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(57)【要約】
　再構成可能な触覚入力装置は、第１硬質電極１０１、
圧縮可能な誘電体構造１０２、および第２軟質電極層１
０３を含み、これらは共に適切な制御手段への電気的接
続手段を伴い触覚センサを形成する。制御手段は混合信
号ＩＣを含むことができ、そのＩＣはコンパクトなパッ
ケージ中で入力装置に隣接して搭載され、リアルタイム
で静電容量を計測可能できる。誘電体構造は、オプショ
ンとして大気へ通気され間に空隙を有する圧縮可能な幾
何学的な要素のマトリクスを含み、装置全体を薄くし、
携帯電話やその他の小さい携帯可能な電気製品への適用
を促す。いくつかの実施の形態では、電極の押下により
ユーザに触覚のフィードバックを提供する。オプション
の軟質なディスプレイは、現在の設定をユーザに示すた
め、入力装置上に搭載されうる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電気的接続手段を有する第１電極層と、
　第２電気的接続手段を有する柔軟な第２電極層と、
　少なくとも第１電極層または第２電極層の一方に含まれる一つ以上の電極と、
　前記第２電極層から前記第１電極層を分離する圧縮可能な誘電体構造と
　前記第１および第２電気的接続手段に接続され、前記第１および第２電極層の電極間で
リアルタイムに静電容量を計測するように適応された制御手段と、
　を有し、
　少なくとも一つの前記電極に静電容量変化が検知されたとき、該静電容量変化は、前記
制御手段によって計測され、入力装置上の接触位置の圧縮力に変換され、さらに、現在の
入力装置配列設定に基づいて認知されるユーザ入力コマンド信号へと変換され、前記配列
設定は前記制御手段を介して再構成可能となっている再構成可能な触覚入力装置。
【請求項２】
　前記第１電極層は硬質である請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記第１電極層は、硬質基板に搭載されている請求項２に記載の入力装置。
【請求項４】
　前記第１または第２電極層は、複数の別個の「ボタン」タイプ電極を含み、それぞれの
前記電極は、独立した電気的接続点を供給される請求項１に記載の入力装置。
【請求項５】
　隣接する前記「ボタン」タイプ電極は、間に相互に入り組んだオーバーラップを有する
請求項４に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記第１電極層は、第１の複数の別個の「ボタン」タイプ電極を含み、前記第２電極層
は、第２の複数の別個の「ボタン」タイプ電極を含む請求項１に記載の入力装置。
【請求項７】
　前記第１の複数の「ボタン」タイプ電極は、相互に繋がっている電気経路の第１の連続
を介して、一般的に行に配列されており、前記第２の複数の「ボタン」タイプ電極は、相
互に入り組んだ電気経路の第２の連続を介して、一般的に列に配列されていて、前記行は
、前記圧縮可能な誘電体構造上で前記列を覆う請求項６に記載の入力装置。
【請求項８】
　前記第１電極層が、平行なストライプとして形成された個々の第１電極を含む前記第１
電極層を含み、
　前記第２電極層が、一般的に１番目の層と垂直に位置付けられた平行なストライプとし
て形成され、前記圧縮可能な誘電体構造上に覆い被さる個々の第２電極層を含むことによ
って、
　電極のマトリクスを計測するコンデンサを形成する請求項１に記載の入力装置。
【請求項９】
　上記電極は、
　金属または伝導性有機金属から形成され、
　エッチング、スパッタリング、蒸着、インク懸濁のアプリケーション、酸化インジウム
スズからなる群から選択される方法を使うか、導電性繊維から形成される布体を所望の形
状にカットすることによって生成される電極パターンを有する請求項１に記載の入力装置
。
【請求項１０】
　上記電極間に位置する絶縁層からなり、それによって上記入力装置の表面圧縮可能性が
全体に均一である請求項１に記載の入力装置。
【請求項１１】
　第１電気的接続手段を有する第１電極層と、
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　第２電気的接続手段を有する柔軟な第２電極層と、
　少なくとも第１電極層または第２電極層の一方に含まれる一つ以上の電極と、
　前記第２電極層から前記第１電極層を分離し、間に空隙を形成する圧縮可能な誘電材料
を形成する複数の幾何学的要素を含む圧縮可能な誘電構造と、
　前記第１および第２電気的接続手段に接続され、前記第１および第２電極層の電極間で
リアルタイムに静電容量を計測するように構成される制御手段と、
　を有する再構成可能な触覚入力装置。
【請求項１２】
　前記圧縮可能な誘電体構造は、少なくとも装置の一部上に均一な厚みを有する請求項１
１に記載の入力装置。
【請求項１３】
　上記厚みが約０．０５ｍｍから約０．５ｍｍである請求項１２に記載の入力装置。
【請求項１４】
　上記要素は、反復するパターンに配列されており、前記入力装置は該装置の少なくとも
一部上において均一な圧縮率を有する請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１５】
　前記空隙は大気空間へ通気されている請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１６】
　前記空隙は、密閉され、互いに接続されている請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１７】
　前記圧縮可能な誘電体構造の前記幾何学的要素は、ストライプ、カラム、湾曲、正多角
形およびドットからなる群から選択される請求項１１に記載の入力装置。
【請求項１８】
　前記圧縮可能な誘電体構造は、弾性材料から形成されている請求項１１に記載の入力装
置。
【請求項１９】
　前記圧縮可能な誘電体物質は、シリコン、ゴムおよび熱可塑性エラストマーからなる群
から選択される請求項１８に記載の入力装置。
【請求項２０】
　前記圧縮可能な誘電体構造の上前記何学的要素は、所定のカラム強度を有し、ユーザへ
触覚フィードバックを提供するため、所定の閾値を超えて装置に圧力が与えられるとつぶ
れる請求項１１に記載の入力装置。
【請求項２１】
　前記圧縮可能な誘電体構造の上記幾何学的要素は、一度圧力が所定の閾値を超えると、
圧縮の第１の線形局面に続く圧縮の第２の非線形局面を示す請求項１１に記載の入力装置
。
【請求項２２】
　前記圧縮可能な構造体の前記幾何学的要素は、上記装置に与えられた圧縮が一度所定の
閾値を超えると、つぶれる点を定義する圧痕を含む請求項１１に記載の入力装置。
【請求項２３】
　第１電気的接続手段を有する第１電極層と、
　第２電気的接続手段を有する柔軟な第２電極層と、
　少なくとも第１電極層または第２電極層の一方に含まれる一つ以上の電極と、
　前記第１電極層から前記第２電極層を分離する圧縮可能な誘電体構造と、
　前記第１および第２電気的接続手段に接続され、前記電極層の近辺に搭載されたＩＣを
含む制御手段と、
　を有する再構成可能な触覚入力装置。
【請求項２４】
　前記ＩＣは、アナログおよびデジタルの混合信号タイプであり、前記第１および前記第
２電極層の電極間にリアルタイムで静電容量を計測するように構成されている請求項２３
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に記載の入力装置。
【請求項２５】
　前記ＩＣは、デジタルインターフェースを有するスレーブ末端装置として機能するよう
構成されている請求項２４に記載の入力装置。
【請求項２６】
　前記ＩＣは、さらに、当該入力装置用のプライマリコントローラとして、あるいはデジ
タルインターフェースを持つスレーブ末端装置として機能するように構成された再プログ
ラム可能なマイクロコントローラを含む請求項２４に記載の入力装置。
【請求項２７】
　前記ＩＣは、混合信号タイプのＡＳＩＣで、前記第１および第２電極層の電極間でリア
ルタイムに静電容量を計測するように構成されている請求項２６に記載の入力装置。
【請求項２８】
　前記ＩＣは、さらに、信号プロセス機能を実行するように構成されている請求項２７に
記載の入力装置。
【請求項２９】
　前記信号プロセス機能は、接触の重心位置、力、および軌道の計算を含み、該機能は、
さらに、ノイズ減少と誤った接触識別のためのデジタルフィルタリングを含む請求項２８
に記載の装置。
【請求項３０】
　第１電極層と、
　柔軟な第２電極層と、
　少なくとも第１電極層または第２電極層の一方に含まれる一つ以上の電極と、
　前記第２電極層から前記第１電極層を分離する圧縮可能な誘電体構造と、
　前記第２電極層の少なくとも一部上に設けられる柔軟なディスプレイと、
　前記第１電極層、前記第２電極層および前記柔軟なディスプレイに接続され、入力装置
の操作モード設定の変更に対応する前記柔軟なディスプレイの設定を変えるように構成さ
れている制御手段と、
　を有する再構成可能な触覚入力装置。
【請求項３１】
　前記柔軟なディスプレイの配列設定は、前記第１および前記第２電極層の電極の配列設
定に対応する請求項３０に記載の入力装置。
【請求項３２】
　前記柔軟なディスプレイの配列設定は、操作モードに対応し、電極の物理的なレイアウ
トには対応しない請求項３０に記載の入力装置。
【請求項３３】
　前記柔軟なディスプレイは、電子発光ディスプレイである請求項３０に記載の入力装置
。
【請求項３４】
　前記柔軟なディスプレイは、有機ＬＥＤである請求項３０に記載の入力装置。
【請求項３５】
　前記柔軟なディスプレイは、「電子インク」ディスプレイである請求項３０に記載の入
力装置。
【請求項３６】
　前記柔軟なディスプレイは、複数区分に分けられたディスプレイである請求項３０に記
載の入力装置。
【請求項３７】
　前記柔軟なディスプレイは、アクティブマトリクスディスプレイである請求項３０に記
載の入力装置。
【請求項３８】
　前記アクティブマトリクスディスプレイは、薄膜トランジスタＴＦＴマトリクスディス
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プレイである請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記ディスプレイは、少なくとも２つの異なる操作モードを提供するように構成される
請求項３０に記載の入力装置。
【請求項４０】
　前記操作モードは、「自由形式」モード、「電話」モード、「ナビゲート」モード、お
よび「ゲーム」モードからなる群から選択される請求項３９に記載の入力装置。
【請求項４１】
　前記柔軟なディスプレイ上に設けられる圧縮可能な透明保護層をさらに有する請求項３
０に記載の入力装置。
【請求項４２】
　柔軟なディスプレイの配列設定を変え、センサ入力を読み取る別個の制御手段をさらに
含む請求項３０に記載の入力装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね再構成可能な入力装置に関連する。より詳細には、本発明の入力装置は
、アプリケーションの特定の必要性に応じてその装置が機能を変化させられると同時に、
触覚センサ技術を使用するものである。
【背景技術】
【０００２】
ひとつの有益な実施形態では、触覚装置が、エラーのないコマンドプロセスを増加させる
ために、接点の場所と圧力を複数箇所同時に計測することができる。あるいは、その他の
実施形態では、コマンド入力が成功裏に完了したことの確認を与えるセンサの抑圧により
、触覚のフィードバックがユーザに提供される。本発明の装置の適用としては、携帯電話
、ＰＤＡ、携帯可能な音声、ビデオ再生機（例えばＡｐｐｌｅ社の有名なｉＰｏｄ（登録
商標）製品類）、およびその他の携帯可能な電子機器類などの消費者製品から産業、ロボ
ット工学的使用に渡る。
【０００３】
　ディスプレイ上での接触箇所を計測できる、２次元（Ｘ，Ｙ）の再構成可能な入力装置
が一般に知られている。これら装置は接触マトリクスから構成され、それぞれのマトリク
スのセル内の電気的信号の有無を検出する。典型的には、これらの入力装置は硬質出力デ
ィスプレイを覆うよう、透明に作られる。この構成は、ディスプレイが入力装置と接触し
ているユーザの手により妨害されない大きなボタンを表示できる大画面用の使用には適し
ている。
【０００４】
　しかし、例えば携帯電話やＰＤＡなどの小さい、携帯用電子機器にとって、人間の指は
、その小サイズのディスプレイと比較して大きすぎる。この問題のため、多くの機器は、
タッチスクリーンを操作するために小さいスタイラスペンを提供するが、それは使用に時
間をとり、扱いが難しく、また容易に紛失される。
【０００５】
　入力装置に使われるその他の機器の種類は、近接センサである。これらの装置は、入力
装置付近の人間の指先に見いだされる様な、電気的伝導性質の存在を感知する。しかし、
それらは環境の変化の影響を受け易く、グローブをはめている人の様な、伝導性でない物
質とは機能しない。この種の装置は接触圧力を計測せず、ゆえに常にユーザの意図を解釈
できるわけではない。したがって、ユーザとのこれらの装置の相互作用は限られている。
【０００６】
　静電容量センサが入力装置として使用されることは、Ｍａｔｚｋｅの米国特許４，７３
６，１９１号に記述されているように、知られている。この特許は、コンピュータ用の再
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構成不可の入力機器としての使用のため、円形静電容量近接センサとして作られたタッチ
パッドを記述する。
【０００７】
　Ｂｏｉｅによる米国特許５，４６３，３８８号は、コンピュータ用の入力装置として、
人間の手のような伝導性があり湿気のある物体の近接効果による静電容量変化の計測に基
づくマウスまたはキーボードの入力装置を記述する。
【０００８】
　Ｓｅｅｌｙの米国特許６，１８８，３９１号とＭｉｌｌｅｒの米国特許５，６４８，６
４２号は、誘電体物質の反対側の伝導性電極を含む近接センサとして作られた２層容量性
タッチパッドのもうひとつの例を紹介している。関連した特許で、Ｍｉｌｌｅｒによる米
国特許５，８４１，０７８号には、圧力感知が議論されているが、示されているアプロー
チは、増加した圧力で増加する指先の接触面積に基づく圧力を決定する間接的方法である
。
【０００９】
　Ｗｅｓｔｅｒｍａｎによる米国特許６，８８８，５３６号は、近接センサの配列を使う
複数の指と掌の接触を同時に追跡するためのセンサを記述する。この装置は、タイピング
、カーソルの動き、身振りの認知といった複数機能を扱うために設計されている。公開さ
れている発明は、センサ要素ごとに多くても４つの接続端子を必要とする近接センサを使
用し、ピクセルレベルで相当する電気回路を配置する。Ｗｅｓｔｅｒｍａｎは圧力と近接
効果の両方を計測する能力を記述するが、２つの効果がどう分離され得るかを記述できて
はいない。
【００１０】
　相互に交換可能なキーボードとビデオディスプレイに基づく再構成可能な入力装置もま
た、技術的に知られている。例えば、Ｋａｐｌｏｗによる米国特許４，２０２，０４１号
は、言語と機能の要求に応じてボタンの外観を劇的に変える入力キーボードを記述する。
しかしながら、一つ一つのキーボタンは、従来の個別電気スイッチを使って製造するには
高くつく。Ｋｕｂｅｓの米国特許６，０３５，１８０号および５，８７７，６９５号は、
さまざまな警告、パターンおよび画像を表示するマトリックス配列を駆動する携帯電子機
器に組み込まれた電子発光（ＥＬ）ドライバを記述する。これらの特許は、ＥＬディスプ
レイ下にタッチ入力装置を配置することには言及するが、タッチセンサの詳細は特定しな
い。
【００１１】
　Ｂｅｎｓｏｎの米国特許６，８８８，５３７号は、異なるアプリケーションにてスイッ
チを操作可能とする印刷された設定シートと組合わせて、与えられた物理力（Ｚ）に沿っ
た接触位置（Ｘ、Ｙ）を出力信号として送信する入力装置を記述する。この発明の記述は
、規定に従って弾性誘電物質として働くよう設計された泡状の圧縮できる物質を紹介する
が、実際はこの発泡体は、小さい携帯可能な電子機器内の入力装置としての使用のために
十分に薄く作られることはできない。
【００１２】
　Ｗａｒｄの米国特許６，８２４，３２１号は、複数のモードでセンサを機能させること
のできる複数層からなるＥＬディスプレイと組み合わされた、一般的なＸ，Ｙタッチセン
サを記述する。ＥＬディスプレイはタッチセンサの背面に置かれ、本質的に透明であるこ
とを要する。しかしながら、タッチセンサは、複数点接触と混同され得るし、接触力情報
を提供しない。
【００１３】
　最後に、Ｓｐｅｅｔｅｒの米国特許５，４７９，５２８号は、ユーザのサイズを識別し
、よってキーボードとマウスの様な仮想入力装置を最適箇所に再配置するための、触覚セ
ンサとＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）を使用することを記述する。
【００１４】
　故に、制御ユーザインターフェース（ＣＵＩ）を設計する際、より良い柔軟性を提供す
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るために、センサ表面全体にわたって同時に起こる位置および圧力情報を提供する、再構
成可能な入力装置への要求が存在する。ユーザコマンドのエラーのない処理を向上するた
めに、複数の位置で接触の別個の位置と圧力を検知することのできる入力機器への要求も
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、複数箇所かつ同時に、接触の位置と圧力の両方を計測することを可能
とする触覚センサ配列に基づく、新規な再構成可能な入力装置を提供することにより先行
技術の欠点を克服することにある。
【００１６】
　もうひとつの本発明の目的は、再構成可能な入力装置として使用されうる電極層を分離
するための、薄い圧縮可能な誘電体構造を組み入れる、独立した硬いまたは柔軟な触覚セ
ンサを提供することである。
【００１７】
　本発明の更なる目的は、電極層を回路レイアウトに組み込むことで、現存する硬質、あ
るいは軟質回路基板へ一体化されうる触覚センサを提供することにある。
【００１８】
　本発明のもうひとつの目的は、例えば電子発光体あるいは有機ＬＥＤランプといった、
柔軟な表示の形態で覆われた触覚センサを提供することにある。
【００１９】
　本発明の更なる目的は、マスタコントローラあるいはスレーブ末端機器のいずれかとし
て動作する混合信号ＩＣにより制御される再構成可能な触覚センサ入力装置を提供するこ
とにある。
【００２０】
　本発明のもうひとつの目的は、静電容量センサの表面中に均一な剛性を持った独立した
触覚センサ配列を提供することであり、該静電容量センサは、硬質基板に搭載され、例え
ばＥＬディスプレイのような柔軟な表示手段によって覆われている。
【００２１】
　本発明の更なる目的は、混合信号ＩＣを計測するコンデンサにより制御される、再構成
可能な触覚センサ入力装置を提供することである。
【００２２】
　本発明のその上更なる目的は、再構成可能な入力装置としての使用に適合される静電容
量センサ、つまり一つの電極層をもう一つのそれと分離するための薄い誘電体の層を組み
込むセンサ、を提供することである。
【００２３】
　本発明のもう一つのさらなる目的は、入力コマンド完了を折り返しユーザに確認する触
覚フィードバック特性を備えた再構成可能な入力装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明は、新規な設計の静電容量センサに基づくものである。家電市場のため現実的に
価値あるものとするためには、入力装置が製造するのに安価であり、携帯電話のように小
さく、携帯可能な電子機器にサイズが納まるようサイズ的に薄くなくてはならない。この
目標を達成するために、誘電体分離層のための新規な設計が、１番目と２番目の電極層の
間に使われる。この分離層は、圧縮可能なポリマー物質から構築される構造の網状組織か
らなり、連続的な空気のポケットを形状間に形成して、使用中構造が圧縮することを可能
とする。それでこの圧縮可能な誘電体構造（ＣＤＳ）が、電極層間に堆積される。その一
番薄い形状からしても依然相対的に厚みのある従来の発泡体シートとは反対に、この新規
なアプローチはＣＤＳを、つまりセンサ全体を、構築後に非常に薄くすることを可能とす
るものである。いくつかの実施形態においては、圧縮可能な誘電体構造は、ある限界圧力
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下でユーザに触覚フィードバックを提供するよう、倒れるように作られる。
【００２５】
　従来の触覚センサを見据えたのもう一つの進展は、硬質基板上へのセンサの搭載である
。従来の触覚センサが両面からの圧力に対して柔軟に感知できるよう作られる一方で、こ
の発明のセンサは、一面のみを感知可能にすることができ、薄い触覚センサを硬質本体へ
結合することで、あるいは電極層の一つを構成する硬質基板を使うことで、他面を硬質表
面上にセットできる。そのような構造は、柔軟な触覚センサに要求される設計に依然融通
性をもたせる一方で、入力装置としてはこの発明をはるかに効果的なものとする。この構
造は又、標準的な印刷回路基板が硬質基板と電極を形成するのに使われうるので、触覚セ
ンサの回路への統合化を容易にするものである。
【００２６】
　更なる発明は、触覚センサに基づく入力装置の再構成可能な機能のためのコントローラ
として使用される混合信号（アナログとデジタル）ＩＣを適用していることである。薄い
安価な触覚センサと共同で、静電容量を計測することのできる混合信号ＩＣを使うことは
、家電産業を含むいくつかの産業で非常に有益となりうる広範囲に渡る新規な機能（従来
のＸ、Ｙ位置情報に加えて第３の変数としての圧力計測を含むが、これに限られない。）
を有する新規な、経済的に存続可能な入力装置の創造を可能とするものである。
【００２７】
　上記に簡潔に記述されたセンサは分離したディスプレイと共に入力装置としてそれ自体
機能できる一方で、センサ上に搭載された安価で柔軟なディスプレイ形態とそのようなセ
ンサの組み合わせは、携帯電話とＰＤＡのような小サイズの家電市場の応用にとってより
有益なものとする。例えば、記述されたセンサの上に搭載された電子発光（ＥＬ）、ｅ－
ｉｎｋ、または有機ＬＥＤディスプレイは、センサの入力モード設定に合った特徴ある制
御オーバレイを表示することも可能であろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　この先の段落では、別段特に述べられない限りは、用語「センサ」と「センサ配列」は
、それぞれの検出要素の配列と、ひとつかひとつ以上の任意に位置づけされた検出要素の
集合の両方を意味する。
【００２９】
　本発明とその様々な長所のより完全な認識は、添付の図面を参照しつつ、次の詳細な説
明を通して得られる。
【００３０】
　本発明の詳細な説明は、添付図面を参照しつつなされ、図中同じ要素は同じ参照文字お
よび数字によって示される。
【００３１】
　図１は、本発明のセンサ装置１００のもっとも基本的な設定を示す。すべての静電容量
センサは、圧縮可能な誘電体構造で分離された第１および第２電極層を持つ。この場合、
第１電極層１０１は、別の硬質基板（表示されていない）で支持されてもよく、あるいは
最初から硬く作られてもよい。第２柔軟電極組み立て部品１０３は、圧縮可能な誘電体構
造１０２（両電極層への電気的接続形態は表示されていない）により第１電極層１０１か
ら離れる方向からつるされる。その層のデザインは、通常知られている触覚センサに使わ
れている従来の発泡体のような固体物質からできていない点で、新規である。発砲体は圧
縮可能な空気のポケットを組み入れる一方で、発泡体の非常に薄いシートはその圧縮率を
失う。更に、発泡体の薄いシートを製造するのは非常に困難である。市場で入手可能なも
っとも薄い発泡体シートは、約０．０３１インチと、この発明の目的には厚過ぎる。
【００３２】
　携帯電話の様な小サイズな家電機器には、第１電極層と第２電極層を分離し、製造する
のに信頼性がありかつ単純な形態があることが重要である。この発明によると、空隙とそ
れらの間を抜かして、一つの電極層全体に渡って反復するパターンで、ストライプ、カラ
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ム、正多角形、湾曲、ドットのような幾何学的要素の圧縮可能な誘電体構造を堆積するこ
とで達成される。図１に断面図で示される要素１０６は、接着剤転写テープか液体状粘着
体の薄い膜で１０１に接着された、シリコン、ゴム、あるいは熱可塑性のエラストマーの
ような圧縮可能な誘電体物質からなる。重要なことは、センサが組み立てられた後は、分
離構造の要素間の空隙１０５は、自然に空気で満たされることである。スタイラス１０４
やその他のいかなる物質による第２電極層１０３の上面の圧縮により、表面１０３の降下
が、空気の細孔１０５内へ柔軟な電極を変形することおよび／または分離構造１０２の固
体部分を圧縮することのコンビネーションにより形成される。構造要素１０６は隣同士に
近接しているが、圧縮可能な空隙１０５を形成するよう十分な空間を持って配置されてい
る。空隙は大気に通気されているかあるいは密閉されているが、互い接続されていてもよ
い。そのような誘電体層の厚みは、通常発泡体層の厚みと比してはるかに薄く、０．００
５インチに達する。最適な構造では、厚みは約０．０５ｍｍから約０．５ｍｍである。
【００３３】
　圧縮可能な誘電体構造の設計の更なる改良は、ユーザへ触覚フィードバックを示す能力
である。この構造の要素は、センサの圧縮により「カチン」とか「カリッ」のような感覚
をユーザに与えるために、倒れたりつぶれたりするよう作られることができる。その機能
はボタン起動のプロセスの完了を触知的にユーザに確認させられる点で有益である。それ
は、後述のように、限定されたカラム強度か内蔵の倒れる手段を持つ圧縮可能な誘電体構
造の幾何学的要素を提供することで達成される。
【００３４】
　ここで、触覚フィードバックを提供する圧縮可能な構造の倒れる設計の例を示す図８Ａ
からＣに注目する。図８Ａは、ストライプ構造が斜めに、幅より大きい高さをもって配置
されている。これがそれらのカラム強度を限定し、閾圧力を超えるとそれらのつぶれを促
す。ユーザによる表面上の圧縮により、ストライプは軽い荷重下では最初はつぶれること
なく圧縮するが、より重い荷重下ではその後つぶれ、そして装置表面は所定の閾値を超え
た状態で一方へ倒れる。その値はストライプの物性を変えたり容積を変えたりして、容易
に調節可能である。つぶれると、構造は一方の表面を他方に近づける即時の動作を提供し
、この動作によって、ユーザには、ボタンが充分に押されて、更なる圧縮が必要ではなく
有用でもないという認識が提供される。
【００３５】
　代替案は図８Ｂおよび図８Ｃに示され、ここでは、つぶれの所定ポイントを提供するた
めに、ストライプが片面または両面のへこみを有する。閾圧力値を超えると、ストライプ
はこのポイントでつぶれ、先と同様に、入力装置の圧縮が完了することをユーザへ示すた
め瞬間的な触覚フィードバックを提供する。
【００３６】
　圧縮可能な誘電体構造の要素の他のつぶれることができる設計も意図されており、この
発明の範囲に含まれている。それらはカラム、ドット、ピラミッド等のような、様々な倒
れる要素を含み、構造の要素と共に組み込まれているか、あるいは単独の要素として形成
されてもよい。
【００３７】
　この倒れる構造の使用の最初の線形局面では、上表面の圧縮が始まり断続的に上昇する
につれ、圧縮可能構造がへこまされて静電容量計測値が入力値として使われるので、信号
強度に線形の上昇がある。閾値に達すると、誘電体構造がつぶれ信号の非線形ステップワ
イズ(non-linear step-wise)の上昇が発現する時、２番目の非線形局面の効果が現れ始め
る。つぶれることができる誘電体構造を持つ、本発明の触覚センサのそのような二元的局
面の使用は、この入力装置のまたもう一つの重要な新規な特徴である。
【００３８】
　上述のような誘電体構造は本発明のすべての実施形態へ応用可能である。
【００３９】
　本発明のもう一つの特徴は、選択的な絶縁層（図示せず）の使用であり、それは電極層
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の設計と組み合わせられてもよい。そのような絶縁層の目的は、触覚センサの表面全体に
わたって均一な表面を提供することにある。
【００４０】
　図２Ａおよび図２Ｂは、本発明の入力装置２００の商業的に有用な設計の第１実施形態
を図解する。それは第１電極層２０１が搭載されている、硬質基板２１５からなる。電極
層２０１は、ＰＣＢエッチング、スパッタあるいは真空金属堆積、または伝導性インク印
刷法を含む様々な標準製造方法のどの一つを使用しても、形成されうる。この場合、第１
電極層は、センサ中に間隔をおいて位置された別個のボタンタイプの電極２４０を持った
知覚層を有し、接続点２４１で電極に着けられている別個の電気的接続（図示せず）から
なる電気的接続手段が供給される。
【００４１】
　スクロールやその他の似た機能の電気的結合を向上させるため、図７の例に見られるよ
うに、電極間に選択的な絡み合ったオーバーラップを実装させることができる。図７Ａは
オーバーラップなしの電極設計を示す。図７ＢからＤは、電極間の入り組んだオーバーラ
ップのいっそう上昇している度合を示す。
【００４２】
　圧縮可能な誘電体構造２０２は、上記に記述されているのと同様に、第１電極層上に堆
積されていて、固体の圧縮可能な要素２０６とそれらの間の空隙２０５からなる。第２層
を定義する固体の伝導性シート２２０が分離構造層２０２上に位置されており、保護誘電
体膜２３０は第２導電層を環境から絶縁するために組立品全体を覆う。第１層がそうであ
るように、第２層は、適切な伝導性のある透明な物質をエッチング、堆積、印刷すること
で製造され得る。あるいは、電極層は、布状に織られ、所望の電極パターンを形成するよ
うにカットされた微細な導電性繊維の連続のような柔軟な導電材料から形成される。上層
２３０を押し込むことで、局所的なくぼみを第２電極層２２０に引き起こし、該くぼみ下
に位置する対応する「ボタン電極」２４０の静電容量を変化する。
【００４３】
　そのような配置を制御するのに必要とされる伝導経路の総数は、第１層の「ボタン」電
極の数に第２電極層用の一つの経路を加えた数である。
【００４４】
　再構成可能なキーパッド、リモートコントロール、ＭＰ３プレーヤコントロールなどは
、アプリケーションの変更の際に、ボタン電極が再割り当てされ得るので、この実施形態
のもっとも有益な使用である。
【００４５】
　重要なことに、センサの表面全体の圧縮率は均一であり、物理的に分離していてそれゆ
え均一に圧縮可能でない従来技術の別個のボタンとは対極にある。これは、ユーザの指が
常にボタン中心に完璧に位置付けられない状態にある、小サイズ化された応用には重要で
ある。先行技術の装置においてボタン中心から離れて圧縮することは、従来の接触タイプ
のボタンでは電極間で必要とされる接触が不十分であるかもしれないので、圧縮のゆがみ
を引き起し、ユーザの意図の解釈を間違う。本発明は、電極層間の絶対的接触が正常に機
能するのに必要とされていないことから、ユーザの意図をいっそう正確に認識でき、先行
技術より優れている。
【００４６】
　先行技術に比しての本発明の更なる長所は、圧力と接触箇所の計測の組み合わせがユー
ザ入力のより良い認識を可能とすることである。もしユーザがボタンの中間を押したとす
ると、高い圧縮の度合のある領域に、低い圧縮の度合のある隣接のボタン電極よりも高い
優先度が与えられてもよい。この場合、正確にボタンの中心ではなくボタンの一般領域を
押下することは、ユーザの意図を認識するのに十分である。
【００４７】
　この利点は、接触箇所の補完を使うことで更に発展され得る。例えば、スタイラスペン
を２つの別個のボタン上またはその間で動かすことは、スクロールのような異なるコマン
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ドとしてソフトウエアを制御することで別々に認識されるかもしれない。そのような付加
的な機能は、従来の接触ボタン電極では気づかれることなく、同じ物理的規模内での新し
い機能の幅を可能とする。スタイラスペンを使って文字を書いている時のように、接触箇
所が動く場合にも同じ理論が使用でき、したがって、動きの方向の認知がより高精度に認
知され得る。
【００４８】
　本発明の入力装置の有益な第２の実施形態は、図３Ａおよび図３Ｂに図示される。幾何
学的要素３０６と空隙３０５から作られる圧縮可能な誘電体構造からなる第２層３２０か
ら分離された検出電極３０１の第１層を、硬質基板３１５が収納する点で、最初の実施形
態に一般的に類似する。第１電極層の「ボタン」型の電極３４０は、一般的に行３４１と
相互に連結されている。上記実施形態に図示されるすべての検出電極ではなく、それぞれ
の「行」の端の電極だけが専属の電気的接続経路３４１を持っている。
【００４９】
　第２駆動電極層３２０もまた、第１電極層の電極箇所へ対応する位置に列で一般的に配
列されている個々の独立した電極３２１を包含する。第２層のボタンは、それぞれの行に
沿った相互に連結する電気的経路３２２を有する。付加的な誘電体膜層３４５は集合体全
体を覆うように図示され、分離した絶縁層３５０は、センサ全体を絶縁するために誘電体
膜上に堆積されている。第１検出電極層と第２駆動電極層の電極の「列」および「行」配
列は、電気的接続の総数を減らすことを可能とする。図３に示されている例では、第１電
極層用に５つ、第２層に３つと、したがって計８つの接続が、１４個のボタン入力装置を
制御するために必要とされる。この実施形態は擬似的にマトリックス状配置を示している
が、この発明はほぼどんな任意の配列にそれらが配置されることができる。
【００５０】
　電極の全体的な配置が、この発明の第３実施形態として図４に示されている。上記実施
形態と同一の原理を使って、設計４００は、別個のボタンを第１検出電極層の電極ストラ
イプ４４０に置き換えたものである。これらのストライプは、それぞれ電気的接続点４４
１を備える。もう一つの組の電極ストライプ４２１が、検出電極ストライプと垂直方向に
第２層に配列されている。それぞれの上部電極ストライプもまた電気接続４２２を備えて
いる。したがって、完全な電極マトリクスは、水平方向と垂直方向のストライプの総数と
なるマトリクスを制御するために必要とされるワイヤの総数を伴って配列されている。図
４に示される例では、制御ワイヤの総数は、１０×６のセンサ配列では、下端層に１０個
で、上層に６個の計１６である。４２１と４４０の交差により形成されるこのマトリクス
の高い空間解像力は、従来のＴＦＴマトリクスディスプレイが多様な映像を表示できるの
と同様の形態で、仮想的に制限ない数の入力装置の配列を提供する。「ボタン」、「スラ
イダ」、その他の制御が、現在、別個の物理的な形態というよりは入力概念として存在し
、制御ソフトウエアを通して容易にプログラムされ得る。
【００５１】
　本発明の入力装置の第４実施形態が図５に示されている。これは上述の型に比べて２つ
の更なる向上がある。センサ圧力値を計測するために適用され、かつセンサとして同じ基
板５１５上に近くに選択的に搭載されたＩＣ５７０と、基準センサに被さる柔軟な表示手
段５６０である。
【００５２】
　センサと共に搭載された商業的に入手可能なＩＣの使用は、安価でこの発明の入力装置
の大量生産を可能とする。この発明の目的にもっとも有益であるためには、ＩＣはアナロ
グとデジタルの両方の入出力を可能とする混合信号であるべきで、もしボタン、スライダ
、電極配列などであれば静電容量を電極全体にわたって計測できるべきである。専用また
は標準インターフェースを組み込むことで、ＩＣはホストプロセッサへの末端装置として
センサが動作できるようにする。このインターフェースは、Ｉ２Ｃ、ＳＰＩ、ｃａｍｂｕ
ｓ、ＲＳ－２３２、ＵＳＢのような多くの標準デジタルシリアルプロトコルのどんな形式
でも採用でき、または、パラレルインターフェースポートと介してメモリマップＩ／Ｏを
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提供できる。応用に特化された、専用プロトコルも同様に使用され得る。ＩＣデバイスは
、ユーザ入力を検知するのに十分に早いペースで反復的に静電容量計測も可能で、かつリ
アルタイムで適切に返信できる。好ましくは、全てのローカルアナログ信号プロセスと基
本制御も、現在の相対的設定に適切なユーザのコマンドのみが出力信号として外部へ送出
されるように、ＩＣレベルでなされる。例えば、それぞれの要素での未加工の圧力レベル
を提供するよりは、ＩＣは正確な、それぞれの接触箇所での補完されたＸ、Ｙ位置の圧力
を特定できる。代わりに、より洗練されたプロセスは、「ゲームコントローラ：Ｆｉｒｅ
」や「オーディオプレーヤ：ＳＥＬＥＣＴ」のような、より論理的なコマンドを可能とで
きる。さらに、内蔵マイクロコントローラを取り込んだ混合信号ＩＣは、再構成可能な触
覚入力装置からの入力プロセスやホストを必要としない全体的な装置機能性の制御の両者
を統御する単一のチップを可能とする。カスタムＡＳＩＣも特定の応用のセンサにあわせ
るため、一部または全ての上記特徴を組み入れることで、発展させられる。
【００５３】
　商業的に入手可能な構成要素の例として、Ｃｙｐｒｅｓｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏ
ｒ（Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ，　ＣＡ）は、上述のような静電容量感知とデジタルインターフェ
ースを可能とする、商業的に入手可能なＩＣ製品を製造する。この技術は、Ｃｙｐｒｅｓ
ｓのプログラム可能なシステム・オン・チップ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ－ｏｎ－Ｃｈｉｐ（ＰＳｏＣ））では”ＣａｐＳｅｎｓｅ”の取引名で知られているが
、約２５ｍｍ２かそれ以上の面積の比較的大きな検出要素を備えた触知性センサには十分
である。Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｎｏｒｗｏｏｄ，　ＭＡ）もまた、小さいセン
サで静電容量計測を可能とする商業的に入手可能なＩＣを生産するが、これらの製品はス
レーブ末端装置としてのみ機能し、同数のセンサを読み取ることはできない。
【００５４】
　図５において、センサ５００は、部分的には、上述の様々な形態のどの一つを使っても
可能とできる第１電極層５０１を支持する硬質基板５１５から成る。圧縮可能な誘電体構
造５０２は、第２層の電極を支持し、また上述のどのスキームを使うようにも作られる。
この相対配置設定では、圧縮可能な誘電体構造で図示されているが、電極間の誘電体層は
、新規な特徴はセンサ設計にだけあるのではなく、オプションの誘電体膜５４５と絶縁保
護５５０を含むセンサ要素上に位置される柔軟な表示手段５６０の使用にもあり、発泡体
からまたはその他の従来の方法を使用して作られ得る。柔軟な表示手段５６０は、図６に
示されるように、異なる機能モードを表示するように設定され、透明な保護層５６５で覆
われてもよい。
【００５５】
　柔軟な表示手段５６０は、この発明の再配置可能な触知性のある入力装置の現在の相対
的配置設定を示すために設計される。ある場合では、完全なオーバレイは必要とされず、
ユーザに現在の機能を順に示すドット、十字線、矢印、または同様の印を示すセンサの一
部のみを覆ってもよい。柔軟な表示手段として、この発明の目的に有利に使われ得る一つ
の有益な技術として、電子発光（ＥＬ）ディスプレイが知られている。ＥＬディスプレイ
は、操作のモードに依存して相互配列設定を変化するよう設計され得るし、どのモードが
現在運用されているのかのガイドをユーザに提供する。
【００５６】
　電子発光ディスプレイは、誘電体層と選択的に堆積された発光性の蛍光体とで分離され
る、２つの伝導性のある表面からなるコンデンサと、類似する。蛍光体は、電場にさらさ
れると発光する。ＡＣ電圧は、一般的に、蛍光体と誘電体層の間の電場を作り出すために
使われる。それぞれのサイクルで２回、電子が励起され、蛍光体が透明な前面電極を介し
て光を放つ。本発明に使われるように、ＥＬディスプレイの長所は、少ない厚みと柔軟性
であり、触知性機能を減ずることなくセンサを覆うことを可能とする。ＥＬディスプレイ
はまた手軽に入手可能で、装置全体のコストに殊更重荷とならない。
【００５７】
　本発明の目的のために使用され得るＥＬディスプレイの特定の例は、英国ケンブリッジ
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州のペリカン社で作られている。その他の柔軟なディスプレイ手段として、有機ＬＥＤデ
ィスプレイまたはマサチューセッツ州ケンブリッジのＥ－ＩＮＫにより製造される「電子
インク」や、カリフォルニア州フレモントのシピックスイメージングによって製造される
「電子ペーパー」等も使用され得る。
【００５８】
　図６は複数に区分されたＥＬディスプレイを使って作られ得るセンサ配列設定の様々な
有用な例を図示する。図６Ａから図６Ｄは、異なる操作モード中のディスプレイの発光さ
れる外観を示す。操作モードでは、センサがタッチパッドや書き込みメモ帳として使われ
る「フリーフォーム」モード６Ａと、センサが標準キーパッドとして機能する「電話」モ
ード６Ｂと、リストをスクロールする時やオーディオプレーを操作しているような時に使
われる「ナビゲーション」モード６Ｃと、センサがほとんどの携帯可能なゲームシステム
用に典型的な制御に提供する、「ゲーム」モード６Ｄとがある。
【００５９】
　典型的な配列では、ＥＬディスプレイの底面電極層は、センサ用の上面絶縁層と選択的
に組み合わせられ得る絶縁層となる。それから装置全体が、磨耗、湿気、その他の不意な
環境状況から保護するための半透明で柔軟なカバーによって選択的に覆われる。
【００６０】
　図７Ａから図７Ｄは、スライドするコントローラのように構成要素間の連結が要求され
る様々な電極配置設定を示す。ＲＴＩＤは本質的に、電気的かつ機械的連結効果のため個
別の誘電体電極間の連結を提供する。重心検知を必要とする操作のためには、ファインピ
ッチ電極が使われ、構成要素間の更なる連結がセンサ設計により組み込まれうる。例えば
、もし非常に厚く堅いオーバレイ物質が使われるなら、電極の中心をオペレータが押した
場合、すべての電極からの応答は同じであろう。この機械的連結のアプローチには、増加
するＲＴＩＤの厚みという短所がある。したがって、スライダやスクロールホイールとし
て動作する電極には、電極設計は互いに絡み合う指を組み入れることができる。電気的結
合の程度はセンサのサイズと要求される操作上の動作によって調整され得る。
【００６１】
　図８Ａから図８Ｃは、重い圧力下で倒れるように設計された様々な有電支持構造を示す
。図８Ａは、接触領域が負荷により倒れる、一つの好ましい実施形態を示す。スクロール
やナビゲートモードでは、倒れが起こらないように軽い圧力が使われるが、触知性センサ
は接触位置と動きの方向を決定できる。オペレータが要望する位置へ到達した時、オペレ
ータは選択を示すためにその位置でもっと強く押すことができる。このより強い押下によ
り、支持構造が倒れたり、座屈したりする。電極間隔が近くなるので、静電容量計測値が
高くなり、つぶされた構造によって指示される力が弱くなって、ユーザが所望の選択を押
下または選択したという触知性感覚が、ユーザに提供される。
【００６２】
　本発明の再配列可能な入力装置は、従来技術の現存する入力装置に比べて次のような長
所がある。
・センサ表面全体に同時に起こる位置および圧力情報を提供する。したがって、ユーザイ
ンターフェース設計で更なる柔軟性を提供する。
・圧力情報は、制御入力を有効化あるいは無効化するための更なる機械的スイッチを必要
としうる現存するタッチセンサと比べた際（ＡｐｐｌｅコンピュータのｉＰｏｄ（登録商
標）は、例えば、そのようなホールドスイッチを有する。）、不慮の制御調整を避ける事
が容易にできる。
・本発明の触覚入力装置をもってすると、スクロール動作や所望の対象の選択のような異
なる動作を示すために、同じ領域内において異なる圧力レベルを使えるので、別個のスイ
ッチは必要ではない。
・タッチスクリーンに必要とされる様な位置キャリブレーションは必要ではないので、位
置誤差ドリフトは最小化される。
・本発明は、一つ以上の接触位置を解像できる本質的な能力を持ち、単一接触出力装置と
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・そして最後に、多数の伝導性または非伝導性物質同様、指を使って機能する。
【００６３】
　ここに本発明は特定の実施の形態に関連して記述されて来たが、これらの実施形態は本
発明の原理と応用を単に具体例として示したに過ぎないと解される。それゆえ、多様な改
変が具体的形態になされてもよく、そして添付の請求項によって定義されるように、本発
明の思想と範囲から外れることなくその他のアレンジが発明されうると解される。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】センサ上に圧力を与えるスタイラスペンを伴う、本発明の触覚センサの最も基本
的な設計の一般的な図である。
【図２Ａ】再構成可能なキーパッドとして使用される別個の電極を持った本発明のセンサ
の、最初の有益な実施形態の、立面図である。
【図２Ｂ】再構成可能なキーパッドとして使用される別個の電極を持った本発明のセンサ
の、最初の有益な実施形態の、部分拡大を伴う側面図である。
【図３Ａ】相互に接続された個別の電極のマトリックスを組み込んだ、本発明の２つ目の
有益な実施形態の、立面図である。
【図３Ｂ】相互に接続された個別の電極のマトリックスを組み込んだ、本発明の２つ目の
有益な実施形態の、部分拡大を伴う側面図である。
【図４】容量性触覚センサ配列を形成する電極の重ねあった帯を持つ本発明の３つ目の実
施形態の、立面図および部分拡大図を伴う側面図である。
【図５】センサと近傍に搭載されたＩＣ上の柔軟なディスプレイの形態を表示する、４つ
目の発明の実施形態を表示する。
【図６Ａ】再構成可能な入力装置用の様々な操作モードを示す複数分離域のある柔軟なデ
ィスプレイの形態の表面パターンの立面図を示す。
【図６Ｂ】再構成可能な入力装置用の様々な操作モードを示す複数分離域のある柔軟なデ
ィスプレイの形態の表面パターンの立面図を示す。
【図６Ｃ】再構成可能な入力装置用の様々な操作モードを示す複数分離域のある柔軟なデ
ィスプレイの形態の表面パターンの立面図を示す。
【図６Ｄ】再構成可能な入力装置用の様々な操作モードを示す複数分離域のある柔軟なデ
ィスプレイの形態の表面パターンの立面図を示す。
【図７】より良い電気的結合のために適応された重複した電極の様々な様式を示す。
【図８Ａ】触覚フィードバックをユーザへ提供するために、所定の閾値を超えた圧力下で
倒れるよう設計された、圧縮可能な誘電体構造の可能な様式を示す。
【図８Ｂ】触覚フィードバックをユーザへ提供するために、所定の閾値を超えた圧力下で
倒れるよう設計された、圧縮可能な誘電体構造の可能な様式を示す。
【図８Ｃ】触覚フィードバックをユーザへ提供するために、所定の閾値を超えた圧力下で
倒れるよう設計された、圧縮可能な誘電体構造の可能な様式を示す。
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