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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の走査周期（Ｔ）で光検出信号を発光する発光手段と、入力操作領域を隔て、前記発
光手段に対向して配置され、前記光検出信号を受光可能な受光手段とを対として有する光
送受信ユニット（Ｕ）と、
　前記発光手段が前記光検出信号を発光する発光期間（ｔｏｎ）と、前記光検出信号を発
光しない消灯期間（ｔｏｆｆ）の各期間に、対となる前記受光手段に受光量を検出させ、
検出した受光量を表す光電変換信号を前記受光手段から出力させる受光制御手段と、
　前記発光期間（ｔｏｎ）に検出した発光時受光量（Ｌｏｎ（ｃ））を表す光電変換信号
と、前記消灯期間（ｔｏｆｆ）に検出した消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表す光電変換信号
とを、同一の第１増幅率で増幅し、それぞれ発光時増幅信号と消灯時増幅信号とする第１
増幅手段と、
　前記発光時増幅信号のレベルと前記消灯時増幅信号のレベルの差分を表す差分信号を出
力する差分出力手段と、
　前記差分信号を、第２増幅率で増幅する第２増幅手段と、
　前記第２増幅手段の出力レベルから、前記発光期間（ｔｏｎ）での前記受光手段による
光検出信号の受光の有無を検出し、前記入力操作領域への入力操作状態を判定する入力判
定手段と、を備えた光学式入力装置であって、
　前記第１増幅手段と前記第２増幅手段は、それぞれ、少なくとも２以上の異なる増幅率
から第１増幅率を選択可能な第１選択手段と、少なくとも２以上の異なる増幅率から第２
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増幅率を選択可能な第２選択手段とを有し、
　前記第１選択手段は、前記消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表す光電変換信号若しくは消灯
時増幅信号のレベルに応じて、前記第１増幅率を選択し、
　前記第２選択手段は、前記第１増幅率に前記第２増幅率を乗じた増幅率が一定値となる
ように、前記第２増幅率を選択することを特徴とする光学式入力装置。
【請求項２】
前記入力判定手段は、前記第２増幅手段の出力に接続するＡ／Ｄ変換部を有し、前記Ａ／
Ｄ変換部でＡ／Ｄ変換した出力レベルから、前記発光期間（ｔｏｎ）での前記受光手段に
よる光検出信号の受光の有無を検出し、
　前記第２選択手段は、前記Ａ／Ｄ変換部に入力される前記第２増幅手段の出力レベルが
、前記Ａ／Ｄ変換部がＡ／Ｄ変換可能な入力電圧範囲となるように、前記第２増幅率を選
択することを特徴とする請求項１に記載の光学式入力装置。
【請求項３】
前記第１増幅手段は、前記受光手段と定電圧端子間に直列に接続され、前記受光手段から
出力される光電変換信号の電流に抵抗値を乗じた電圧の信号を増幅信号として、前記受光
手段との接続側一端から出力する負荷抵抗であり、
　前記第１選択手段は、前記受光手段に接続するコモン端子と、互いに異なる抵抗値から
なる２以上の負荷抵抗の各接続側一端に接続する複数の切換端子とを有する切換スイッチ
で構成し、
　前記切換スイッチで、前記受光手段に接続するいずれかの負荷抵抗の抵抗値によって、
前記第１増幅率を選択することを特徴とする請求項１または請求項２のいずれか１項に記
載の光学式入力装置。
【請求項４】
前記差分出力手段と前記第２増幅手段を、非反転入力端子と反転入力端子に、発光時増幅
信号と消灯時増幅信号のいずれか一方と他方へ入力し、増幅率を第２増幅率とした差動増
幅回路で構成したことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の光学式
入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力操作よって光検出信号が遮断されることから、非接触で入力操作が可能
な光学式入力装置に関し、更に詳しくは、外乱光による影響を排除する光学式入力装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学式入力装置は、発光素子が発光する光検出信号を、対となる受光素子が受光するよ
うに、入力操作領域を隔てて対となる発光素子と受光素子とが配置され、発光素子から所
定の発光期間に光検出信号を発光させている。入力操作により、指などの操作体が入力操
作領域を通過する光検出信号を遮断すると、発光期間に対となる受光素子が光検出信号を
受光せず、受光素子の受光量が低下するので、この受光量の減少から入力操作を検出して
いる。従って、光学式入力装置は、可動部品を用いないので耐久性に優れ、操作パネルに
触れることなく所定の入力操作が実行できるので、種々の機器に対して所定のデータを入
力する入力装置として広く用いられている。
【０００３】
　このように光学式入力装置は、受光素子の受光量の変化から入力操作を検出するが、入
力操作領域に受光素子の受光面を臨ませていることから、光検出信号以外の外乱光をも受
光し、入力操作の検出には、外乱光による影響を除く必要があった。そこで、従来は、発
光素子が光検出信号を発光させない消灯期間に受光素子の受光量を消灯時受光量として検
出しておき、これを外乱光による受光量と推定し、発光期間中に受光した発光時受光量か
ら消灯時受光量の差分が光検出信号による受光量を表すものとして、差分のレベルから入
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力操作の有無を検出していた。
【０００４】
　しかしながら、光学式入力装置の設置場所での照度は、暗い部屋での１００ｌｕｘ程度
から直射日光を受ける野外の１０万ｌｕｘ程度まで変化する場合があり、光学式入力装置
の設置環境によって受光量が大きく異なり、外乱光の受光量が多い場合には、受光出力信
号が飽和し、光検出信号による受光を検出できず入力操作の検出ができないものとなった
。一方、外乱光の受光量が多い場合に合わせて、受光感度を落とすと、外乱光の受光量が
少ない場合に、同様に光検出信号に対する受光感度も落ち、光検出信号の遮断による入力
操作を正確に検出できない場合があった。そこで、発光時受光量と消灯時受光量の差分の
レベルが、外乱光の受光量が多い場合でも所定値となるように、受光素子の負荷抵抗を減
じ、受光素子の受光感度を下げる方法が知られている（特許文献１参照）。
【０００５】
　以下、この第１の従来の光学式入力装置１００を図７で説明すると、一対の発光素子１
０１と受光素子１０２が入力操作領域を隔てて対向配置されている。発光素子１０１は、
ＣＰＵ１０３により開閉制御されるアナログスイッチ１０１ａ、１０１ｂを介して定電圧
電源Ｖｃｃと接地間に接続され、所定の発光期間に受光素子１０２に向けて光検出信号を
発光するようになっている。
【０００６】
　また、受光素子１０２は、定電圧電源Ｖｃｃとの間にアナログスイッチ１０５が接続さ
れ、他側に、アナログスイッチブロック１０６と抵抗ブロック１０７が直列に接続されて
いる。アナログスイッチブロック１０６の各切換端子ａ、ｂ、ｃは、抵抗ブロック１０７
の異なる抵抗値からなる各負荷抵抗１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃに接続し、各負荷抵抗
１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃの他端は接地されている。アナログスイッチ１０５の開閉
と、アナログスイッチ１０６の各切換端子間の切り換えは、ＣＰＵ１０３により制御され
、発光素子１０１が消灯している消灯期間と発光している発光期間のそれぞれで受光素子
１０２を受光動作させ、受光量を表す光電変換電流を切り換えられた負荷抵抗１０７ａ、
１０７ｂ、１０７ｃのいずれかに流す。
【０００７】
　受光素子１０２とアナログスイッチブロック１０６との接続点は、増幅器１０８の入力
に接続し、増幅器１０８の出力は、Ａ／Ｄ変換器１０９を介してＣＰＵ１０３に接続する
記憶装置１１０に接続している。
【０００８】
　この光学式入力装置１００では、入力操作を検出する前の初期設定で、受光素子１０２
が抵抗ブロック１０７のいずれかの負荷抵抗１０７ａ、１０７ｂ、１０７ｃ（例えば負荷
抵抗１０７ｂ）に接続するように、アナログスイッチブロック１０６を切り換えておき、
発光素子１０１の消灯期間に受光する消灯時受光量と、発光期間に受光する発光時受光量
を受光素子１０２で検出する。消灯時受光量と発光時受光量に応じて、負荷抵抗１０７ｂ
に光電変換電流が流れ、増幅器１０８の入力電位は、飽和電圧に達しない限り、消灯時受
光量と発光時受光量のそれぞれの受光量と、負荷抵抗１０７ｂの抵抗値にほぼ比例するも
のとなる。
【０００９】
　この入力電圧は、増幅器１０８によって増幅され、その増幅した電圧がＡ／Ｄ変換器１
０９でＡ／Ｄ変換され、デジタル値として記憶装置１１０に記憶されるので、ＣＰＵ１０
３は、発光期間に記憶装置１１０に記憶される発光時受光レベルと消灯期間に記憶装置１
１０に記憶される消灯時受光レベルとのレベル差を光検出信号による受光レベルとして、
このレベル差から入力操作の判定しきい値を設定し、発光時受光レベルが判定しきい値以
上減少した際に、入力操作と判定する。
【００１０】
　一方、発光素子１０１や受光素子１０２が経年変化によって性能が低下したり、受光素
子１０２の受光面を覆うフィルターに埃などが付着し透過率が低下すると、上記初期設定
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において、記憶装置１１０に記憶される発光時受光レベルと消灯時受光レベルがともに低
下すると両者のレベル差も減少し、ＣＰＵ１０３で入力操作を判定可能な判定しきい値が
得られないものとなる。このような場合には、アナログスイッチブロック１０６を切り換
え制御し、より抵抗値の高い負荷抵抗（例えば負荷抵抗１０７ｃ）を受光素子１０２に接
続する。光電変換信号による増幅器１０８の入力電位は、負荷抵抗１０７ｃの抵抗値に比
例するので、受光素子１０２による受光感度が上がり、記憶装置１１０に記憶される発光
時受光レベルと消灯時受光レベルとのレベル差は拡大し、ＣＰＵ１０３で判定可能な判定
しきい値を設定できる。
【００１１】
　また、外乱光による受光量が過大となると、上記初期設定において、光電変換信号によ
る増幅器１０８の入力電位が電源Ｖｃｃに接近して飽和し、記憶装置１１０に記憶される
発光時受光レベルと消灯時受光レベルがともに飽和したレベルを示すこととなるので、両
者のレベル差がなくなり、同様に、ＣＰＵ１０３で入力操作を判定可能な判定しきい値が
得られないものとなる。このように外乱光が増大した場合には、アナログスイッチブロッ
ク１０６を切り換え制御し、より抵抗値の低い負荷抵抗（例えば負荷抵抗１０７ａ）を受
光素子１０２に接続して、光電変換信号による増幅器１０８の入力電位を、負荷抵抗１０
７ａの抵抗値に比例させて飽和電圧以下とする。すなわち、受光素子１０２による受光感
度を下げ、記憶装置１１０に記憶される発光時受光レベルと消灯時受光レベルとのレベル
差を発生させて、ＣＰＵ１０３で判定可能な判定しきい値を得る。
【００１２】
　従って、この光学式入力装置１００によれば、外乱光が過大に増加しても、受光素子１
０２の受光感度を下げて、入力操作を検出できる。
【００１３】
　また、第２の従来例として、入力操作により光検出信号が遮断された際の発光時受光量
と、遮断されない際の発光時受光量とが、ともに受光素子の受光量－光電流特性の線形領
域に含まれるように、光電変換信号の増幅率を調整する光学式入力装置も知られている（
特許文献２参照）。
【００１４】
　この従来の光学式入力装置によれば、発光素子や受光素子の特性にばらつきがあっても
、光電変換信号の増幅率を調整することにより、発光時受光量が受光素子の飽和受光量を
超えることがなく、線形領域で変化するレベル差から入力操作を誤りなく検出できる。
【００１５】
【特許文献１】特公平６－１２５１２号（第３頁第５行乃至第２４行、第１図）
【特許文献２】特開平６－１８６３５０号（第３頁第３欄第４２行乃至第４欄９行、第４
頁第６欄第３１行乃至第４６行、図１０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、第１の従来例では、Ａ／Ｄ変換器１０９でＡ／Ｄ変換する発光時受光レ
ベルと消灯期間に記憶装置１１０に記憶される消灯時受光レベルとのレベル差から、入力
操作を判定するが、増幅率を調整して変更すると、このレベル差も増幅率の変更に応じて
変化するので、増幅率を調整する都度、初期設定を行って得られるレベル差から判定しき
い値を求める必要があった。
【００１７】
　この課題は、光検出信号が遮断された際の発光時受光量と、遮断されない際の発光時受
光量とを単に線形領域で変化させる目的で増幅率を可変させる第２の従来例であっても同
様であり、増幅率を変更することにより両者のレベル差が異なるものとなり、固定した判
定しきい値をレベル差と比較して入力操作を判定することができなかった。
【００１８】
　また、上記第１、第２の従来例は、ともに外乱光の受光量自体を判別して、光電変換信
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号の増幅率を調整するものではないので、発光時受光量が受光素子の飽和受光量を超えて
いなければ増幅率は変更されず、飽和受光量を超えない範囲で、受光素子の受光量に合わ
せたきめ細かい増幅率の調整ができない。
【００１９】
　特に、第１の従来例によれば、初期設定中の発光時受光量が飽和受光量に近づいていて
も、発光時受光レベルと消灯時受光レベルとに所定のレベル差が得られ、受光感度が変更
されないので、その後の入力操作検出中に、外乱光がわずかに増加しても受光素子の受光
感度が飽和し、入力操作を検出できない恐れがある。
【００２０】
　本発明は、このような従来の問題点を考慮してなされたものであり、光検出信号の受光
量を表す光電変換信号を、受信感度を調整しても同一増幅率で入力判定手段へ入力し、固
定した判定しきい値と比較して入力操作の判定が可能な光学式入力装置を提供することを
目的とする。
【００２１】
　また、受光手段で飽和受光量に達することがなく、外乱光の受光量に応じて、きめ細か
く光検出信号の入力操作による遮断を検出できる光学式入力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】
【００２２】
　上述の目的を達成するため、請求項１の光学式入力装置は、所定の走査周期（Ｔ）で光
検出信号を発光する発光手段と、入力操作領域を隔て、発光手段に対向して配置され、光
検出信号を受光可能な受光手段とを対として有する光送受信ユニット（Ｕ）と、発光手段
が光検出信号を発光する発光期間（ｔｏｎ）と、光検出信号を発光しない消灯期間（ｔｏ
ｆｆ）の各期間に、対となる受光手段に受光量を検出させ、検出した受光量を表す光電変
換信号を受光手段から出力させる受光制御手段と、発光期間（ｔｏｎ）に検出した発光時
受光量（Ｌｏｎ）を表す光電変換信号と、消灯期間（ｔｏｆｆ）に検出した消灯時受光量
（Ｌｏｆｆ）を表す光電変換信号とを、同一の第１増幅率で増幅し、それぞれ発光時増幅
信号と消灯時増幅信号とする第１増幅手段と、発光時増幅信号のレベルと消灯時増幅信号
のレベルの差分を表す差分信号を出力する差分出力手段と、差分信号を、第２増幅率で増
幅する第２増幅手段と、第２増幅手段の出力レベルから、発光期間（ｔｏｎ）での受光手
段による光検出信号の受光の有無を検出し、入力操作領域への入力操作状態を判定する入
力判定手段と、を備えた光学式入力装置であって、
　第１増幅手段と第２増幅手段は、それぞれ、少なくとも２以上の異なる増幅率から第１
増幅率を選択可能な第１選択手段と、少なくとも２以上の異なる増幅率から第２増幅率を
選択可能な第２選択手段とを有し、第１選択手段は、消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表す光
電変換信号若しくは消灯時増幅信号のレベルに応じて、第１増幅率を選択し、第２選択手
段は、第１増幅率に第２増幅率を乗じた増幅率が一定値となるように、第２増幅率を選択
することを特徴とする。
【００２３】
　発光時増幅信号は、外乱光と光検出信号とを合わせた受光手段での受光量を表し、消灯
時増幅信号は、受光手段で受光した外乱光の受光量を表す。従って、差分出力手段から出
力される差分信号を第２増幅手段で増幅した出力レベルは、光検出信号による受光量の有
無を表し、出力レベルが所定の判定しきい値以下となったときを、入力操作状態と判定で
きる。
【００２４】
　また、第１選択手段は、外乱光の照度の目安となる消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表す光
電変換信号若しくは消灯時増幅信号のレベルに応じて、第１増幅率を選択するので、発光
期間（ｔｏｎ）であっても、受光手段や差分出力手段が飽和しない第１増幅率に調整でき
る。
【００２５】
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　第２増幅手段の出力レベルは、発光期間（ｔｏｎ）に検出した発光時受光量（Ｌｏｎ）
を表す光電変換信号と、消灯期間（ｔｏｆｆ）に検出した消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表
す光電変換信号のレベルの差分に、第１増幅率と第２増幅率を乗じたものとなる。発光時
受光量（Ｌｏｎ）を表す光電変換信号と、消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表す光電変換信号
のレベル差は、光検出信号を光電変換した光電変換信号のレベルを表すので、外乱光によ
る受光量にかかわらずほぼ一定であり、また、第１増幅率と第２増幅率を乗じた増幅率を
第２選択手段で一定値とするので、入力判定手段で判定する第２増幅手段の出力レベルは
、光検出信号の受光の有無によって一定範囲で変動する。
【００２６】
　請求項２の光学式入力装置は、入力判定手段は、第２増幅手段の出力に接続するＡ／Ｄ
変換部を有し、Ａ／Ｄ変換部でＡ／Ｄ変換した出力レベルから、発光期間（ｔｏｎ）での
受光手段による光検出信号の受光の有無を検出し、第２選択手段は、Ａ／Ｄ変換部に入力
される第２増幅手段の出力レベルが、Ａ／Ｄ変換部がＡ／Ｄ変換可能な入力電圧範囲とな
るように、第２増幅率を選択することを特徴とする。
【００２７】
　Ａ／Ｄ変換部に入力される第２増幅手段の出力レベルは、Ａ／Ｄ変換可能な入力電圧範
囲で光検出信号の受光の有無によって一定範囲で変動し、その変動範囲は外乱光による受
光量にかかわらず固定されるので、Ａ／Ｄ変換部が入力電圧によって飽和することがなく
、光検出信号の受光の有無による入力の変動範囲を、Ａ／Ｄ変換部の分解能に合わせた最
適な変動範囲に設定できる。
【００２８】
　光検出信号の受光の有無による入力の変動範囲内に、判定しきい値を設定することによ
り、外乱光による受光量にかかわらず、同一の判定しきい値と比較して入力操作を判定で
きる。
【００２９】
　請求項３の光学式入力装置は、第１増幅手段は、受光手段と定電圧端子間に直列に接続
され、受光手段から出力される光電変換信号の電流に抵抗値を乗じた電圧の信号を増幅信
号として、受光手段との接続側一端から出力する負荷抵抗であり、第１選択手段は、受光
手段に接続するコモン端子と、互いに異なる抵抗値からなる２以上の負荷抵抗の各接続側
一端に接続する複数の切換端子とを有する切換スイッチで構成し、切換スイッチで、受光
手段に接続するいずれかの負荷抵抗の抵抗値によって、第１増幅率を選択することを特徴
とする。
【００３０】
　光電変換電流が負荷抵抗に流れるので、負荷抵抗による電圧降下で表される電圧信号を
増幅信号とするので、増幅信号は、光電変換電流の値を、負荷抵抗の抵抗値に比例する増
幅率で増幅したものとなる。従って、増幅率に合わせた抵抗値の負荷抵抗を用いることに
より、第１増幅率を所望の増幅率とすることができる。また、異なる抵抗値の負荷抵抗か
ら、受光手段に接続する負荷抵抗を切換スイッチにより切り換えることにより、第１増幅
率を異なる増幅率から選択できる。
【００３１】
　請求項４の光学式入力装置は、差分出力手段と第２増幅手段を、非反転入力端子と反転
入力端子に、発光時増幅信号と消灯時増幅信号のいずれか一方と他方へ入力し、増幅率を
第２増幅率とした差動増幅回路で構成したことを特徴とする。
【００３２】
　差動増幅回路は、発光時増幅信号のレベルと消灯時増幅信号のレベルの差分を、第２増
幅率で増幅して出力するので、差分出力手段と第２増幅手段とを合わせた作用を奏する。
【発明の効果】
【００３３】
　請求項１の発明によれば、外乱光による受光量を、消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表す光
電変換信号若しくは消灯時増幅信号のレベルから得て、受光手段で光電変換する光電変換
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信号の第１増幅率を調整するので、受光手段や差分出力手段が飽和しない範囲内で、外乱
光の照度に応じた最適な増幅率で光電変換信号を増幅できる。
【００３４】
　また、外乱光による受光量にかかわらず、光検出信号のみの受光量に相当する光電変換
信号のレベルを、同一増幅率で増幅して入力判定手段へ入力するので、外乱光の受光量に
応じて第１増幅率を調整し、受信感度を変更しても、固定した判定しきい値と比較して入
力操作を判定することができる。
【００３５】
　また、請求項２の発明によれば、光検出信号の受光の有無により変動する第２増幅手段
の出力レベルを、第１増幅率と第２増幅率を調整し、Ａ／Ｄ変換部への入力範囲に合わせ
た最適な変動範囲に設定して、Ａ／Ｄ変換部へ入力することができる。この変動範囲は、
外乱光による受光量にかかわらず一定であるので、Ａ／Ｄ変換部が入力電圧によって飽和
することがなく、光検出信号の受光の有無を正確に判定できる。
【００３６】
　光検出信号の受光の有無による変動するＡ／Ｄ変換部の出力値内に、判定しきい値を設
定することにより、外乱光による受光量にかかわらず、同一の判定しきい値と比較して入
力操作を判定できる。
【００３７】
　これに加えて請求項３の発明によれば、異なる抵抗値の負荷抵抗と、受光手段と各負荷
抵抗との接続を切り換える切換スイッチを用いるだけで、第１増幅率を異なる増幅率から
選択できる。
【００３８】
　これに加えて請求項４の発明によれば、差分出力手段と第２増幅手段を、差動増幅回路
のみで構成することができ、回路構成が単純化し、部品点数が削減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の一実施の形態に係る光学式入力装置１の基本構成と動作を、光学式入力
装置１の概略を示す図１を用いて説明する。同図に示すように、光学式入力装置１は、指
、ペンなどの操作体２を挿入自在な入力操作領域Ｅの周囲に、一対の発光手段となる赤外
ＬＥＤ３と受光手段となるフォトトランジスタ４からなる光送受信ユニットＵを多数配置
している。
【００４０】
　各赤外ＬＥＤ３は、入力操作領域Ｅ周囲の直交するＸ、Ｙ方向に沿って内向きに等間隔
に配置され、対をなすフォトトランジスタ４は、入力操作領域Ｅを挟み、受光面をＬＥＤ
３に対向させて配置される。各フォトトランジスタ４の受光面は、赤外光検出信号を通過
させ、可能な限り外乱光による影響を除くように、図示しない赤外透過フィルターによっ
て覆われている。
【００４１】
　各光送受信ユニットＵの赤外ＬＥＤ３は、それぞれマイクロコントローラ（以下、マイ
コンという）５によって接続制御されるＬＥＤマルチプレクサ６に接続し、マイコン５に
より制御される発光タイミングで順次赤外光検出信号を発光する。１スイッチユニットＵ
の赤外ＬＥＤ３は、例えば、前後に０．０５ｍｓｅｃの消灯期間（ｔｏｆｆ）をおいて、
０．０５ｍｓｅｃの発光期間（ｔｏｎ）に、他の赤外ＬＥＤ３と重複しないタイミングで
赤外光検出信号を発光するもので、前後の消灯期間ｔｏｆｆには、いずれの他の赤外ＬＥ
Ｄ３からも赤外光検出信号を発光しない。発光制御は、全ての赤外ＬＥＤ３について発光
制御した後再び繰り返され、その一走査周期Ｔは、入力操作に要する時間に比べて短い時
間に設定される。操作者が入力操作に要する時間は、個人差があるが経験的に少なくとも
５０ｍｓｅｃ以上と推定し、一走査周期Ｔは５０ｍｓｅｃより短い時間となるように設定
している。
【００４２】



(8) JP 4347359 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

　一方、各光送受信ユニットＵのフォトトランジスタ４は、マイコン５によって接続制御
されるＰｄマルチプレクサ７に接続し、マイコン５で制御される受光タイミングで受光動
作する。この受光タイミングは、対となるＬＥＤ３の発光制御に同期するもので、各フォ
トトランジスタ４毎にその受光タイミングが設定される。ここでは、入力操作を検出する
通常動作期間中に、対となる赤外ＬＥＤ３の消灯期間（ｔｏｆｆ）と発光期間（ｔｏｎ）
にそれぞれで受光動作し、その期間に受光する消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）と発光時受光量
（Ｌｏｎ）を検出している。
【００４３】
　Ｐｄマルチプレクサ７の出力は、第１増幅回路８を介して発光時入力ホールド回路９と
消灯時入力ホールド回路１０に接続している。発光時入力ホールド回路９は、赤外ＬＥＤ
３の発光期間（ｔｏｎ）に、対となるフォトトランジスタ４が出力する光電変換信号を、
第１増幅回路８で増幅した発光時増幅信号を入力し、消灯時入力ホールド回路１０は、赤
外ＬＥＤ３の消灯期間（ｔｏｆｆ）に、対となるフォトトランジスタ４が出力する光電変
換信号を、第１増幅回路８で増幅した消灯時増幅信号を入力する。
【００４４】
　発光時入力ホールド回路９と消灯時入力ホールド回路１０の出力は、それぞれ差分出力
回路１１に接続し、差分出力回路１１は、発光時増幅信号のレベルと消灯時増幅信号のレ
ベルの差分を表す差分信号を第２増幅回路１２へ出力する。発光時増幅信号は、外乱光に
光検出信号を加えたフォトトランジスタ４の発光時受光量（Ｌｏｎ）を表し、消灯時増幅
信号は、外乱光のみのフォトトランジスタ４の消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表すので、両
者のレベルの差分である差分信号は、光検出信号のみの受光量を表すものとなる。
【００４５】
　また、消灯時入力ホールド回路１０の出力は、マイコン５の外乱光判別部１３（図２参
照）にも接続し、外乱光の受光量に応じて第１増幅回路８と第２増幅回路１２の増幅率を
調整するが、その詳細は後述する。
【００４６】
　差分出力回路１１から出力される差分信号は、第２増幅回路１２によってマイコン５が
判別可能なレベルに増幅され、増幅した差分信号のレベルによって、マイコン５は赤外入
力操作の有無を判定する。すなわち、フォトトランジスタ４が対となる赤外ＬＥＤ３から
発光される赤外光検出信号を受光した際の第２増幅回路１２の出力レベルより低いレベル
を判定しきい値として設定し、第２増幅回路１２の出力レベルが判定しきい値以下となっ
た場合に、対となる赤外ＬＥＤ３からの赤外光検出信号の光路が入力操作の操作体２によ
って遮断されたものとして、その光送受信ユニットＵの取り付け位置間で入力操作があっ
たと判定する。
【００４７】
　光学式入力装置１の全体では、全ての光送受信ユニットＵの赤外ＬＥＤ３を順次発光走
査し、入力操作領域Ｅに、図１の破線で示す網目状の走査光路を形成する。この入力操作
領域Ｅ内に、操作者が操作体２を挿入し入力操作を行うと、その入力操作位置を通過する
Ｘ、Ｙ方向の赤外光検出信号が遮断される。その結果、その光路上にあるフォトトランジ
スタ４は、それぞれ対となる赤外ＬＥＤ３の発光タイミングで赤外光検出信号を受光しな
いこととなるので、これによってマイコン５は、入力操作の有無と、その入力操作位置を
検出する。
【００４８】
　以下、この光学式入力装置１の更に具体的な構成と作用を図２乃至図４で説明する。図
２は、マルチプレクサ６、７により、一対の赤外ＬＥＤ３とフォトトランジスタ４からな
る光送受信ユニットＵが接続されたものとして図示する光学式入力装置１の回路図であり
、図３は、図２の光送受信ユニットＵの発光及び受光制御した際の各部の動作波形を示す
波形図、図４は、第１増幅回路８と第２増幅回路１２の増幅作用を説明する説明図である
。ここで、図２に示す開閉スイッチＳＷ１乃至ＳＷ６、及び切換スイッチＳＷ７、ＳＷ８
は、マイコン５の制御ポート１４から出力される制御信号で図３に示すタイミングで、開
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閉若しくは切り換え制御される。
【００４９】
　赤外ＬＥＤ３は、アノードが、ＳＷ１を介して定電圧電源Ｖｃｃに接続し、カソードが
接地されている。ＳＷ１は、図３に示す「Ｈ」レベルの制御信号を受けて閉じ、「Ｌ」レ
ベルの制御信号を受けて開く。従って、図３のＳＷ１の制御信号の「Ｈ」レベルの期間が
発光期間（ｔｏｎ）に、「Ｌ」レベルの期間が消灯期間（ｔｏｆｆ）となる。
【００５０】
　フォトトランジスタ４のコレクタは、ＳＷ２を介して定電圧電源Ｖｃｃに接続し、エミ
ッタは、負荷抵抗Ｒ１、Ｒ２とともに第１増幅回路８を構成する切換スイッチＳＷ８の共
通端子に接続している。切換スイッチＳＷ８の２個の切換端子は、更に、それぞれ異なる
抵抗値ｒ１、ｒ２の負荷抵抗Ｒ１、Ｒ２に接続し、負荷抵抗Ｒ１、Ｒ２の他側は接地され
ている。外乱光の受光量が、光学式入力装置１の設置場所や周囲の環境によって数十倍の
割合で変化することを考慮し、負荷抵抗Ｒ１の抵抗値ｒ１と負荷抵抗Ｒ２の抵抗値ｒ２の
比率は、一方を他方の１０乃至１００倍とすることが望ましいが、ここでは説明の便宜上
、抵抗値ｒ１を５ＫΩ、抵抗値ｒ２を２ＫΩとして説明する。
【００５１】
　ＳＷ２は、図３に示す「Ｌ」レベルと「Ｈ」レベルとの制御信号を受けて開閉し、フォ
トトランジスタ４は、ＳＷ２の制御信号が「Ｈ」レベルの期間、受光動作を行い、「Ｌ」
レベルの期間、休止する。フォトトランジスタ４の受光動作期間中は、フォトトランジス
タ４の受光量に応じた光電変換電流がフォトトランジスタ４を流れ、切換スイッチＳＷ８
を切り換えてフォトトランジスタ４に直列に接続させたいずれかの負荷抵抗Ｒ１、Ｒ２に
流れる。このとき、切換スイッチＳＷ８の共通端子の電位は、光電変換電流に共通端子に
接続する負荷抵抗の抵抗値を乗じた値となり、切換スイッチＳＷ８の共通端子の電位で表
される電圧信号は、光電変換信号を負荷抵抗の抵抗値で増幅した増幅信号Ｖ１となる。本
実施の形態では、切換スイッチＳＷ８を切り換えて、５ＫΩの抵抗値ｒ１と２ＫΩの抵抗
値ｒ２のいずれかを選択可能なので、第１増幅回路８の負荷抵抗による第１増幅率は、５
倍と２倍のいずれかから選択される。
【００５２】
　切換スイッチＳＷ８の共通端子は、「Ｌ」レベルと「Ｈ」レベルとの制御信号を受けて
開閉するＳＷ３とＳＷ４の一側接点に接続し、ＳＷ３の他側接点と、ＳＷ４の他側接点は
、それぞれ発光時入力ホールド回路９と消灯時入力ホールド回路１０の入力に接続してい
る。図３に示すように、ＳＷ３は、発光期間（ｔｏｎ）であってフォトトランジスタ４が
受光動作を行っている期間に「Ｈ」レベルの制御信号を受けて閉じ、発光期間ｔｏｎにフ
ォトトランジスタ４が受光した発光時受光量（Ｌｏｎ）を表す発光時増幅信号Ｖ１を発光
時入力ホールド回路９へ出力する。また、ＳＷ４は、消灯期間（ｔｏｆｆ）であってフォ
トトランジスタ４が受光動作を行っている期間に「Ｈ」レベルの制御信号を受けて閉じ、
消灯期間（ｔｏｆｆ）にフォトトランジスタ４が受光した消灯時受光量（Ｌｏｆｆ）を表
す消灯時増幅信号Ｖ１を消灯時入力ホールド回路１０へ出力する。
【００５３】
　発光時入力ホールド回路９と消灯時入力ホールド回路１０は、上述の通り異なるタイミ
ングで入力される発光時増幅信号Ｖ１と消灯時増幅信号Ｖ１の電圧レベルを、後段のオペ
アンプ１１で両者の差分をとり、差分信号として出力するまで保持するもので、フォトト
ランジスタ４が受光動作を終える毎にリセットされる。この為、発光時入力ホールド回路
９は、ＳＷ３の他側接点と接地間に抵抗Ｒ３とコンデンサＣとを直列に接続した積分回路
と、コンデンサＣに並列に接続されたＳＷ５と、非反転入力端子を抵抗Ｒ３とコンデンサ
Ｃの接続点に、反転入力端子を出力に接続することにより増幅率を１としたオペアンプ１
５とで構成している。ＲＣ回路からなる積分回路の時定数は、ＳＷ３の閉じ期間（入力期
間）の少なくとも１／５以下の充分短い時定数とし、ＳＷ３が閉じた後に、速やかにコン
デンサＣの充電電圧が、発光時増幅信号Ｖ１の電圧に達するようになっている。
【００５４】
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　入力インピーダンスが高いオペアンプ１５を積分回路の出力側に接続することによって
、抵抗Ｒ３に流れるコンデンサＣへの充電電流が出力側へ流れず、また、ＳＷ５が閉じ制
御されるまで、コンデンサＣから出力側に放電電流が流れず、コンデンサＣの充電電圧が
保たれる。従って、増幅率を１としたオペアンプ１５から、ＳＷ５が閉じるまで、発光時
増幅信号Ｖ１の電圧である出力Ｖ２が出力される。図３に示すように、ＳＷ５は、フォト
トランジスタ４が受光動作を終えたときに「Ｈ」レベルの制御信号を受けて閉じ、コンデ
ンサＣに蓄積された電荷が全て放電し充電電圧が０Ｖとなった後、「Ｌ」レベルの制御信
号を受けて開制御される。
【００５５】
　消灯時入力ホールド回路１０の各回路は、上述の発光時入力ホールド回路９と全て同一
であり、構成する各回路素子の回路定数も同一としているので、同一の符号を付してその
説明を省略する。消灯時入力ホールド回路１０のオペアンプ１５からは、ＳＷ５と同時に
開閉するＳＷ６が閉じるまで、消灯時増幅信号Ｖ１の電圧である出力Ｖ３が出力されるが
、発光時入力ホールド回路９と消灯時入力ホールド回路１０を同一構成とすることによっ
て、異なるタイミングで入力される発光時増幅信号Ｖ１及び消灯時増幅信号Ｖ１は、同一
増幅率（ここでは、１）で、出力Ｖ２及び出力Ｖ３として出力される。尚、フォトトラン
ジスタ４が受光動作を終えたとき（ＳＷ２が開制御）に、ＳＷ３、ＳＷ４を閉じれば、負
荷抵抗Ｒ１、Ｒ２を通してコンデンサＣの電荷が放電されるので、ＳＷ３、ＳＷ４をその
ように開閉制御する場合には、ＳＷ５、ＳＷ６を必ずしも設ける必要はない。
【００５６】
　発光時入力ホールド回路９と消灯時入力ホールド回路１０の出力は、それぞれ差分出力
回路を構成するオペアンプ１１の非反転入力端子と反転入力端子に入力される。従って、
オペアンプ１１の出力は、発光時増幅信号Ｖ１の電圧である出力Ｖ２と消灯時増幅信号Ｖ
１の電圧である出力Ｖ３とのレベルの差分を表す差分信号Ｖ４が出力される。発光時増幅
信号Ｖ１の電圧は、赤外光検出信号を受光した際の外乱光を加えた受光量を表し、消灯時
増幅信号Ｖ１の電圧は、外乱光のみの受光量を表すので、差分信号Ｖ４のレベルは、フォ
トトランジスタ４が赤外光検出信号を受光した受光量を表す。
【００５７】
　オペアンプ１１の出力は、切換スイッチＳＷ７とともに第２増幅回路１２を構成する非
反転増幅回路１６の非反転入力端子に接続している。非反転増幅回路１６の出力は、マイ
コン５に内蔵のＡ／Ｄコンバータ１７のアナログ入力端子と、切換スイッチＳＷ７の共通
端子に接続し、それぞれ異なる抵抗値ｒｆ１、ｒｆ２の帰還抵抗Ｒｆ１、Ｒｆ２が切換ス
イッチＳＷ７の２個の切換端子に接続することによって、帰還抵抗Ｒｆ１、Ｒｆ２が選択
的に接続されるようになっている。更に、帰還抵抗Ｒｆ１、Ｒｆ２の他側は、抵抗値ｒ４
の分圧抵抗Ｒ４を介して接地され、帰還抵抗Ｒｆ１、Ｒｆ２と分圧抵抗Ｒ４の接続点が、
非反転増幅回路１６の反転入力端子に接続している。
【００５８】
　このように構成される非反転増幅回路１６の電圧利得（第２増幅率）は、帰還抵抗Ｒｆ
１を接続した場合に、１＋ｒｆ１／ｒ４に、帰還抵抗Ｒｆ２を接続した場合に、１＋ｒｆ
２／ｒ４となる。本発明では、第１増幅回路８による第１増幅率に第２増幅回路１２によ
る第２増幅率を乗じた増幅率を一定値とするので、帰還抵抗Ｒｆ１、Ｒｆ２の抵抗値ｒｆ
１、ｒｆ２の一方をｒ４と、他方をｒ４の４倍の抵抗値として、第２増幅率を２倍と５倍
から選択自在とするが、ここでは、帰還抵抗Ｒｆ１の抵抗値ｒｆ１をｒ４と同抵抗値に、
帰還抵抗Ｒｆ２の抵抗値ｒｆ２を、ｒ４の４倍の抵抗値とする。従って、非反転増幅回路
１６による第２増幅率、すなわち、オペアンプ１１の出力レベルＶ４に対する非反転増幅
回路１６の出力レベルＶ５の電圧利得（Ｖ５／Ｖ４）は、切換スイッチＳＷ７により帰還
抵抗Ｒｆ１が接続された場合に、２倍に、帰還抵抗Ｒｆ２が接続された場合に、５倍とな
る。
【００５９】
　マイコン５には、更に一走査周期Ｔ毎にＡ／Ｄコンバータ１７から出力される出力値、
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その出力値と比較する判定しきい値などを記憶する記憶部１８を備えている。判定しきい
値ＶＴＨは、入力操作を検出する前の初期設定において、発光期間（ｔｏｎ）にＡ／Ｄコ
ンバータ１７から出力される出力値より低い値であって、好ましくは１／２程度の値が光
送受信ユニットＵ毎に設定される。初期設定においては入力操作を行わないので、非反転
増幅回路１６の出力レベルＶ５をＡ／Ｄ変換したＡ／Ｄコンバータ１７の出力値は、赤外
光検出信号を受光したレベルを表し、一方、入力操作によって赤外光検出信号が遮断され
れば、Ａ／Ｄコンバータ１７の出力値は、０に近似した値となるので、その変動幅の間に
判定しきい値ＶＴＨを設定する。
【００６０】
　また、消灯時入力ホールド回路１０の出力は、マイコン５の外乱光判別部１３にも接続
し、外乱光のみの受光量を表す出力Ｖ３を外乱光判別部１３へ出力している。外乱光判別
部１３は、外乱光のみの受光量に応じて、切換スイッチＳＷ７と切換スイッチＳＷ８を切
り換える制御信号を制御ポート１４から出力し、第１増幅回路８の第１増幅率と第２増幅
回路１２の第２増幅率を選択する。すなわち、外乱光による受光量が大きい場合には、フ
ォトトランジスタ４やオペアンプ１５が飽和しないように、第１増幅率を下げて受光感度
を下げ、第２増幅率は、第１増幅率と乗じて一定の増幅率となるように調整する。これに
より、第１増幅率の変動にかかわらず、非反転増幅回路１６の出力レベルＶ５は、赤外光
検出信号の受光の有無による一定範囲で変動し、Ａ／Ｄコンバータ１７の入力電圧範囲内
で、高い分解能で出力レベルＶ５をＡ／Ｄ変換できる。
【００６１】
　以下、入力操作を検出する通常動作期間中の光学式入力装置１の動作を、図３に沿って
説明する。尚、同図において、一走査周期Ｔ内の他の光送受信ユニットＵに関する走査時
間は、一点鎖線で省略している。
【００６２】
　本実施の形態では、室内照明のみなど比較的外乱光の受光量が少ない環境（Ａ）に光学
式入力装置１が置かれている場合を、通常の使用状態と仮定してデフォルト値が設定され
、初期状態でＳＷ７、ＳＷ８はそれぞれＲＦ１、Ｒ１側に切り換え接続するように制御さ
れている。外乱光の判別を、通常動作期間中の一走査周期Ｔ毎に行うものとすると、赤外
ＬＥＤ３を点灯制御する前に、ＳＷ２とＳＷ４を閉じて、消灯時の光電変換電流を負荷抵
抗Ｒ１に流す。
【００６３】
　従って、光電変換信号が負荷抵抗Ｒ１の抵抗値ｒ１で５倍に増幅された消灯時増幅信号
Ｖ１が、消灯時入力ホールド回路１０から、出力Ｖ３としてマイコン５の外乱光判別部１
３と差分出力回路１１の反転入力端子に出力される。外乱光判別部１３は、出力Ｖ３のレ
ベルに応じてＳＷ８を切り換え、赤外光検出信号の受光量を加えた出力Ｖ２が、フォトト
ランジスタ４やオペアンプ１５を飽和しない範囲内（図４のＶＲ１以下）で、第１増幅率
を最適な増幅率に選択するもので、ここでは、出力Ｖ３のレベルが充分に小さいことから
、環境（Ａ）であると判定し（図３の（イ））、ＳＷ７、ＳＷ８をＲＦ１、Ｒ１側へ接続
した状態で維持し、ＳＷ４を開き、消灯時入力ホールド回路１０の接続を遮断する。
【００６４】
　続いて、フォトトランジスタ４の受光動作を継続したまま、ＳＷ１を閉じ、赤外ＬＥＤ
３を発光させるとともに、ＳＷ３を閉じ、発光時入力ホールド回路９を接続する。この発
光期間（ｔｏｎ）にフォトトランジスタ４に流れる光電変換電流は、図４に示すように、
光検出信号の受光量を表す光電変換電流ＩＳに外乱光の受光量を表す光電変換電流ＩＮの
和となる。この発光時の光電変換信号は、消灯時の光電変換電流と同様に第１増幅率を５
倍とする負荷抵抗Ｒ１に流れ、発光時増幅信号Ｖ１として発光時入力ホールド回路９へ入
力されるので、発光時入力ホールド回路９の出力Ｖ２は、受光量を表す光電変換電流ＩＳ

と外乱光の受光量を表す光電変換電流ＩＮを５倍に増幅した５ＶＳと５ＶＮの和となる。
【００６５】
　差分出力回路１１において、出力Ｖ２のレベルと比較する出力Ｖ３のレベルに共通して



(12) JP 4347359 B2 2009.10.21

10

20

30

40

50

含まれる外乱光を表すレベルは、同一の第１増幅率で増幅した５ＶＮであるので、差分出
力回路１１から出力される差分信号Ｖ４は、図４に示すように、外乱光による影響が除か
れ、光検出信号の受光レベルを表す５ＶＳとなる。
【００６６】
　５ＶＳの差分信号Ｖ４は、第２増幅率が２倍に設定された第２増幅回路１２で１０ＶＳ

に増幅され、更にその第２増幅回路１２の出力Ｖ５は、Ａ／Ｄコンバータ１７でＡ／Ｄ変
換され、マイコン５によって、記憶部１８に記憶された判定しきい値ＶＴＨと比較される
。判定しきい値ＶＴＨは、赤外光検出信号をのみを受光した際の第２増幅回路１２の出力
レベルの例えば１／２の５ＶＳに設定され、出力Ｖ５のレベル１０ＶＳが判定しきい値Ｖ

ＴＨ以上であることから、赤外光検出信号が遮断されずに受光されたものとして（図３の
（ロ））、光送受信ユニットＵの光路を遮断する入力操作は行われていないと判定する。
【００６７】
　入力操作の有無を判定すると、ＳＷ５、ＳＷ６が閉じ制御され、コンデンサＣに蓄積さ
れた電荷が放電し、発光時入力ホールド回路９の出力Ｖ２と消灯時入力ホールド回路１の
出力Ｖ３は、０Ｖとなり、リセットされる。
【００６８】
　外乱光の受光量が少ない環境（Ａ）が変化しない限り、一走査周期Ｔで同様の処理を繰
り返す。光送受信ユニットＵの赤外光検出信号の光路が入力操作によって遮断されると、
図３に示すように、赤外発光素子３が発光（ＳＷ１の制御信号が「Ｌ」から「Ｈ」に移行
）しても、発光時増幅信号Ｖ１は消灯時増幅信号Ｖ１から変化しないので、出力Ｖ２と出
力Ｖ３のレベルはほぼ等しく、差分信号Ｖ４のレベルは、ほぼ０Ｖとなる。従って、Ａ／
Ｄコンバータ１７でＡ／Ｄ変換される出力Ｖ５のレベルもほぼ０であり、判定しきい値Ｖ

ＴＨ以下となるので、赤外光検出信号が遮断されたものとして（図３の（ハ））、光送受
信ユニットＵの光路を遮断する入力操作が行われたと判定する。
【００６９】
　一方、野外や直射日光を受け、外乱光の受光量が多い環境（Ｂ）に光学式入力装置１が
置かれいている場合には、初期状態でＳＷ８はＲ１側に切り換え接続されているので、Ｓ
Ｗ２とＳＷ４を閉じた消灯時の光電変換電流は、負荷抵抗Ｒ１を流れる。
【００７０】
　負荷抵抗Ｒ１の抵抗値ｒ１で５倍に増幅された消灯時増幅信号Ｖ１は、消灯時入力ホー
ルド回路１０から出力Ｖ３としてマイコン５の外乱光判別部１３に出力され、外乱光の受
光レベルが判別される。環境（Ｂ）での出力Ｖ３のレベルは、赤外光検出信号の受光量を
加えたときの出力Ｖ２が、フォトトランジスタ４やオペアンプ１５の飽和電圧（図４のＶ

Ｒ１）を越えるものとなるので、環境（Ｂ）であると判定し（図３の（ニ））、ＳＷ７、
ＳＷ８をＲＦ２、Ｒ２側へ切り換え接続し、消灯時の光電変換電流を負荷抵抗Ｒ２へ流す
。
【００７１】
　消灯時増幅信号Ｖ１は、光電変換電流を負荷抵抗Ｒ２の抵抗値ｒ２で２倍に増幅したも
ので、増幅率が低下することによって、消灯時入力ホールド回路１０の出力Ｖ３もレベル
が低下してマイコン５の外乱光判別部１３と差分出力回路１１の反転入力端子に出力され
る。外乱光判別部１３は、再びこの出力Ｖ３のレベルから最適な第１増幅率を選択するが
、既にＳＷ７、ＳＷ８を切り換え接続しているので、そのＲＦ２、Ｒ２側へ接続した状態
で、ＳＷ４を開き、消灯時入力ホールド回路１０の接続を遮断する。
【００７２】
　続いて、フォトトランジスタ４の受光動作を継続したまま、ＳＷ１とＳＷ３を閉じ、発
光時の光電変換信号を２倍に増幅する負荷抵抗Ｒ２へ流す。環境（Ｂ）で、発光期間（ｔ
ｏｎ）にフォトトランジスタ４に流れる光電変換電流は、図４に示すように、光検出信号
の受光量を表す光電変換電流ＩＳに外乱光の多大な受光量を表す光電変換電流ＩＮの和と
なる。この発光時の光電変換信号は、第１増幅率を２倍とする負荷抵抗Ｒ２に流れるので
、発光時入力ホールド回路９の出力Ｖ２は、受光量を表す光電変換電流ＩＳと外乱光の受
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光量を表す光電変換電流ＩＮを２倍に増幅した２ＶＳと２ＶＮの和となるが、増幅率を２
倍として受光感度を落とすことにより、飽和電圧ＶＲ１以下となる。
【００７３】
　差分出力回路１１において、出力Ｖ２のレベルと比較する出力Ｖ３のレベルに共通して
含まれる外乱光を表すレベルは、同一の第１増幅率で増幅した２ＶＮであるので、差分出
力回路１１から出力される差分信号Ｖ４は、図４に示すように、外乱光による影響が除か
れ、光検出信号の受光レベルを表す２ＶＳとなる。
【００７４】
　２ＶＳの差分信号Ｖ４は、第２増幅率が５倍に設定された第２増幅回路１２で１０ＶＳ

に増幅され、更にその第２増幅回路１２の出力Ｖ５は、Ａ／Ｄコンバータ１７でＡ／Ｄ変
換され、マイコン５によって、記憶部１８に記憶された判定しきい値ＶＴＨと比較される
。この出力Ｖ５のレベル１０ＶＳは、判定しきい値ＶＴＨ以上であることから、赤外光検
出信号が遮断されずに受光されたものとして（図３の（ホ））、光送受信ユニットＵの光
路を遮断する入力操作は行われていないと判定する。
【００７５】
　このように、赤外光検出信号の受光量と、第１増幅率に第２増幅率を乗じた増幅率が一
定であるので、Ａ／Ｄコンバータ１７に入力される出力Ｖ５は、外乱光の受光量にかかわ
らず、０と１０ＶＳの一定範囲で変動するので、第１増幅率に第２増幅率を乗じた増幅率
を調整し、Ａ／Ｄコンバータ１７のリファレンス電圧Ｒ２に合わせて最適な入力電圧範囲
とすることにより、高い分解能で出力レベルＶ５を判定しきい値ＶＴＨと比較できる。
【００７６】
　また、受光感度を調整するために、第１増幅率を変更しても、Ａ／Ｄコンバータ１７に
入力される出力Ｖ５のレベルは、変化しないので、判定しきい値ＶＴＨを変更することな
く入力操作の判定ができる。
【００７７】
　入力操作の有無を判定すると、環境（Ａ）での設定と同様に、ＳＷ５、ＳＷ６が閉じ制
御され、コンデンサＣに蓄積された電荷が放電し、発光時入力ホールド回路９の出力Ｖ２
と消灯時入力ホールド回路１の出力Ｖ３は、０Ｖとなり、リセットされる。
【００７８】
　外乱光の受光量が多い環境（Ｂ）が変化しない限り、一走査周期Ｔで同様の処理を繰り
返す。光送受信ユニットＵの赤外光検出信号の光路が入力操作によって遮断されると、図
３に示すように、赤外発光素子３が発光しても、発光時増幅信号Ｖ１は消灯時増幅信号Ｖ
１から変化しないので、Ａ／Ｄコンバータ１７でＡ／Ｄ変換される出力Ｖ５のレベルもほ
ぼ０であり、判定しきい値ＶＴＨ以下となるこから、赤外光検出信号が遮断されたものと
して（図３の（ヘ））、光送受信ユニットＵの光路を遮断する入力操作が行われたと判定
する。
【００７９】
　上述の実施の形態では、外乱光の影響を除去する差分出力回路１１と、第２増幅回路１
２とを、別の回路で構成したが、一つの差動増幅回路で両者を兼ねることもできる。図５
は、この差動増幅回路２０を用いた他の実施の形態を示すもので、差動増幅回路２０の非
反転入力端子は、ＳＷ９の共通端子と抵抗Ｒ８Ａの一端に接続し、抵抗Ｒ８Ａの他端が接
地されている。ＳＷ９の２個の切換端子は、それぞれ抵抗Ｒ６Ａと抵抗Ｒ７Ａに接続し、
各他端は、発光時入力ホールド回路９の出力に接続し、発光時増幅信号Ｖ１の電圧である
出力Ｖ２が入力される。
【００８０】
　また、差動増幅回路２０の反転入力端子は、ＳＷ１０の共通端子と、抵抗Ｒ８Ｂの一端
にそれぞれ接続し、抵抗Ｒ８Ｂの他端は、Ａ／Ｄコンバータ１７の入力と共に差動増幅回
路２０の出力に接続している。ＳＷ１０の２個の切換端子は、それぞれ抵抗Ｒ６Ｂと抵抗
Ｒ７Ｂに接続し、各他端は、消灯時入力ホールド回路１０の出力に接続し、消灯時増幅信
号Ｖ１の電圧である出力Ｖ３が入力される。
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【００８１】
　抵抗Ｒ６Ａと抵抗Ｒ６Ｂを同一の抵抗値ｒ６、抵抗Ｒ７Ａと抵抗Ｒ７Ｂを同一の抵抗値
ｒ７、抵抗Ｒ８Ａと抵抗Ｒ８Ｂを同一の抵抗値ｒ８とした各抵抗素子を用いて、ＳＷ９と
ＳＷ１０を抵抗Ｒ６Ａ、抵抗Ｒ６Ｂ側に接続すると、差動増幅回路２０の出力のレベルＶ
５は、Ｖ５＝（ｒ８／ｒ６）ｘ（Ｖ２－Ｖ３）となる。
【００８２】
　また、ＳＷ９とＳＷ１０を抵抗Ｒ７Ａ、抵抗Ｒ７Ｂ側に接続すると、差動増幅回路２０
の出力のレベルＶ５は、Ｖ５＝（ｒ８／ｒ７）ｘ（Ｖ２－Ｖ３）となるので、抵抗値ｒ６
とｒ７を任意に選択して、ＳＷ９とＳＷ１０で接続を切り換えることにより、Ｖ２－Ｖ３
の差分を２種類の増幅率で増幅する出力Ｖ５が得られる。尚、上式から明らかなように、
抵抗Ｒ８Ａと抵抗Ｒ８Ｂで共通とする抵抗値を、２種類の抵抗値から選択しても、Ｖ２－
Ｖ３の差分値を２種類の増幅率で増幅する出力Ｖ５が得られる。
【００８３】
　また、上述第１実施の形態では、非反転増幅回路１６の増幅率を変化させ、第２増幅回
路１２で増幅する２種類の第２増幅率を得ているが、差分出力Ｖ４を積分回路へ入力し、
積分回路の時定数を変化させて、２種類の第２増幅率を得てもよい。図６は、この時定数
を変化させる他の実施の形態を示す要部回路図であり、差分出力回路１１の出力と接地間
に抵抗Ｒ９とコンデンサＣ１、Ｃ２のいずれかを直列に接続した積分回路を用いる。図に
示すように、抵抗Ｒ９は、入力端を差分出力回路１１の出力に接続し、出力端を増幅率を
１としたオペアンプ２１の非反転入力端子と、切換スイッチＳＷ１１のコモン端子、及び
開閉スイッチＳＷ１２の一側接点に接続させる。切換スイッチＳＷ１１の２個の切換端子
と接地間には、それぞれ異なる容量値ｃ１、ｃ２のコンデンサＣ１、Ｃ２が接続されてい
る。
【００８４】
　差分信号Ｖ４を増幅して、Ａ／Ｄコンバータ１７へ出力する場合には、開閉スイッチＳ
Ｗ１２を開き、切換スイッチＳＷ１１を切り換えていずれかのコンデンサＣ１、Ｃ２を接
続する。差分信号Ｖ４を入力した一定時間後のオペアンプ２１の非反転入力端子に入力さ
れる電圧、すなわちＡ／Ｄコンバータ１７に出力される出力Ｖ５の電圧は、抵抗Ｒ９の抵
抗値ｒ９とＳＷ１１により接続されたコンデンサＣ１、Ｃ２のいずれか容量値ｃ１、ｃ２
の積である時定数によって増加率が異なる。従って、この積分回路に差分信号Ｖ４を入力
してから定常状態に移行する充分前の一定時間後に、オペアンプ２１から出力される出力
Ｖ５のレベルが、差分信号Ｖ４の第２増幅率として設定する異なる増幅率で変化するよう
に、ＳＷ１１で切り換えられるコンデンサＣ１、Ｃ２の容量値ｃ１、ｃ２を設定すること
が可能であり、そのように容量値ｃ１、ｃ２を設定したいずれかのコンデンサＣ１、Ｃ２
にＳＷ１１で切り換え接続することにより、第２増幅率を２種類のいずれかの増幅率から
選択できる。一定時間後にオペアンプ２１から出力Ｖ５を出力した後、開閉スイッチＳＷ
１２を閉じ、接続しているコンデンサＣ１、Ｃ２の電荷を放電してリセットする。
【００８５】
　また、同様の理由で、２種類の異なる抵抗値の抵抗のいずれかを抵抗Ｒ９として選択的
に接続し、積分回路の時定数を変え、第２増幅率の異なる増幅率を選択するようにしても
よい。更に、異なる時定数に選択可能な上述の積分回路を用いて、積分回路に差分信号Ｖ
４を入力してからオペアンプ２１から出力される出力レベルが所定値に達するまでの経過
時間を検出し、経過時間を出力Ｖ５のレベルに換算して、第２増幅率の異なる増幅率を選
択することもできる。
【００８６】
　また、上述の実施の形態では、消灯時受光量（Ｌｏff）の受光量、すなわち外乱光によ
る受光量を光送受信ユニットＵの一走査周期Ｔ毎に検出しているが、入力操作を検出する
前の初期設定の段階で一度検出してもよく、その検出タイミング及び回数は、任意である
。
【００８７】
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　また、受光素子としてフォトトランジスタ４を用いているが、フォトダイオードを用い
ても良く、また、フォトダイオードを用いる場合には、フォトダイオードに流れる微弱な
光電変換電流を増幅する電流－電圧変換回路を第１増幅回路として、電流－電圧変換回路
の異なる増幅率から第１増幅率を選択するようにしてもよい。
【００８８】
　また、上述の実施の形態では、第２増幅回路１２の出力Ｖ５を、直接Ａ／Ｄコンバータ
１７に入力しているが、多数の光送受信ユニットＵについて、図２に示す回路を共通して
用いる場合には、各赤外ＬＥＤ３から発光される赤外光検出信号の発光量が異なることが
あり、第２増幅回路１２とＡ／Ｄコンバータ１７の間に、光送受信ユニットＵ毎に第２増
幅回路１２から出力される出力Ｖ５を同一レベルに調整する増幅回路を介在させてもよい
。
【００８９】
　また、上述の実施の形態では、第１増幅率と第２増幅率を２種類の増幅率から選択可能
としたが、両者を乗じた増幅率が一定であれば、３種類以上の増幅率から選択してもよく
、また、いずれかの増幅率は、必ずしも１以上の数値である必要はない。
【００９０】
　更に、発光時入力ホールド回路９と消灯時入力ホールド回路１０の増幅率を同一の第２
増幅率として、異なる増幅率から選択自在としていもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は、光検出信号の遮断から非接触で入力操作を検出する光学式入力装置に適して
いる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る光学式入力装置１の概略を示すブロック図である
。
【図２】一対の赤外ＬＥＤ３とフォトトランジスタ４からなる光送受信ユニットＵに関す
る光学式入力装置１の回路図である。
【図３】光送受信ユニットＵの発光及び受光制御した際の図２の各部の動作波形を示す波
形図である。
【図４】第１増幅回路８と第２増幅回路１２の増幅作用を説明する説明図である。
【図５】差動増幅回路２０を用いた本発明の第２実施の形態の要部を示す回路図である。
【図６】積分回路を用いた本発明の第３実施の形態の要部を示す回路図である。
【図７】従来の光学式入力装置１００を示す回路図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１　　　　　光学式入力装置
　３　　　　　発光素子（赤外ＬＥＤ）
　４　　　　　受光素子（フォトトランジスタ）
　８　　　　　第１増幅回路
　１１　　　　差分出力回路
　１２　　　　第２増幅回路
　１７　　　　Ａ／Ｄコンバータ
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