
JP 2011-521374 A 2011.7.21

(57)【要約】
　本発明は、消費電力を低減することができ、別途の動
作モードスイッチなしに動作モードを転換させることが
できる接触センサ装置及びその装置の動作モード転換方
法を提供する。
　本発明の接触センサ装置は、表面上の接触により発生
する入力信号を受信して内部静電容量の変化を介して接
触信号を発生させるタッチパネルと、接触信号を受信し
て接触情報を計算して感知データを形成し、予め保存さ
れたパターン信号と比較して接触される入力信号に相応
する動作を制御する接触センサチップと、を備えること
を特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面上の接触により発生する入力信号を受信して内部静電容量の変化に基づいて接触信
号を発生するタッチパネルと、
　前記接触信号を受信して接触情報を計算し、感知データを発生させ、前記感知データと
予め保存されたパターン信号とを比較して前記受信した入力信号に相応する動作を実行す
るように制御する接触センサチップと、
を備えることを特徴とする接触センサ装置。
【請求項２】
　前記接触センサチップは、
　前記接触信号を受信し、前記接触情報を感知し、電気信号を利用する電気的状態の変化
を出力する接触センシング部と、
　前記電気信号を受信し、前記接触情報を計算して保存し、前記タッチパネル上の接触状
態が終了すると保存された前記接触情報を合成して前記入力信号に相応する前記感知デー
タを発生して出力する感知データ生成部と、
　前記パターン信号を予め保存し、前記感知データを受信し、前記パターン信号と前記感
知データとを比較して前記感知データと同一パターン信号の存在可否に従って前記入力信
号が意味する動作を実行するように前記接触センサ装置を制御する感知データ分析部と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の接触センサ装置。
【請求項３】
　前記感知データ分析部は、
　前記受信した入力信号に相応する動作を開始する起床モードに転換することができる前
記パターン信号を予め保存するデータ保存部と、
　所定周期に前記感知データを抽出し、前記予め保存されたパターン信号を受信し、前記
感知データと前記予め保存されたパターン信号とを比較し、前記感知データと同一パター
ン信号が前記データ保存部に存在するか否かを判断する比較部と、
を備えることを特徴とする請求項２に記載の接触センサ装置。
【請求項４】
　前記比較部は、
　前記感知データと同一の前記パターン信号が前記データ保存部に存在する場合には、前
記該当入力信号が意味する動作を実行するための起床モード転換信号を出力し、
　前記同一パターン信号が前記データ保存部に存在しない場合には、仮睡眠モードを維持
しながら前記タッチパネルに他の入力信号が入力されるまで待機することを特徴とする請
求項３に記載の接触センサ装置。
【請求項５】
　前記比較部は、
　別途の動作モードスイッチがなく、共通で使用する前記タッチパネル上に文字、数字、
模様信号のような異なる性質の入力信号を入力するために、複数個の多様な動作を開始す
る前記起床モード転換信号を出力することを特徴とする請求項４に記載の接触センサ装置
。
【請求項６】
　前記入力信号、前記パターン信号、前記感知データは文字、数字、模様信号であり、
　前記接触情報は接触点の開始位置、移動方向及び移動経路であることを特徴とする請求
項５に記載の接触センサ装置。
【請求項７】
　前記接触センシング部は、
　前記複数個の接触電極のそれぞれと電気的に接続され、前記タッチパネル上での接触に
よって発生し、第１時間遅延された前記接触信号を受信し、基準信号を前記第１時間と異
なる時間の間遅延することによって獲得される遅延信号を受信し、前記接触信号と前記遅
延信号との間の位相差を利用して前記電気信号を出力する複数個の接触センサを備えるこ
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とを特徴とする請求項３に記載の接触センサ装置。
【請求項８】
　前記複数個の接触センサのそれぞれは、
　クロック信号を前記基準信号として発生する基準信号発生部と、
　前記基準信号を受信し、前記基準信号を接触物体の接触可否に関係なく第１時間遅延し
て第１信号を発生する第１信号発生部と、
　前記基準信号を受信し、タッチパッドに接触物体の接触が感知されなければ前記基準信
号を遅延することなく第２信号を発生し、前記タッチパッドに接触物体の接触が感知され
れば前記基準信号を前記第１時間よりもさらに長い時間遅延して前記第２信号を発生する
第２信号発生部と、
　前記第１信号に同期して前記第２信号をサンプリング及びラッチして感知信号を発生し
た後前記感知信号を外部に出力する感知信号発生部と、
を備えることを特徴とする請求項７に記載の接触センサ装置。
【請求項９】
　前記タッチパネルは、
　平面上にマトリクス状に配列され、入力信号を受信し、前記接触信号を出力する複数個
の接触電極と、
　前記複数個の接触電極を電気的に絶縁し、接触物体の接触時に所定静電容量を発生する
絶縁膜と、
を備えることを特徴とする請求項１に記載の接触センサ装置。
【請求項１０】
　前記仮睡眠モードにおいて、
　前記接触センシング部は正常動作よりも低い周波数で動作を維持し、前記データ保存部
、前記感知データ生成部、及び前記比較部は睡眠モードを維持した状態であることを特徴
とする請求項４に記載の接触センサ装置。
【請求項１１】
　前記接触センシング部は、
　前記接触による静電容量の変化値を出力し、前記予め保存されたパターン信号に前記静
電容量の変化値を含むことを特徴とする請求項７に記載の接触センサ装置。
【請求項１２】
　表面上の接触により発生する入力信号を受信し、接触情報を接触センサチップに伝達す
るタッチパネルを備える接触センサ装置の動作モード転換方法において、
　前記タッチパネル表面上の接触により発生する前記入力信号を受信し、前記接触情報を
計算して保存し、前記タッチパネル上の接触状態が終了すると保存された前記接触情報を
合成して前記入力信号に相応する感知データを発生させて出力する感知データ生成段階と
、
　前記パターン信号を予め保存し、前記感知データを受信し、前記パターン信号と前記感
知データとを比較して前記感知データと同一のパターン信号の存在可否に従って前記入力
信号が意味する動作を実行するように前記タッチセンサ装置を制御する感知データ分析段
階と、
　前記感知データと同一の前記パターン信号が存在する場合には前記接触センサチップが
起床モード転換信号を出力し、前記感知データと同一の前記パターン信号が存在しない場
合には仮睡眠モードを維持する動作モード転換段階と、
を備えることを特徴とする接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１３】
　前記感知データ生成段階は、
　前記入力信号を受信し、内部静電容量の変化に基づいて前記接触信号を発生する接触信
号発生段階と、
　前記接触情報を感知し、電気信号を利用する電気的状態の変化を出力する接触センシン
グ段階と、



(4) JP 2011-521374 A 2011.7.21

10

20

30

40

50

を備えることを特徴とする請求項１２に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１４】
　前記感知データ分析段階は、
　前記接触センサ装置を前記入力信号に相応する動作を開始する起床モードに転換するこ
とができる前記パターン信号を予め保存するデータ保存段階と、
　所定周期に前記感知データを抽出し、前記予め保存されたパターン信号を受信し、前記
予め保存されたパターン信号と前記感知データとを比較し、データ保存部に前記感知デー
タと同一の前記パターン信号が存在するか否かを判断する信号比較段階と、
を備えることを特徴とする請求項１３に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１５】
　前記信号比較段階は、
　別途の動作モード転換スイッチなしに、共通で使用する前記タッチパネル上に前記文字
、数字、模様信号のような異なる性質の入力信号を入力させるための複数個の多様な動作
を開始する前記起床モード転換信号を出力することを特徴とする請求項１４に記載の接触
センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１６】
　前記動作モード転換段階は、
　前記感知データと同一の前記パターン信号が存在する場合には前記入力信号が意味する
動作を開始するための前記起床モード転換信号を出力して動作に必要な画面を前記タッチ
パネルにディスプレイする段階と、
　前記感知データと同一の前記パターン信号が存在しない場合には前記仮睡眠モードを維
持しながら前記タッチパネル上に他の前記入力信号が入力されるまで待機する段階と、
を備えることを特徴とする請求項１２に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１７】
　前記接触センサ装置の動作モード転換方法は、
　所定時間が経過した後、動作中に仮睡眠モードへの転換を許容しているか否かを判断す
る段階と、
　前記動作中に仮睡眠モードへの転換が許容される場合、動作中の所定期間の間に前記タ
ッチパネル上にさらに他の接触があるか否かを判断する段階と、
　前記動作中に仮睡眠モードへの転換が許容されない場合、前記入力信号が意味する動作
に必要な画面を前記タッチパネルにディスプレイする段階と、
を備えることを特徴とする請求項１２に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１８】
　前記さらに他の接触があるか否かを判断する段階は、
　前記所定期間の間に前記タッチパネル上にさらに他の接触があると判断した場合、前記
入力信号が意味する動作に必要な画面を前記タッチパネルにディスプレイする段階と、
　前記所定期間の間に前記タッチパネル上にさらに他の接触がないと判断した場合、前記
タッチパネル上に他の前記入力信号が入力されるまで待機する段階と、
を備えることを特徴とする請求項１７に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項１９】
　前記入力信号、前記パターン信号、前記感知データは文字、数字、模様信号であり、
　前記接触情報は接触点の開始位置、移動方向及び移動経路であることを特徴とする請求
項１８に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【請求項２０】
　前記接触センシング段階は、
　クロック信号を基準信号として発生する基準信号発生段階と、
　前記基準信号を受信し、接触物体の接触可否に関係なく前記基準信号を第１時間遅延し
て第１信号を発生する第１信号発生段階と、
　前記基準信号を受信し、タッチパッドに接触物体の接触が感知されなければ前記基準信
号を遅延せず第２信号を発生し、前記タッチパッドに接触物体の接触が感知されれば前記
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基準信号を前記第１時間よりも長い時間遅延させて前記第２信号を発生する第２信号発生
段階と、
　前記第１信号に同期して前記第２信号をサンプリング及びラッチして感知信号を発生し
た後、前記感知信号を外部に出力する感知信号発生段階と、
を備えることを特徴とする請求項１３に記載の接触センサ装置の動作モード転換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接触センサ装置に関し、特に、タッチパネル上で接触入力を感知することで
発生する電気信号を処理して多様な入力信号が意味する動作を実行する接触センサ装置及
びその装置の動作モード転換方法( Ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　
ｔｈｅ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅ　ｔ
ｈｅｒｅｏｆ)に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパッドは、データ入力装置の一つとして、平面上にマトリクス状の感知点が配置
され、ユーザがどこを押してどの方向に接触点を移動しているかが感知できるため、マウ
スの代用として多く用いられる。タッチパッドには電気的スイッチを平面上に配列したも
のや、キャパシタ型センサまたはトランジスタ型センサを平面上に配列したものなどの多
様な種類がある。
【０００３】
　そのうち、キャパシタ型センサを使用する複数個のタッチパッドで構成されたタッチパ
ネルは、ノートパソコンなどでのカーソル動きを調節する場合に多く用いられる。このタ
ッチパネルの表面は絶縁膜により覆われていて、その絶縁膜の下側に横線と縦線が所定間
隔に配列されている。この横線と縦線との間には電気的等価回路としてキャパシタが存在
するが、横線が第１電極であり、縦線が第２電極である。
【０００４】
　感知表面に指、すなわち一種の導体が接触されると、その横線と縦線との間から発生す
る静電容量と接触されない部分の線間の静電容量とが異なった値を示すことになる。よっ
て、横線に電圧信号を印加し、縦線にキャパシタの静電容量の変化を読み込むことでどの
部分の感知面が接触しているか否かが分かる。
【０００５】
　このようなタッチパネルには、文字、数字、模様信号などを入力することができるが、
情報入力の頻度が高く、便宜性を要する場合には、その有用性が最も大きい。例えば、従
来の携帯電話は電話番号入力を簡便にするためにショートカットキー機能を提供し、ショ
ートカットキーは電話番号よりは短いから入力が簡便なことがあるが、ショートカットキ
ー番号自体に意味を含ませることは容易いことではないので、その短縮番号を記憶するこ
とは困難で、一々確認しなければならないなどの作業が必要となる。
【０００６】
　しかしながら、文字、数字、模様信号、すなわち簡単な記号や模様には、容易に意味を
付け加えることができ、例えば、特定人の電話番号を入力したい場合に、その人の名前や
ニックネームに該当する文字の初子音や英文の初アルファベットを入力して通話ができる
など、記憶や使用に非常に便利である。
【０００７】
　図１は従来技術による電気的接触センサ装置の回路図で、タッチパネル１０、接触セン
サチップ２０、ＭＣＵ３０を備える。タッチパネル１０は複数個の接触電極１０－１ない
し１０－Ｎで構成され、接触センサチップ２０は複数個の接触センサ２０－１ないし２０
－Ｎで構成される。
【０００８】
　タッチパネル１０の表面には、複数個の接触電極１０－１ないし１０－Ｎが配列されて
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接触可否を接触センサチップ２０に知らせる。接触センサチップ２０内の複数個の接触セ
ンサ２０－１ないし２０－Ｎは複数個の接触電極１０－１ないし１０－Ｎに電気的に接続
され、ＭＣＵ３０は接触センサチップ２０から得られる信号を処理して文字、数字、模様
信号が意味する動作を実行するように電気的接触センサ装置を制御する。
【０００９】
　図２は従来技術による電気的接触センサ装置の動作を示すフローチャートであり、次に
図１及び図２を参照してその動作を説明する。
【００１０】
　まず、タッチパネル１０に入力される文字、数字、模様信号などのパターン信号とそれ
ぞれの入力に応じて活性モードで実行する動作をＭＣＵ３０内にマッピングして保存する
(Ｓ１０)。
【００１１】
　電気的接触センサ装置が睡眠モード(ｓｌｅｅｐｉｎｇ　ｍｏｄｅ)にあった後、動作を
開始すると、ＭＣＵ３０は複数個の接触電極１０－１ないし１０－Ｎに人体が接触したか
否かを所定時間の間隔でチェックする。
【００１２】
　すなわち、一定時間の周期でタッチパネル１０を動作させると(Ｓ２０)、接触センサチ
ップ２０内の複数個の接触センサ２０－１ないし２０－Ｎは電気的に接続されている複数
個の接触電極１０－１ないし１０－Ｎから接触情報を受信して電気的信号を出力する(Ｓ
３０)。
【００１３】
　ＭＣＵ３０は、接触センサチップ２０から出力される電気的信号によって接触点の開始
位置、移動方向及び移動経路を計算して、その値を保存しながら、接触状態が終了すると
上記計算された値を結合して一つの感知データとして形成する(Ｓ３５)。
【００１４】
　このように経路として形成された感知データと予めマッピングして保存した文字、数字
、模様信号を互いに比較して(Ｓ４０)、両者が同一入力信号を有する場合には起床モード
に転換して(Ｓ５０)、電気的接触センサ装置が該当入力信号に相当する動作を実行する(
Ｓ５５)。
【００１５】
　万一、両者が同一入力信号を有しない場合には、睡眠モードを維持し(Ｓ１５)、複数個
の接触電極１０－１ないし１０－Ｎに人体が接触したか否かに対するＭＣＵ３０のチェッ
ク動作が繰り返される。
【００１６】
　このとき、ＭＣＵ３０は、電気的接触センサ２０を介してタッチパネル１０に人の手が
接触されなかったことを感知すると、電気的接触センサ装置の動作を不活性化させて電源
供給を遮断し、人の手が接触されたことを感知すると電源供給部の動作を活性化させて電
気的接触センサ装置の各構成要素に動作電源を供給する。
【００１７】
　電気的接触センサ装置が無線装置の場合には、充電池または乾電池を電力源として用い
て使用時間の制約を受けるため、最大限に使用時間を増やすのがなによりも重要であるが
、従来技術による電気的接触センサ装置では、上記タッチパネル１０上の接触点の開始位
置、移動方向及び移動経路を計算し、感知データを形成して保存した文字、数字、模様信
号と比較して、電気的接触センサ装置が活性モードで動作を実行するように制御する動作
を、ＭＣＵ３０が全部行うため、電力消費が大きいという問題があった。
【００１８】
　一方、一応不活性化状態においてタッチパネル１０に人の手が接触されたか否かを感知
するためには間歇的に電源供給部の動作を活性化させて接触センサチップ２０とＭＣＵ３
０を動作させなければならないので、応答速度を早くするためには間歇的な動作を頻繁に
行わなければならなく、これによる電力消費の増加は甘受しなければならなかった。
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【００１９】
　これにより従来技術による電気的接触センサ装置では、不活性化状態から起床モードに
転換するために、別途の機械的なスイッチで実現する必要があって、更に文字、数字、模
様信号という異なる性質の信号を、一つの与えられたタッチパネル１０上に入力するため
には、別途の動作モード転換スイッチを用いて各入力モードを起床モードに転換する必要
があって、電気的接触センサシステム構成が多少複雑であり、製造するのに追加的な費用
がかかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００２－００３８１７７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明の目的は、別途の動作モードスイッチを備えず、パターン信号を予め保存してタ
ッチパネル上の接触情報から感知データを形成して両者を比較することで動作モードを制
御するＭＣＵの機能を実行することができる、接触センサ装置を提供することにある。
【００２２】
　本発明の他の目的は、上記目的を達成するための接触センサ装置の動作モード転換方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するための本発明の接触センサ装置は、表面上の接触により発生する入
力信号を受信して内部静電容量の変化を介して接触信号を発生するタッチパネルと、接触
信号を受信して接触情報を計算し、感知データを形成して予め保存されたパターン信号と
比較して接触される入力信号に相応する動作を制御する接触センサチップと、を備えるこ
とを特徴とする。
【００２４】
　上記接触センサチップは、接触信号を受信して接触情報を感知して電気的な状態変化を
電気信号に出力する接触センシング部と、電気信号を受信して接触情報を計算して保存し
、タッチパネル上の接触状態が終了すると保存された接触情報を結合して相応する感知デ
ータを形成して出力する感知データ生成部と、パターン信号を予め保存した後感知データ
を受信してパターン信号と感知データとを比較して同一信号の存在可否によって該当入力
信号が意味する動作実行を制御する感知データ分析部と、を備えることができる。
【００２５】
　上記感知データ分析部は接触される入力信号に相応する動作を開始する起床モードに転
換させることができるパターン信号を予め保存するデータ保存部と、感知データを所定周
期に抽出し、予め保存されたパターン信号を受信して比較して同一信号がデータ保存部に
存在するか否かを判断する比較部と、を備えることができる。
【００２６】
　上記比較部は、感知データと同一パターン信号とがデータ保存部にある場合には該当入
力信号が意味する動作を実行するための起床モード転換信号を出力し、同一パターン信号
がデータ保存部にない場合には睡眠モードを維持しながらタッチパネルに他の入力信号の
入力があるまで待機することができる。
【００２７】
　上記比較部は、共通に用いられるタッチパネル上に、文字、数字、模様信号のような異
なる性質の入力信号を入力するために、別途の動作モードスイッチなしに複数個の多様な
動作を開始する起床モード転換信号を出力することができる。
【００２８】
　上記入力信号、上記パターン信号、及び上記感知データは、文字、数字、模様信号であ
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り、接触情報は、接触点の開始位置、移動方向及び移動経路とすることができる。
【００２９】
　上記接触センシング部は、複数個の接触電極のそれぞれと電気的に接続されて、タッチ
パネル上での接触によって第１時間遅延された接触信号を受信し、基準信号が第１時間と
異なる時間分遅延された遅延信号を受信して、両信号の位相差を利用して電気信号を出力
する複数個の接触センサを備えることができる。
【００３０】
　上記複数個の接触センサのそれぞれは、クロック信号を基準信号として発生する基準信
号発生部と、基準信号を受信して、接触物体の接触可否に関係なく、常に第１時間遅延し
て第１信号を発生する第１信号発生部と、基準信号を受信して、タッチパッドに接触物体
の接触が感知されないと基準信号は遅延せず、上記タッチパッドに接触物体の接触が感知
されると基準信号を第１時間よりもさらに遅延して第２信号を発生する第２信号発生部と
、第１信号に同期して第２信号をサンプリング及びラッチして感知信号を発生した後、外
部に出力する感知信号発生部と、を備えることができる。
【００３１】
　上記タッチパネルは、平面上にマトリクス状に配列されて入力信号を受信して接触信号
を出力する複数個の接触電極と、複数個の接触電極表面上に電気的に絶縁されて接触物体
の接触時に所定静電容量を発生する絶縁膜と、を備えることができる。
【００３２】
　上記他の目的を達成するための本発明の接触センサ装置の動作モード転換方法は、表面
上の接触により発生する入力信号を受信して接触情報を接触センサチップに伝達するタッ
チパネルを備える接触センサ装置の動作モード転換方法において、タッチパネル表面上の
接触により発生する入力信号を受信して接触情報を計算して保存し、タッチパネル上の接
触状態が終了すると保存された接触情報を結合して相応する感知データを形成して出力す
る感知データ生成段階と、パターン信号を予め保存した後感知データを受信してパターン
信号と感知データとを比較して同一信号の存在可否により該当入力信号が意味する動作実
行を制御する感知データ分析段階と、感知データと予め保存されたパターン信号に同一信
号が存在する場合には接触センサチップが起床モード転換信号を出力し、同一信号が存在
しない場合には睡眠モードを維持する動作モード転換段階と、を備えることを特徴とする
。
【００３３】
　上記感知データ生成段階は、入力信号を受信して内部静電容量の変化を介して接触信号
を発生する接触信号発生段階と、接触情報を感知して電気的な状態変化を電気信号に出力
する接触センシング段階と、を備えることができる。
【００３４】
　上記感知データ分析段階は、接触される入力信号に相応する動作を開始する起床モード
に転換することができるパターン信号を予め保存するデータ保存段階と、感知データを所
定周期に抽出して予め保存されたパターン信号を受信して比較して同一な信号がデータ保
存部に存在するか否かを判断する信号比較段階と、を備えることができる。
【００３５】
　上記信号比較段階は、共通に使用するタッチパネル上に、文字、数字、模様信号のよう
な異なる性質の入力信号を入力するために、別途の動作モードスイッチなしに複数個の多
様な動作を開始する起床モード転換信号を出力することができる。
【００３６】
　上記動作モード転換段階は、感知データと予め保存されたパターン信号に同一信号が存
在する場合には該当入力信号が意味する動作を開始するための起床モード転換信号を出力
して動作に必要な画面をタッチパネルにディスプレイする段階と、同一信号が存在しない
場合には仮睡眠モードを維持しながらタッチパネル上に他の入力信号が入力されるまで待
機する段階と、を備えることができる。
【００３７】
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　上記動作モード転換段階は、所定時間が経過した後に動作中に仮睡眠モードへの転換を
許容しているか否かを判断する段階と、動作中に仮睡眠モードへの転換が許容される場合
、動作中に所定期間の間にタッチパネル上にさらに他の接触があるか否かを判断する段階
と、動作中に仮睡眠モードへの転換が許容されない場合、該当入力信号が意味する動作に
必要な画面をタッチパネルにディスプレイする段階をさらに備えることができる。
【００３８】
　上記さらに他の接触があるか否かを判断する段階において、所定期間の間にタッチパネ
ル上にさらに他の接触があると判断した場合、該当入力信号が意味する動作に必要な画面
をタッチパネルにディスプレイする段階と、所定期間の間にタッチパネル上にさらに他の
接触がないと判断した場合、タッチパネル上に他の入力信号の入力があるまで待機させる
段階と、を備えることができる。
【００３９】
　上記接触センシング段階は、クロック信号を基準信号として発生する基準信号発生段階
と、基準信号を受信して、接触物体の接触可否に関わらず、常に第１時間遅延して第１信
号を発生する第１信号発生段階と、基準信号を受信して、タッチパッドに接触物体の接触
が感知されなければ基準信号を遅延せず、上記タッチパッドに接触物体の接触が感知され
れば基準信号を第１時間よりさらに遅延して第２信号を発生する第２信号発生段階と、第
１信号に同期して第２信号をサンプリング及びラッチして感知信号を発生した後に外部に
出力する感知信号発生段階と、を備えることができる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の接触センサ装置は、タッチセンサチップが、従来のＭＣＵが行う機能を実行す
ることができる。よって、タッチパネル上の接触入力により接触センサ装置の多様な動作
を行わせるために消費する電力が著しく減少される。また、接触センサ装置は、別途の動
作モードスイッチなしに、多様な動作に転換させることができる。その結果、システム構
成が簡便であって、かつ製造費用を節約することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】従来技術による電気的接触センサ装置の回路図である。
【図２】従来技術による電気的接触センサ装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明による電気的接触センサ装置の回路図である。
【図４】図３におけるタッチパネル内の一つの接触電極と接触センシング部内の一つの接
触センサとの接続関係を示す図である。
【図５】本発明による電気的接触センサ装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に、添付図面を参照して本発明の半導体装置及びデイジーチェーン通信方式の接触
センサ装置を説明する。しかし、本発明は、以下に公開された実施形態に限らず、多様な
形態に実現することができる。以下の実施形態は当業者が本発明を具体化して実現できる
ようにする目的から提供されたものである。
【００４３】
　図３は、本発明による電気的接触センサ装置の回路図であって、タッチパネル１０と接
触センサチップ１００とを備える。タッチパネル１０は複数個の接触電極１０－１ないし
１０－Ｎから構成され、接触センサチップ１００は接触センシング部２０、データ保存部
１１０、感知データ生成部１４０、比較部１７０、接触位置データ生成部１８０から構成
され、接触センシング部２０は複数個の接触センサ２０－１ないし２０－Ｎから構成され
る。
【００４４】
　次に、図３を参照して本発明による電気的接触センサ装置の各構成要素の機能を説明す
る。
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　タッチパネル１０は、平面上にマトリクス状の複数個の接触電極１０－１ないし１０－
Ｎが配置されて、文字、数字、模様信号など入力信号を受信して内部キャパシタ量の変化
によって電気信号が発生される。
【００４５】
　データ保存部１１０は、タッチパネル１０に入力されて電気的接触センサ装置の多様な
動作を仮睡眠モード(Ｐｓｅｕｄｏ　ｓｌｅｅｐｉｎｇ　ｍｏｄｅ)から起床モードに転換
させることができる、文字、数字、模様信号などのパターン信号を予め保存している。
【００４６】
　接触センシング部２０は、複数個の接触センサ２０－１ないし２０－Ｎがタッチパネル
１０内の複数個の接触電極１０－１ないし１０－Ｎと電気的に接続され、電気信号を受信
して接触点の開始位置、移動方向及び移動経路を感知して電気的な状態変化を電気信号と
して出力する。
【００４７】
　感知データ生成部１４０は、接触センシング部２０から出力される電気信号を受信して
接触点の開始位置、移動方向及び移動経路を計算してその値を保存し、接触状態が終了す
ると保存された上記値を結合して相応する文字、数字、模様信号などの感知データを形成
して出力する。
【００４８】
　比較部１７０は、所定周期に感知データ生成部１４０から形成された感知データを抽出
してデータ保存部１１０に予め保存しておいた文字、数字、模様信号などのパターン信号
と相互比較し、両者に同一入力信号が存在する場合には該当入力信号が意味する動作を実
行するための起床モード転換信号を出力し、同一入力信号が存在しない場合には仮睡眠モ
ードを維持させながらタッチパネル１０に、さらに他の文字、数字、模様信号などの入力
信号があるまで待機する。
【００４９】
　接触位置データ生成部１８０は、比較部１７０が起床モード転換信号を出力する場合に
接触センシング部２０から電気信号を受信して比較部１７０の起床モード転換信号に応答
して接触位置座標の接触位置データを生成して出力する。
【００５０】
　ここで、仮睡眠モードとは、電気的接触センサ装置のすべてのブロックが睡眠モードと
起床モード転換後の活性状態で動作する従来技術とは異なって、本発明による電気的接触
センサ装置における接触センシング部２０は正常動作よりも低い周波数で常に動作し、残
りのブロック１１０、１４０、１７０、１８０は睡眠モードを維持する状態をいう。
【００５１】
　図４は、図３のタッチパネル内の一つの接触電極と接触センシング部内の一つの接触セ
ンサとの接続関係を示す図面であって、接触電極１０－Ｎ、基準信号発生部２１、第１信
号発生部２３、第２信号発生部２２、感知信号発生部２４を備える。
【００５２】
　以下、各ブロックの機能を説明する。
　基準信号発生部２１は、クロック信号を基準信号ｒｅｆ＿ｓｉｇとして発生して第１信
号発生部２３と第２信号発生部２２とにそれぞれ印加する。
【００５３】
　第１信号発生部２３は、接触物体の接触可否に関係なく、常に基準信号ｒｅｆ＿ｓｉｇ
を第１時間遅延して第１信号ｓｉｇ１を発生する。
【００５４】
　第２信号発生部２２は、接触物体が接触される接触パッド１０－Ｎを備える。接触パッ
ド１０－Ｎに接触物体が接触しないと、第２信号発生部２２は基準信号ｒｅｆ＿ｓｉｇを
遅延させて第２信号ｓｉｇ２を発生する。一方、接触パッド１０－Ｎに接触物体が接触す
ると、第２信号発生部２２は基準信号ｒｅｆ＿ｓｉｇを第１時間よりもさらに多く遅延し
て第２信号ｓｉｇ２を発生する。
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【００５５】
　すなわち、第２信号発生部２２は、接触物体の非接触時には第１信号ｓｉｇ１の位相よ
りも早い位相を有する第２信号ｓｉｇ２を生成し、接触物体の接触時には第１信号ｓｉｇ
１の位相よりも遅い位相を有する第２信号ｓｉｇ２を生成する。
【００５６】
　ここで、接触物体は所定の静電容量を有するあらゆる物体が適用されており、代表的な
例として、電荷を多く蓄積している人体があげられる。
【００５７】
　感知信号発生部２４は、第１信号ｓｉｇ１に同期して、第２信号ｓｉｇ２をサンプリン
グ及びラッチし、感知信号ｃｏｎ＿ｓｉｇを発生する。
【００５８】
　ここで、基準信号発生部２１の出力は、接触センサチップ１００の動作モードによって
周波数が異なるが、例えば、起床モードに転換する前には低い周波数で出力し、起床モー
ドに転換した後には高い周波数で出力することができる。
【００５９】
　これは、意図した接触は速度が早くないため起床モードに転換した後には早い接触速度
に応答できるようにし、起床モードに転換する前には電力消費を節減させると共に意図し
ない接触による誤動作を防止するためのものである。
【００６０】
　図５は本発明による電気的接触センサ装置の動作を示すフローチャートであって、次に
図３ないし図５を参照してその動作を説明する。
　以下では、タッチパネル１０上の運転手の指接触によって、道路交通情報案内動作と共
に、ラジオ放送聴取などのオーディオ動作、ＴＶ放送視聴などのビデオ動作を実行する自
動車ナビゲータに適用される電気的接触センサ装置を例にあげて説明する。
【００６１】
　まず、データ保存部１１０は、タッチパネル１０に入力されて仮睡眠モードから起床モ
ードに転換することができる文字、数字、模様信号などのパターン信号を予め保存する(
Ｓ１００)。
【００６２】
　例えば、
【数１】

模様の文字信号は道路交通情報案内動作を実行するための入力、「∧」模様のパターン信
号はオーディオ動作を実行させるための入力、「∨」模様の文字信号はビデオ動作を実行
するための入力、「－」模様のパターン信号は以前の動作を継続するための入力であると
仮定し、上記文字及びパターン信号をデータ保存部１１０に保存する。
【００６３】
　運転手が運転中にラジオ放送を聴取したく指接触によりタッチパネル１０上に「∧」模
様のパターンを入力したら、タッチパネル１０内の複数個の接触電極１０－１ないし１０
－Ｎのうちの運転手の指が接触開始された地点での接触電極と「∧」模様のパターンに沿
って移動する軌跡上の接触電極とが、それぞれ接触開始位置、移動方向及び移動経路に対
する接触情報を内部キャパシタ量の変化に従って接触信号として発生する(Ｓ２５０)。
【００６４】
　接触センシング部２０は、タッチパネル１０における運転手の指接触により所定時間遅
延された電気信号を受信して、基準信号を異なる時間分遅延した電気信号との位相差を利
用して接触信号を出力するが、感知された接触点の開始位置、移動方向及び移動経路を感
知して電気的な状態変化を電気信号として出力する(Ｓ３００)。
【００６５】
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　感知データ生成部１４０は、接触センシング部２０から出力する電気信号を受信して接
触点の開始位置、移動方向及び移動経路を計算してその値を保存した後、接触状態が終了
すると保存された上記値を総合して相応するパターン信号である「∧」模様の感知データ
を形成して出力する(Ｓ３５０)。
【００６６】
　比較部１７０は、感知データ生成部１４０から形成された「∧」模様の感知データとデ
ータ保存部１１０に予め保存しておいた
【数２】

模様の文字信号、「∧」模様のパターン信号、「∨」模様の文字信号、「－」模様のパタ
ーン信号を相互比較する(Ｓ４００)。
【００６７】
　接触位置データ生成部１８０は、比較部１７０が起床モード転換信号を出力する場合、
接触センシング部２０から電気信号を受信して比較部１７０の起床モード転換信号に応答
して接触位置座標である接触位置データを生成して出力する。
【００６８】
　両者が「∧」模様の信号として同一パターン信号がデータ保存部１１０に存在するので
、比較部１７０は該当入力信号が意味するオーディオ動作を実行するための起床モード転
換信号を出力し、接触位置データ生成部１８０がこの信号に応答して接触センシング部２
０の出力を接触位置座標として出力するが(Ｓ５００)、運転手が間違ってタッチパネル１
０上に「∧」模様の代わりに「＜」模様のパターン信号を入力したら比較部１７０は両者
に同一パターン信号がデータ保存部１１０に存在しないものとして判断して起床モード転
換信号を出力せず、仮睡眠モードを維持しながらタッチパネル１０に他の文字、数字、模
様信号などが入力されるまで待機する(Ｓ１５０)。
【００６９】
　「∧」模様のパターン信号が意味するオーディオ動作を実行するための起床モード転換
信号が出力されると、自動車ナビゲータ内のオーディオシステムが作動し、これに係るユ
ーザインターフェース(Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ)が動作してタッチパネル１０はオ
ーディオ動作に必要な画面をディスプレイする(Ｓ５５０)。ここで、ユーザインターフェ
ースとは、各種電子器機をユーザが使いやすくした設計内容のことを言っており、コンピ
ュータを最も使いやすく、かつ便利に使用できるように考案されたアイコンがその代表的
な例である。
【００７０】
　所定時間が経過した後、自動車ナビゲータが消費電力の節約や他の動作への迅速転換の
便宜性などを目的として動作中に仮睡眠モードへの転換を許容しているか否かを判断する
(Ｓ６００)。
【００７１】
　自動車ナビゲータが動作中に仮睡眠モードへの転換が許容された場合であれば接触セン
シング部２０はオーディオシステム動作中の所定期間の間にタッチパネル１０上に運転手
の他の指接触があるか否かを判断し(Ｓ６５０)、動作中に仮睡眠モードへの転換が許容さ
れない場合であれば、オーディオシステムの動作に係るユーザインターフェースが動作を
継続してタッチパネル１０はオーディオ動作に必要な画面だけをディスプレイする(Ｓ５
５０)。
【００７２】
　動作中に仮睡眠モードへの転換が許容されて接触センシング部２０がオーディオシステ
ム動作中の所定期間の間にタッチパネル１０上に運転手のさらに他の指接触があったと判
断した場合には、オーディオシステムの動作に係るユーザインターフェースが動作を継続
してタッチパネル１０はオーディオ動作に必要な画面だけをディスプレイするが(Ｓ５５
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０)、オーディオシステム動作中の所定期間の間にタッチパネル１０上に運転手のさらに
他の指接触がないと判断した場合には、タッチパネル１０に他の文字、数字、模様信号な
どがさらに入力されるまで待機する(Ｓ１５０)。
【００７３】
　このように本発明による電気的接触センサ装置は、従来はＭＣＵが実行したタッチパネ
ル１０上の接触点の開始位置、移動方向及び移動経路を計算し、感知データを形成して保
存された文字、数字、模様信号と比較して電気的接触センサ装置が活性モードにおいて動
作を実行するように制御するすべての動作を、接触センサチップ１００が実行することに
なる。
【００７４】
　すなわち、本発明による接触センサチップ１００は文字、数字、模様信号という異なる
性質の信号を一つの与えられたタッチパネル１０上に入力するために、別途の動作モード
転換スイッチなしに電気的接触センサ装置の多様な動作を起床モードに転換させる起床モ
ード転換信号を出力することで、従来はＭＣＵが行う機能を実行することになる。
【００７５】
　従来にも、タッチパネル１０上に文字、数字、模様信号などを入力することができる入
力装置はさまざまな形態で存在していたが、本発明による接触センサチップ１００の動作
時の消費電流は、チャンネル当たり５ｕＡ程度であって、従来の他の接触センサチップ１
００の動作時の消費電流の１／１０ないし１／２０しかならなく、従来のＭＣＵが行った
機能の代替によって、節電機能の有用性を極大化することができる。
【００７６】
　上記では、自動車ナビゲータに適用される電気的接触センサ装置を一つの実施形態とし
てあげて説明したが、タッチパネル１０を使用する携帯電話、ＰＤＡ、ＰＭＰなどの携帯
用通信機器とモニタ、マウスなどのコンピュータ周辺機器にも本発明を適用することがで
きる。
【００７７】
　上記では、説明の便宜上、起床モード転換信号が存在する場合に接触センシング部２０
が動作し、感知データ生成部１４０と比較部１７０は常に動作するものとして説明をした
が、別途の外部信号により動作モードを変更することもでき、感知データ生成部１４０と
比較部１７０は接触センシング部２０の出力がない場合に睡眠モードとして動作すること
ができる。
【００７８】
　また、今までは接触センシング部２０が単に接触と非接触だけを出力するものとして説
明したが、接触センシング部２０が接触による静電容量の変化値を出力する場合にも本発
明を適用することができる。この場合はデータ保存部１１０に予め保存されたパターン信
号に静電容量の値を含めて使用することもできる。
【００７９】
　上述では、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、当該技術分野の熟練した
当業者は、添付の特許請求範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲で
、本発明を多様に修正及び変更させることができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　　タッチパネル
　１０－１～１０－Ｎ　　接触電極
　２０　　接触センシング部
　２０－１～２０－Ｎ　　接触センサ
　１００　　接触センサチップ
　１１０　　データ保存部
　１４０　　感知データ生成部
　１７０　　比較部
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　１８０　　接触位置データ生成部

【図１】 【図２】
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【図５】
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