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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに通常時にコネクタケーブルを介して接続してある受信装置にワイヤレス
通信によって表示画面中のカーソルを移動させる情報を送信する機能を有するワイヤレス
マウスにおいて、
　充電可能電池と、
　上記受信装置にセットされたときに、該受信装置の充電用端子と接続される充電用端子
とを有し、
　発光素子と該発光素子より出て該ワイヤレスマウスが操作される面で反射した光を受光
する光学式センサチップとよりなるオプティカルセンサ装置を有し、
　且つ、上記発光素子より出た光の一部を受光する内部太陽電池を有し、
　該内部太陽電池が、上記充電可能電池とともに前記オプティカルセンサ装置に昇圧回路
を介して並列に接続してある構成とし、
　上記受信装置にセットされた状態で、上記コンピュータからの電力によって、上記充電
可能電池が前記昇圧回路を迂回して充電される構成とし、前記ワイヤレスマウスは非常時
に前記コネクタケーブルが接続され上記充電可能電池が充電可能とされる構成とし、
たことを特徴としたワイヤレスマウス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明はワイヤレスマウスユニット、ワイヤレスマウス及び受信装置に係り、特に、ワイ
ヤレス通信によって表示画面中のカーソルを移動させる情報を送信する機能を有するワイ
ヤレスマウス及びコンピュータと接続してありこのワイヤレスマウスからの情報を受信す
る受信装置、及び、ワイヤレスマウス及び受信装置とよりなるワイヤレスマウスユニット
に関する。
【０００２】
一般に、ワイヤレスマウスは、ワイヤの煩わしさが無いという利点があるけれども、ワイ
ヤで接続されていないため、マウス自体に電源が内蔵してある必要がある。内蔵電源とし
ては、乾電池又は充電可能である二次電池が使用される。
【０００３】
また、マウスには、マウスを動かすと底面のボールがマウスパッド上を転がって回転して
信号を送り出す構成である一般的なものの他に、近年、オプティカルセンサを使用した構
成のものが実用化されつつある。ボールがマウスパッド上を転がるタイプのマウスは、ボ
ールがマウスパッド上の埃を拾い、長く使用している間に、埃がマウスの内部に溜まり、
ボールの回転が円滑で無くなり、修理が必要となってしまう。オプティカルセンサ装置を
使用した構成のマウスでは、オプティカルセンサ装置がマウスパッドに対して非接触であ
るため、上記の埃の問題がなく、保守が不要であるという利点がある。しかし、発光ダイ
オード等を使用しているため、消費電力が高い。よって、乾電池式のワイヤレスマウスで
は、乾電池の交換を頻繁に行う必要があり、経済的でない。そこで、二次電池式のワイヤ
レスマウスが好ましくなる。この場合でも、二次電池の電力の消費が多いため、使い勝手
を良くするためには、充電等に工夫が必要となる。
【０００４】
【従来の技術】
従来の二次電池を内蔵したワイヤレスマウスは、付属品として、専用の充電装置を備え、
この充電装置にセットして二次電池を充電させていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このため、ワイヤレスマウスユニットは、ワイヤレスマウス及び受信装置の他に、充電装
置を有する構成となっており、嵩張り、使い勝手が良くなく、コスト高となっていた。
【０００６】
また、従来のワイヤレスマウスは、ケーブルに接続した状態で使用することは出来なかっ
た。このため、充電切れの場合には、マウスを使用することが出来ず、いざ使用しようと
したときに、二次電池の電圧が降下していた場合には、ワイヤレスマウスを使用すること
が出来ず、コンピュータを使用することが出来なくなり、不便であった。
【０００７】
そこで、本発明は、上記課題を解決したワイヤレスマウスユニット、ワイヤレスマウス及
び受信装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　請求項１の発明は、　コンピュータに通常時にコネクタケーブルを介して接続してある
受信装置にワイヤレス通信によって表示画面中のカーソルを移動させる情報を送信する機
能を有するワイヤレスマウスにおいて、
　充電可能電池と、
　上記受信装置にセットされたときに、該受信装置の充電用端子と接続される充電用端子
とを有し、
　発光素子と該発光素子より出て該ワイヤレスマウスが操作される面で反射した光を受光
する光学式センサチップとよりなるオプティカルセンサ装置を有し、
　且つ、上記発光素子より出た光の一部を受光する内部太陽電池を有し、
　該内部太陽電池が、上記充電可能電池とともに前記オプティカルセンサ装置に昇圧回路
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を介して並列に接続してある構成とし、
　上記受信装置にセットされた状態で、上記コンピュータからの電力によって、上記充電
可能電池が前記昇圧回路を迂回して充電される構成とし、前記ワイヤレスマウスは非常時
に前記コネクタケーブルが接続され上記充電可能電池が充電可能とされる構成とし、
たことを特徴としたものである。
【００２１】
ワイヤレスマウスを使用を終了したのちに、ワイヤレスマウスをワイヤレスマウスセット
部にセットして保管することが可能となり、且つ、この保管中に充電可能電池を充電する
ことが可能となる。よって、ワイヤレスマウスは、充電可能電池が十分に充電されている
状態で使用を開始することが出来る。
【００２５】
内部太陽電池が発電した電力を、ワイヤレスマウスの動作及び充電可能電池の充電に利用
することが可能となる。よって、充電可能電池の消耗が抑えられる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の一実施例になるワイヤレスマウスユニット１０の通常の使用状態を示す。
【００３６】
１１はコンピュータ本体、１２はＣＲＴモニタに、１３はキーボードである。１４はワイ
ヤレスマウス、１５は受信装置である。受信装置１５は、図７に示す一端にＵＳＢ雄コネ
クタ１６、他端にコネクタ１７を有するコネクタケーブル１８によって、コンピュータ本
体１１と接続してある。
【００３７】
ワイヤレスマウス１４の操作を行うことによって、無線信号１９が送信され、受信装置１
５がこの無線信号１９を受信する。ワイヤレスマウス１４を動かす操作を行うことによっ
て、後述するオプティカルセンサ装置３６が動作し、ＣＲＴモニタ１２の表示画面２０中
のカーソル２１が表示画面２０上の任意の位置に移動され、ボタン３１又は３２を押すク
リック操作を行うことによって、入力が行われる。
【００３８】
ワイヤレスマウス１４と受信装置１５とコネクタケーブル１８とが、ワイヤレスマウスユ
ニット１０を構成する。専用の充電器は備えていない。
【００３９】
まず、ワイヤレスマウス１４について説明する。
【００４０】
図２（Ａ），（Ｂ）にワイヤレスマウス１４の外観を示す。Ｙ１―Ｙ２が長手方向、Ｘ１
－Ｘ２が幅方向、Ｚ１－Ｚ２が高さ方向である。ワイヤレスマウス１４は、Ｙ１―Ｙ２方
向に長い略半楕円体である本体３０と、本体３０上面のうち先端側（Ｙ１方向側）に配し
てある操作ボタン３１，３２，３３と、本体３０の先端に露出して設けてある雌コネクタ
３４と、本体３０の底面３５のうち中央に露出して設けてあるオプティカルセンサ装置３
６と、本体３０の底面３５のうちオプティカルセンサ装置３６より後端側（Ｙ２方向側）
に、Ｘ１－Ｘ２方向に並んで露出してある充電用端子３７，３８とを有する。底面３５に
は、Ｙ１―Ｙ２方向端側に、スペーサ凸部３９、４０が形成してあり、オプティカルセン
サ装置３６を囲む部分にスペーサ凸部４１が形成してある。
【００４１】
充電用端子３７，３８は、受信装置１５の充電用端子９４，９５と対応して配置してある
。雌コネクタ３４は、ケーブル１８の端の雄コネクタ１７に対応した構成を有する。
【００４２】
本体３０の内部には、上記のオプティカルセンサ装置３６と、二次電池５０と、充電回路
等を含むプリント基板回路のモジュール５１等が組み込まれている。
【００４３】
図３は、オプティカルセンサ装置３６の構造を示す。オプティカルセンサ装置３６は、プ
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リント基板６０、横向きに実装してあるＬＥＤ６１、光学式センサチップ６２、プリズム
６３、レンズ６４等を有する。ＬＥＤ６１から出た光は、符号６５ａで示すように、プリ
ズム６３で反射され、底面３５の開口３５ａを通ってマウスパッド６５の表面で反射され
、再度開口３５ａを通って、レンズ６４によって光学式センサチップ６２のＣＣＤよりな
る光学式センサ部６２ａに集光される。光学式センサ部６２ａが高速でスキャン動作を行
う。ワイヤレスマウス１４をマウスバッド６５上を動かすと、光学式センサ部６２ａがマ
ウスバッド６５の表面の状態を読み取り、先に読み取った情報と比較し、比較の結果に基
いて、ワイヤレスマウス１４の移動方向及び移動距離に応じた信号を出力する。
【００４４】
６６は太陽電池であり、ブラケット６７に固定されて、プリント基板６０に支持されてお
り、ＬＥＤ６１の上方に水平の向きで設けてある。ＬＥＤ６１が発光しているときには、
太陽電池６６はＬＥＤ６１から出る光のうち斜め上方及び上方に向かう光６５ｂを受けて
、電力を発生して出力する。この電力は、後述するワイヤレスマウス用のマイクロコント
ローラユニット７０及びデータ送信モジュール７１を動作させるために当てられ、太陽電
池６６は二次電池５０を補助する補助電源として機能する。また、太陽電池６６からの電
力は、二次電池５０の充電にもあてられる。
【００４５】
図３は、ワイヤレスマウス１４の回路図を示す。この回路図は主に上記のプリント基板回
路のモジュール５１によって構成されるものである。図３中、図１及び図２に示す構成部
分と対応する構成部分には、同じ符号を付す。
【００４６】
ワイヤレスマウス１４は、二次電池５０及びオプティカルセンサ装置３６に加えて、ワイ
ヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０、データ送信モジュール７１、ＵＳ
Ｂ(Universal Serial Bus)用のマイクロコントローラユニット７３、二次電池充電制御コ
ントローラ７４、過充電防止スイッチ回路７５、昇圧回路７７、トランジスタＴｒ１、Ｔ
ｒ２等を有する。
【００４７】
二次電池５０、オプティカルセンサ装置３６、ワイヤレスマウス用のマイクロコントロー
ラユニット７０、データ送信モジュール７１、ＵＳＢ用のマイクロコントローラユニット
７３、及び二次電池充電制御コントローラ７４は、並列に接続してある。昇圧回路７７は
、ＬＥＤ６１の入力側に接続してある。
【００４８】
電源電圧Ｖｃｃは、４．４～５．２５Ｖである。二次電池５０の定格電圧は約３．２～３
．６Ｖである。受信装置１５の充電端子９４，９５間の電圧は、４．４Ｖである。
【００４９】
雌コネクタ３４は、Ｖｃｃ端子３４ａと、ＧＮＤ端子３４ｂと、データ用端子３４ｃ，３
４ｄとを有する。
【００５０】
ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０は、所謂マウスマイコンであり
、バス８５，８６によってオプティカルセンサ装置３６、データ送信モジュール７１、及
びＵＳＢ用のマイクロコントローラユニット７３と接続されている。ＵＳＢ用のマイクロ
コントローラユニット７３は、所謂ＵＳＢマイコンであり、バス８５によってオプティカ
ルセンサ装置３６とワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０とに接続さ
れている。
【００５１】
ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０は、動作電圧が約３．２～３．
６Ｖであり、二次電池５０によって動作され、ワイヤレスマウス１４がワイヤレスマウス
として使用される場合にワイヤレスマウス１４の動作を制御する。例えば、オプティカル
センサ装置３６から送られてくるワイヤレスマウス１４の移動方向及び移動距離に応じた
信号を処理して、それをデータ送信モジュール７１に送り出す。
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【００５２】
データ送信モジュール７１は、表示画面２０中のカーソル２１を移動させる信号の電波を
送信アンテナ７８から放射する。
【００５３】
ＵＳＢ用のマイクロコントローラユニット７３は、動作電圧が４．４～５．２５Ｖであり
、コンピュータ本体１１からコネクタケーブル１８を介して供給される電源電圧Ｖｃｃに
よって動作され、ワイヤレスマウス１４がコンピュータ本体１１から延びているコネクタ
ケーブル１８に接続されてワイヤードマウスとして使用される場合に、ワイヤレスマウス
１４の動作を制御する。例えば、オプティカルセンサ装置３６から送られてくるワイヤレ
スマウス１４の移動方向及び移動距離に応じた信号を処理して、表示画面２０中のカーソ
ル２１を移動させる信号に処理して、データライン８０、８１に出力する。また、マイク
ロコントローラユニット７３は、ライン８３に信号を出力し、トランジスタＴｒ１をオン
として、電源電圧Ｖｃｃを、昇圧回路７７を迂回するライン８２を通ってＬＥＤ６１及び
光学式センサチップ６２に加える。また、マイクロコントローラユニット７３は、ライン
８４に信号を出力し、トランジスタＴｒ２をオンとして、電源電圧Ｖｃｃを、二次電池充
電制御コントローラ７４、ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０、デ
ータ送信モジュール７１等に加える。また、マイクロコントローラユニット７３は、イン
ターフェイスがＰＳ／２であることを検知した場合には、ＵＳＢ動作状態からＰＳ／２動
作状態に自動的に切り換わる。
【００５４】
二次電池充電制御コントローラ７４は、二次電池５０と並列に接続してあり、二次電池５
０の電圧等をモニターし、且つ、ワイヤレスマウス１４がマウスパッド上に放置されて、
オプティカルセンサ装置３６からのデータが変化しなくなった場合及び操作ボタン３１，
３２，３３の操作による出力に変化がなくなった場合に、二次電池５０を充電し、且つ、
充電されて二次電池５０が満充電となったときに、過充電防止スイッチ回路７５を開く。
過充電防止スイッチ回路７５は、二次電池５０と直列に接続されて、二次電池５０とグラ
ンドとの間に設けてある。二次電池充電制御コントローラ７４と過充電防止スイッチ回路
７５とが、充電回路７６を構成する。過充電防止スイッチ回路７５が開くと、充電回路７
６はオフとなる。
【００５５】
昇圧回路７７は、二次電池５０とＬＥＤ６１及び光学式センサチップ６２との間に設けて
ある。ＬＥＤ６１及び光学式センサチップ６２は二次電池５０の出力電圧では正常に駆動
できないため、二次電池５０の出力電圧を昇圧回路７７で昇圧して、ＬＥＤ６１及び光学
式センサチップ６２に印加している。
【００５６】
次に、受信装置１５について説明する。
【００５７】
図５（Ａ）、（Ｂ）に示すように、受信装置１５は、略立方体形状であり、内部に受信ア
ンテナ９０（図６参照）、雌コネクタ９１及びプリント基板回路モジュール９２を有する
。受信装置１５は、上面から前面にかけての部分に、凹状のワイヤレスマウスセット部９
３を有する。このワイヤレスマウスセット部９３は、ワイヤレスマウス１４の後端側の部
分が丁度収まって、ワイヤレスマウス１４を倒れないようにして縦向きに支持する形状を
有する。ワイヤレスマウスセット部９３には、ワイヤレスマウス１４の充電用端子３７，
３８に対応した配置で、充電用端子９４，９５が露出して設けてある。
【００５８】
また、受信装置１５の側面には、ＡＣアダプタ用接続端子１０６が設けてある。商用電源
のコンセントに差し込まれているＡＣアダプタ１０７より延びているケーブルの先端のコ
ネクタ１０８がＡＣアダプタ用接続端子１０６に接続されている。
【００５９】
プリント基板回路モジュール９２は、図６に示すように、ワイヤレスマウス用のマイクロ
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コントローラユニット９６、二次電池充電用電源回路９７、データ受信モジュール９８、
及びＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット９９を有する。
【００６０】
データ受信モジュール９８とワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット９６と
は、バス１００によって接続してある。ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニ
ット９６、二次電池充電用電源回路９７、及びデータ受信モジュール９８は、並列に接続
してあり、電圧Ｖｃｃを加えられて動作する。
【００６１】
データ受信モジュール９８は、受信アンテナ９０で受信したワイヤレスマウス１４からの
無線信号を処理して、これをワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット９６に
送る。
【００６２】
ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット９６は、データ受信モジュール９８
からの信号をＵＳＢモードの信号に処理して、これをデータライン１０３、１０４に出力
する。また、マイクロコントローラユニット９６は、インターフェイスがＰＳ／２である
ことを検出し、これを検出した場合にライン１０５に信号を出力して、トランジスタＴｒ
４をオンとして、電圧ＶｃｃがＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット９９に加
えられるようにする。
【００６３】
二次電池充電用電源回路９７は、電圧４．４Ｖを端子９４，９５に出力する。
【００６４】
ＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット９９は、ワイヤレスマウス用のマイクロ
コントローラユニット９６とバス１０１で接続してあり、インターフェイスがＰＳ／２で
ある場合に、ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット９６からのデータをＰ
Ｓ／２インターフェイス信号に変換して、これをデータライン１０３、１０４に出力する
。
【００６５】
なお、ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット９６が、図４中のマイクロコ
ントローラユニット７３と同じく、インターフェイスがＰＳ／２であることを検知した場
合には、ＵＳＢ動作状態からＰＳ／２動作状態に自動的に切り換わる構成である場合には
、ＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット９９は不要である。
【００６６】
図７はコネクタケーブル１８を示す。コネクタケーブル１８は、一端にＵＳＢ雄コネクタ
１６、他端にコネクタ１７を有する。
【００６７】
次に、上記構成になるワイヤレスマウスユニット１０の使用態様について説明する。
【００６８】
コンピュータ本体１１は、背面に、ＵＳＢ雌コネクタを有する構成である。
（１）ワイヤレスマウス１４をワイヤレスで使用する場合（図１参照）
コネクタケーブル１８のＵＳＢ雄コネクタ１６がコンピュータ本体１１の背面のＵＳＢ雌
コネクタに接続されており、コネクタケーブル１８がコンピュータ本体１１から延びてい
る。コネクタケーブル１８のコネクタ１７が受信装置１５の雌コネクタ９１に接続してあ
る。受信装置１５は、コンピュータ本体１１からコネクタケーブル１８を通って加えられ
る電源電圧Ｖｃｃで動作している。
【００６９】
ワイヤレスマウス１４は、二次電池５０の出力電圧によって動作する。図４を参照するに
、二次電池５０の出力電圧は、昇圧回路７７によって昇圧されて、ＬＥＤ６１及び光学式
センサチップ６２に加えられ、ＬＥＤ６１が発光し、オプティカルセンサ装置３６が動作
する。また、二次電池５０の出力電圧がワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニ
ット７０及びデータ送信モジュール７１に加えられ、これらが動作する。
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【００７０】
ワイヤレスマウス１４の操作を行うことによって、無線信号１９が送信され、受信装置１
５の受信アンテナ９０がこの無線信号１９を受信する。データ受信モジュール９８が受信
アンテナ９０で受信したワイヤレスマウス１４からの無線信号を処理して、これをワイヤ
レスマウス用のマイクロコントローラユニット９６に送る。ワイヤレスマウス用のマイク
ロコントローラユニット９６は、データ受信モジュール９８からの信号をＵＳＢインター
フェイス信号に処理して、これをデータライン１０３、１０４に出力し、コネクタケーブ
ル１８を通ってコンピュータ本体１１に送られ、ＣＲＴモニタ１２の表示画面２０中のカ
ーソル２１が移動される。
【００７１】
太陽電池６６はＬＥＤ６１から出る光のうち斜め上方及び上方に向かう光６５ｂを受けて
電力を出力する。この電力はオプティカルセンサ装置３６、ワイヤレスマウス用のマイク
ロコントローラユニット７０及びデータ送信モジュール７１を動作させる電力を補助し、
太陽電池６６は補助電源として機能する。また、太陽電池６６の出力電力は、二次電池５
０の充電にもあてられる。
（２）ワイヤレスマウス１４を使用していないときの状態（図８参照）
図８に示すように、ワイヤレスマウス１４を縦向きにして受信装置１５の凹状のワイヤレ
スマウスセット部９３に上方から収める。ワイヤレスマウス１４は、倒れないように縦向
きに支持されて保管され、且つ、充電用端子３７，３８が対応する充電用端子９４，９５
と接触する。
【００７２】
保管されているワイヤレスマウス１４には、受信装置１５の端子９４，９５から、端子３
７，３８を介して４．４Ｖの電圧が加えられ、これによって二次電池５０が充電される。
これによって、保管されている間に、ワイヤレスマウス１４をワイヤレスで使用したこと
によって消費された二次電池５０の電圧が回復される。
【００７３】
図４を参照するに、充電動作は、コンピュータ本体１１からコネクタケーブル１８を通し
て電力を供給されている受信装置１５内の二次電池充電用電源回路９７から供給される電
力によって、二次電池充電制御コントローラ７４によって制御されつつ行われる。即ち、
二次電池５０の充電は満充電の状態となるまで行われ、二次電池５０が満充電の状態とな
ると、二次電池充電制御コントローラ７４からの信号によって過充電防止スイッチ回路７
５が開いて、充電回路７６がオフとされて、二次電池５０の充電が終了される。よって、
二次電池５０が無用に発熱することが起きない。
【００７４】
なお、操作者がコンピュータ本体１１の電源を遮断した後においても、二次電池５０はＡ
Ｃアダプタ１０７より供給されている電力によって充電され続ける。
（３）ワイヤレスマウス１４をワイヤードで使用するときの状態（図９参照）
ワイヤレスマウス１４をワイヤードで使用するのは、ワイヤレスマウス１４の二次電池５
０を充電することをし忘れ、ワイヤレスマウス１４を使用しようとした場合に動作しなく
なった場合であり、非常時の手段であり、保険的な意味合いを有する。即ち、二次電池５
０の電圧が下がっており、ワイヤレスマウス１４が本来のワイヤレスで使用することが出
来ない場合であっても、ワイヤレスマウス１４を使用することが可能となる。
【００７５】
コネクタケーブル１８のコネクタ１７を受信装置１５の雌コネクタ９１から抜いて、コネ
クタ１７をワイヤレスマウス１４のコネクタ３４に接続する。ワイヤレスマウス１４には
、コンピュータ本体１１からの電源電圧Ｖｃｃがコネクタケーブル１８を通って、コネク
タ３４から加えられる。
【００７６】
図４を参照するに、電源電圧ＶｃｃはＵＳＢ用のマイクロコントローラユニット７３に加
えられ、これが動作し、ライン８３、８４に信号を出力する。ライン８３、８４へ信号が
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出力されることによって、トランジスタＴｒ１、Ｔｒ２がオンとされる。
【００７７】
トランジスタＴｒ１がオンとされると、電源電圧Ｖｃｃが、トランジスタＴｒ１を通り、
ライン８２を通って、昇圧回路７７を迂回してＬＥＤ６１及び光学式センサチップ６２に
加わり、光学式センサチップ６２からの出力によってトランジスタＴｒ３がオンとされ、
ＬＥＤ６１が発光し、オプティカルセンサ装置３６が動作する。よって、ワイヤレスマウ
ス１４の操作を行うことによって、オプティカルセンサ装置３６からの信号がＵＳＢ用の
マイクロコントローラユニット７３に供給され、ここで、処理されて、データライン８０
、８１に送り出され、更に、コネクタケーブル１８を通ってコンピュータ本体１１に供給
され、表示画面２０中のカーソル２１が移動される。
【００７８】
また、トランジスタＴｒ２がオンとされることによって、電源電圧Ｖｃｃが、二次電池充
電制御コントローラ７４、ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０、デ
ータ送信モジュール７１等に加えられる。
【００７９】
操作者がワイヤレスマウス１４から手を離して、ワイヤレスマウス１４がマウスパッド上
に放置されて、ワイヤレスマウス１４からのデータに変化が無くなった場合、即ち、オプ
ティカルセンサ装置３６からのデータが変化しなくなった場合及び操作ボタン３１，３２
，３３の操作による出力に変化がなくなった場合に、二次電池充電制御コントローラ７４
からの指令によって、電源電圧Ｖｃｃによる二次電池５０の充電が開始される。二次電池
５０の充電は満充電の状態となるまで行われる。
【００８０】
よって、ワイヤレスマウス１４をワイヤードで使用しているうちに二次電池５０が充電さ
れ、ワイヤレスマウス１４はワイヤレスで使用可能となる。
【００８１】
次に、コンピュータ本体がＵＳＢ雌コネクタを備えていない場合について説明する。
【００８２】
図１０はコンピュータ本体がＵＳＢ雌コネクタを備えていない場合のワイヤレスマウスユ
ニットの使用状態を示す図である。
【００８３】
コンピュータ本体１１Ａは、背面にＰＳ／２雌コネクタ１１０を有する。
【００８４】
この場合には、ＵＳＢ―ＰＳ／２切換えコネクタ１１１を使用する。ＵＳＢ―ＰＳ／２切
換えコネクタ１１１は、図１０中に拡大して示すように、一端にＵＳＢ雌コネクタ１１２
を有し、他端にＰＳ／２雄コネクタ１１３を有し、ＵＳＢ雌コネクタ１１２とＰＳ／２雄
コネクタ１１３とが両者の間でピンの配置を変えられて背中合わせに結合されている構成
である。
【００８５】
コンピュータ本体１１ＡのＰＳ／２雌コネクタ１１０に、ＵＳＢ―ＰＳ／２変換コネクタ
１１１のＰＳ／２雄コネクタ１１３を差し込んで接続する。
【００８６】
コネクタケーブル１８のＵＳＢ雄コネクタ１６がＵＳＢ―ＰＳ／２変換コネクタ１１１の
ＵＳＢ雌コネクタ１１２に接続されており、コネクタケーブル１８がコンピュータ本体１
１Ａから延びている。コネクタケーブル１８のコネクタ１７が受信装置１５の雌コネクタ
９１に接続してある。
【００８７】
図６に示す受信装置１５内では、ＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット９９が
動作する。
【００８８】
ワイヤレスマウス１４の操作を行うことによって送信アンテナ７８から送信された無線信
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号１９は、受信装置１５の受信アンテナ９０で受信され、データ受信モジュール９８にお
いて処理され、次いで、ＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット９９においてＰ
Ｓ／２通信用のデータに変換され、これがデータライン１０３、１０４に出力され、コネ
クタケーブル１８を通ってコンピュータ本体１１に送られ、ＣＲＴモニタ１２の表示画面
２０中のカーソル２１が移動される。
【００８９】
ワイヤレスマウス１４は、図１に示す場合と同様にワイヤレスで使用される。
【００９０】
ワイヤレスマウス１４の使用が終了した後には、受信装置１５にセットされて、二次電池
５０が充電される。
【００９１】
また、二次電池５０が充電不足でワイヤレスマウス１４がワイヤレスで使用することが出
来ない場合には、コネクタ１７を受信装置１５から抜いて、ワイヤレスマウス１４のコネ
クタ３４に接続する。
【００９２】
このときには、図４中のＵＳＢ用のマイクロコントローラユニット７３が、インターフェ
イスがＰＳ／２であることを検知して、ＵＳＢ動作状態からＰＳ／２動作状態に自動的に
切り換わる。よって、ワイヤレスマウス１４からは、ＰＳ／２インターフェイス信号が送
り出され、これがコネクタケーブル１８を通ってコンピュータ本体１１に送られ、ＣＲＴ
モニタ１２の表示画面２０中のカーソル２１が移動される。
【００９３】
よって、ワイヤレスマウス１４は、図９に示す場合と同様に、ワイヤード状態で使用され
る。
【００９４】
図１１は、図４中、ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット７０、ＵＳＢ用
のマイクロコントローラユニット７３及び二次電池充電制御コントローラ７４の、ワイヤ
レスマウスユニット１０の使用及び二次電池５０の充電に関する動作のフローチャートで
ある。
【００９５】
先ず、「ワイヤレスマウス１４の端子３７，３８が受信装置１５の端子９４，９５に接触
しているか？」を判断する（ＳＴ１）。
【００９６】
この判断結果がＹＥＳの場合には、「二次電池５０が満充電か？」を判断し（ＳＴ２）、
この判断結果がＹＥＳの場合には、充電を行わせる（ＳＴ３）。次いで、「端子３７，３
８の端子９４，９５に対する接触状態に変化があるか？」を判断し（ＳＴ５）、判断結果
判断がＮＯの場合には、ＳＴ２に戻る。ＳＴ２の判断結果判断がＮＯの場合には、過充電
防止スイッチ回路７５を開にして充電回路をオフとする（ＳＴ４）。ＳＴ５の判断結果が
ＹＥＳの場合には、ＳＴ１に戻る。
【００９７】
ＳＴ１の判断結果判断がＮＯの場合には、「コネクタ３４にコネクタケーブル１８のコネ
クタ１７が接続されているか？」を判断する（ＳＴ６）。
【００９８】
ＳＴ６の判断結果がＮＯの場合には、ワイヤレス通信を有効とし（ＳＴ７）、次いで、Ｕ
ＳＢ通信を無効とし（ＳＴ８）、次いで、ＰＳ／２通信を無効とする（ＳＴ９）。
【００９９】
ＳＴ６の判断結果がＹＥＳの場合には、「インターフェイスはＵＳＢか？」を判断する（
ＳＴ１０）。
【０１００】
ＳＴ１０の判断結果がＹＥＳの場合には、ＵＳＢ通信を有効とし（ＳＴ１１）、次いで、
ワイヤレス通信を無効とする（ＳＴ１２）。
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【０１０１】
ＳＴ１０の判断結果がＮＯの場合には、ＰＳ／２通信を有効とし（ＳＴ１７）、次いで、
ワイヤレス通信を無効とする（ＳＴ１２）。
【０１０２】
　次いで、「オプティカルセンサ装置３６からの出力及び操作ボタン３１，３２，３３の
操作による出力に変化あるか？」を判断する（ＳＴ１３）。この判断結果がＮＯの場合に
は、「二次電池５０が満充電か？」を判断し（ＳＴ１４）、この判断結果がＮＯの場合に
は、充電を行わせる（ＳＴ１５）。ＳＴ１４の判断結果判断がＹＥＳの場合には、スイッ
チ回路７５を開にして充電回路７６をオフとする（ＳＴ１６）。
【０１０３】
次に、本発明の別の実施例になるワイヤレスマウス１４Ａについて説明する。
【０１０４】
図１２はワイヤレスマウス１４Ａを示す。ワイヤレスマウス１４Ａは、図２（Ａ）にワイ
ヤレスマウス１４とは、本体３０の上面に、太陽電池１２０が設けてある点が相違する。
ワイヤレスマウス１４Ａは、図２（Ａ）にワイヤレスマウス１４と同様に、ワイヤレスで
使用され、使用していないときには受信装置１５にセットされ、また、二次電池５０が消
費されて電圧が低くなっている場合にはワイヤードで使用される。
【０１０５】
太陽電池１２０は、ワイヤレスマウス１４Ａが使用されている場合には操作者の手のひら
に覆われているけれども、ワイヤレスマウス１４Ａが使用を中断されてマウスパッド上に
放置されている場合、及び、受信装置１５にセットされている場合には、太陽電池１２０
は露出しており、外部の光を受けて、発電を行っている。この太陽電池１２０は、図１３
に示すように、二次電池５０と並列に接続してあり、太陽電池１２０が発電した電気は、
二次電池５０の充電にあてられる。
【０１０６】
図１４は、図１３中、マイクロコントローラユニット７０、７３及び二次電池充電制御コ
ントローラ７４の、ワイヤレスマウスユニットの使用及び二次電池５０の充電に関する動
作のフローチャートである。
【０１０７】
　図１４のフローチャートは、図１１のフローチャートに、ＳＴ２０～ＳＴ２３が追加さ
れた構成である。ＳＴ９に続いて、「オプティカルセンサ装置３６からの出力及び操作ボ
タン３１，３２，３３の操作による出力に変化あるか？」を判断する（ＳＴ２０）。この
判断結果がＮＯの場合には、「二次電池５０が満充電か？」を判断し（ＳＴ２１）、この
判断結果がＮＯの場合には、充電を行わせる（ＳＴ２２）。ＳＴ２１の判断結果判断がＹ
ＥＳの場合には、スイッチ回路７５を開にして充電回路７６をオフとする（ＳＴ２３）。
【０１０８】
ワイヤレス通信の手段としては、電波の他に赤外線を使用することも可能である。
【０１０９】
以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく
、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能であることはいうまでもない。
【０１１０】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明は、充電可能電池を備えたワイヤレスマウスと受信
装置とよりなるワイヤレスマウスユニットにおいて、受信装置を、充電用端子を設けた構
成としたものであるため、受信装置を充電用端子を設けた構成としたことによって、ワイ
ヤレスマウスの充電可能電池を充電するための専用の充電器が不要とすることが出来る。
【０１１１】
請求項２の発明は、請求項１記載のワイヤレスマウスユニットにおいて、受信装置は、ワ
イヤレスマウスがセットされる形状のワイヤレスマウスセット部を有しており、充電用端
子は、ワイヤレスマウスセット部内に、ワイヤレスマウスセット部にセットされたワイヤ
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レスマウスの充電用端子と接触するように配置してある構成としたものであるため、ワイ
ヤレスマウスを使用を終了したのちに、ワイヤレスマウスをワイヤレスマウスセット部に
セットして保管することが可能となり、且つ、この保管中に充電可能電池を充電すること
が可能となる。よって、ワイヤレスマウスは、充電可能電池が十分に充電されている状態
で使用を開始することが出来る。
【０１１２】
請求項３の発明は、充電可能電池を備えたワイヤレスマウスと受信装置とよりなるワイヤ
レスマウスユニットにおいて、一端にコンピュータのＵＳＢコネクタに接続されるＵＳＢ
コネクタを有し、他端に他端側コネクタを有するコネクタケーブルを更に有してなり、受
信装置は、上記他端側コネクタが接続される受信装置側コネクタを有し、ワイヤレスマウ
スは、上記他端側コネクタが接続されるワイヤレスマウスコネクタと、ワイヤレスマウス
コネクタからの電力によって動作するＵＳＢ用のマイクロコントローラユニットと、ワイ
ヤレスマウスコネクタからの電力によって動作されて使用されており、該ワイヤレスマウ
スが放置されているときに、コンピュータからケーブルを通して供給される電力によって
充電可能電池を充電させる手段とを有する構成としたものであるため、ワイヤレスマウス
は他端側コネクタが接続されるワイヤレスマウスコネクタを備えているため、コネクタケ
ーブルをワイヤレスマウスコネクタに接続することによって、ワイヤレスマウスをコンピ
ュータからの電力によって動作させることが可能となる。よって、例えば、ワイヤレスマ
ウスの充電可能電池を充電することをし忘れ、ワイヤレスマウスを使用しようとした場合
に動作しない場合であっても、ワイヤレスマウスを使用することが出来る。
【０１１３】
また、ワイヤレスマウスが使用を中断されてマウスパッド上に放置されている間に充電可
能電池に充電が行われ、よって、ワイヤレスマウスをワイヤードで使用している間に、充
電可能電池が充電され、ワイヤレスマウスは本来のワイヤレスで使用することが可能とな
るようにすることが出来る。
【０１１４】
請求項４の発明は、充電可能電池を備えており、操作して表示画面中のカーソルを移動さ
せるワイヤレスマウスと、コンピュータとワイヤによって接続してある受信装置とよりな
るワイヤレスマウスユニットにおいて、一端にコンピュータのＵＳＢコネクタに接続され
るＵＳＢコネクタを有し、他端に他端側コネクタを有するコネクタケーブルと、ＵＳＢ―
ＰＳ／２変換コネクタとを更に有する構成であり、且つ、受信装置は、他端側コネクタが
接続される受信装置側コネクタと、コネクタケーブルの端のＵＳＢコネクタが、ＵＳＢ―
ＰＳ／２変換コネクタを介してコンピュータと接続されているときには、ＰＳ／２モード
に切り替えられる構成のＵＳＢ用のマイクロコントローラユニットとを有する構成とした
ものであるため、ＵＳＢコネクタを備えていないコンピュータに対しても、ワイヤレスマ
ウスユニットを、ワイヤレスマウスがワイヤレスの状態で使用することが出来る。
【０１１５】
請求項５の発明は、充電可能電池を備えており、操作して表示画面中のカーソルを移動さ
せるワイヤレスマウスと、コンピュータとワイヤによって接続してある受信装置とよりな
るワイヤレスマウスユニットにおいて、一端にコンピュータのＵＳＢコネクタに接続され
るＵＳＢコネクタを有し、他端に他端側コネクタを有するコネクタケーブルと、ＵＳＢ―
ＰＳ／２変換コネクタとを更に有する構成であり、且つ、ワイヤレスマウスは、他端側コ
ネクタが接続されるワイヤレスマウスコネクタと、ワイヤレスマウスコネクタからの電力
によって動作し、且つ上記コネクタケーブルの端のＵＳＢコネクタが、ＵＳＢ―ＰＳ／２
変換コネクタを介してコンピュータと接続されているときには、ＰＳ／２モードに切り替
えられる構成のＵＳＢ用のマイクロコントローラユニットと、該ワイヤレスマウスコネク
タからの電力によって動作されて使用されており、該ワイヤレスマウスが放置されている
ときに、コンピュータからケーブルを通して供給される電力によって充電可能電池を充電
させる手段とを有する構成としたものであるため、ＵＳＢコネクタを備えていないコンピ
ュータに対しても、ワイヤレスマウスユニットを、ワイヤレスマウスがワイヤードの状態
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で使用することが出来る。
【０１１６】
また、ワイヤレスマウスが使用を中断されてマウスパッド上に放置されている間に充電可
能電池に充電が行われ、よって、ワイヤレスマウスをワイヤードで使用している間に、充
電可能電池が充電され、ワイヤレスマウスは本来のワイヤレスで使用することが可能とな
るようにすることが出来る。
【０１１７】
請求項６の発明は、コンピュータに接続してある受信装置にワイヤレス通信によって表示
画面中のカーソルを移動させる情報を送信する機能を有するワイヤレスマウスにおいて、
充電可能電池と、受信装置にセットされたときに、該受信装置の充電用端子と接続される
充電用端子とを有し、受信装置にセットされた状態で、上記コンピュータからの電力によ
って、上記充電可能電池が充電される構成としたものであるため、ワイヤレスマウスを使
用を終了したのちに、ワイヤレスマウスをワイヤレスマウスセット部にセットして保管す
ることが可能となり、且つ、この保管中に充電可能電池を充電することが可能となる。よ
って、ワイヤレスマウスは、充電可能電池が十分に充電されている状態で使用を開始する
ことが出来る。
【０１１８】
請求項７の発明は、請求項６のワイヤレスマウスにおいて、上面に太陽電池を有し、太陽
電池が、上記充電可能電池と並列に接続してある構成としたものであるため、太陽電池が
発電した電力を、ワイヤレスマウスの動作及び充電可能電池の充電に利用することが可能
となる。よって、充電可能電池の消耗が抑えることが出来る。
【０１１９】
請求項８の発明は、請求項６のワイヤレスマウスにおいて、発光素子と発光素子より出て
該ワイヤレスマウスが操作される面で反射した光を受光する光学式センサチップとよりな
るオプティカルセンサ装置を有し、且つ、上記発光素子より出た光の一部を受光する内部
太陽電池を有し、内部太陽電池が、上記充電可能電池と並列に接続してある構成としたも
のであるため、内部太陽電池が発電した電力を、ワイヤレスマウスの動作及び充電可能電
池の充電に利用することが可能となる。よって、充電可能電池の消耗を抑えることが出来
る。
【０１２０】
請求項９の発明は、コンピュータに接続してある受信装置にワイヤレス通信によって表示
画面中のカーソルを移動させる情報を送信する機能を有するワイヤレスマウスにおいて、
コンピュータのＵＳＢ雌コネクタに接続されて該コンピュータから延びているケーブルの
端のコネクタと接続されるコネクタとを有し、コネクタからの電力によって動作するよう
に設けてあるＵＳＢ用のマイクロコントローラユニットとを有する構成としたものである
ため、ワイヤレスマウスはケーブルの端のコネクタが接続されるコネクタを備えているた
め、コネクタケーブルをワイヤレスマウスのコネクタに接続することによって、ワイヤレ
スマウスをコンピュータからの電力によって動作させることが可能となる。よって、例え
ば、ワイヤレスマウスの充電可能電池を充電することをし忘れ、ワイヤレスマウスを使用
しようとした場合に動作しな場合であっても、ワイヤレスマウスを使用することが出来る
。
【０１２１】
請求項１０の発明は、コンピュータに接続してある受信装置にワイヤレス通信によって表
示画面中のカーソルを移動させる情報を送信する機能を有するワイヤレスマウスにおいて
、充電可能である電池と、コンピュータのＵＳＢ雌コネクタに接続されて該コンピュータ
から延びているケーブルの端のコネクタと接続されるコネクタとを有し、該コネクタから
の電力によって動作するように設けてあるＵＳＢ用のマイクロコントローラユニットとを
有し、ワイヤレスマウスがそのコネクタにケーブルの端のコネクタを接続されて使用され
ており、該ワイヤレスマウスが放置されているときに、コンピュータからケーブルを通し
て供給される電力によって充電可能電池が充電される構成としたものであるため、ワイヤ



(13) JP 4689812 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

レスマウスはケーブルの端のコネクタが接続されるコネクタを備えているため、コネクタ
ケーブルをワイヤレスマウスのコネクタに接続することによって、ワイヤレスマウスをコ
ンピュータからの電力によって動作させることが可能となる。よって、例えば、ワイヤレ
スマウスの充電可能電池を充電することをし忘れ、ワイヤレスマウスを使用しようとした
場合に動作しな場合であっても、ワイヤレスマウスを使用することが出来る。
【０１２２】
また、ワイヤレスマウスが使用を中断されてマウスパッド上に放置されている間に充電可
能電池に充電が行われ、よって、ワイヤレスマウスをワイヤードで使用している間に、充
電可能電池が充電され、ワイヤレスマウスは本来のワイヤレスで使用することが可能とな
るようにすることが出来る。
【０１２３】
請求項１１の発明は、コンピュータと接続されて使用され、充電可能電池及び充電用端子
を有するワイヤレスマウスから送信された表示画面中のカーソルを移動させる情報を受信
する受信装置において、上記ワイヤレスマウスがセットされる形状のワイヤレスマウスセ
ット部を有し、且つ、該ワイヤレスマウスセット部に、コンピュータからの電力が供給さ
れており、この受信装置にセットされたワイヤレスマウスの充電用端子と接続される充電
用端子を有し、上記受信装置のワイヤレスマウスセット部に上記ワイヤレスマウスがセッ
トされた状態で、上記コンピュータからの電力によって、ワイヤレスマウスの充電可能を
充電する構成としたものであるため、受信装置を、使用を終了したワイヤレスマウスを保
管する場所として使用することが出来、且つ、使用を終了したワイヤレスマウスの充電可
能電池の充電に使用することが可能となる。よって、専用の充電器が不要となる。
【０１２４】
請求項１２の発明は、請求項１１に記載の受信装置において、コンピュータのＵＳＢコネ
クタに接続されてコンピュータから延びているケーブルの端のコネクタと接続されるコネ
クタを有する構成としたものであるため、受信装置に接続されていたケーブルの端のコネ
クタを引き抜くことによって、このコネクタをワイヤレスマウスに接続することが可能と
なり、よって、ワイヤレスマウスを、本来のワイヤレスの他に、ワイヤードでも使用する
ことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例になるワイヤレスマウスユニットの通常の使用状態を示す図で
ある。
【図２】本発明の一実施例になるワイヤレスマウスを示す図である。
【図３】図２のワイヤレスマウスの内部のオプティカルセンサ装置を示す図である。
【図４】図２のワイヤレスマウスの回路図である。
【図５】本発明の一実施例になる受信装置を示す図である。
【図６】図５に示す受信装置のブロック図である。
【図７】コネクタケーブルを示す図である。
【図８】ワイヤレスマウスを使用していないときの状態を示す図である。
【図９】図２のワイヤレスマウスをワイヤードで使用するときの状態を示す図である。
【図１０】コンピュータ本体がＵＳＢコネクタを備えていない場合のワイヤレスマウスの
使用状態を示す図である。
【図１１】図４中、マイクロコントローラユニット７０，７３及びコントローラ７４の充
電等に関する動作のフローチャートである。
【図１２】本発明の別の実施例のワイヤレスマウスを示す図である。
【図１３】図１２のワイヤレスマウスの回路図である。
【図１４】図１２中、マイクロコントローラユニット７０，７３及びコントローラ７４の
充電等に関する動作のフローチャートである。
【符号の説明】
１０　ワイヤレスマウスユニット
１１、１１Ａ　コンピュータ本体
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１４、１４Ａ　ワイヤレスマウス
１５　受信装置
１６　ＵＳＢ雄コネクタ
１７　コネクタ
１８　コネクタケーブル
３４　雌コネクタ
３６　オプティカルセンサ装置
３７，３８　充電用端子
５０　二次電池
６１　ＬＥＤ
６２　光学式センサチップ
６６　太陽電池
７０　ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット
７１　データ送信モジュール
７３　ＵＳＢ用のマイクロコントローラユニット
７４　二次電池充電制御コントローラ
７５　過充電防止スイッチ回路
７６　充電回路
７７　昇圧回路
７８　送信アンテナ
９０　受信アンテナ
９３　ワイヤレスマウスセット部
９４，９５　充電用端子
９６　ワイヤレスマウス用のマイクロコントローラユニット
９７　二次電池充電用電源回路
９８　データ受信モジュール
９９　ＰＳ／２通信用のマイクロコントローラユニット
１１０　ＰＳ／２雌コネクタ
１１１　ＵＳＢ－ＰＳ／２変換コネクタ
１２０　太陽電池
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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