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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象空間に投光する発光源と、発光源から対象空間に投光する光の強度を変調するよう
に発光源に所定の変調周波数の変調信号を与える発光制御部と、対象空間からの光を受光
し受光光量に応じた電荷を生成する感光部を有した光検出素子と、感光部で生成される電
荷のうち変調信号において規定した位相区間に同期する期間に生成された電荷を用い発光
源から投光した光と光検出素子で受光した光との変化から対象空間の空間情報を検出する
評価部とを備え、評価部は、光検出素子が受光する環境光成分のうち前記位相区間内で変
動する成分を相殺するように変調信号において規定した２種類の位相区間の電荷量の差分
を求め、環境光成分のうち前記位相区間内で変動する成分が前記変調周波数とは異なる既
知の変動周波数である場合に、前記評価部は、前記変調周波数と環境光成分における前記
変動周波数との周波数差により規定される積算時間における前記差分の積算値を用いて空
間情報を検出することを特徴とする空間情報検出装置。
【請求項２】
　前記変動周波数が１種類であるときに、前記変調周波数と変動周波数との周波数差で決
まるビート成分の整数倍周期を前記積分時間とすることを特徴とする請求項１記載の空間
情報検出装置。
【請求項３】
　前記変動周波数が２種類以上であるときに、前記変調周波数と各変動周波数とのそれぞ
れの周波数差で決まる各ビート成分の整数倍周期が一致する時間を前記積分時間とするこ
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とを特徴とする請求項１記載の空間情報検出装置。
【請求項４】
　前記発光制御部は、前記発光源から対象空間に投光する投光期間と投光しない休止期間
とを設けるように前記発光源を制御し、前記評価部は、前記光検出素子で休止期間に受光
した光により生成される電荷のうち変調信号において規定した２種類の位相区間の電荷量
について前記積算時間における積算値の差を求め、当該差が規定した閾値以下であるとき
に、投光期間における前記積算時間で得られる電荷量を用いて空間情報を検出することを
特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の空間情報検出装置。
【請求項５】
　前記評価部は、前記発光源から対象空間に投光した光と前記光検出素子で受光した光と
の位相差に相当する中間値を前記差分に対応付けた換算テーブルを有し、換算テーブルか
ら求めた中間値を前記発光源から対象空間に投光した光の変調周波数に応じて決定される
補正値で補正することにより対象空間に存在する物体までの距離を求めることを特徴とす
る請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の空間情報検出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象空間に光を投光するとともに対象空間からの光を受光し、投光した光に
対する受光した光の変化から対象空間に関する空間情報を検出する空間情報検出装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、強度を変調した光を対象空間に投光し、対象空間からの光を受光するととも
に、投光した光と受光した光との変調成分の位相差を求めることによって、対象空間に存
在する物体までの距離を空間情報として求める技術が知られており（たとえば、特許文献
１参照）、また変調成分の異なる位相において得られた受光光量の差分によって環境光成
分を除去した反射光成分を空間情報として求める技術が知られている。ここに、反射光成
分は、投受光の変化を表しているから、対象空間内の物体の存否や既知距離に存在する物
体の反射率などに対応する。
【特許文献１】特表平１０－５０８７３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、空間情報の検出に用いるこの種の空間情報検出装置（以下、「検出装置」と
略称する）は、発光源から対象空間に対して強度を変調した光を投光しているから、複数
台の検出装置が共通の対象空間に関する空間情報を検出しようとして各検出装置から対象
空間に投光した光が混合されると、どの検出装置から対象空間に投光された光かを区別す
ることができなくなる。つまり、各検出装置では自身が投光した光を分離して検出するこ
とができなくなるから、各検出装置において空間情報を検出することができなくなるとい
う問題を生じる。
【０００４】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、複数台が対象空間の少な
くとも一部を共通にしている場合であっても、それぞれ対象空間の空間情報を独立して検
出することができるようにした空間情報検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１の発明は、対象空間に投光する発光源と、発光源から対象空間に投光する光の
強度を変調するように発光源に所定の変調周波数の変調信号を与える発光制御部と、対象
空間からの光を受光し受光光量に応じた電荷を生成する感光部を有した光検出素子と、感
光部で生成される電荷のうち変調信号において規定した位相区間に同期する期間に生成さ
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れた電荷を用い発光源から投光した光と光検出素子で受光した光との変化から対象空間の
空間情報を検出する評価部とを備え、評価部は、光検出素子が受光する環境光成分のうち
前記位相区間内で変動する成分を相殺するように変調信号において規定した２種類の位相
区間の電荷量の差分を求め、環境光成分のうち前記位相区間内で変動する成分が前記変調
周波数とは異なる既知の変動周波数である場合に、前記評価部は、前記変調周波数と環境
光成分における前記変動周波数との周波数差により規定される積算時間における前記差分
の積算値を用いて空間情報を検出することを特徴とする。
【０００６】
　この構成によれば、光検出素子で生成された電荷のうち変調信号において規定した特定
の２種類の位相区間の電荷量の差分を、環境光成分のうちの変動成分が相殺されるように
取り出しているから、他の空間情報検出装置から投光された光が環境光成分に含まれてい
たとしても、この光の影響を除去して空間情報を検出することが可能になる。言い換える
と、複数台の空間情報検出装置が対象空間の少なくとも一部を共通にしている場合であっ
ても、他の空間情報検出装置の影響を受けることなく対象空間の空間情報を検出すること
ができる。
【０００８】
　さらに、環境光成分に既知の変動周波数である成分が含まれているとき、つまり対象空
間の少なくとも一部を共通にしている他の空間情報検出装置が存在するときに、他の空間
情報検出装置とは変調信号の変調周波数を異ならせ、かつ既知情報を用いて適宜の積算時
間を設定すれば差分の積算値からは変動成分を除去することができる。しかも、積算時間
において２種類の位相区間の電荷量の差分の積算値を求めているから、環境光成分のうち
で変動しない成分が除去された差分を積算することになり、差分を求めずに積算する場合
に比較すると、積算値を大幅に小さくすることができる。その結果、デジタル処理を行う
場合には、積算値に対応するビット数を小さくすることができ、メモリなどの容量を低減
することができる。
【０００９】
　請求項２の発明では、請求項１の発明において、前記変動周波数が１種類であるときに
、前記変調周波数と変動周波数との周波数差で決まるビート成分の整数倍周期を前記積分
時間とすることを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、請求項１の発明と同様の作用が期待できる。しかも、ビート成分の
整数倍周期を積分時間としているから、環境光成分の変動周期の整数倍の積分時間になり
、積分時間で得られた差分の積算値からは環境光成分が除去されていることになる。
【００１１】
　請求項３の発明では、請求項１の発明において、前記変動周波数が２種類以上であると
きに、前記変調周波数と各変動周波数とのそれぞれの周波数差で決まる各ビート成分の整
数倍周期が一致する時間を前記積分時間とすることを特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、請求項１の発明と同様の作用が期待できる。しかも、３台以上の空
間情報検出装置における既知の変調周波数との各周波数差で決まる各ビート成分の整数倍
周期が一致する時間を積算時間としているから、３台以上の空間情報検出装置を同時に動
作させている場合でも環境光成分を除去することができる。
【００２３】
　請求項４の発明では、請求項１ないし請求項３のいずれかの発明において、前記発光制
御部は、前記発光源から対象空間に投光する投光期間と投光しない休止期間とを設けるよ
うに前記発光源を制御し、前記評価部は、前記光検出素子で休止期間に受光した光により
生成される電荷のうち変調信号において規定した２種類の位相区間の電荷量について前記
積算時間における積算値の差を求め、当該差が規定した閾値以下であるときに、投光期間
における前記積算時間で得られる電荷量を用いて空間情報を検出することを特徴とする。
【００２４】
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　この構成によれば、休止期間において適宜の積分時間における電荷量の積算値の差を用
いて環境光成分における変動成分の有無を判断しており、積算値の差が閾値以下であると
きに当該積算時間であれば変動成分の影響をほとんど受けないと判断して、投光期間にお
いて当該積算時間で得られる電荷量を用いて空間情報を検出するから、対象空間を共通に
する他の空間情報検出装置が存在している場合でも、その影響を除去して空間情報を検出
することができる。
【００２５】
　請求項５の発明では、請求項１ないし請求項４のいずれかの発明において、前記評価部
は、前記発光源から対象空間に投光した光と前記光検出素子で受光した光との位相差に相
当する中間値を前記差分に対応付けた換算テーブルを有し、換算テーブルから求めた中間
値を前記発光源から対象空間に投光した光の変調周波数に応じて決定される補正値で補正
することにより対象空間に存在する物体までの距離を求めることを特徴とする。
【００２６】
　この構成によれば、光検出素子から出力される電荷量の差分と投受光の位相差に相当す
る中間値とを対応付けた換算テーブルを用い、換算テーブルから得られた中間値を変調周
波数に応じた補正値で補正するから、変調周波数が異なっていても同じ換算テーブルを用
いることができ、データの共通化により製品の製造が容易になる。また、光検出素子から
出力される電荷量の差分から計算によって距離を求めることが可能ではあるが、理論式を
用いて計算すると装置特性による誤差が発生するのに対して、換算テーブルを用いること
により装置特性による誤差を折り込んだデータを設定することができ、結果的に物体まで
の距離を精度よく求めることが可能になる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の構成によれば、光検出素子で生成された電荷のうち変調信号において規定した
特定の２種類の位相区間の電荷量の差分を、環境光成分のうちの変動成分が相殺されるよ
うに取り出しているから、他の空間情報検出装置から投光された光が環境光成分に含まれ
ていたとしても、この光の影響を除去して空間情報を検出することが可能になる。言い換
えると、複数台の空間情報検出装置が対象空間の少なくとも一部を共通にしている場合で
あっても、他の空間情報検出装置の影響を受けることなく対象空間の空間情報を検出する
ことができるという利点を有する。さらに、環境光成分に既知の変動周波数である成分が
含まれているとき、つまり対象空間の少なくとも一部を共通にしている他の空間情報検出
装置が存在するときに、他の空間情報検出装置とは変調信号の変調周波数を異ならせ、か
つ既知情報を用いて適宜の積算時間を設定すれば差分の積算値からは変動成分を除去する
ことができる。しかも、積算時間において２種類の位相区間の電荷量の差分の積算値を求
めているから、環境光成分のうちで変動しない成分が除去された差分を積算することにな
り、差分を求めずに積算する場合に比較すると、積算値を大幅に小さくすることができる
。その結果、デジタル処理を行う場合には、積算値に対応するビット数を小さくすること
ができ、メモリなどの容量を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に説明する実施形態では、空間情報検出装置（以下では、「検出装置」と略称する
）として対象空間に存在する物体までの距離を計測する測距装置を例示する。また、以下
に説明する測距装置は、対象空間の画像を撮像することにより対象空間の場所ごとの距離
を各画素に対応付けた距離画像を生成する。なお、空間情報には、対象空間に存在する物
体の反射率のように環境光成分を除去することにより得られる情報も含まれる。
【００２９】
　（測距装置の基本構成）
　検出装置である測距装置の基本構成について説明する。測距装置は、図１に示すように
、対象空間に光を投光する発光源２を備えるとともに、対象空間からの光を受光し受光光
量を反映した出力が得られる光検出素子１を備える。対象空間に存在する物体Ｏｂまでの
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距離は、発光源２から対象空間に光が投光されてから物体Ｏｂでの反射光が光検出素子１
に入射するまでの時間（「飛行時間」と呼ぶ）によって求める。ただし、飛行時間は非常
に短いから、発光源２に所定の変調周波数の変調信号を発光制御部３から与えることによ
り発光源２から対象空間に投光する光の強度を変調し、光の強度の変調成分について投受
光の位相差を求め、この位相差を飛行時間に換算する技術を用いている。つまり、発光制
御部３は対象空間に投光する光の強度が一定周期で周期的に変化するように発光源２を制
御する。
【００３０】
　いま、図２に示すように、発光源２から空間に放射する光の強度が曲線イのように正弦
波形になるように変調されており、光検出素子１で受光した受光光量が曲線ロのように変
化するとすれば、位相差ψは飛行時間に相当するから、位相差ψを求めることにより物体
Ｏｂまでの距離を求めることができる。つまり、位相差ψの単位を［ｒａｄ］、物体Ｏｂ
までの距離をＬ［ｍ］、光速をｃ［ｍ／ｓ］、強度変調光の角周波数をω［ｒａｄ／ｓ］
とすれば、Ｌ＝ψ・ｃ／２ωになる。
【００３１】
　位相差ψは、曲線イの複数のタイミングで求めた曲線ロの受光光量を用いて計算するこ
とができる。たとえば、曲線イにおける位相区間が０～９０度、９０～１８０度、１８０
～２７０度、２７０～３６０度のタイミングで求めた曲線ロの受光光量をそれぞれＡ０、
Ａ１、Ａ２、Ａ３とする（受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３を斜線部で示している）。つ
まり、各位相区間における受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３は、それぞれ９０度ずつの位
相幅Ｔｗの積分値になる。ここに、受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３を求める間に、位相
差ψが変化せず（つまり、物体Ｏｂまでの距離が変化せず）、かつ物体Ｏｂの反射率にも
変化がないものとする。また、発光源２から放射する光の強度を正弦波で変調し、時刻ｔ
において光検出素子１で受光される光の強度がＡ・ｓｉｎ（ωｔ＋δ）＋Ｂで表されるも
のとする。ただし、Ａは振幅、Ｂは環境光成分と反射光成分との平均値、ωは強度変調光
の角周波数（ω＝２πｆ；ｆは変調周波数）、δは初期位相である。ここでは、４つの位
相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３が得られる期間において平均値Ｂは一定とみな
すことができる場合を想定している。これらの条件から、位相差ψを、たとえば次式で表
すことができる。
ψ＝ｔａｎ－１（Ａ２－Ａ０）／（Ａ１－Ａ３）
上式は積分する位相区間の取り方（たとえば、上述の例では１つの位相区間の位相幅が９
０度であるが、１８０度などにしてもよい）によって符号が変化したり位相が９０度異な
ったりするが、いずれにしても、位相差ψは４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２
、Ａ３を用いて求めることができる。
【００３２】
　対象空間に投光する光の強度を比較的高い変調周波数の変調信号で変調する必要がある
から、発光源２としては、応答速度の速い光源を用いる。たとえば多数個の発光ダイオー
ドを一平面上に配列したものや半導体レーザと発散レンズとを組み合わせたものなどを発
光源２に用いる。発光源２を駆動する変調信号は発光制御部３から出力され、発光源２か
ら放射される光の強度が変調信号により変調される。発光制御部３では、たとえば１０Ｍ
Ｈｚの正弦波を変調信号として出力する。なお、変調信号の波形は、正弦波のほかに、三
角波、鋸歯状波などでもよい。
【００３３】
　光検出素子１は、規則的に配列された複数個の感光部１１を備える。また、感光部１１
への光の入射経路には受光光学系５が配置される。感光部１１は光検出素子１において対
象空間からの光が受光光学系５を通して入射する部位であって、感光部１１において受光
光量に応じた量の電荷を生成する。また、感光部１１は、平面格子の格子点上に配置され
、たとえば垂直方向（つまり、縦方向）と水平方向（つまり、横方向）とにそれぞれ等間
隔で複数個ずつ並べたマトリクス状に配列される。
【００３４】



(6) JP 4788187 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

　受光光学系５は、光検出素子１から対象空間を見るときの視線方向と各感光部１１とを
対応付ける。すなわち、受光光学系５を通して各感光部１１に光が入射する範囲を、受光
光学系５の中心を頂点とし各感光部１１ごとに設定された頂角の小さい円錐状の視野とみ
なすことができる。したがって、発光源２から放射され対象空間に存在する物体Ｏｂで反
射された反射光が感光部１１に入射すれば、反射光を受光した感光部１１の位置により、
受光光学系５の光軸を基準方向として物体Ｏｂの存在する方向を知ることができる。
【００３５】
　受光光学系５は一般に感光部１１を配列した平面に光軸を直交させるように配置される
から、受光光学系５の中心を原点とし、感光部１１を配列した平面の垂直方向と水平方向
と受光光学系５の光軸とを３軸の方向とする直交座標系を設定すれば、対象空間に存在す
る物体Ｏｂの位置を球座標で表したときの角度（いわゆる方位角と仰角）が各感光部１１
に対応する。なお、受光光学系５は、感光部１１を配列した平面に対して光軸が９０度以
外の角度で交差するように配置することも可能である。
【００３６】
　本実施形態では、上述のように、物体Ｏｂまでの距離を求めるために、発光源２から対
象空間に投光される光の強度変化に同期する４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２
、Ａ３を求めている。したがって、目的の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３を得るための
タイミングの制御が必要である。また、発光源２から対象空間に投光される光の強度変化
の１周期において感光部１１で発生する電荷の量は少ないから、複数周期に亘って電荷を
集積することが望ましい。そこで、図１のように各感光部１１で発生した電荷をそれぞれ
集積する複数個の電荷集積部１３を設けるとともに、感光部１１で生成した電荷を電荷集
積部１３に集積するタイミングを制御する感度制御部１２を設けている。このタイミング
は発光制御部３が制御する。
【００３７】
　本実施形態で用いる光検出素子１は、複数個（たとえば、１００×１００個）の感光部
１１をマトリクス状に配列したものであって１枚の半導体基板上に形成される。感光部１
１のうち垂直方向の各列に沿ってそれぞれ垂直方向に電荷を転送するＣＣＤである垂直転
送部が形成され、さらに垂直転送部の一端から電荷を受け取って水平方向に電荷を転送す
るＣＣＤである水平転送部が形成された構成を有する。感光部１１と垂直転送部との間に
は転送ゲートが設けられる。
【００３８】
　この光検出素子１は、インターライン・トランスファ（ＩＴ）方式のＣＣＤイメージセ
ンサと同様の構成であり、図１に示した電荷取出部１４は、垂直転送部と水平転送部とを
含む機能を表している。また、電荷集積部１３は垂直転送部において転送を開始するまで
の期間において電荷を集積する機能を表している。
【００３９】
　ところで、感度制御部１２は、上述した受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３にそれぞれ対
応する４つの位相区間において感度を高めるように発光制御部３で制御され、受光光量Ａ
０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に相当する電荷を電荷集積部１３に集積する。ここで、ＩＴ方式の
ＣＣＤイメージセンサに類似した構成を採用しているから、転送ゲートを制御することに
より感光部１１から垂直転送部に集積させる電荷量を調節する構成と、各感光部１１ごと
に電荷を廃棄することができる廃棄電極を設けて廃棄する電荷量を調節する構成との少な
くとも一方を用いることにより感度制御部１２の機能を持たせる。すなわち、所望の受光
光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に対応する位相区間において感光部１１から垂直転送部へ電
荷が通過するように転送ゲートを制御したり、所望の位相区間以外の電荷を廃棄するよう
に廃棄電極への印加電圧を制御したりすることで、所望の位相区間のみの電荷を垂直転送
部に集積し、集積した電荷を転送する。
【００４０】
　ただし、発光源２から対象空間に投光され物体Ｏｂで反射された後に光検出素子１の感
光部１１に入射する光の強度は小さいから、上述した各区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２
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、Ａ３に相当する電荷を強度変調光の変調周期の１周期内で電荷集積部１３に集積したと
しても各受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に十分な大きさの差が得られず、距離の測定精
度が低くなる。したがって、実際には各区間に相当して生成される電荷を強度変調光の複
数周期（たとえば、３万周期）にわたって電荷集積部１３に集積した後に、電荷取出部１
４を通して光検出素子１から取り出している。電荷取出部１４を通して電荷を取り出すタ
イミングは発光制御部３が制御する。
【００４１】
　以下では、電荷集積部１３に電荷を集積している期間（つまり、感光部１１において目
的の区間の電荷を生成している期間）を受光期間と呼び、電荷集積部１３に集積された電
荷を電荷取出部１４により取り出す期間を読出期間と呼ぶ。
【００４２】
　ところで、上述した構成例において、隣接する感光部１１を４個ずつ一組にして用いる
と、一組に含まれる４個の感光部１１で上述した４つの位相区間の区間別の電荷を電荷集
積部１３に集積することが可能である。つまり、一組にした４個の感光部１１に対応する
感度制御部１２を、それぞれ受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に対応した各位相区間に対
応付けて制御すれば、４個の電荷集積部１３にはそれぞれ受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ
３に対応した電荷が集積されることになる。このような動作とすれば、受光期間と読出期
間とを１回ずつ設けるだけで４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３を取り出
すことができ、比較的短い時間内の情報を用いて物体Ｏｂの距離を求めることができる。
ただし、４個の感光部１１が対象空間の一つの方向に対応するから、１個の感光部１１を
対象空間の一つの方向に対応付ける場合に比較すると、分解能は４分の１に低下する。ま
た、異なる位置の感光部１１を対象空間の一方向に対応付けているから、各感光部１１が
異なる物体Ｏｂからの反射光を受光する可能性が高くなり、距離に関して誤測定を生じや
すくなる。
【００４３】
　一方、１つの感光部１１を対象空間の一方向に対応付けるようにすれば、分解能が高く
なるから静止している物体Ｏｂに対する距離の誤測定を低減できるが、受光期間と読出期
間とが４回ずつ必要になるから、相対的に移動する物体Ｏｂについては距離の誤測定が生
じやすくなる。そこで、本実施形態では、２個の感光部１１を一組に用い、受光期間と読
出期間とを２回ずつ用いて４区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に相当する電荷を取
り出す方法を採用している。つまり、２回の受光期間のうちの１回目は受光光量Ａ０、Ａ
２に相当する量の電荷を取り出し、２回目は受光光量Ａ１、Ａ３に相当する量の電荷を取
り出すようにしている。
【００４４】
　上述した光検出素子１から出力される受光出力は評価部としての距離演算部４に与えら
れ、距離演算部４では上述の４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に相当す
る電荷量に相当する受光出力を受け取り、上述した位相差ψを求める数式に当て嵌めるか
、あるいは当該数式に相当する換算テーブルに当て嵌めることによって位相差ψを求め、
さらに位相差ψから物体Ｏｂまでの距離を求める。距離演算部４は対象空間の複数方向に
ついて距離を求めるから、対象空間についての三次元情報を得ることができるのであって
、画素値に距離値を対応付けた距離画像を生成することができる。換算テーブルでは位相
差ψではなく距離を求めるようにしてもよいのはもちろんのことである。
【００４５】
　ところで、４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３から位相差ψを求める上
式は、４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３が得られる期間において平均値
Ｂが一定であるという仮定、つまり４つの位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３を
求める時間内では環境光成分が変化しないという仮定のもとで成立する。したがって、環
境光成分が各位相区間内で変動するような条件下では位相差ψを求めることができないこ
とになる。以下に説明する実施形態は、環境光成分が各位相区間内で変動する変動成分を
含むような場合でも位相差ψを求めることを可能としたものである。



(8) JP 4788187 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

【００４６】
　（実施形態１）
　本実施形態では、図１に示すように、上述した構成の測距装置が対象空間の少なくとも
一部を共通にして複数台配置されている場合を想定する。各測距装置は、それぞれ発光源
２と発光制御部３と光検出素子１と距離演算部４とを備える。また、本実施形態における
発光制御部３は変調周波数が複数種類から選択可能となるように構成されており、発光制
御部３には変調周波数を選択するための周波数選択部６が付設される。周波数選択部６は
ＤＩＰスイッチやロータリスイッチを用いて構成される。あるいはまた、周波数選択部６
の周波数をメモリスイッチで選択可能とし、コンピュータのような支援装置を用いてメモ
リスイッチの内容を変更可能にする構成を採用してもよい。
【００４７】
　本実施形態では、各測距装置の変調周波数を固定的に設定してあり、かつ各変調周波数
が互いに異なる場合を想定する。たとえば、３台の測距装置があるものとし、それぞれ変
調周波数が、１０ＭＨｚ、１２ＭＨｚ、１５ＭＨｚに設定されているものとする。各測距
装置では、変調信号に同期する特定の位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に相当
する電荷量の受光出力を光検出素子１から取り出して距離演算部４に与えるのであって、
光検出素子１における１回の読出期間において受光光量Ａ０、Ａ２に相当する電荷量の受
光出力を取り出し、他の１回の読出期間において受光光量Ａ１、Ａ３に相当する電荷量の
受光出力を取り出す。
【００４８】
　各測距装置では、受光期間において変調信号の多数周期にわたって集積した電荷を取り
出すから、光検出素子１の受光出力には、他の測距装置から対象空間に投光された光によ
る変動成分について全成分が均等に含まれているとみなしてよい。
【００４９】
　いま、説明を簡単にするために、変調周波数が１０ＭＨｚと１２ＭＨｚとの２台の測距
装置が対象空間を共有して動作しているものとすると、両測距装置では、図３に示すよう
に１２ＭＨｚの光（ハ）と、１０ＭＨｚの光（ニ）とを同時に受光することになる。図３
では受光する光の強度をほぼ等しく表しているが、実際にはほとんどの場合に光の強度は
異なる。変調周波数が１０ＭＨｚの測距装置において、２種類の変調周波数の光を同時に
受光するとすれば、曲線ニに対応する各位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に、
曲線ハに対応する各位相区間の成分が加算されるから、変調信号の周期の数倍程度であれ
ば、各位相区間で得られる受光光量から曲線ニに対応する各位相区間の受光光量Ａ０、Ａ
１、Ａ２、Ａ３を抽出することはできない。
【００５０】
　上述のような問題が生じるのは、曲線ニの各位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ
３に、曲線ハの一部の位相区間の成分が加算されることに起因している。言い換えると、
各位相区間の受光光量を積算し、かつ曲線ニの各位相区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、
Ａ３に相当する成分に、曲線ハの全位相の成分が加算される程度に長い期間の積算値を求
めれば、その積算値では曲線ハの成分は曲線ニのどの位相区間に対してもほぼ一定値にな
り、結果的に積算値から曲線ニの成分を抽出できることになる。
【００５１】
　距離演算部４は、このような積算を行った後に距離を求めている。ただし、各位相区間
ごとの積算値を求めると、反射光成分のほかに環境光成分も積算することになるから、積
算値が大きい値になる。たとえば、デジタル信号処理を行うとすれば、積算値に対応する
ビット数が大きくなり、積算値を記憶するメモリなどに容量の大きいものが必要になる。
一方、上述したように距離の演算には受光光量の差分Ａ０－Ａ２、Ａ１－Ａ３の値を用い
る。このような差分では、環境光成分のうちで変動しない成分が除去されるから、この差
分を積算すれば、積算値を大幅に小さくすることができる。
【００５２】
　本実施形態は、このような特性を利用したものであり、距離演算部４において、各検出
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装置の変調周波数の周波数差（つまり、環境光成分における変動周期が既知であるときの
周期差）により規定される積算時間について、受光光量の差分（Ａ０－Ａ２）、（Ａ１－
Ａ３）の積算値を求め、この積算値を用いて距離を求めるのである。積算時間は、各検出
装置の変調周波数の周波数差で決まるビート成分の１周期（または、整数倍周期）に設定
するのが望ましい。すなわち、曲線ハの成分と曲線ニの成分とは周波数差が比較的小さい
から両者の周波数差に相当するビート成分が生じる。このビート成分の周期で積算値を求
めれば、ビート成分を除去したことになるのであって、変調周波数の周波数差で決まるビ
ート成分の１周期を積算時間とすれば互いの変調周波数の影響を相殺して環境光成分を除
去することができる。
【００５３】
　上述したように３台の検出装置の変調周波数が、それぞれ１０ＭＨｚ、１２ＭＨｚ、１
５ＭＨｚに設定されているものとし、１０ＭＨｚの検出装置において距離を求めるとすれ
ば、周波数差はそれぞれ２ＭＨｚと５ＭＨｚとのビート成分が生じることになる。そこで
、各ビート成分の整数倍周期が一致する時間を積分時間とすれば、環境光成分を除去する
ことができる。上述した周波数では各ビート成分の１周期がそれぞれ５×１０－７ｓと２
×１０－７ｓとになるから、両者の整数倍周期が一致する最小時間は１μｓになる。した
がって、積算時間を１μｓあるいはこの整数倍とすれば、３台の検出装置を用いながらも
他の検出装置から投光された光の影響を相殺して距離を求めることができる。
【００５４】
　ところで、積分時間が十分に長ければビート成分の周期内での振動変化により表される
誤差分が積算値全体に及ぼす影響は小さくなるから、上記条件（積分時間を各ビート成分
の整数倍周期に一致させるという条件）を完全に満たしていなくても積算時間が十分に長
ければ誤差の発生を無視することができる。たとえば、積算時間が変調信号の３万周期で
あれば各ビート成分の整数倍周期に一致しなくてもよいことが確認できている。
【００５５】
　なお、対象空間を共通にしている検出装置の変調周波数は既知であるから、各検出装置
の変調周波数に応じた適宜の時間間隔で、各受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３を求める期
間を設定すれば、受光光量の差分（Ａ０－Ａ２）、（Ａ１－Ａ３）を求めるだけでも環境
光成分のうち位相区間内で変動する成分を相殺することが可能である。
【００５６】
　上述のようにして求めた差分（Ａ０－Ａ２）、（Ａ１－Ａ３）の積算値を用いることに
より、発光源２から対象空間に投光した光と、光検出素子１の各感光部１１で受光した光
の反射光成分との位相差ψを求めることができる。また、位相差ψの単位をラジアンとす
れば、物体Ｏｂまでの距離Ｌは、Ｌ＝Ｌｍ・ψ／２πと表すことができる。ただし、変調
周波数をｆ、光束をｃ［ｍ／ｓ］とするとき、Ｌｍ＝ｃ／２ｆである。要するに、上述の
原理によれば変調信号の１周期の時間で往復する距離が測定可能な最大距離Ｌｍになり、
位相差ψが２πであるときに最大距離Ｌｍに相当すると考えられるから、２πに対する位
相差ψの比率を求めることにより、光を反射した物体Ｏｂまでの距離Ｌを求めることがで
きるのである。
【００５７】
　上述のようにして理論式によって距離Ｌを求めることが可能ではあるが、実際には各部
材の配置や特性によって理論式の値に対して誤差が生じる。また、その誤差は一般に距離
に応じて変化する。したがって、理論式で求めた距離には補正が必要になる。このような
補正値を距離に対応付けたデータテーブルを設けることが可能であるが、データテーブル
を設けるのであれば、演算そのものをデータテーブルで行うほうが効率がよい。そこで、
本実施形態では、データテーブルとして、差分（Ａ０－Ａ２）、（Ａ１－Ａ３）の組から
距離に相当する値を求める換算テーブルを用いている。
【００５８】
　ここで、上述したように距離Ｌは測定可能な最大距離Ｌｍにより変化するから、周波数
選択部６により変調周波数を切り換えると、換算テーブルも異なるものが必要になる。こ
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のように選択可能な変調周波数に応じて複数個の換算テーブルを設けておくことは可能で
あるが、換算テーブルのデータを登録する作業に手間がかかる上に、換算テーブルを構成
する半導体メモリに容量の大きなものが必要になる。
【００５９】
　そこで、本実施形態では、変調周波数に関係なく１種類の換算テーブルを設け、差分（
Ａ０－Ａ２）、（Ａ１－Ａ３）の組から位相差に相当する中間値を求め、この中間値を変
調周波数に応じた補正値で補正することにより距離を求める技術を採用している。たとえ
ば、中間値として（ｃ・ψ／４π）に相当する値を求め、補正値として（１／ｆ）に相当
する係数を用いれば、中間値に係数を乗じる演算によって物体Ｏｂまでの距離Ｌを求める
ことができる。ここに、各部材の配置や特性による誤差は中間値に折り込まれる。あるい
はまた、中間値として位相差ψに相当する値を求め、補正値として（ｃ／４π・ｆ）を用
いることもできる。中間値と補正値とは適宜に選択可能である。
【００６０】
　上述したように、差分（Ａ０－Ａ２）、（Ａ１－Ａ３）の組から中間値を求め、中間値
に対して変調周波数に応じた補正を施すようにすれば、換算テーブルは変調周波数に依存
せずに１種類だけ用意すればよいことになり、データを登録する作業の手間が軽減され、
換算テーブルに用いる半導体メモリの容量も低減される。
【００６１】
　（実施形態２）
　実施形態１の構成では、各検出装置の変調周波数を周波数選択部６において固定的に設
定しているが、本実施形態は、各検出装置の変調周波数を時間経過に伴って自動的に変化
させる構成を採用している。基本的な構成は実施形態１と同様であって、周波数選択部６
に代えて時間経過に伴って変調周波数を自動的に変化させる周波数切換部（図示せず）を
設ける点で相違する。
【００６２】
　周波数切換部は、周波数選択部６における変調周波数の選択を自動化し、かつ時間経過
に伴って自動的に変調周波数を選択させるものであり、選択操作をタイマ機能と連動させ
ている点が異なるだけで他の動作は実施形態１と同様の動作になる。しかも、変調周波数
が時間経過に伴って自動的に変化するから、変調周波数を設定する手間がかからない。変
調周波数を変化させる時間は実施形態１において説明した積算時間よりも長いことが望ま
しい。これは、積算時間の途中で変調周波数が変化すると、他の検出装置から投光された
光の影響をほぼ相殺するという保証が得られなくなるからである。また、変調周波数を変
化させるタイミングは、検出装置ごとにばらつきを持たせることが望ましい。このように
変調周波数を変化させるタイミングが異なっていれば、対象空間を共通にしている複数台
の検出装置において変調周波数が等しくなる確率を低減することができる。
【００６３】
　さらに、周波数切換部において変調周波数を不規則に変化させるようにすれば、変調周
波数を変化させるタイミングがずれていない場合でも複数台の検出装置において変調周波
数が等しくなる確率を低減させることができる。他の構成および動作は実施形態１と同様
である。
【００６４】
　（実施形態３）
　基本構成として説明したように、光検出素子１では１回の読出期間において２つの位相
区間の受光光量Ａ０、Ａ１、Ａ２、Ａ３に相当する電荷を読み出している。したがって、
４つの位相区間の電荷を読み出すには、受光期間と読出期間とが２回ずつ必要である。言
い換えると、受光期間と読出期間とを交互に繰り返すとともに、受光期間と読出期間とを
２回ずつ設けることによって距離の測定が可能になる。また、読出期間には発光源２から
の投光は不要であるから、読出期間は発光源２からの投光を行わない休止期間に一致させ
、受光期間は発光源２から対象空間に投光する投光期間と一致させるのが望ましい。要す
るに、光検出素子１の動作について定義される受光期間と読出期間とを、発光源２の動作
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について定義される投光期間と休止期間とにそれぞれ一致させるのが望ましい。
【００６５】
　たとえば、図４に示すように、受光光量Ａ０、Ａ２に相当する電荷を生成する受光期間
Ｔ０２は発光源２の投光期間に一致し、受光光量Ａ１、Ａ３に相当する電荷を生成する受
光期間Ｔ１３も発光源２の投光期間に一致する。また、各受光期間Ｔ０２，Ｔ１３に対応
する読出期間Ｔｄは発光源２の休止期間に一致する。
【００６６】
　ところで、上述したように、通常は受光期間Ｔ０２，Ｔ１３と読出期間Ｔｄとを交互に
繰り返しているが、図４に示すように、本実施形態では投光期間と一致しない受光期間Ｔ
ｅを適宜のタイミングで設けている。つまり、光検出素子１では受光期間Ｔ０２，Ｔ１３
と同様に受光期間Ｔｅに生成した電荷を読み出す読出期間Ｔｄを設けているが、受光期間
Ｔｅには発光源２から投光せず発光源２では休止期間になる点が受光期間Ｔ０２，Ｔ１３
における動作とは異なっている。したがって、発光源２は、読出期間Ｔｄに対応する期間
のほか受光期間Ｔｅに対応する期間も休止期間になる。受光期間Ｔｅには、当該検出装置
の発光源２は投光していないから、受光期間Ｔｅには光検出素子１は環境光成分のみを受
光することになる。基本構成の動作から明らかなように、環境光成分が実質的に変動して
いなければ、休止期間において異なる２つの位相区間の受光光量の差は理想的には０にな
る。実質的に変動していないとは、環境光成分が短期間では変動していても、積算時間に
おける積算値では変動分が相殺される場合も含んでいる。したがって、２つの位相区間の
受光光量を比較すれば、環境光成分が測距の結果に影響を与えるか否かを判定することが
可能になる。
【００６７】
　本実施形態は、距離演算部４に上述した判定を行う干渉判定部（図示せず）を設けたも
のであって、干渉判定部では、受光期間Ｔｅにおいて１８０度異なる２つの位相区間の積
算値（積算時間で得られる積算値）の差分（Ａ０－Ａ２）を求め、この差分を閾値と比較
することにより、積算値の差分が環境光成分の影響を受けているか否かを判定する。干渉
判定部において積算値の差分が環境光成分の影響を受けていると判定した場合には当該差
分を採用せず、差分が閾値以下の場合にのみ距離演算部４では当該差分を用いて距離を求
める。このような動作により求めた距離の精度が保証されることになる。
【００６８】
　さらに、実施形態２のように周波数切換部を設けて周波数選択部６における変調周波数
の選択を自動化した構成を採用する場合に、時間経過に伴って変調周波数を選択させるの
ではなく、干渉判定部の判定結果に応じて変調周波数を選択させるのが望ましい。この構
成では、干渉判定部が環境光成分の影響を受けていると判定したときには、変調周波数を
変更するように周波数選択部６に指示し、干渉判定部において環境光成分の影響を受けて
いないと判定できる変調周波数を自動的にサーチする。したがって、環境光成分の影響を
受けない変調周波数を自動的に決定するから、変調周波数の設定に手間がかからず、しか
も環境光成分の影響を受けないことが保証できるのである。他の構成および動作は実施形
態１と同様である。
【００６９】
　なお、上述した各実施形態では、ＩＴ方式のＣＣＤイメージセンサと同様の構成を採用
しているが、フレーム・トランスファ（ＦＴ）方式、フレーム・インターライン・トラン
スファ（ＦＩＴ）方式と同様の構成を採用することも可能である。また、電荷の転送にＩ
Ｔ方式の構成を採用する場合には、感度制御部１２として電荷を廃棄する構成のほか、感
光部１１から電荷取出部（垂直転送部）に電荷を引き渡すゲート部を制御する構成なども
採用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の実施形態１を示すブロック図である。
【図２】同上の動作説明図である。
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【図３】同上の動作説明図である。
【図４】同上の動作説明図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１　光検出素子
　２　発光源
　３　発光制御部
　４　距離演算部（評価部）
　６　周波数選択部
　１１　感光部

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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