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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の受光素子を同一の縦構造に集積化した受光部と、
　各受光素子を時分割で選択するスイッチ部と、
　を有し、
　前記受光部として第１受光部と第２受光部を有し、
　前記第１受光部は、第１受光素子と、前記第１受光素子とは異なる受光特性を持つ第２
受光素子を含み、
　前記第２受光部は、前記第１受光素子と同一の受光特性を持つ第３受光素子と、前記第
２受光素子と同一の受光特性を持つ第４受光素子を含み、
　前記スイッチ部は、前記第１受光素子の出力を第１検出信号として選択すると共に前記
第４受光素子の出力を第２検出信号として選択する第１フェイズと、前記第３受光素子の
出力を前記第１検出信号として選択すると共に前記第２受光素子の出力を前記第２検出信
号として選択する第２フェイズと、を時分割で切り替えるものであって、かつ、前記第１
フェイズと前記第２フェイズを切り替える際に出力遮断状態の第３フェイズを経由する、
　ことを特徴とする光センサ装置。
【請求項２】
　前記第１検出信号及び前記第２検出信号をそれぞれ第１デジタル信号及び第２デジタル
信号に変換するアナログ／デジタル変換部をさらに有し、
　前記スイッチ部は、前記アナログ／デジタル変換部の測定期間中に前記第１フェイズと
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前記第２フェイズを時分割で切り替える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の光センサ装置。
【請求項３】
　前記第１デジタル信号と前記第２デジタル信号を用いてセンサ出力信号を生成するロジ
ック部をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の光センサ装置。
【請求項４】
　前記第１受光部と前記第２受光部は、千鳥状に複数組設けられていることを特徴とする
請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の光センサ装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の光センサ装置と、
　その内部に前記光センサ装置を担持するケースと、
　を有し、
　前記ケースの開口窓から前記光センサ装置に入射される光を検出することを特徴とする
光センサモジュール。
【請求項６】
　前記ケース内に担持されて赤外光を出射する発光装置をさらに有し、
　前記光センサ装置は、前記発光装置から出射された後に近接する物体で反射された赤外
光を受光する赤外受光部をさらに含む、
　ことを特徴とする請求項５に記載の光センサモジュール。
【請求項７】
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の光センサ装置、若しくは、請求項５または
請求項６に記載の光センサモジュールを有することを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光センサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１５は、光センサ装置の一従来例を示すブロック図である。本従来例の光センサ装置
４００は、受光特性（分光感度特性）の異なる２種類のフォトダイオード４０１及び４０
２に各々入射される光の強度を測定し、各々の測定値Ｓ４０１及びＳ４０２をロジック部
４０５で比較演算することにより、入射光の照度算出や光源の判別を行うものである。
【０００３】
　なお、上記に関連する従来技術の一例としては、特許文献１や特許文献２を挙げること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１０５９６３号公報
【特許文献２】特開２００７－３０５８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、本従来例の光センサ装置４００では、２種類のフォトダイオード４０１
及び４０２が半導体基板上で各個独立に形成されていたので、光の入射角度によっては、
フォトダイオード４０１及び４０２の双方に対して光が均一に当たらない場合（光の当た
り方に偏りを生じる場合）があった。このような状況下では、フォトダイオード４０１及
び４０２の出力比がずれてしまうので、ロジック部４０５での演算処理に支障を来たし、
光センサ装置４００の光学指向特性が悪化するという課題があった。
【０００６】
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　本発明は、本願の発明者らにより見出された上記の課題に鑑み、光学指向特性の良好な
光センサ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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る光センサ装置は、複数種類の受光素子を同一
の縦構造に集積化した受光部と、各受光素子を時分割で選択するスイッチ部と、を有する
構成（第１の構成）とされている。
【０００８】
　なお、第１の構成から成る光センサ装置は、前記受光部として第１受光部と第２受光部
を有し、前記第１受光部は、第１受光素子と、前記第１受光素子とは異なる受光特性を持
つ第２受光素子を含み、前記第２受光部は、前記第１受光素子と同一の受光特性を持つ第
３受光素子と、前記第２受光素子と同一の受光特性を持つ第４受光素子を含み、前記スイ
ッチ部は、前記第１受光素子の出力を第１検出信号として選択すると共に前記第４受光素
子の出力を第２検出信号として選択する第１フェイズと、前記第３受光素子の出力を前記
第１検出信号として選択すると共に前記第２受光素子の出力を前記第２検出信号として選
択する第２フェイズと、を時分割で切り替える構成（第２の構成）にするとよい。
【０００９】
　また、第２の構成から成る光センサ装置は、前記第１検出信号及び前記第２検出信号を
それぞれ第１デジタル信号及び第２デジタル信号に変換するアナログ／デジタル変換部を
さらに有し、前記スイッチ部は、前記アナログ／デジタル変換部の測定期間中に前記第１
フェイズと前記第２フェイズを時分割で切り替える構成（第３の構成）にするとよい。
【００１０】
　また、第３の構成から成る光センサ装置において、前記スイッチ部は、前記第１フェイ
ズと前記第２フェイズを切り替える際に出力遮断状態の第３フェイズを経由する構成（第
４の構成）にするとよい。
【００１１】
　また、第３または第４の構成から成る光センサ装置は、前記第１デジタル信号と前記第
２デジタル信号を用いてセンサ出力信号を生成するロジック部をさらに有する構成（第５
の構成）にするとよい。
【００１２】
　また、第２～第５いずれかの構成から成る光センサ装置において、前記第１受光部と前
記第２受光部は、千鳥状に複数組設けられている構成（第６の構成）にするとよい。
【００１３】
　また、第１の構成から成る光センサ装置は、前記スイッチ部で順次選択される各受光素
子の出力をレジスタに順次保持し、前記レジスタの格納内容を用いてセンサ出力信号を生
成するロジック部をさらに有する構成（第７の構成）にするとよい。
【００１４】
　また、本発明に係る光センサモジュールは、第１～第７いずれかの構成から成る光セン
サ装置と、その内部に前記光センサ装置を担持するケースと、を有し、前記ケースの開口
窓から前記光センサ装置に入射される光を検出する構成（第８の構成）とされている。
【００１５】
　なお、第８の構成から成る光センサモジュールは、前記ケース内に担持されて赤外光を
出射する発光装置をさらに有し、前記光センサ装置は、前記発光装置から出射された後に
近接する物体で反射された赤外光を受光する赤外受光部をさらに含む構成（第９の構成）
にするとよい。
【００１６】
　また、本発明に係る電子機器は、第１～第７いずれかの構成から成る光センサ装置、若
しくは、第８ないしは第９の構成から成る光センサモジュールを有する構成（第１０の構
成）とされている。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明によれば、光学指向特性の良好な光センサ装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】光センサ装置の第１実施形態を示すブロック図
【図２】光センサ装置の縦構造を示す断面図
【図３】光センサ装置を搭載した光センサモジュールの一構成例を示す模式図
【図４】スイッチ部の一構成例を示す回路図
【図５】スイッチ部の切替動作を説明するためのテーブル
【図６】時分割受光動作の第１例を示すタイミングチャート
【図７】光センサ装置の第２実施形態を示すブロック図
【図８】光センサ装置の第３実施形態を示すテーブル
【図９】光センサ装置の第４実施形態を示す模式図
【図１０】光センサ装置の第５実施形態を示すブロック図
【図１１】時分割受光動作の第２例を示すタイミングチャート
【図１２】携帯電話（スマートフォン）の外観図
【図１３】デジタルスチルカメラの外観図
【図１４】テレビの外観図
【図１５】光センサ装置の一従来例を示すブロック図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜第１実施形態＞
　図１は、光センサ装置１の第１実施形態を示すブロック図である。本実施形態の光セン
サ装置１は、受光部１０及び２０と、スイッチ部３０と、アナログ／デジタル変換部４０
及び５０と、ロジック部６０とを有する半導体集積回路装置である。光センサ装置１は、
例えば、周囲光の照度を検出する照度センサとして、種々の電子機器（携帯電話（スマー
トフォン）、デジタルスチルカメラ、及び、テレビ電子機器など）に搭載される。
【００２０】
　受光部１０は、可視光領域に感度ピークを持つフォトダイオード１１と、赤外領域に感
度ピークを持つフォトダイオード１２を同一の縦構造に集積化して成る。フォトダイオー
ド１１及び１２のカソードは、いずれもスイッチ部３０の入力端３１に接続されている。
フォトダイオード１１のアノードは、スイッチ部３０の入力端３２に接続されている。フ
ォトダイオード１２のアノードは、接地端に接続されている。なお、受光部１０の縦構造
については、後ほど詳細に説明する。
【００２１】
　受光部２０は、先の受光部１０と同じく、可視光領域に感度ピークを持つフォトダイオ
ード２１と、赤外領域に感度ピークを持つフォトダイオード２２を同一の縦構造に集積化
して成る。フォトダイオード２１及び２２のカソードは、いずれもスイッチ部３０の入力
端３３に接続されている。フォトダイオード２１のアノードは、スイッチ部３０の入力端
３４に接続されている。フォトダイオード２２のアノードは、接地端に接続されている。
なお、受光部２０の縦構造については、後ほど詳細に説明する。
【００２２】
　スイッチ部３０は、ロジック部６０からの指示に応じて、フォトダイオード１１及び１
２の一方とフォトダイオード２１及び２２の一方をそれぞれ時分割で選択し、各々の光電
流が検出信号Ｉ１及びＩ２として出力端３５及び３６に流れるように、内部の電流経路を
切り替える。なお、スイッチ部３０の構成及び動作については、後ほど詳細に説明する。
【００２３】
　アナログ／デジタル変換部４０及び５０は、それぞれ、ロジック部６０からの指示に応
じて、検出信号Ｉ１及びＩ２をデジタル信号Ｓ１及びＳ２に変換する。アナログ／デジタ
ル変換部４０及び５０としては、例えば、二重積分型のアナログ／デジタル変換回路を好
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適に用いることができる。
【００２４】
　ロジック部６０は、デジタル信号Ｓ１及びＳ２の比較演算を行ってセンサ出力信号Ｓｏ
を生成し、これを中央演算処理装置２に出力する。より具体的に述べると、ロジック部６
０は、検出信号Ｓ１（＝フォトダイオード１１及び２１の平均出力、詳細は後述）から検
出信号Ｓ２（＝フォトダイオード１２及び２２の平均出力、詳細は後述）を所定の割合で
減ずることにより、センサ出力信号Ｓｏを生成する。このような演算処理を行うことによ
り、別途の光学フィルタなどを要することなく、光センサ装置１全体の受光特性（分光感
度特性）を所望値に合わせ込むことができるので、周囲光の照度（可視光成分の強度）を
正確に測定することが可能となる。ただし、必ずしもロジック部６０でセンサ出力信号Ｓ
ｏを生成する必要はなく、デジタル信号Ｓ１及びＳ２を中央演算処理装置２に出力し、以
降の信号処理は中央演算処理装置２に委ねても構わない。
【００２５】
　図２は、光センサ装置１の縦構造を示す断面図である。本構成例の光センサ装置１にお
いて、ｐ型サブストレート１００には、受光部１０及び２０を各々形成するｎ型ウェル１
１１及び１２１が形成されている。また、ｎ型ウェル１１１及び１２１の内部には、さら
に、ｐ型ウェル１１２及び１２２が各々形成されている。
【００２６】
　なお、ｐ型サブストレート１００、ｎ型ウェル１１１及び１２１、並びに、ｐ型ウェル
１１２及び１２２の表面は、電気的な接続を行うためのコンタクト領域を除いて、透明な
保護膜１３０で被覆されている。
【００２７】
　受光部１０では、ｐ型ウェル１１２とｎ型ウェル１１１とのｐｎ接合面によってフォト
ダイオード１１が形成されると共に、ｐ型サブストレート１００とｎ型ウェル１１１との
ｐｎ接合面によってフォトダイオード１２が形成されている。フォトダイオード１１及び
１２のカソードに相当するｎ型ウェル１１１は、スイッチ部３０の入力端３１に接続され
ている。フォトダイオード１１のアノードに相当するｐ型ウェル１１２は、スイッチ部３
０の入力端３２に接続されている。フォトダイオード１２のアノードに相当するｐ型サブ
ストレート１００は、接地端に接続されている。
【００２８】
　同様に、受光部２０では、ｐ型ウェル１２２とｎ型ウェル１２１とのｐｎ接合面によっ
てフォトダイオード２１が形成されると共に、ｐ型サブストレート１００とｎ型ウェル１
２１とのｐｎ接合面によってフォトダイオード２２が形成されている。フォトダイオード
２１及び２２のカソードに相当するｎ型ウェル１２１は、スイッチ部３０の入力端３３に
接続されている。フォトダイオード２１のアノードに相当するｐ型ウェル１２２は、スイ
ッチ部３０の入力端３４に接続されている。フォトダイオード２２のアノードに相当する
ｐ型サブストレート１００は、接地端に接続されている。
【００２９】
　なお、フォトダイオード１１及び２１を各々形成するｐｎ接合面は、いずれも、可視光
（例えば波長５５５ｎｍ）が最も効率良く光電変換される深さ（ｐ型サブストレート１０
０の表面からの深さ、以下も同様）に形成されている。一方、フォトダイオード１２及び
２２を各々形成するｐｎ接合面は、いずれも、赤外光（例えば波長８５０ｎｍ）が最も効
率良く光電変換される深さに形成されている。
【００３０】
　フォトダイオード構造を有する受光部１０及び２０において、各々の受光面（半導体基
板１００の表面）から入射される光は、その波長が短いものほど浅い位置で吸収される。
このような特性を踏まえて、可視光領域に感度ピークを持つフォトダイオード１１及び２
１は、受光面から相対的に浅い位置に形成されており、赤外領域に感度ピークを持つフォ
トダイオード１２及び２２は、受光面から相対的に深い位置に形成されている。
【００３１】
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　図３は、光センサ装置１を搭載した光センサモジュール２００の一構成例を示す模式図
である。図３下段には、光センサモジュール２００の平面図が描写されており、図３上段
には、光センサモジュール２００を図３下段のα１－α２線に沿って縦方向に切断した際
の縦断面図が描写されている。
【００３２】
　本構成例の光センサモジュール２００は、光センサ装置１と、その内部に光センサ装置
１を担持するケース２１０と、を有し、ケース２１０の開口窓２２０から光センサ装置１
の受光部１０及び２０に入射される周囲光Ｌ１を検出する。光センサ１の受光部１０及び
２０は、開口窓２２０の直下領域において、互いに近接した位置に設けられている。
【００３３】
　ただし、受光部１０及び２０をどれだけ近接した位置に設けたとしても、受光部１０及
び２０が半導体基板上で各個独立に形成されている以上、周囲光Ｌ１の入射角度によって
は、受光部１０及び２０の双方に対して周囲光Ｌ１が均一に当たらない場合（周囲光Ｌ１
の当たり方に偏りを生じる場合）が生じ得る。
【００３４】
　そこで、光センサ装置１は、受光部１０及び２０の双方に対して周囲光Ｌ１が均一に当
たらない場合であっても、光センサ装置１の光学指向特性を悪化させないように、スイッ
チ部３０を用いて受光部１０及び２０の受光特性（分光感度特性）を時分割で交互に切り
替える機能を具備している。以下では、スイッチ部３０の構成と動作について詳述する。
【００３５】
　図４はスイッチ部３０の一構成例を示す回路図である。本構成例のスイッチ部３０は、
スイッチＳＷａ１～ＳＷａ４と、スイッチＳＷｂ１～ＳＷｂ４と、スイッチＳＷｃ１～Ｓ
Ｗｃ２と、を含む。
【００３６】
　スイッチＳＷａ１の第１端は、電源端に接続されている。スイッチＳＷａ１の第２端、
スイッチＳＷｂ１の第１端、及び、スイッチＳＷｂ２の第１端は、いずれも入力端３１に
接続されている。スイッチＳＷｂ１の第２端とスイッチＳＷａ２の第１端は、いずれも入
力端３２に接続されている。スイッチＳＷｂ３の第１端は、電源端に接続されている。ス
イッチＳＷｂ３の第２端、スイッチＳＷａ３の第１端、及び、スイッチＳＷａ４の第１端
は、いずれも入力端３３に接続されている。スイッチＳＷａ３の第２端とスイッチＳＷｂ
４の第１端は、いずれも入力端３４に接続されている。スイッチＳＷａ２の第２端とスイ
ッチＳＷｂ４の第２端は、いずれもスイッチＳＷｃ１の第１端に接続されている。スイッ
チＳＷｂ２の第２端とスイッチＳＷａ４の第２端は、いずれもスイッチＳＷｃ２の第１端
に接続されている。スイッチＳＷｃ１の第２端は、出力端３５に接続されている。スイッ
チＳＷｃ２の第２端は、出力端３６に接続されている。
【００３７】
　図５は、スイッチ部３０の切替動作を説明するためのテーブルであり、３つのフェイズ
ａ～ｃ毎に、スイッチＳＷａ＊及びＳＷｂ＊（ただし＊＝１、２、３、４）のオン／オフ
状態と、スイッチＳＷｃ＊（ただし＊＝１、２）のオン／オフ状態と、スイッチ部３０に
おける電流経路が描写されている。
【００３８】
　フェイズａでは、スイッチＳＷａ＊及びＳＷｃ＊がオンされて、スイッチＳＷｂ＊がオ
フされる。その結果、受光部１０のフォトダイオード１１で生成される光電流Ｉ１１が電
源端から出力端３５に向けて流れるとともに、受光部２０のフォトダイオード２２で生成
される光電流Ｉ２２が出力端３６から接地端に向けて流れる。
【００３９】
　なお、受光部１０のフォトダイオード１２で生成される光電流Ｉ１２は、電源端から接
地端に向けて流れるので、検出信号としては出力されない。また、受光部２０のフォトダ
イオード２１で生成される光電流Ｉ２１は、互いにショートされたアノードとカソードと
の間を環流するので、検出信号としては出力されない。
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【００４０】
　このように、フェイズａでは、光電流Ｉ１１を検出信号Ｉ１として選択すると共に、光
電流Ｉ２２を検出信号Ｉ２として選択するように、スイッチ部３０の電流経路が切り替え
られる。すなわち、フェイズａでは、受光部１０が可視光領域に感度ピークを持つ状態と
なり、受光部２０が赤外領域に感度ピークを持つ状態となる。
【００４１】
　一方、フェイズｂでは、スイッチＳＷｂ＊及びＳＷｃ＊がオンされて、スイッチＳＷａ
＊がオフされる。その結果、受光部２０のフォトダイオード２１で生成される光電流Ｉ２
１が電源端から出力端３５に向けて流れるとともに、受光部１０のフォトダイオード１２
で生成される光電流Ｉ１２が出力端３６から接地端に向けて流れる。
【００４２】
　なお、受光部２０のフォトダイオード２２で生成される光電流Ｉ２２は、電源端から接
地端に向けて流れるので、検出信号としては出力されない。また、受光部１０のフォトダ
イオード１１で生成される光電流Ｉ１１は、互いにショートされたアノードとカソードと
の間を環流するので、検出信号としては出力されない。
【００４３】
　このように、フェイズｂでは、光電流Ｉ２１を検出信号Ｉ１として選択すると共に、光
電流Ｉ１２を検出信号Ｉ２として選択するように、スイッチ部３０の電流経路が切り替え
られる。すなわち、フェイズｂでは、先のフェイズａとは逆に、受光部２０が可視光領域
に感度ピークを持つ状態となり、受光部１０が赤外領域に感度ピークを持つ状態となる。
【００４４】
　また、フェイズｃでは、スイッチＳＷｃ＊がオフされる。その結果、スイッチ部３０が
出力遮断状態（出力端３５及び３６がオープンされた状態）となる。なお、フェイズｃに
おいて、スイッチＳＷａ＊及びＳＷｂ＊のオン／オフ状態はいずれも不問であるが、例え
ば全てをオフ状態としておけばよい。
【００４５】
　図６は、スイッチ部３０による時分割受光動作の第１例を示すタイミングチャートであ
り、紙面の上から順に、アナログ／デジタル変換部４０及び５０の動作状態、並びに、ス
イッチ部３０のフェイズ切替状態が描写されている。
【００４６】
　二重積分型のアナログ／デジタル変換部４０及び５０は、それぞれ、時刻ｔ１１から所
定の充電期間Ｔｘ（時刻ｔ１１～ｔ１３、例えば１００ｍｓ）に亘って検出信号Ｉ１及び
Ｉ２によるキャパシタ（不図示）の充電処理ＣＨＧを行った後、時刻ｔ１３から当該キャ
パシタの放電処理ＤＣＨＧを行い、その放電期間Ｔｙ（時刻ｔ１３～ｔ１４）の長さをカ
ウントすることにより、検出信号Ｉ１及びＩ２をデジタル信号Ｓ１及びＳ２に変換する。
【００４７】
　その際、スイッチ部３０は、アナログ／デジタル変換部４０及び５０の充電期間Ｔｘ中
に先述のフェイズａとフェイズｂを時分割で切り替える。より具体的に述べると、スイッ
チ部３０は、充電期間Ｔｘの前半（時刻ｔ１１～ｔ１２）にフェイズａとなり、充電期間
Ｔｘの後半（時刻ｔ１２～ｔ１３）にフェイズｂとなる。なお、放電期間Ｔｙには、スイ
ッチ部３０をフェイズｃとすればよい。
【００４８】
　上記の時分割受光動作では、充電期間Ｔｘの前半と後半で、検出信号Ｉ１が光電流Ｉ１
１から光電流Ｉ２１に切り替わり、検出信号Ｉ２が光電流Ｉ２２から光電流Ｉ１２に切り
替わる。従って、検出信号Ｉ１を変換して得られるデジタル信号Ｓ１は、光電流Ｉ１１と
光電流Ｉ２１との時間平均値となり、検出信号Ｉ２を変換して得られるデジタル信号Ｓ２
は、光電流Ｉ２２と光電流Ｉ１２との時間平均値となる。
【００４９】
　すなわち、充電期間Ｔｘの前半には、受光部１０で周囲光Ｌ１の可視光成分を検出して
受光部２０で赤外成分を検出する一方、充電期間Ｔｘの後半には、先と逆に、受光部１０
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で周囲光Ｌ１の赤外成分を検出して受光部２０で可視光成分を検出するように、受光部１
０及び２０の受光特性（分光感度特性）が時分割で交互に切り替えられる。従って、受光
部１０及び２０の双方に対して周囲光Ｌ１が均一に当たらない場合であっても、検出信号
Ｉ１及びＩ２の出力比がずれにくくなるので、光センサ装置１の光学指向特性の悪化を抑
えることが可能となる。
【００５０】
　なお、時刻ｔ１２付近の拡大図（図６の破線円を参照）で示したように、スイッチ部３
０は、フェイズａとフェイズｂを切り替える際にフェイズｃを経由することが望ましい。
このような構成とすることにより、フェイズ切替時に生じる検出信号Ｉ１及びＩ２の乱れ
がアナログ／デジタル変換部４０及び５０に伝達されないので、デジタル信号Ｓ１及びＳ
２（延いてはセンサ出力信号Ｓｏ）の精度を高めることが可能となる。
【００５１】
　また、本実施形態では、各受光部毎に２種類の受光素子を集積化した構成を例に挙げた
が、各受光部毎の受光素子数はこれに限定されるものではなく、各受光部毎に３種類以上
の受光素子を集積化しても構わない。その際には、各受光部毎の受光素子と同数のアナロ
グ／デジタル変換部を設けて、各検出信号の並列処理を行うことが望ましい。
【００５２】
＜第２実施形態＞
　図７は、光センサ装置１の第２実施形態を示すブロック図である。本実施形態の光セン
サ装置１は、第１実施形態（図１を参照）と基本的に同一の構成であり、受光部１０及び
２０が千鳥状に複数組設けられている点に特徴を有する。なお、複数の受光部１０は、い
ずれもスイッチ部３０の入力端３１及び３２に並列接続されている。また、複数の受光部
２０は、いずれもスイッチ部３０の入力端３３及び３４に並列接続されている。
【００５３】
　このような構成を採用することにより、例えば充電期間Ｔｘよりも短い時間で周囲光Ｌ
１の入射角度が変化するような場合であっても、複数組の受光部１０及び２０で得られる
出力を平均化することで、精度の高いセンサ出力信号Ｓｏを生成することが可能となる。
【００５４】
＜第３実施形態＞
　図８は、光センサ装置１の第３実施形態を示すテーブルである。なお、テーブル内の左
欄には受光部１０の縦構造が描写されており、右欄には受光部１０の等価回路図が描写さ
れている。なお、受光部２０の縦構造及び等価回路図は、受光部１０と同一であることか
ら重複した描写ないし説明を割愛する。
【００５５】
　本実施形態の光センサ装置１において、ｐ型ウェル１１２の内部には、さらにｎ型ウェ
ル１１３が形成されており、受光部１０では、ｐ型ウェル１１２とｎ型ウェル１１３との
ｐｎ接合面によって、先のフォトダイオード１１及び１２とは異なる受光特性（分光感度
特性）を持つフォトダイオード１３が新たに形成されている。
【００５６】
　なお、フォトダイオード１３のカソードに相当するｎ型ウェル１１３は、スイッチ部３
０の入力端３１に接続してもよいし（（Ｘ）欄を参照）、スイッチ部３０の入力端３２に
接続してもよい（（Ｙ）欄を参照）。
【００５７】
　（Ｘ）欄の構成を採用した場合には、フォトダイオード１３がフォトダイオード１１と
並列に接続されるので、両者の光電流が足し合されて出力される。一方、（Ｙ）欄の構成
を採用した場合には、フォトダイオード１３のアノードとカソードが互いにショートされ
るので、フォトダイオード１３の光電流が出力されることはない。
【００５８】
＜第４実施形態＞
　図９は、光センサ装置１の第４実施形態を示す模式図である。本実施形態の光センサ装
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置１を搭載した光センサモジュール２００は、先出の図３で示した構成と基本的に同様で
あり、ケース２１０内に担持されて発光部３１０から赤外光Ｌ２を出射する発光装置３０
０をさらに有する。なお、ケース２１０には、発光装置３００の周囲を取り囲むようにテ
ーパ面２３０が設けられており、赤外光Ｌ２が効率良く出射されるようになっている。
【００５９】
　また、本実施形態の光センサ装置１は、発光装置３００から出射された後に近接する物
体（不図示）で反射された赤外光Ｌ２を受光する赤外受光部７０をさらに含む。なお、赤
外受光部７０は、先の受光部１０（または２０）と基本的に同一の縦構造（図２を参照）
を有している。ただし、赤外受光部７０では、赤外光Ｌ２のみを選択的に受光する必要が
あるので、フォトダイオード１１のアノードとカソードとの間がショートされており、か
つ、半導体基板１００の表面には赤外光Ｌ２のみを透過する赤外フィルタが形成される。
【００６０】
　本構成例の光センサモジュール２００であれば、周囲光Ｌ１の照度を検出する照度セン
サとして利用するだけでなく、赤外光Ｌ２の反射有無を検出して物体の近接を検出する近
接センサとしても利用することが可能となる。
【００６１】
　なお、本実施形態の光センサ装置１では、受光部１０及び２０とは別に赤外受光部７０
を設けた構成を例に挙げたが、受光部１０及び２０を流用して赤外光Ｌ２の検出を行うこ
とも可能である。その場合には、周囲光Ｌ１と赤外光Ｌ２を時分割で検出するようにスイ
ッチ部３０を制御すればよい。このような構成を採用することにより、光センサ装置１に
赤外受光部７０を設ける必要がなくなるので、光センサ装置１の小型化や低コスト化を実
現することが可能となる。
【００６２】
　また、受光部１０及び２０を流用して赤外光Ｌ２の検出を行う場合には、周囲光Ｌ１と
赤外光Ｌ２の検出切替に同期してロジック部６０の演算処理を適宜切り替えることが望ま
しい。具体的に述べると、周囲光Ｌ１の検出時には、周囲光Ｌ１の照度（可視光成分の強
度）が正確に測定されるように、検出信号Ｓ１（＝フォトダイオード１１及び２１の平均
出力）から検出信号Ｓ２（＝フォトダイオード１２及び２２の平均出力）を所定の割合で
減ずることにより、センサ出力信号Ｓｏを生成すればよい。一方、赤外光Ｌ２の検出時に
は、赤外光Ｌ２の反射有無が正確に測定されるように、先とは逆に、検出信号Ｓ２から検
出信号Ｓ１を所定の割合で減ずることにより、センサ出力信号Ｓｏを生成すればよい。
【００６３】
＜第５実施形態＞
　図１０は、光センサ装置１の第５実施形態を示すブロック図である。本実施形態の光セ
ンサ装置１は、第１実施形態（図１を参照）と基本的に同一の構成であるが、受光部２０
とアナログ／デジタル変換部５０がいずれも削除されている点に特徴を有する。
【００６４】
　また、上記構成要素の削除に伴い、スイッチ部３０の構成にも変更が加えられている。
具体的には、入力端３３及び３４、出力端３６、スイッチＳＷａ３及びＳＷａ４、スイッ
チＳＷｂ３及びＳＷｂ４、並びに、スイッチＳＷｃ２が削除されると共に、スイッチＳＷ
ｂ２の第２端がスイッチＳＷｃ１の第１端に接続されている。なお、フェイズａ～ｃにお
ける各スイッチ（本実施形態で削除されていない各スイッチ）のオン／オフ状態について
は、先の図５と同一なので重複した説明は割愛する。
【００６５】
　さらに、上記構成要素の削除に伴い、ロジック部６０は、デジタル信号Ｓ１及びＳ２を
並列処理してセンサ出力信号Ｓｏを生成する構成ではなく、時分割で入力されるデジタル
信号Ｓ１及びＳ２をレジスタ６１及び６２に順次保持し、レジスタ６１及び６２の格納内
容を用いてセンサ出力信号Ｓｏを生成する構成に変更されている。
【００６６】
　図１１は、スイッチ部３０による時分割受光動作の第２例を示すタイミングチャートで
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あり、紙面の上から順に、アナログ／デジタル変換部４０の動作状態、スイッチ部３０の
フェイズ切替状態、並びに、レジスタ６１及び６２の格納状態が描写されている。
【００６７】
　まず、スイッチ部３０は、時刻ｔ２１から所定の充電期間Ｔｘ（時刻ｔ２１～ｔ２２、
例えば１００ｍｓ）に亘ってフェイズａとなり、検出信号Ｉ１として光電流Ｉ１１を出力
する。一方、アナログ／デジタル変換部４０は、上記の充電期間Ｔｘに亘って検出信号Ｉ
１によるキャパシタ（不図示）の充電処理ＣＨＧを行った後、時刻ｔ２２から当該キャパ
シタの放電処理ＤＣＨＧを行い、その放電期間Ｔｙ１（時刻ｔ２２～ｔ２３）の長さをカ
ウントすることにより、検出信号Ｉ１をデジタル信号Ｓ１に変換する。このデジタル信号
Ｓ１は、時刻ｔ２３以降、レジスタ６１に格納される。なお、放電期間Ｔｙ１には、スイ
ッチ部３０をフェイズｃとしておけばよい。
【００６８】
　次に、スイッチ部３０は、時刻ｔ２３から所定の充電期間Ｔｘ（時刻ｔ２３～ｔ２４、
例えば１００ｍｓ）に亘ってフェイズｂとなり、検出信号Ｉ２として光電流Ｉ１２を出力
する。一方、アナログ／デジタル変換部４０は、上記の充電期間Ｔｘに亘って検出信号Ｉ
２によるキャパシタ（不図示）の充電処理ＣＨＧを行った後、時刻ｔ２４から当該キャパ
シタの放電処理ＤＣＨＧを行い、その放電期間Ｔｙ２（時刻ｔ２４～ｔ２５）の長さをカ
ウントすることにより、検出信号Ｉ２をデジタル信号Ｓ２に変換する。このデジタル信号
Ｓ２は、時刻ｔ２５以降、レジスタ６２に格納される。なお、放電期間Ｔｙ２には、スイ
ッチ部３０をフェイズｃとしておけばよい。
【００６９】
　時刻ｔ２５において、デジタル信号Ｓ１及びＳ２の双方がレジスタ６１及び６２に格納
された後、ロジック部６０は、レジスタ６１及び６２からデジタル信号Ｓ１及びＳ２を読
み出してセンサ出力信号Ｓｏを生成する。なお、ロジック部６０での演算処理は、先と同
一なので重複した説明は割愛する。
【００７０】
　上記したように、本実施形態の光センサ装置１は、受光部１０の感度ピークを可視光領
域と赤外領域に順次切り替えて得られたデジタル信号Ｓ１及びＳ２を用いてセンサ出力信
号Ｓｏを生成する。このように、受光特性（分光感度特性）を任意に切り替えることので
きる単一の受光部１０を用いて周囲光Ｌ１を検出する構成であれば、周囲光Ｌ１の入射角
度に依ることなく、フォトダイオード１１及び１２の出力比を一定に維持することができ
るので、光センサ装置１の光学指向特性を向上することが可能となる。また、複数の受光
部１０及び２０を用いる第１実施形態（図１を参照）と比べて、光センサ装置１の小型化
や低コスト化を実現することも可能となる。
【００７１】
　ただし、本実施形態の光センサ装置１は、デジタル信号Ｓ１及びＳ２を並列に生成する
ことのできる第１実施形態と比べて、センサ出力信号Ｓｏの生成処理に時間を要する点に
留意が必要である（図６と図１１とを比較参照）。
【００７２】
＜電子機器＞
　図１２～図１４は、光センサ装置１が搭載される電子機器Ａ～Ｃ（携帯電話（スマート
フォン）、デジタルスチルカメラ、及び、テレビ）の外観図である。これらの電子機器Ａ
～Ｃにおいて、例えば、その照度センサとして先述の光センサ装置１を搭載することによ
り、周囲光の照度に応じて表示部のバックライト制御を行うことが可能となる。
【００７３】
＜その他の変形例＞
　なお、上記の実施形態では、主に照度センサとしての適用例を挙げて説明を行ったが、
本発明の適用対象はこれに限定されるものではなく、照度センサ以外にも、例えば、近接
センサ、カラーセンサ、及び、ＵＶ［ultraviolet］センサなどに広く適用することが可
能である。
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【００７４】
　また、本明細書中に開示されている種々の技術的特徴は、上記実施形態のほか、その技
術的創作の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えることが可能である。すなわち、上
記実施形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきであり、
本発明の技術的範囲は、上記実施形態の説明ではなく、特許請求の範囲によって示される
ものであり、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内に属する全ての変更が含まれると理
解されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、例えば、照度センサ、近接センサ、カラーセンサ、及び、ＵＶセンサに利用
することが可能である。
【符号の説明】
【００７６】
　　　１　　光センサ装置
　　　２　　中央演算処理装置
　　　１０、２０　　受光部
　　　１１～１３、２１～２２　　フォトダイオード（受光素子）
　　　３０　　スイッチ部
　　　３１～３４　　入力端
　　　３５～３６　　出力端
　　　４０、５０　　アナログ／デジタル変換部
　　　６０　　ロジック部
　　　７０　　赤外受光部
　　　１００　　ｐ型サブストレート
　　　１１１、１１３、１２１　　ｎ型ウェル
　　　１１２、１２２　　ｐ型ウェル
　　　１３０　　保護膜
　　　２００　　光センサモジュール
　　　２１０　　ケース
　　　２２０　　開口窓
　　　２３０　　テーパ面
　　　３００　　発光装置
　　　３１０　　発光部
　　　ＳＷａ１～ＳＷａ４、ＳＷｂ１～ＳＷｂ４、ＳＷｃ１～ＳＷｃ２　　スイッチ
　　　Ｌ１　　周囲光
　　　Ｌ２　　赤外光
　　　Ａ～Ｃ　　電子機器（携帯電話、デジタルスチルカメラ、テレビ）
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