２５からのデータ受信完了通知とＣＲＣ検出
器１７からのＣＲＣ算出結果とが供給される。受信結果判定回路１８はデータ受信完了通
知を受け入れると、ＣＲＣ算出結果の正否を判定して正のあるならば直ちに制御回路２８
に対してパケットの受信完了を示す受信完了割り込み信号を出力する。
【００４２】
　送信系回路１１ｂは、ＴＸ＿ＦＩＦＯ１９、ＣＲＣ生成器２０、送信カウンタ２１、及
びセレクタ３０を備えている。
【００４３】
　ＴＸ＿ＦＩＦＯ１９は制御回路２８経由で入力される送信データ（図７のパケットのＣ
ＲＣを除いた部分）を格納する。また、送信カウンタ２１から入力される出力命令に同期
して格納したデータをセレクタ３０へ順次送出する。
【００４４】
　ＣＲＣ生成器２０はＴＸ＿ＦＩＦＯ１９に格納されたデータのうち、プリアンブル及び
ＳＦＤを除いたデータに対してＣＲＣ演算を行って演算結果としてＣＲＣ値を得る。また
、送信カウンタ２１からのＣＲＣ演算命令を受けてそのＣＲＣ演算を行った後に演算結果
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のセレクタ３０へ送出する。
【００４５】
　送信カウンタ２１は制御回路２８よりデータ長を設定されるとパケット送信命令が発行
されたタイミングからプリアンブル領域、ＳＦＤ領域、レングス領域、データ領域、ＣＲ
Ｃ領域を算出し、パケット送信毎にＴＸ＿ＦＩＦＯ１９、ＣＲＣ生成器２０及びセレクタ
３０に対してタイミング信号としてデータ送信命令、ＣＲＣ演算命令、及び選択命令を発
する。
【００４６】
　セレクタ３０は送信カウンタ２１の選択命令に応じてＴＸ＿ＦＩＦＯ１９の送出データ
とＣＲＣ生成器２０のＣＲＣ値とを選択的に変調器１０に出力する。
【００４７】
　制御系回路１１ｃは、送受信制御回路２２を備えており、送受信時、制御回路２８より
入力されるＲＦ制御命令を送受信制御回路２２で受けてＲＦ制御データ（上記の送受信回
路１１における送信命令、受信命令、停止命令、及びチャネル切り替え命令）をＲＦ部８
に出力する。
【００４８】
　制御回路２８は上記の通信装置２６内のＲＦ部８、送受信回路１１、及びホストインタ
ーフェース１５を制御する。また、制御回路２８は送受信不要時に低消費電力モードに設
定する機能を有する。
【００４９】
　次に、制御装置２７は図９に示すように、ホストインターフェース３１、制御回路３２
、タイマ３３、ＣＫＧ（逓倍回路）３４、及び汎用出力ポート３５を備えている。ホスト
インターフェース３１は通信装置２６と送受信可能に接続するためのインターフェースで
ある。制御回路３２はホストインターフェース３１、タイマ３３、ＣＫＧ３４、及び汎用
出力ポート３５に接続されている。制御回路３２は通信装置２６のパケット受信で得られ
たデータを通信装置２６のＲＸ＿ＦＩＦＯ１９からホストインターフェース３１経由で入
力してデータ解析を行い、そのデータ解析後、汎用出力ポート３５に所定の制御データ（
制御信号）を出力する。また、制御回路３２はタイマ３３に所定の周期を計測させ、タイ
マ満了毎にホストインターフェース３１経由で通信装置２６に対する停止／動作制御を行
う。更に、受信データ解析及び通信装置２６を制御する以外の期間において低消費電力化
のためにＣＫＧ３４に対して低消費電力モードのモード設定切替を実施する。
【００５０】
　ＣＫＧ３４は外部から第１クロックを入力してその周波数をｎ（整数）倍して第１クロ
ックより高い周波数の第２クロックを生成する。また、ＣＫＧ３４は制御回路３２から供
給される動作モード信号に応じて第１クロックと第２クロックとのいずれか一方を制御回
路３２に対して出力する。具体的には、図１０に示すように、動作モード信号が低消費電
力モードを示す論理０であるときＣＫＧ３４は第１クロックを制御回路３２に出力し、動
作モード信号が低消費電力モード解除を示す論理１であるときＣＫＧ３４は第１クロック
を逓倍して第２クロックを生成してその第２クロックを制御回路３２に供給する。よって
、制御回路３２は低消費電力モード時には第１クロックのタイミングで動作し、低消費電
力モード解除時には第２クロックのタイミングで動作する。
【００５１】
　次に、このような構成を有する図４の無線通信システムの動作を図１１を用いて説明す
る。
【００５２】
　送信機１においては、図１１に示すように、制御装置３に内蔵するタイマ（図示せず）
が所定の周期（インターバル期間）を計測し終わると（Ｓ１）、制御装置３はＣＲＣを除
く送信パケットを組み立て（Ｓ２）、通信装置４へ送信命令を発して（Ｓ３）、その送信
パケットを通信装置４へ転送する。通信装置４ではホストインターフェース１５経由で制
御回路１２にて制御装置３からの送信命令及び送信パケットを受け、送受信回路１２に対
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してＲＦ起動命令を発する（Ｓ４）。送受信回路１１はＲＦ部８を送信状態で起動し、入
力された送信パケットにＣＲＣを付加して変調器１０に出力する。変調器１０は送信パケ
ットの変調を行ってディジタル信号をＲＦ変換してＲＦ部８に供給し、ＲＦ部８はそのＲ
Ｆ信号を所定の周波数のＲＦ信号として送出する（Ｓ５）。
【００５３】
　通信装置４はＲＦ信号の送信を完了すると、ＲＦ部８を受信状態に切り替え（Ｓ６）、
受信機からのＡｃｋ応答パケット（パケットの受信完了に対する応答パケット）の送信を
待ち（Ｓ７）、Ａｃｋ受信完了すると、ＲＦ部８を停止し（Ｓ８）、制御装置３へ送信完
了を通知する（Ｓ９）。
【００５４】
　次に、受信機２の動作を説明すると、受信機２の制御装置２７においては、制御装置２
７に内蔵されるタイマ３３が所定の周期（インターバル期間）を計測し終わると（Ｓ３１
）、制御回路３２はモード切り替えを行って低消費電力モードを解除し（Ｓ３２）、通信
装置２６に対して受信命令を発する（Ｓ３３）。その受信命令は制御回路３２からホスト
インターフェース３１、１５を各々介して通信装置２６の制御回路２８に供給される。
【００５５】
　上記したように、低消費電力モードではＣＫＧ３４からの第１クロックのタイミングで
制御回路３２が動作するが、低消費電力モードが解除されると、ＣＫＧ３４の逓倍動作で
生じた第２クロックのタイミングによって制御回路３２が動作する。
【００５６】
　通信装置２６では、制御装置２７から受信命令を受け取った制御回路２８は直ちに送受
信回路１１に対して受信命令を発し、その結果、送受信回路１１はＲＦ部８を受信状態で
起動し（Ｓ３４）、パケットを実際に受信するまでは待ち受け状態となる（Ｓ３５）。送
信機１から送出されたパケットの受信中には（Ｓ３６）、ＲＦ部８で受信されたＲＦ信号
に応じたアナログ信号が復調器９で復調されることによりディジタル信号とされて送受信
回路１１に供給される。
【００５７】
　送受信回路１１においては、先ず、復調器９の出力ディジタル信号からパケット中のプ
リアンブルがプリアンブル検出器２３によって検出されると、プリアンブル検出通知がＳ
ＦＤ検出器２４に供給される。ＳＦＤ検出器２４はプリアンブル検出通知に応じて復調器
９の出力ディジタル信号からのＳＦＤパターンの識別を開始する。ＳＦＤ検出器２４によ
ってＳＦＤパターンの検出が完了すると、ＳＦＤ検出通知がデータ長検出器２５に供給さ
れる。データ長検出器２５はＳＦＤ検出通知に応じて復調器９の出力ディジタル信号から
パケット中の有効データ長を検出してデータ受信開始をＲＸ＿ＦＩＦＯ１６、ＣＲＣ検出
器１７に通知する。そのデータ受信通知に応じてＲＸ＿ＦＩＦＯ１６は復調器９の出力デ
ィジタル信号からデータの取り込みを開始してそれを有効データ部分のデータとして保存
する。また、データ長検出器２５は有効データ長分のデータを受信すると、ＲＸ＿ＦＩＦ
Ｏ１６及びＣＲＣ検出器１７に対してデータ受信停止を通知し、更に、受信結果判定回路
１８に対してデータ受信完了を通知する。ＲＸ＿ＦＩＦＯ１６はデータ受信停止通知に応
じてデータ取り込みを停止して有効データ部分のデータ保存を完了する。
【００５８】
　受信結果判定回路１８においてデータ受信完了通知と共にＣＲＣ検出器１７からのＣＲ
Ｃ算出結果が得られると、パケットの受信完了を示す受信完了割り込み信号が制御回路２
８に対して出力される（Ｓ３７）。制御回路２８は受信完了割り込み信号に応答してＲＸ
＿ＦＩＦＯ１６に保存されたデータを読み出してその読み出しデータを制御装置２７に送
出する（Ｓ３８）。読み出しデータは制御回路２８からホストインターフェース１５、３
１を各々介して制御装置２７の制御回路３２に供給される。制御回路３２はその読み出し
データ（アドレスを含む）の解析を開始する（Ｓ３９）。
【００５９】
　また、制御回路２８は受信完了割り込み信号に応答して送信命令を送受信回路１１に対
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してＲＦ部８を送信状態に切り替え（Ｓ４０）、ＲＦ部８からＡｃｋ応答パケットを送信
させる（Ｓ４１）。また、制御回路２８ははＡｃｋ応答パケットを送出すると停止命令を
送受信回路１１に対して発してＲＦ部８を停止状態にさせる（Ｓ４２）。更に、制御回路
２８は受信動作完了通知を制御装置２７に送出する（Ｓ４３）。受信動作完了通知は制御
回路２８からホストインターフェース１５、３１を各々介して制御装置２７の制御回路３
２に供給される。
【００６０】
　制御回路３２は受信動作完了通知に応答してタイマ３３に所定の周期（インターバル期
間）を再度計測させる（Ｓ４４）。
【００６１】
　また、制御回路３２はＳ３９のデータ解析においてデータが同期信号パターンであるこ
とを確認すると、モード切り替えを行って低消費電力モードに移行し（Ｓ４５）、そして
、表示装置６に対する制御を開始する（Ｓ４６）。制御回路３２はデータ解析のための処
理動作が終了すると、直ちに低消費電力モードに移行するので、第１クロックによる制御
動作で制御信号を生成してそれを汎用出力ポート３５を介して表示装置６に出力する。制
御回路３２では表示装置６に対する制御開始と同時に内部カウンタ（図示せず）が第１ク
ロックを初期値からカウントし、そのカウント値が制御の下限値に達すると、制御信号が
生成されて表示装置６に供給され、そのカウントが更に増加して上限値に達すると制御信
号の生成が停止される。
【００６２】
　図１２は図４の無線通信システムにおける送信機１側の同期信号の送信タイミングと受
信機２側の制御期間との関係、及び受信機２の消費電流量の変化を示している。送信機１
から送信されたパケットを受信機２が受信する受信期間では通信装置２６で電流が消費さ
れ、それに続いて受信機２内で受信パケット内のデータ解析を含む処理を実行する処理期
間では制御装置２７で電流が消費される。その受信期間及び処理期間では低消費電力モー
ドが解除されているので、第２クロックに応じて通信装置２６内の制御回路２８が動作し
、また、第２クロックに応じて制御装置２７内の制御回路３２が動作する。処理期間が終
了すると、制御装置２７では低消費電力モードに移行するので、制御装置２７の制御回路
３２は第２クロックより低周波数の第１クロックに同期して表示装置６に対して制御動作
（Ｓ４６によるカウント動作を含む）を行うので、その消費電流量が大幅に減少される。
【００６３】
　よって、図４の無線通信システムによれば、図１２から分かるように、処理期間の終了
から次のパケットの受信開始までの制御期間を含む期間では制御装置２７が低消費電力モ
ードで動作して受信機２の消費電流を従来の消費電流（図１２の破線Ｘ）に比して大幅に
減少させることができるので、受信機２の低消費電力化を図ることができる。
【００６４】
　図１３は本発明の実施例として無線通信システムを構成する送信機１と受信機２とを示
している。送信機１は図４のシステムのものと同様に制御装置３及び通信装置４を備えて
いる。受信機２は通信装置２６、制御装置２９及び表示装置６を備えている。通信装置２
６及び表示装置６は図４のシステムのものと等しい構成を有している。
【００６５】
　制御装置２９は図１４に示すように、ホストインターフェース３１、制御回路３２（第
１制御回路）、タイマ３３、ＣＫＧ３４、及び汎用出力ポート３５の他にインターバルタ
イマ３６を備えている。ホストインターフェース３１、制御回路３２、タイマ３３、ＣＫ
Ｇ３４、及び汎用出力ポート３５は図９に示した制御装置２７内のものと同一であり、そ
れらの接続関係も同一である。
【００６６】
　インターバルタイマ３６は表示装置６に対する制御信号を生成する機能を備えるタイマ
手段である。インターバルタイマ３６は図１５に示すように、ゼロ値レジスタ４１、リロ
ード値レジスタ４２、セレクタ４３、カウンタ４４、下限レジスタ４５、上限レジスタ４
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６、インターバルレジスタ４７、上下限比較器４８、及びインターバル比較器４９を備え
ている。
【００６７】
　ゼロ値レジスタ４１は第１レジスタであり、ゼロ値０（第１基準値）を保持している。
リロード値レジスタ４２は第２レジスタであり、リロード値（第２基準値）を保持してい
る。リロード値はゼロ値より大であり、制御回路３２のデータ解析に要する処理時間に相
当するクロックのカウント値である。ゼロ値レジスタ４１及びリロード値レジスタ４２各
々の保持出力はセレクタ４３に接続されている。セレクタ４３は制御回路３２から供給さ
れるタイマリロード選択信号に応じてゼロ値とリロード値とのいずれか一方を選択してカ
ウンタ４４に出力する。具体的にはタイマリロード選択信号のレベルが低レベル（論理０
に対応）であるときセレクタ４３はゼロ値をカウンタ４４の初期値として選択し、タイマ
リロード選択信号のレベルが高レベル（論理１に対応）であるときセレクタ４３はリロー
ド値をカウンタ４４の初期値として選択する。
【００６８】
　カウンタ４４は後述のタイマ満了信号が供給されると、セレクタ４３の出力値からクロ
ック（クロックパルス）の計数を開始してそのカウント値を出力する。カウンタ４４のカ
ウント出力は上下限比較器４８及びインターバル比較器４９に接続されている。
【００６９】
　上下限比較器４８には下限レジスタ４５及び上限レジスタ４６が接続されている。下限
レジスタ４５は制御信号を発生する期間の開始時点に対応したカウンタ値である下限値を
保持している。下限値はリロード値より大である。上限レジスタ４６は制御信号を発生す
る期間の終了時点に対応したカウンタ値である上限値を保持している。上下限比較器４８
はカウンタ４４のカウント値が下限レジスタ４５の下限値以上となると、高レベルの制御
信号を発生し、カウンタ４４のカウント値が上限レジスタ４６の上限値に達すると、その
高レベルの制御信号の発生を停止して低レベル出力となる。上下限比較器４８の出力信号
は汎用出力ポート３５を介して表示装置６に供給される。
【００７０】
　インターバル比較器４９にはインターバルレジスタ４７が接続されている。インターバ
ルレジスタ４７は制御信号の繰り返し周期に対応したカウンタ値であるインターバル値を
保持している。インターバル比較器４９はカウンタ４４のカウント値がインターバルレジ
スタ４７のインターバル値に達すると、高レベルのタイマ満了信号を発生する。そのタイ
マ満了信号はカウンタ４４及び制御回路３２に供給される。
【００７１】
　その他の実施例の無線通信システムの構成については、図５、図６及び図８の無線通信
システムと同一であり、同一符号で示した部分は同一の機能を有する。
【００７２】
　次に、このような構成を有する図１３の無線通信システムの動作について図１６及び図
１７を用いて説明する。なお、図１７の送信機１及び受信機２の動作シーケンスにおいて
、図１１のシーケンスと同一の動作が行われる部分については同一符号を用いているので
、ここでの説明は省略される。
【００７３】
　受信機２においては、制御回路３２がＳ３９でＲＸ＿ＦＩＦＯ１６に保存されたデータ
の解析を開始した後、データ解析の結果、データが同期信号パターンであることを確認す
ると、タイマリロード選択信号のレベルを低レベルから高レベルに反転してインターバル
タイマ３６に出力する（図１７のＳ５１）。
【００７４】
　図１６(a)に示すように、カウンタ４４のカウント値が増加して下限レジスタ４５の下
限値に達すると、上下限比較器４８が図１６(c)に示すように高レベルの制御信号を発生
し、この制御信号は汎用出力ポート１３を介して表示装置６に供給される（図１７のＳ５
２）。よって、表示装置６はインターバルタイマ３６から供給される制御信号に応じて制
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御される。
【００７５】
　カウンタ４４のカウント値が更に増加して上限レジスタ４６の上限値に達すると、比較
器４８はその高レベルの制御信号の発生を停止して低レベル出力となる。
【００７６】
　また、図１６(a)に示すように、カウンタ４４のカウント値が上限値を越えた後、更に
増加してインターバルレジスタ４７のインターバル値に達すると、インターバル比較器４
９から高レベルのタイマ満了信号が発生される。そのタイマ満了信号はカウンタ４４にリ
ロード命令として供給される。
【００７７】
　カウンタ４４はタイマ満了信号に応答してセレクタ４３から出力される初期値をセット
してその初期値からクロックのカウントを開始する。タイマ満了信号の発生時における初
期値がゼロ値であるときにはカウンタ４４は初期値０からカウントを再開する。一方、デ
ータ解析の結果、データが同期信号パターンであることを確認した直後であるならば、セ
レクタ４３は図１６(b)に示すように高レベルのタイマリロード選択信号によってリロー
ド値を出力しているので、カウンタ４４は図１６(a)に示すようにリロード値からカウン
トを再開する。
【００７８】
　タイマ満了信号は制御回路３２に供給されるので、制御回路３２はタイマ満了信号に応
じてタイマリロード選択信号のレベルを高レベルから低レベルに反転してセレクタ４３に
出力する。セレクタ４３はタイマリロード選択信号の低レベルに応答してゼロ値を初期値
としてカウンタ４４に供給する。よって、制御回路３２のデータ解析の結果、データが同
期信号パターンであることを確認できなった場合にはタイマリロード選択信号の低レベル
が維持されるので、カウンタ４４のカウント値がインターバル値に達したことによりイン
ターバル比較器４９から高レベルのタイマ満了信号が発生されると、そのタイマ満了信号
に応じてカウンタ４４は初期値０からカウントを再開し、これによりインターバル期間毎
の制御信号の生成を継続させることができる。
【００７９】
　このように上記した実施例においては、データが同期信号パターンであることを制御回
路３２がデータ解析で確認した場合にはカウンタ４４はリロード値からカウントを再開す
る。リロード値は０より大であり、データ解析に要した時間に相当するカウント値である
ので、カウンタ４４のカウント値が下限値に達して制御信号を生成する時点及び上限値に
達して制御信号の生成を停止する時点を、パケット受信完了後にデータ解析に要した時間
だけの遅延なく設定することができ、表示装置６に対して精度よく制御をなすことができ
る。
【００８０】
　また、上記した実施例においては、従来の通信装置内で処理されていた動作を制御装置
２９内の制御回路３２及びインターバルタイマ３６に実行させることにより負荷分散が図
られているので、通信装置２６内の制御回路２８に高速で高負荷のＣＰＵを用いないで済
み、これにより受信機の低消費電力化を図ることができる。特に、高速のＣＰＵを用いた
場合にはデータ送受信以外の期間でも電力消費が高くなるが、そのようなＣＰＵを各制御
回路に用いないので、受信機のデータ送受信以外の期間の電力消費量を減少させることが
できる。更に、データ解析の終了から次のパケットの受信開始までの期間については、制
御装置２９内では制御回路３２は低消費電力モードで動作してしかも表示装置６に対する
制御動作を行わないのでほとんど負荷が生じない状態となり、その制御動作をインターバ
ルタイマ３６が代わって行うので、受信機２の消費電流を大幅に減少させることができ、
これにより受信機２の低消費電力化を図ることができる。
【００８１】
　更に、実施例においては、データ解析の結果、データが同期信号パターンであることを
確認できなった場合でもインターバル期間毎の制御信号の生成を継続させることができる
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ので、パケットが送信機１からインターバル期間毎に送信される必要はなく、送信機１か
ら間欠的にパケットが送信されれば良い。
【００８２】
　なお、上記した実施例においては、送信機１が同期信号パターンをデータとして含むパ
ケットを無線信号として送信し、受信機２がその無線信号で送られてきたパケットを受信
してパケットからデータを取り出す無線通信システムを示したが、本発明はこれに限定さ
れず、パケットを有線信号としてケーブル等の伝送線を介して伝送する有線通信システム
にも適用することができる。
【００８３】
　また、上記した実施例においては、リロード値は固定にされているが、制御回路３２が
データ解析に要した時間に応じて変化させても良い。すなわち、リロード値は制御回路３
２がデータの解析に要する時間に相当するクロックの数に等しくさせても良い。
【００８４】
　図１８は３Ｄ映像表示システムに本発明を適用した具体例として３Ｄメガネに備えた受
信機２内の構成を部分的に示している。この受信機２では図１４の制御装置２９のインタ
ーバルタイマ３６に代えて図１８に示したインターバルタイマ３８が設けられる。インタ
ーバルタイマ３８においては３Ｄメガネの表示装置５１の左目用シャッター５３Ｌに対応
して左目下限レジスタ４５Ｌ、左目上限レジスタ４６Ｌ、及び左目用上下限比較器４８Ｌ
が備えられ、また右目用シャッター５３Ｒに対応して右目下限レジスタ４５Ｒ、右目上限
レジスタ４６Ｒ、及び右目用上下限比較器４８Ｒが備えられている。その他のゼロ値レジ
スタ４１、リロード値レジスタ４２、セレクタ４３、カウンタ４４、インターバルレジス
タ４７、及びインターバル比較器４９はインターバルタイマ３６のものと同一である。
【００８５】
　図１８に示した構成において、カウンタ４４のカウント値が増加して左目下限レジスタ
４５Ｌの左目下限値に達すると、左目用上下限比較器４８Ｌが制御信号として高レベルの
左シャッター開閉信号を発生し、この高レベルの左シャッター開閉信号は汎用出力ポート
１３を介して表示装置５１に供給され、ドライバ５２が左シャッター開閉信号に応じて左
目用シャッター５３Ｌをオープン駆動する。カウンタ４４のカウント値が更に増加して左
目上限レジスタ４６Ｌの左目上限値に達すると、左目用上下限比較器４８Ｌはその高レベ
ルの左シャッター開閉信号の発生を停止して低レベル出力となる。ドライバ５２が低レベ
ルの左シャッター開閉信号に応じて左目用シャッター５３Ｌのオープン駆動を停止するの
で、左目用シャッター５３Ｌはクローズ状態となる。
【００８６】
　また、カウンタ４４のカウント値が左目上限値を越えた後、更に増加して右目下限レジ
スタ４５Ｒの右目下限値に達すると、右目用上下限比較器４８Ｒが制御信号として高レベ
ルの右シャッター開閉信号を発生し、この高レベルの右シャッター開閉信号は汎用出力ポ
ート１３を介して表示装置５１に供給され、ドライバ５２が右シャッター開閉信号に応じ
て右目用シャッター５３Ｒをオープン駆動する。カウンタ４４のカウント値が更に増加し
て右目上限レジスタ４６Ｒの右目上限値に達すると、右目用上下限比較器４８Ｒはその高
レベルの右シャッター開閉信号の発生を停止して低レベル出力となる。ドライバ５２が低
レベルの右シャッター開閉信号に応じて右目用シャッター５３Ｒのオープン駆動を停止す
るので、右目用シャッター５３Ｒはクローズ状態となる。
【００８７】
　カウンタ４４のカウント値が右目上限値を越えた後、更に増加してインターバルレジス
タ４７のインターバル値に達すると、インターバル比較器４９から高レベルのタイマ満了
信号が発生される。そのタイマ満了信号はカウンタ４４に供給されるので、カウンタ４４
はセレクタ４３によって選択された初期値（ゼロ値又はリロード値）から再度増加し始め
ることになる。その他の動作は上記の実施例と同様であるので、ここでの更なる説明は省
略される。
【００８８】
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　このように本発明を３Ｄ映像表示システムに適用した場合には、パケット受信完了後、
データが同期信号パターンであることを識別するデータ解析に時間が掛かっても受信完了
タイミングを基準として左目用シャッター及び右目用シャッター各々の開閉を遅延なく制
御することができる。また、通信装置においてパケットの受信完了後にデータ解析により
受信パケット内に同期信号パターンの存在を識別するための高速動作の制御回路が必要な
いので、低消費電力化を図ることができる。
【００８９】
　なお、本発明の受信機置、シャッターメガネ、及び通信システムは上記した実施例の構
成に限定されず、他の要素や方法が更に追加されても良い。被制御装置としては、上記し
た実施例では送信機から送信される基準タイミング信号に同期した表示を行うシャッター
を含む表示装置が示されているが、本発明はこれに限定されず、送信機から送信された基
準タイミング信号に同期して受信機側で動作する他の機器に適用することができる。
【符号の説明】
【００９０】
１　送信機
２　受信機
３，２７，２９　制御装置
４，５，２６　通信装置
６　表示装置
１１　送受信回路
１２，２８，３２　制御回路
３４　ＣＫＧ
３６　インターバルタイマ

【図１】 【図２】
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