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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小便器と、前記小便器のボール部内へ洗浄水を供給する給水バルブと、前記ボール部に
向けて電波を送信し、その反射波を受信してドップラ信号を生成するマイクロ波ドップラ
センサと、前記ドップラ信号に基づいて尿流検出を行い、当該尿流検出に応じて前記給水
バルブを制御し、前記ボール部内に洗浄水を供給する制御部と、を有する小便器洗浄装置
において、
　前記制御部は、
　ランダムなサンプリング周期で前記マイクロ波ドップラセンサを間欠動作させるセンサ
制御手段と、
　前記サンプリング周期で出力されるドップラ信号を順次Ａ／Ｄ変換してドップラ信号デ
ータを生成するＡ／Ｄ変換手段と、
　前記ドップラ信号データを所定の等間隔サンプリング周期のデータへ補間する周期補間
手段と、
　補間した前記等間隔サンプリング周期のデータに含まれるノイズを除去するデジタルフ
ィルタと、を有し、
　前記デジタルフィルタの出力に応じて前記尿流検出を行う
　ことを特徴とする小便器洗浄装置。
【請求項２】
　前記デジタルフィルタは、適応フィルタであることを特徴とする請求項１に記載の小便
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器洗浄装置。
【請求項３】
　前記周期補間手段は、
　前記Ａ／Ｄ変換手段が出力する、連続した少なくとも２つ以上のＡ／Ｄ出力値を元に、
前記補間を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の小便器洗浄装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか1項に記載の小便器洗浄装置を複数設けてなる小便器洗浄シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小便器洗浄装置及び小便器洗浄システムに関し、さらに詳細には、マイクロ
波ドップラセンサから出力されるドップラ信号に基づいて尿流検出を行い、ボール部内に
洗浄水を供給する小便器洗浄装置及び小便器洗浄システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、マイクロ波ドップラセンサを用いて人体や尿流を検出し、小便器のボール部
内を洗浄する小便器洗浄装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この種の小便器洗浄装置は、赤外線によって人体検出などを行う小便器洗浄装置に比べ
、センサを小便器内に配置することができる点で有効である。すなわち、マイクロ波が陶
器を透過することができるという特性を利用して、マイクロ波ドップラセンサを小便器の
内側に隠すことができるため、小便器洗浄装置の美観を向上させることができるのである
。
【０００４】
　また、マイクロ波ドップラセンサはドップラ効果を利用していることから、速度を検出
することによって、尿流を使用者の体の動き等と区別して検出できる点で有効である。す
なわち、マイクロ波ドップラセンサにより尿流を検出した後にのみ小便器のボール部内を
洗浄することによって、利用者が用を足していないときに小便器の洗浄を行ってしまうこ
とを防止することができる。
【０００５】
　ところが、このような小便器洗浄装置を蛍光灯のあるトイレブースに設置した場合、蛍
光灯の配置や小便器洗浄装置の配置によっては、蛍光灯が発生するノイズがマイクロ波ド
ップラセンサによって受信されることがある。このようにノイズが受信されると、マイク
ロ波ドップラセンサから出力されるドップラ信号にノイズの影響が出る。このようにドッ
プラ信号にノイズが混入すると、誤検出や検出漏れを起こしてしまうことがあり、尿流等
の検出が困難になることがある。
【０００６】
　そこで、本出願人は、特許文献２に示すように、適応フィルタやノッチフィルタなどの
デジタルフィルタを用いて、蛍光灯などからのノイズをマイクロ波ドップラセンサから出
力されるドップラ信号から除去する便器洗浄装置を提案している。
【特許文献１】実開平２－６９７６０号公報
【特許文献２】特開２００４－２９３２１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記のような小便器洗浄装置は、家庭用トイレブースなどを除き、同一トイ
レブース内に複数設置されることが多い。たとえば、空港、駅、ホテル等のトイレブース
などである。しかし、上記のような小便器洗浄装置が同一トイレブース内に複数設置され
ると、隣接した小便器洗浄装置のマイクロ波センサ同士が影響しあい、人体や尿流の正常
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な検出ができないことがある。
【０００８】
　このようなマイクロ波センサ同士の影響を低減する問題に対して、特開２００５－２６
５６１５号公報には、マイクロ波ドップラセンサの動作をランダム周期で間欠的に行うこ
とによって、マイクロ波ドップラセンサ同士の影響を無視できる程度にまで抑制し、マイ
クロ波ドップラセンサによる検出精度を向上させる技術が提案されている。
【０００９】
　そこで、小便器洗浄装置に本技術、すなわちマイクロ波ドップラセンサの動作をランダ
ム周期で間欠的に行う技術を適用することにより、マイクロ波センサ同士の影響を低減す
ることが考えられる。
【００１０】
　ところが、当該技術を上記従来の小便器洗浄装置にそのまま適用すると、デジタルフィ
ルタによるノイズ低減効果が十分に得られなくなり、誤検出や検出漏れの恐れがあること
が本発明者の鋭意研究によって見出された。すなわち、マイクロ波ドップラセンサの動作
をランダム周期で間欠的に行うと、適応フィルタなどのデジタルフィルタによるノイズ除
去機能が低減するのである。
【００１１】
　そこで、本発明は、マイクロ波ドップラセンサの動作をランダム周期で間欠的に行う場
合においても、蛍光灯などからのノイズによる誤動作を抑制することができる小便器洗浄
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】
【００１２】
　そこで、請求項１に記載の発明は、小便器と、前記小便器のボール部内へ洗浄水を供給
する給水バルブと、前記ボール部に向けて電波を送信し、その反射波を受信してドップラ
信号を生成するマイクロ波ドップラセンサと、前記ドップラ信号に基づいて尿流検出を行
い、当該尿流検出に応じて前記給水バルブを制御し、前記ボール部内に洗浄水を供給する
制御部と、を有する小便器洗浄装置において、前記制御部は、ランダムなサンプリング周
期で前記マイクロ波ドップラセンサを間欠動作させるセンサ制御手段と、前記サンプリン
グ周期で出力されるドップラ信号を順次Ａ／Ｄ変換してドップラ信号データを生成するＡ
／Ｄ変換手段と、前記ドップラ信号データを所定の等間隔サンプリング周期のデータへ補
間する周期補間手段と、補間した前記等間隔サンプリング周期のデータに含まれるノイズ
を除去するデジタルフィルタと、を有し、前記デジタルフィルタの出力に応じて前記尿流
検出を行うことを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の小便器洗浄装置において、前記デジ
タルフィルタは、適応フィルタであることを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の小便器洗浄装置におい
て、前記周期補間手段は、前記Ａ／Ｄ変換手段が出力する、連続した少なくとも２つ以上
のＡ／Ｄ出力値を元に、前記補間を行うことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか1項に記載の小便器洗浄装置
を複数設けてなる小便器洗浄システムとした。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１及び請求項４に記載の発明によれば、マイクロ波ドップラセンサを備えた小便
器洗浄装置において、ランダム周期でマイクロ波ドップラセンサを間欠的に動作させるこ
とによって、他の小便器洗浄装置との干渉を可及的に抑制しつつ、ランダム周期で得られ
たデータを補間することによってデジタルフィルタのノイズ低減効果の低下を抑制して、
尿流検出の精度を向上させることができる。
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【００１７】
　また、請求項２に記載の発明によれば、ランダム周期で得られたデータを補間すること
によって適応フィルタによるノイズ低減効果の低下を抑制することができ、尿流検出の精
度を向上させることができる。
【００１８】
　また、請求項３に記載の発明によれば、連続した少なくても２つ以上のＡ／Ｄ出力値を
元に補間するので、制御部に新たな部品を追加することなく構成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の最良の実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態においては、図
１に示すように、トイレブース内に人体検出や尿流検出をマイクロ波ドップラセンサを用
いて行う小便器洗浄装置Ａを複数隣接させて配置した小便器洗浄装置システムＳに関して
説明する。
【００２０】
　図２は本発明の実施形態における小便器洗浄装置Ａの全体構成図、図３は小便器洗浄装
置Ａの制御部８の概略構成図である。
【００２１】
　図２に示すように、本実施形態における小便器洗浄装置Ａは、小便器１と、ボール部２
と、給水路３の中途部に設けられ、小便器１のボール部２内へ洗浄水を供給する給水バル
ブ４と、ボール部２の底部に配置され、小便器１のボール部内の汚水を排水する排水路５
と、この排水路５に連通するトラップ管路６と、小便器１のボール部２に向けて電波を送
信し、その反射波を受信してドップラ信号を生成するマイクロ波ドップラセンサ７と、こ
のマイクロ波ドップラセンサ７から出力されるドップラ信号に基づいて尿流検出を行い、
この尿流検出の結果に応じて給水バルブ４を制御し、ボール部２内に洗浄水を供給する制
御部８とを有している。なお、給水バルブ４は、電磁弁などから構成される。
【００２２】
　マイクロ波ドップラセンサ７は、小便器１の上部背面側に配置され、ボール部２を含む
斜め下前方に向けてマイクロ波を放射して送信し、このマイクロ波の反射波を受信するも
のであり、尿流検出、すなわち小便器１のボール部２に尿が流れたことのほか、小便器１
に人体が近づいてきたこと（人体近接）や小便器から人体が遠ざかったこと（人体離反）
を検出するために用いられるものであり、図３に示すように構成されている。
【００２３】
　すなわち、マイクロ波ドップラセンサ７は、小便器１の上部背面側から正面側のボール
部２に向けて電波を送信するために１０．５２５ＧＨｚの電気信号である送信信号Ｓ１を
生成する発振器71と、発振器71から出力される送信信号Ｓ１を１０．５２５ＧＨｚのマイ
クロ波として送信する送信手段72と、送信手段72から送信されたマイクロ波が検出対象物
によって反射され、その反射波を受信して電気信号に変換した受信信号Ｓ２を出力する受
信手段73と、送信信号Ｓ１の周波数と受信信号Ｓ２の周波数との差分信号であるドップラ
信号Ｓ３を出力する差分検出手段74から構成される。
【００２４】
　このマイクロ波ドップラセンサ７は、ドップラ効果を利用して以下の式（１）に基づい
て検出対象物の動きを検出するために用いられるものである。
【００２５】
　基本式：ΔＦ＝ＦＳ―Ｆｂ＝２×ＦＳ×ν／ｃ　・・・（１）
　ΔＦ：ドップラ 周波数（ドップラ信号Ｓ３の周波数）
　ＦＳ：送信周波数（送信信号Ｓ１の周波数）
　Ｆｂ：反射周波数（受信信号Ｓ２の周波数）
　ν：物体の移動速度
　ｃ：光速（３００×１０6 ｍ／ｓ）
【００２６】
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　すなわち、送信手段72から送信された周波数ＦＳのマイクロ波は、速度νで移動してい
る物体に反射する。この反射波は、相対運動によるドップラ周波数シフトを受けているた
めその周波数はＦｂとなる。そして、差分検出手段74によって、送信波と反射波の周波数
差ΔＦであるドップラ信号Ｓ３が検出信号として取り出され、このドップラ信号Ｓ３に基
づいて、人体検出（人体接近検出や人体離反検出）及び尿流検出が行われる。
【００２７】
　ここで、本実施形態においては、物体の速度νが０．７（ｍ／ｓ）程度以下の速度であ
るときに、小便器洗浄装置Ａを利用する人体が存在するものとして検出し、物体の速度ν
が１．４～２．６（ｍ／ｓ）の速度のときにボール部２内に尿が流れているものとして検
出するようにしている。したがって、人体検出するドップラ信号Ｓ３は凡そ５０（Ｈｚ）
以下となり、尿流検出するドップラ信号Ｓ３は凡そ１００～１８０（Ｈｚ）となる。
【００２８】
　また、マイクロ波ドップラセンサ７は、制御部８に接続されており、この制御部８によ
ってその動作が制御され、かつドップラ信号Ｓ３に基づいた処理が行われる。
【００２９】
　制御部８は、図３に示すように、マイクロ波ドップラセンサ７から出力されるドップラ
信号Ｓ３を増幅する増幅器10と、マイクロコンピュータ11から構成される。
【００３０】
　マイクロコンピュータ11は、乱数を発生する乱数発生器26と、マイクロ波ドップラセン
サ７からのマイクロ波送信タイミングを乱数発生器26が生成する乱数に基づいて制御する
センサ制御手段としての送信タイミング制御手段27とを有している。ここで、乱数発生器
26は、１～α（たとえば、α＝1000）の範囲内の乱数ｘを生成するように構成しているも
のとする。
【００３１】
　送信タイミング制御手段27は、乱数発生器26が生成する乱数ｘに基づいて、以下の式（
２）による演算を行い、マイクロ波ドップラセンサ７を駆動させるためのタイミングｔ（
ｎ）を生成する。ここで、ｎはタイミングを生成するたびに＋１だけインクリメントされ
る変数であり、ｔ（ｎ）はｎ番目のタイミング、β(ｎ)はｎ番目の乱数ｘを意味する。な
お、ここでは、Ｔ１＝２（ｍｓ）とし、式（２）の演算をＴ１ごとに行うこととする。た
だし、Ｔ１は２（ｍｓ）に限られるものではなく、たとえば、０．２（ｍｓ）としてもよ
い。
【００３２】
　ｔ（ｎ）＝（ｎ－１）×Ｔ１＋β（ｎ）／α×Ｔ１（ｍｓ）・・・（２）
【００３３】
　このように生成されるタイミングｔ（ｎ）ごとに、マイクロ波ドップラセンサ７を駆動
させるためのＨｉｇｈレベルの駆動信号Ｓ10がＴ２幅（ここでは、Ｔ２＝１０μsとする
。）で送信される。このようにして生成された駆動信号Ｓ10の例を図４に示す。
【００３４】
　マイクロ波ドップラセンサ７は、Ｈｉｇｈレベルの駆動信号Ｓ10が送信タイミング制御
手段27から送信されている間、発振器71を動作させ、送信手段72からマイクロ波を出力し
、その反射波に基づいたドップラ信号Ｓ３を出力する。
【００３５】
　このようにランダムな不等間隔サンプリング周期で取得及び出力されるドップラ信号Ｓ
３は、増幅器10で増幅され、マイクロコンピュータ11に入力される。
【００３６】
　マイクロコンピュータ11は、増幅器10で増幅されたドップラ信号Ｓ４をＡ／Ｄ変換して
デジタルドップラ信号データＳ５を生成するＡ／Ｄ変換手段としてのＡ／Ｄコンバータ20
を有しており、送信タイミング制御手段27から出力されるＨｉｇｈレベルの駆動信号Ｓ10
と同期して動作するように構成されている。このように駆動信号Ｓ10によりランダムな不
等間隔サンプリング周期でマイクロ波ドップラセンサ７及びＡ／Ｄコンバータ20を間欠動
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作させ、デジタルドップラ信号データＳ５を生成する。図５にデジタルドップラ信号デー
タＳ５（ｔ（１）～ｔ（９））の例を示す。
【００３７】
　また、マイクロコンピュータ11は、Ａ／Ｄコンバータ20から出力されるデジタルドップ
ラ信号データＳ５を所定の等間隔サンプリング周期（ここでは、２(ms)とする。）のデー
タへ補間する周期補間手段21、補間したデジタルドップラ信号データＳ６（以下、「補間
データＳ６」とする。）に含まれるノイズを除去するデジタルフィルタである適応フィル
タ22、人体検出に必要な周波数帯域Ｆ１（５０（Ｈｚ）以下）を通過させそれ以外の帯域
を除去するための第１帯域フィルタ23aと尿流検出に必要な周波数帯域Ｆ２（１００～１
８０（Ｈｚ））を通過させそれ以外の帯域を除去するための第２帯域フィルタ23bとを有
するバンドパスフィルタ23、適応フィルタ22及びバンドパスフィルタ23によってノイズ除
去されたデジタルドップラ信号データＳ８，Ｓ８’から人体検出や尿流検出を行う検出判
定処理部24、人体検出や尿流検出に基づいた検出判定処理部24からの制御によって給水バ
ルブ４を制御する給水バルブ制御部25などを有している。また、マイクロコンピュータ11
は、周期補間手段21から出力される補間データＳ６を遅延させる遅延回路30をも有してい
る。
【００３８】
　検出判定処理部24は、人体検出周波数帯域Ｆ１のドップラ信号Ｓ８が所定期間継続して
一定の閾値以上のとき人体近接検出を行い、給水バルブ制御部25を介して給水バルブ４を
制御して、小便器１のボール部２上部から洗浄水を所定期間供給することにより利用者が
排尿する前にボール部２内を事前洗浄する。その後、検出判定処理部24は、尿流検出周波
数帯域Ｆ２のドップラ信号Ｓ８’が所定期間継続して一定の閾値以上のとき尿流検出を行
い、この尿流検出が終了したときと判定すると、その後人体検出周波数帯域Ｆ１のドップ
ラ信号Ｓ８が所定期間継続して一定の閾値以下のとき人体離反検出を行い、ボール部２上
部から洗浄水を供給する(以下、「本洗浄」という。)。なお、尿流検出する前に、所定期
間継続して人体検出周波数帯域Ｆ１のドップラ信号Ｓ８が所定期間継続して一定の閾値以
下のときには、検出判定処理部24は、人体離反したことを検出し、本洗浄は行わない。
【００３９】
　ところで、上記適応フィルタ22やバンドパスフィルタ23は、人体検出や尿流検出を精度
よく行うためにノイズを除去するものである。
【００４０】
　たとえば、適応フィルタ22は、蛍光灯９からのノイズを除去するために設けられたもの
である。すなわち、上述のように小便器１の設置場所における照明器具として多用されて
いる蛍光灯９はノイズを発生することが知られている。特にマイクロ波ドップラセンサ７
の指向特性パターン内に蛍光灯９が存在する場合、蛍光灯９が発するノイズがマイクロ波
ドップラセンサ７で受信されやすくなる。蛍光灯９が発するノイズがマイクロ波ドップラ
センサ７によって受信されたとき、マイクロ波ドップラセンサ７から出力されるドップラ
信号には蛍光灯９が発するノイズが混入することになる。適応フィルタ22はノイズが混入
したドップラ信号からそのノイズを除去するのである。
【００４１】
　蛍光灯９からのノイズの特徴は、ある程度の周期性が見られること、完全な正弦波では
なく所々に波形の乱れや大きなうねりが見られることなどがあることであり、このことは
本出願人の特開２００４－２９３２１６号明細書で詳解している。すなわち、蛍光灯９に
供給する商用電源の周波数が例えば６０Ｈｚのとき、蛍光灯９のノイズの周波数スペクト
ルは、１２０Ｈｚを最大振幅ピークとし、その２倍の２４０Ｈｚにもピークが見られ、さ
らに２０Ｈｚとその２倍の４０Ｈｚ、３倍の６０Ｈｚにもピークが見られる。このように
蛍光灯９のノイズは、１２０Ｈｚを基本成分としながらも、そのｎ次高調波成分や、電源
周波数とは直接は関連のない周波数とそのｎ次高調波成分などが、複雑に組み合わされた
波形となっている。なお、商用電源の周波数が５０Ｈｚのとき、蛍光灯９のノイズの周波
数スペクトルは、１００Ｈｚを最大振幅ピークとし、その２倍の２００Ｈｚにもピークが
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見られることになる。小便器洗浄装置Ａは、人体検出は５０Ｈｚ以下のドップラ信号を検
出することによって行い、尿流検出は１００～１８０Ｈｚのドップラ信号を検出すること
によって行うため、蛍光灯９からのノイズは可及的に低減する必要がある。
【００４２】
　そこで、本実施形態における小便器洗浄装置Ａにおいては、適応フィルタ22を設けて蛍
光灯ノイズなどの周期性のあるノイズを除去するようにしている。すなわち、適応フィル
タ22によってドップラ信号の周期性成分を予測し、観測したドップラ信号からこれを減算
することによって、周期成分である蛍光灯９のノイズを効果的に取り除くのである。なお
、人体検出や尿流検出すべきドップラ信号Ｓ３は、１８０Ｈｚ以下の周波数成分が多く含
まれるものの、時間軸で見ればランダム性周波数成分の信号になっている。これは、人体
が近接したり離反するときには人体の速度が時間的に変わるためであり、また壁面を流れ
る水流も含めて、尿流が移動したり、脈動したりすることによって形成される様々な水流
をマイクロ波ドップラセンサ７が検出しているためである。このように、ランダム性周波
数成分つまり人体移動や尿流の検出成分だけを得ることができる。すなわち、適応フィル
タ22では、周期性成分を取り除き、人体検出及び尿流検出に必要なランダム性周波数成分
は取り除かれないのである。
【００４３】
　本実施形態の小便器洗浄装置Ａにおける適応フィルタ22の構成および動作について、図
３，図６を参照してさらに詳しく説明する。
【００４４】
　これらの図に示すように、Ａ／Ｄコンバータ20から出力されたデジタルドプラ信号デー
タＸ［ｎ］は、遅延回路30に入力される。Ｚ-1はＺ変換を表しており、本実施形態におい
ては、Ｚ変換を行う遅延素子30ａが１０段で遅延回路30を構成している。遅延素子30ａは
各サンプリング時間（ここでは、デジタルドップラ信号データＳ５のサンプリング時間と
同じ１００μsとする）毎に次段へ入力信号値を送出するので、本実施形態の遅延回路30
より出力されるデジタルドプラ信号データＸ［ｎ］は、１０サンプリング前の入力信号に
等しい。
【００４５】
　本実施形態においては、適応フィルタ22を、デジタルフィルタ31と、信号加算回路32と
、フィルタ係数更新回路33とで構成している。
【００４６】
　デジタルフィルタ31は、遅延回路30から送出される信号を受信し、ノイズ予測波形ｙ［
ｎ］を出力する。本実施形態ではデジタルフィルタ31として64段のＦＩＲ型のデジタルフ
ィルタを用いている。ＦＩＲ型デジタルフィルタのフィルタ係数ｈ０～ｈ63を、各対応す
る遅延素子30aの各段とそれぞれ乗算し、さらに、その結果の加算合計を算出して出力信
号ｙ［ｎ］を得る。各フィルタ係数ｈ０～ｈ63は、後述するフィルタ係数更新回路33によ
り、入力信号ｘ［ｎ］に含まれる蛍光灯９のノイズなど周期成分信号のみを取り出すよう
に予め調節されており、出力信号ｙ［ｎ］はノイズ除去に最適な信号となっている。
【００４７】
　また、信号加算回路32は、入力信号ｘ［ｎ］に、デジタルフィルタ31の出力信号ｙ［ｎ
］の反転信号すなわち逆位相信号である－ｙ［ｎ］を加算する。前述したように、ｙ［ｎ
］は入力信号に含まれる周期成分、すなわち蛍光灯９のノイズなどの周期成分信号となっ
ているので、結果的に周期性ノイズの逆位相信号を入力信号ｘ［ｎ］と加算することにな
る。
【００４８】
　そして、加算結果ε［ｎ］は、入力信号ｘ［ｎ］から蛍光灯９のノイズなどの周期性ノ
イズが取り除かれた信号となっている。なお、デジタルフィルタ31の周期性ノイズの予測
信号ｙ［ｎ］は、ｘ［ｎ］のノイズ成分と完全に一致しないので、加算結果ε［ｎ］は必
ずしも０にはならない。
【００４９】
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　次に、フィルタ係数更新回路33は、ノイズ予測誤差である前述した加算結果ε［ｎ］を
最小にすべく、デジタルフィルタ31のフィルタ係数ｈ０～ｈ63を調節する機能を有してい
る。本実施形態では適応フィルタ22の係数更新方法として、計算処理を簡略化することが
可能なＬＭＳ（Ｌｅａｓｔ Ｍｅａｎ Ｓｑｕａｒｅ）法を使用している。このＬＭＳ法に
よれば、加算結果ε［ｎ］にステップサイズμ49の２倍を乗じた上で、各対応する遅延素
子の各段をさらに乗じ、現在時刻の各フィルタ係数ｈ［ｎ］に足し合わせて、次時刻の各
フィルタ係数ｈ［ｎ＋１］を得ている。
【００５０】
　この方法により、計算開始時刻においては残差ε［ｎ］の絶対値は大きいものの、時刻
が経過するにつれてε［ｎ］の絶対値が０に収束していくという結果が得られる。ここで
、ステップサイズμ49は収束の速度と収束後の誤差量を決定するパラメータであり、一般
には０＜μ＜１なる値を設定する。
【００５１】
　以上のように、本実施形態の小便器洗浄装置Ａは、遅延回路30と適応フィルタ22とを備
え、適応フィルタ22に、デジタルフィルタ31、信号加算回路32およびフィルタ係数更新回
路33を設けたことにより、蛍光灯９からのノイズを除去することができ、これによって、
小便器洗浄装置Ａの誤動作をなくすことができる。
【００５２】
　なお、ノイズ成分を除去する手段として、適応フィルタ22に代えて、例えば、ノッチフ
ィルタも有効である。すなわち、特定の周波数のみを選択して減衰させるものである。ノ
イズの周波数が既知であれば、その周波数を選択減衰するようにノイズの特性を選定する
ことにより、ノイズを効率的に除去することができる。なお、ノッチフィルタの周波数の
選択範囲より人体検出や尿流検出の周波数の範囲の方が十分広ければ、ノイズ周波数部分
を減衰させても尿流検出に大きな影響はない。なお、商用電源の２次高調波のノイズは、
西日本地域では１２０Ｈｚ、東日本地域では１００Ｈｚとなり地域によって除去する周波
数を変える必要がある。さらに、目的とする尿流の周波数範囲に、複数の周波数のノイズ
成分が見られる場合、一つのノッチフィルタでは対応できないので複数個のノッチフィル
タを使用することとなる。本実施形態においては、周波数が既知でなくても、複数個のノ
イズであってもノイズの状況に応じて有効にノイズ除去を行うため、適応フィルタ22を設
けている。
【００５３】
　ところで、本実施形態における小便器洗浄装置Ａは、上述のようにマイクロ波ドップラ
センサ７及びＡ／Ｄコンバータ20をランダムな不等間隔サンプリング周期で間欠動作させ
ており、適応フィルタ22に入力されるデジタルドップラ信号データＳ５は、ランダムな周
期でサンプリングされたデジタルデータとなる。
【００５４】
　このように、生成されたデジタルドップラ信号データＳ４を適応フィルタ22やバンドパ
スフィルタ23などのデジタルフィルタに入力すると、これらのフィルタの特性を十分に生
かすことができない恐れがある。すなわち、ドップラ信号のノイズを十分に除去すること
ができない恐れがある。また、適応フィルタ22に代えて、ノッチフィルタを適用した場合
であっても同様である。
【００５５】
　そこで、本実施形態における小便器洗浄装置Ａは、適応フィルタ22やバンドパスフィル
タ23の前段にデジタルドップラ信号データＳ５を所定の等間隔サンプリング周期（ここで
は、０．１ｍｓとする。）のデータへ補間する周期補間手段21を設けている。
【００５６】
　ランダムに離散しているデジタルドップラ信号データＳ５を所定の等間隔サンプリング
周期へ補間する方法としては、２点補間法、ラグランジェ補間法などがある。
【００５７】
　２点補間法は、隣接する２つのデータの中間値を算出して所定の等間隔サンプリング周
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期への補間を行う補間方法である。すなわち、隣接するデジタルドップラ信号データＳ５
をそれぞれ直線で結び、所定周期（ここでは、２ｍｓとする。）毎にその直線と交わる位
置へデジタルドップラ信号データＳ５を補完するのである。図７は、２点補間によってデ
ジタルドップラ信号データＳ５を補間した様子を示す図であり、白丸はデジタルドップラ
信号データＳ５を、黒丸は補間データＳ６を示している。
【００５８】
　次に、ラグランジェ補間法について説明する。なお、ここでは、４点のデジタルドップ
ラ信号データＳ５を元に、所定の等間隔サンプリング周期への補間を行うものについて説
明するが、これに限られるものではない。
【００５９】
　図８に示すように、４点のデジタルドップラ信号データ（Ｘ0、ｆ0），（Ｘ1，ｆ1），
（Ｘ2，ｆ2），（Ｘ3，ｆ3）について、ラグランジェ補間を行う場合、Ｘの値Ｌ（Ｘ）は
次のように算出することができる。
【００６０】

【数１】

【００６１】
　図９は、デジタルドップラ信号データＳ５をそのまま入力した場合（無補間）、デジタ
ルドップラ信号データＳ５を周期補間手段21によって２点補間して入力した場合（２点補
間）、デジタルドップラ信号データＳ５を周期補間手段21によってラグランジェ補間して
入力した場合（ラグランジェ補間）の、それぞれの適応フィルタ22におけるノイズ除去特
性を示している。なお、マイクロ波ドップラセンサ７を等間隔で間欠動作させたときにマ
イクロ波ドップラセンサ７から出力されるドップラ信号を入力した場合（等間隔サンプリ
ング）の適応フィルタ22におけるノイズ除去特性も参考のために図示している。
【００６２】
　この図に示すように、デジタルドップラ信号データＳ５をそのまま入力した場合に比べ
デジタルドップラ信号データＳ５を補間して入力した場合の方が適応フィルタ22における
ノイズ除去特性が改善していることがわかる。特に、蛍光灯９によるノイズ周波数４０Ｈ
ｚ，１００Ｈｚ，１２０Ｈｚ，１８０Ｈｚ，２００Ｈｚでは、デジタルドップラ信号デー
タＳ５をそのまま入力した場合に比べノイズ除去が半減している。したがって、マイクロ
波ドップラセンサ７の動作をランダム周期で間欠的に行った場合でも、適応フィルタ22に
よるノイズ除去機能の低減を抑えることができる。
【００６３】
　次に、バンドパスフィルタ23について説明する。このバンドパスフィルタ23は、いわゆ
る帯域通過フィルタである。
【００６４】
　バンドパスフィルタ23は、第１帯域フィルタ23aと第２帯域フィルタ23bとから構成され
、適応フィルタ22と同様に、これらはＦＩＲ型デジタルフィルタを使用している。ここで
、第１帯域フィルタ23aは、そのフィルタ係数ｈ［ｎ］として、人体の検出範囲である５
０Ｈｚまでの信号を取り出すように設定されおり、第２帯域フィルタ23bは、そのフィル
タ係数ｈ［ｎ］として、尿流の検出範囲である１００Ｈｚ～１８０Ｈｚを取り出すように
設定されている。なお、バンドパスフィルタ23と適応フィルタ22の順番を交換し、バンド
パスフィルタ23、適応フィルタ22の順番に配置しても、同様の機能、効果が得られる。
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【００６５】
　また、バンドパスフィルタ23についても適応フィルタ22の場合と同様に、デジタルドッ
プラ信号データＳ５をそのまま入力するとノイズ除去機能が低下するが、デジタルドップ
ラ信号データＳ５を補間した後の補間データを入力することによりバンドパスフィルタ23
のノイズ除去機能の低下を抑制することが可能となる。
【００６６】
　ここで、図10のフローチャートを参照して、本実施形態の小便器洗浄装置Ａの動作につ
いて説明する。
【００６７】
　小便器洗浄装置Ａの電源がＯＮされると、送信タイミング制御手段27はランダムな不等
間隔のパルス信号を含む駆動信号Ｓ10をマイクロ波ドップラセンサ７に出力し、マイクロ
波ドップラセンサ７をランダムな不等間隔サンプリング周期で間欠動作させる（ＳＴＥＰ
１）。
【００６８】
　マイクロ波ドップラセンサ７から間欠出力されたドップラ信号Ｓ３は、増幅器10で増幅
され、Ａ／Ｄコンバータ20によってＡ／Ｄ変換されてデジタルドップラ信号データＳ５が
生成される。ここで、デジタルドップラ信号データＳ５は、ランダムな不等間隔サンプリ
ングによる離散的なデータであるため、上述のように後段の適応フィルタ22やバンドパス
フィルタ23などのデジタルフィルタのノイズ除去機能に影響を及ぼす。そこで、デジタル
ドップラ信号データＳ５を所定周期の等間隔サンプリングデータとなるように補間する周
期補間手段21を設けており、この周期補間手段21によって補間データが生成され、後段の
適応フィルタ22へ出力される。
【００６９】
　上述のようにマイクロ波ドップラセンサ７の受信手段73は、送信マイクロ波の反射波に
加え、蛍光灯９などからのノイズも受信してしまう。そのためドップラ信号Ｓ３にノイズ
成分が混入される。したがって、補間データＳ６にもノイズが含まれることになるが、上
述のように適応フィルタ22及びバンドパスフィルタ23によりノイズが取り除かれる。すな
わち、適応フィルタ22によってドップラ信号Ｓ３の周期性成分のみを予測し、観測したド
ップラ信号からこれを減算して、ランダム性周波数成分のみ得る。そして、バンドパスフ
ィルタ23を介して、人体検出のための周波数帯域（５０Ｈｚ以下）の信号Ｓ８と、尿流検
知のための周波数帯域（１００Ｈｚ～１８０Ｈｚ）の信号Ｓ８’とが検出判定処理部24に
入力される。
【００７０】
　検出判定処理部24は、使用者が小便器１に近づくのを待つ（ＳＴＥＰ２）。すなわち、
検出判定処理部24において、入力された信号Ｓ８の振幅の移動平均の算出を逐次行う。検
出判定処理部24によって算出された信号Ｓ８の移動平均値が、あらかじめ設定された振幅
の判定閾値より大きくかつ一定時間連続して継続した場合、人体接近検出を行う。
【００７１】
　人体接近検出を行う（ＳＴＥＰ２：Ｙｅｓ）と、検出判定処理部24は、給水バルブ制御
部25を制御して、給水バルブ４を開き、ボール部２内に洗浄水を供給して小便器１の事前
洗浄を行う（ＳＴＥＰ３）。
【００７２】
　その後、検出判定処理部24は、使用者が小便器１から離れるか（ＳＴＥＰ４）、使用者
が放尿するのを待つ（ＳＴＥＰ５）。
【００７３】
　使用者が小便器１から離れたことの検出（人体離反検出）は、検出判定処理部24におい
て、入力された信号Ｓ８の振幅の移動平均の算出を逐次行い、その移動平均値が、あらか
じめ設定された振幅の判定閾値よりも一定時間に亘って小さいことを検出することによっ
て行われる。
【００７４】
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　また、使用者が放尿したことの検出（尿流検出）は、検出判定処理部24において、入力
された信号Ｓ８’の振幅の移動平均の算出を逐次行い、その移動平均値が、あらかじめ設
定された振幅の判定閾値より大きくかつ一定時間連続して継続したことを検出することに
よって行われる。
【００７５】
　人体離反検出したとき（ＳＴＥＰ４：Ｙｅｓ）、検出判定処理部24は、使用者が放尿せ
ずに小便器１から離れたと判定し、Ｓ１の処理に戻す。
【００７６】
　一方、尿流検出したとき（ＳＴＥＰ５：Ｙｅｓ）、その後使用者が小便器１から離れる
まで待つ（ＳＴＥＰ６）。すなわち、検出判定処理部24において、入力された信号Ｓ８の
振幅の移動平均の算出を逐次行い、その移動平均値が、あらかじめ設定された振幅の判定
閾値より大きくかつ一定時間連続して継続するまで待つ。
【００７７】
　使用者が小便器１から離れたとき（ＳＴＥＰ６：Ｙｅｓ）、検出判定処理部24は、給水
バルブ制御部25を制御して、給水バルブ４を開き、ボール部２内に洗浄水を供給して小便
器１の本洗浄を行う（ＳＴＥＰ７）。
【００７８】
　以上のように本実施形態における小便器洗浄装置Ａによれば、マイクロ波ドップラセン
サ７をランダム周期で間欠動作させることによって、マイクロ波ドップラセンサを利用し
た小便器洗浄装置が隣接したときにおいて、マイクロ波ドップラセンサ同士の影響を抑制
し、マイクロ波ドップラセンサによる検出精度を向上させることができると共に、ランダ
ム周期で間欠動作させたマイクロ波ドップラセンサから出力させたドップラ信号を補間す
ることによって、適応フィルタなどのデジタルフィルタによるノイズ低減効果への影響を
抑制することが可能となる。
【００７９】
　以上、本発明の実施の形態のうちいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これら
は例示であり、上記記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて、種々の変形、改
良を施した他の実施形態で実施をすることができる。
【００８０】
　たとえば、本実施形態においては、マイクロ波ドップラセンサ７は、小便器１の上部背
面側から正面側のボール部２に向けて電波を送信するようにしたが、これに限られるもの
ではなく、マイクロ波ドップラセンサ７を小便器１の下部背面側に取り付け、起立した使
用者の正面に向かって斜め上方に向けて電波を送信するようにしてもよく、また、マイク
ロ波ドップラセンサ７を小便器１の高さ方向の中央付近の背面側に設置し、水平方向、あ
るいは斜め下方へ向けて電波を送信するようにしてもよい。
【００８１】
　また、本実施形態においては、１０．５２５ＧＨｚのマイクロ波を用いたマイクロ波ド
ップラセンサについて説明したが、これに限られず、電波を利用するものであれば、その
周波数は限られない。また、赤外線等の光波や超音波等の音波を利用するドップラセンサ
を用いてもよい。
【００８２】
　また、乱数発生器26と、送信タイミング制御手段27とをマイクロコンピュータ11で構成
するようにしたが、これに限られるものではなく、その他の半導体集積回路で構成するよ
うにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施の形態である小便器洗浄システムを示す図である。
【図２】本発明の実施の形態である小便器洗浄装置の概略構成図である。
【図３】図２に示す小便器洗浄装置の制御部の概略構成図である。
【図４】図２に示す送信タイミング制御手段から出力される駆動信号の例を示す図である
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【図５】ランダムな周期でサンプリングしたドップラ信号の例を示す図である。
【図６】図３に示す適応フィルタのブロック図である。
【図７】２点補間法による補間の説明図である。
【図８】ラグランジェ補間法による補間の説明図である。
【図９】図３に示す適応フィルタにおけるノイズ除去特性を示す図である。
【図１０】図２に示す便器洗浄装置の動作状態を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８４】
Ａ　小便器洗浄装置
１　小便器
２　ボール部
３　給水路
４　給水バルブ
５　排水路
６　トラップ管路
７　マイクロ波ドップラセンサ
８　制御部
９　蛍光灯
１０　増幅器
１１　マイクロコンピュータ
２０　Ａ／Ｄコンバータ
２１　データ補間手段
２２　適応フィルタ
２３　バンドパスフィルタ
２４　検出判定処理部
２５　給水バルブ制御部
２６　乱数発生器
２７　送信タイミング制御手段
３０　遅延回路
３１　デジタルフィルタ
３２　信号加算回路
３３　フィルタ係数更新回路
７１　発振器
７２　送信手段
７３　受信手段
７４　差分検出手段
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