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(57)【要約】
【課題】　物体の接近を電極の浮遊容量により検出近接
センサーにおいて、ノイズの影響を除去し、物体との距
離が大きい場合でも高速で精度の高い位置検出を行うこ
との出来る近接検出装置を提供する。
【解決手段】　差動電極に位相の反転した充放電を行い
、充放電の特性から差動電極の浮遊容量の和を求めるこ
とにより、ノイズをキャンセルされた浮遊容量から物体
の接近や位置を検出するようにした。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浮遊容量により物体の接近を検出する近接検出装置において、前記物体の接近により見
かけの浮遊容量を変化させる差動電極と、位相の反転した充放電を前記差動電極に繰り返
し行うことにより前記差動電極の見かけの合成浮遊容量を求める浮遊容量検出手段と、前
記合成浮遊容量により前記物体の接近を検出する近接演算手段とを有することを特徴とす
る近接検出装置。
【請求項２】
　浮遊容量により物体の接近を検出する近接検出装置において、前記物体の接近により見
かけの浮遊容量を変化させる差動電極と、位相の反転した充放電を前記差動電極に繰り返
し行うことにより得られる前記差動電極の浮遊容量と同位相の充放電を前記差動電極に繰
り返し行うことにより得られる前記差動電極の浮遊容量とから前記差動電極の個別浮遊容
量を検出する個別容量検出手段と、前記個別浮遊容量により前記物体の接近を検出する近
接演算手段とを有することを特徴とする近接検出装置。
【請求項３】
　浮遊容量により物体の接近や位置を検出する近接検出装置において、支持基板上に配置
された複数の差動電極と、位相の反転した充放電を前記複数の差動電極のそれぞれに繰り
返し行うことにより前記複数の差動電極それぞれの合成浮遊容量を求める浮遊容量検出手
段と、前記複数の差動電極それぞれの合成浮遊容量から物体の接近や位置を演算する近接
演算手段とを有することを特徴とする近接検出装置。
【請求項４】
　浮遊容量により物体の接近や位置を検出する近接検出装置において、支持基板上に配置
された複数の差動電極と、位相の反転した充放電を前記複数の差動電極それぞれに繰り返
し行うことにより得られる前記差動電極の浮遊容量と同位相の充放電を前記複数の差動電
極それぞれに繰り返し行うことにより得られる前記差動電極の浮遊容量とから前記複数の
差動電極を構成する個々の電極の個別浮遊容量を検出する個別容量検出手段と、前記複数
の差動電極の個別浮遊容量から物体の接近や位置を演算する近接演算手段とを有すること
を特徴とする近接検出装置。
【請求項５】
　前記複数の差動電極は、一軸または多軸の位置検出方向に並んで配置されていることを
特徴とする請求項３または４に記載の近接検出装置。
【請求項６】
　前記差動電極は、２つ以上の複数の素電極からなり、それら複数の素電極のそれぞれは
正負いずれかの属性を持ち、ひとつの差動電極に属する同一の属性を有する素電極は対応
するひとつの端子に電気的に接続されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
1項に記載の近接検出装置。
【請求項７】
　前記複数の差動電極は、組織的にグルーピングされ、各差動電極が２つ以上の複数の素
電極からなり、それら複数の素電極のそれぞれが正負いずれかの属性を持ち、同一グルー
プかつ同一属性の素電極が対応する同一の端子に電気的に接続されていることを特徴とす
る請求項３または４に記載の近接検出装置。
【請求項８】
　前記差動電極を構成する前記複数の素電極は、互いに略平行または撚り線状に配置され
ていることを特徴とする請求項６に記載の近接検出装置。
【請求項９】
　前記差動電極を構成する前記複数の素電極は、正負の属性ごとに交互に配置されている
ことを特徴とする請求項６に記載の近接検出装置。
【請求項１０】
　前記差動電極を構成する前記複数の素電極は、ジグザグな形状で配置されていることを
特徴とする請求項６に記載の近接検出装置。
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【請求項１１】
　前記複数の差動電極は、支持手段上に２軸の座標値に対応して存在し、第１の座標軸の
座標値に対応する差動電極と第２の座標軸の座標値に対応する差動電極は交差することな
く前記支持手段の外部に接続されることを特徴とする請求項３または４に記載の近接検出
装置。
【請求項１２】
　前記複数の差動電極はおのおの複数の素電極から構成されており、前記素電極において
同時に同位相で充放電される素電極間の間隔は同時に同位相で充放電されない素電極間の
間隔より狭いことを特徴とする請求項３または４に記載の近接検出装置。
【請求項１３】
　前記浮遊容量検出手段は、前記差動電極に繰り返し位相の反転した充放電を行う差動充
放電手段と、前記差動電極に繰り返される充電または放電または充放電の特性から前記差
動電極の合成浮遊容量を求める容量累積合成手段とを有することを特徴とする請求項１ま
たは３に記載の近接検出装置。
【請求項１４】
　前記差動充放電手段は、前記差動電極に物体が接近していない場合の浮遊容量に対応す
るコンデンサに充放電を行い、前記差動電極への充放電特性と前記コンデンサへの充放電
特性を差し引く演算手段とを有することを特徴とする請求項１３に記載の近接検出装置。
【請求項１５】
　前記差動充放電手段は、第一の充放電手段と第二の充放電手段を有し、第一の充放電手
段の充放電と第二の充放電手段の充放電の位相が反転していることを特徴とする請求項１
３に記載の近接検出装置。
【請求項１６】
　前記第一の充放電手段及び前記第二の充放電手段の各々は、電荷を供給する直流電源手
段と、充電時に接続する切換えスイッチと、放電時に接続する切換えスイッチを有するこ
とを特徴とする請求項１５に記載の近接検出装置。
【請求項１７】
　前記第一の充放電手段及び前記第二の充放電手段の各々は、電荷を供給する交流電源手
段と、前記交流電源のインピーダンスを高くする電気抵抗手段とを有し、各々の交流電源
手段の位相が反転していることを特徴とする請求項１５に記載の近接検出装置。
【請求項１８】
　前記容量累積合成手段は、前記第一の充放電手段による充電または放電または充放電の
特性を累積する第一の累積手段と、前記第二の充放電手段による充電または放電または充
放電の特性を累積する第二の累積手段と、前記第一の累積手段と前記第二の累積手段で累
積した特性から前記差動電極の合成浮遊容量を求める容量演算手段を有することを特徴と
する請求項１３に記載の近接検出装置。
【請求項１９】
　前記第一の累積手段及び前記第二の累積手段は、前記差動充放電手段または差動電極か
らの電荷を累積するコンデンサと、前記コンデンサを初期電圧に接続して初期化するスイ
ッチとを有することを特徴とする請求項１８に記載の近接検出装置。
【請求項２０】
　前記第一の累積手段及び前記第二の累積手段は、前記差動電極への前記差動充放電手段
による繰り返される充放電の波形を検波する検波手段と、前記検波手段の出力をフィルタ
リングするフィルタ手段とを有することを特徴とする請求項１８に記載の近接検出装置。
【請求項２１】
　浮遊容量により物体の接近を検出する近接検出方法において、前記物体の接近により見
かけの浮遊容量を変化させる差動電極に位相の反転した充放電を繰り返し行うことにより
前記差動電極の見かけの合成浮遊容量を求める浮遊容量検出工程と、前記合成浮遊容量に
より前記物体の接近を検出する近接演算工程とを有することを特徴とする近接検出方法。
【請求項２２】
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　浮遊容量により物体の接近を検出する近接検出方法において、前記物体の接近により見
かけの浮遊容量を変化させる差動電極に位相の反転した充放電を前記差動電極に繰り返し
行うことにより得られる前記差動電極の浮遊容量と同位相の充放電を前記差動電極に繰り
返し行うことにより得られる前記差動電極の浮遊容量とから前記差動電極の個別浮遊容量
を求める個別容量検出工程と、前記個別浮遊容量により前記物体の接近を検出する近接演
算工程とを有することを特徴とする近接検出方法。
【請求項２３】
　浮遊容量により物体の接近や位置を検出する近接検出方法において、支持基板上に配置
された複数の差動電極それぞれに繰り返し位相の反転した充放電を行うことにより前記複
数の差動電極のそれぞれの合成浮遊容量を求める浮遊容量検出工程と、前記複数の差動電
極のそれぞれの合成浮遊容量から物体の接近や位置を演算する近接演算工程とを有するこ
とを特徴とする近接検出方法。
【請求項２４】
　浮遊容量により物体の接近や位置を検出する近接検出方法において、支持基板上に配置
された複数の差動電極それぞれに、位相の反転した充放電を繰り返し行うことにより得ら
れる前記差動電極の浮遊容量と同位相の充放電を繰り返し行うことにより得られる前記差
動電極の浮遊容量とから前記複数の差動電極を構成する個々の電極の個別浮遊容量を求め
る個別容量検出工程と、前記複数の差動電極の個別浮遊容量から物体の接近や位置を演算
する近接演算工程とを有することを特徴とする近接検出装置。
【請求項２５】
　前記浮遊容量検出工程は、前記差動電極に繰り返し位相の反転した充放電を行う差動充
放電工程と、前記差動電極に繰り返される充電または放電または充放電の特性から前記差
動電極の合成浮遊容量を求める容量累積合成工程とを有することを特徴とする請求項２１
または２３に記載の近接検出方法。
【請求項２６】
　前記差動充放電工程は、前記差動電極への充放電特性から前記差動電極に物体が接近し
ていない場合の浮遊容量に対応するコンデンサへの充放電特性を差し引く演算工程を有す
ることを特徴とする請求項２５に記載の近接検出方法。
【請求項２７】
　前記差動充放電工程は、第一の充放電工程と第二の充放電工程を有し、第一の充放電工
程の充放電と第二の充放電工程の充放電の位相が反転していることを特徴とする請求項２
５に記載の近接検出装置。
【請求項２８】
　前記容量累積合成工程は、前記第一の充放電工程による充電または放電または充放電の
特性を累積する第一の累積工程と、前記第二の充放電工程による充電または放電または充
放電の特性を累積する第二の累積工程と、前記第一の累積工程と前記第二の累積工程で累
積した特性から前記差動電極の合成浮遊容量を求める容量演算工程を有することを特徴と
する請求項２５に記載の近接検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体固有の静電容量である浮遊容量により人の指などの物体の接近や位置を
検出する近接検出装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人など浮遊容量を持つ物体が電極に接近すると、電極の見かけの浮遊容量が増加するこ
とが知られている。この原理を応用して、静電タッチセンサなどの近接検出装置が実用化
されている。
【０００３】
　このような近接検出装置では、電極の浮遊容量を検出するために、電極への充電時ある
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いは放電時の電圧と電荷の関係から電極の見かけの浮遊容量を求めている。しかし、人な
どの接近による電極の浮遊容量の増加は１ｐＦ程度の微小な値のために、電極の浮遊容量
への１回の充電あるいは放電で正確な浮遊容量を求めることは困難である。このため、交
流を印加したりスイッチを切換えたりすることにより電極への充放電を繰り返して、充放
電特性を累積することにより浮遊容量の検出精度を向上させるのが一般的である（例えば
、特許文献１参照）。
【０００４】
　従来の近接検出装置について、図２を基に説明する。
【０００５】
　図２において、電極１０１は物体の接近を検出する面積を持つ導電体であり、それ自体
が浮遊容量を持っている。この電極１０１に、例えば浮遊容量を持つ人の指などが接近す
ると、電極自体の見かけの浮遊容量が増加する。浮遊容量検出手段２は、この電極の浮遊
容量を検出する。このため、浮遊容量検出手段２は、電極への充放電を繰り返す充放電手
段１０４と、充放電特性を累積することにより精度の高い浮遊容量を得る容量累積手段１
０５とにより構成されている。
【０００６】
　浮遊容量検出手段２で検出した浮遊容量は、近接演算手段３で、容量変化の度合いなど
から想定された物体の近接であるかどうかを判定する。
【０００７】
　しかし、このような従来の方法では、電極自体の浮遊容量に較べて、物体の接近により
増加する浮遊容量が小さいため、高精度の検出が困難であった。
【０００８】
　この困難を解決するために、例えば図３に示すように、物体が接近していない場合の浮
遊容量がほぼ等しい一対の差動電極１に、同相充放電手段１１４で同位相の充放電を行い
、容量差累積手段１１５で充放電特性の差を累積することにより、一対の差動電極の浮遊
容量の差を検出することができるため、浮遊容量の微妙な変化まで高精度に検出すること
ができる。しかし、対となる差動電極同士が接近すると物体の接近による容量変化が一対
の差動電極において同様となるために容量差が検出困難となるし、逆に対となる差動電極
が離れた位置にあるとノイズの影響も異なるためにノイズの除去が困難になってしまう。
【０００９】
　また、一対の差動電極の代わりに、一つの電極と非接近時の電極の浮遊容量と同じ値の
コンデンサを用いて、差動電極を構成して、電極の浮遊容量の変化のみを捉えるようにし
ていた（例えば、特許文献２参照）。
【００１０】
　さらに、同様の目的のために、例えば図４に示すように、一対の差動電極１に、差動充
放電手段４で位相が反転した充放電を行い、容量差累積手段１１５で充放電特性の和を累
積するようにしても、一対の差動電極の浮遊容量の差を検出することができるため、浮遊
容量の微妙な変化まで高精度に検出することができる（例えば、特許文献３参照）。
【００１１】
　つまり、差動電極もしくは同容量のコンデンサとの容量差のみを検出し、容量差累積手
段で静電容量の差を求めることにより、電極の浮遊容量変化を高精度に検出するようにし
たものである。
【００１２】
　以上に説明した近接検出装置は、電極が一つもしくは一対であり、物体の接近のみを検
出する。次に、浮遊容量をもった物体の接近及び位置の両方を検出するために、複数の電
極を支持手段に配置した従来の近接検出装置について、図５を基に説明する。
【００１３】
　図５において、複数の電極１０１は、異なる位置に設けられており、電極１０１の位置
毎に浮遊容量の増加から物体の接近を検出する。また、２軸の検出方向を持つ複数の電極
を用いることにより、２次元の接近位置を検出することが出来る（例えば、特許文献４参
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照）。
【００１４】
　浮遊容量検出手段２は、各電極の浮遊容量を検出するためのもので、近接検出のための
図２での浮遊容量検出手段２と同様のものである。浮遊静電容量検出手段２は、個々の電
極ごとに別々のものを用いても良いが、共通に使える部分は共用しても良い。
【００１５】
　近接演算手段３では、位置の異なる電極ごとの浮遊容量の変化から、物体の接近及び位
置を検出する（例えば、特許文献５参照）。
【００１６】
　いずれの方法においても、電極の浮遊容量が小さいためにインピーダンスが高く、検出
した浮遊容量はノイズ等の影響を受けやすい。特に、支持手段と電極を透明にして、液晶
等の表示装置の表示面上に重ねて配置する場合には、表示装置と接近するために、表示装
置からのノイズの影響が大きかった。
【００１７】
　この表示装置からのノイズの影響を解決するために、表示装置の信号が変化してノイズ
を発生する瞬間だけ、浮遊容量検出をおこなわないようにする方法が開示されている（例
えば、特許文献２参照）。
【００１８】
　しかし、表示装置の信号の変化だけがノイズの発生源ではないため、必ずしも充分な解
決には至っていない。このため、近接検出装置と表示装置との距離を大きくして装置全体
の厚みが大きくなる、あるいは、近接検出装置のカバーの厚みを充分厚くできないと言う
課題が残っている。また、ノイズの影響を排除するために、繰り返しの回数を増やしてし
まうと、検出の応答速度が遅くなってしまい、短い時間にノイズの影響の小さい正確な検
出をすることができないという課題があった。
【特許文献１】特開平８－１９４０２５号公報
【特許文献２】特開２００６－１４６８９５号公報
【特許文献３】特開２００３－２１４８０７号公報
【特許文献４】米国特許６，９７０，１６０Ｂ２号
【特許文献５】米国特許６，５３５，２００Ｂ２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　このように、従来の近接検出装置やその方法には、検出誤差が大きかったり、ノイズの
影響を排除するために応答速度が遅くなったり、ノイズの発生源からの距離を大きくして
配置する必要があったり、装置のカバーの厚みを薄くしたりしなければならないという課
題があった。
【００２０】
　そこで本発明では、これらの課題を解決して、ノイズの発生源から近く、装置のカバー
の厚みが大きい場合でも、応答速度の速い安定した検出の出来る近接検出装置あるいはそ
の方法を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明による近接検出装置は、物体の接近を浮遊容量の変化として検出する差動電極と
、前記差動電極の見かけの浮遊容量の合成値を求める浮遊容量検出手段と、前記浮遊容量
の合成値から想定する物体の接近を検出する近接演算手段とにより構成した。また、前記
浮遊容量検出手段は、前記差動電極に繰り返し充放電を行う差動充放電手段と、前記差動
電極への前記差動充放電手段による繰り返しの充放電の特性を累積して前記差動電極の見
かけの浮遊容量の合成値を求める容量累積合成手段とにより構成した。
【００２２】
　同様に、本発明による近接検出方法は、物体の接近を浮遊容量の変化として検出する差
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動電極に繰り返し充放電を行う差動充放電工程と前記差動電極への前記差動充放電工程に
よる繰り返しの充放電の特性を累積して前記差動電極の見かけの浮遊容量の合成値を求め
る容量累積合成工程とからなる浮遊容量検出工程と、前記浮遊容量の合成値から想定する
物体の接近を検出する近接演算工程と、からなる近接検出方法により実現した。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、近接検出装置がノイズの発生源に近い場合や、装置のカバーの厚みが
大きい場合でも、応答速度の速い、安定した検出の出来る近接検出装置あるいはその方法
を実現することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
【実施例１】
【００２５】
　本発明の好適な実施例を、図１を基に説明する。
【００２６】
　本発明による近接検出装置は、物体の接近を浮遊容量の変化として検出する差動電極と
、前記差動電極の見かけの浮遊容量の合成値を求める浮遊容量検出手段と、前記浮遊容量
の合成値から想定する物体の接近を検出する近接演算手段とにより構成した。また、前記
浮遊容量検出手段は、前記差動電極に繰り返し充放電を行う差動充放電手段と、前記差動
電極への前記差動充放電手段による繰り返しの充放電の特性を累積して前記差動電極の見
かけの浮遊容量の合成値を求める容量累積合成手段とにより構成した。
【００２７】
　これより、本発明による近接検出装置における各構成手段及び本発明による近接検出方
法における各工程について詳細に説明する。
【００２８】
　差動電極１は、物体の接近により見かけの浮遊容量を増加させる。ここで、差動電極１
は、図６に示すように、正の属性を持ち正電極端子ｅｐに接続されている正の素電極４１
と、負の属性を持ち負電極端子ｅｍに接続されている負の素電極５１とにより構成される
。差動電極１を構成する正の素電極４１および負の素電極５１は、物体が接近すると見か
けの浮遊容量を増加させる。ここで、一対の正の素電極４１と負の素電極５１は、略平行
もしくは撚り線状に接近して配置することにより、ノイズが発生した場合にも、同様の影
響を受けやすくすることが出来る。同様に、差動電極１と浮遊容量検出手段２との間の配
線においても、略平行もしくは撚り線状に接近させることにより、ノイズの影響を軽減し
て同じものに近づけることが出来るのは言うまでもない。
【００２９】
　また、差動電極は、図７に示すように、より細分化して、複数の正の素電極４１と複数
の負の素電極５１を交互に配置することにより、正の素電極４１と負の素電極５１の位置
が更に近づくため、正電極端子４１と負電極端子５１へのノイズの差を更に小さくするこ
とが出来る。
【００３０】
　さらに、差動電極１を線順次駆動の表示装置の上に重ねて使用する場合には、素電極（
４１，５１）の方向を線順次駆動の線方向と平行にしないことにより、ノイズの影響を小
さくすることが出来る。
【００３１】
　このように電極を細分化することにより個々の素電極のインピーダンスは高くなるが、
並列に接続されるため、トータルとしてのインピーダンスはほとんど増加することはなく
、細分化したことによりノイズに弱くなるものではない。
【００３２】
　なお、これより説明の便宜上、図６に示すような一対の素電極を用いた場合について詳
細に説明するが、図７に示すような細分化された素電極を用いた場合についても同様であ
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る。
【００３３】
　浮遊容量検出手段２は、差動電極１の浮遊容量の合成値を検出する。このため、浮遊容
量検出手段２は、差動電極１に繰り返し充放電を行う差動充放電手段４と、前記充放電の
特性を累積して前記差動電極１の浮遊容量の合成値に変換する容量累積合成手段５とによ
り構成した。
【００３４】
　差動充放電手段４は、図８及び図９に示すように、充放電制御手段６と正充放電手段１
１と負充放電手段２１とにより構成した。また、容量累積合成手段５は、正累積手段１２
と負累積手段２２と容量演算手段７とにより構成した。
【００３５】
　図１０に示すように、充放電制御手段６は浮遊容量検出手段２の動作を制御する。つま
り、浮遊容量検出手段２の初期化を行った後に、所定回数の充電と放電を繰り返して、浮
遊容量検出するまでの一連のシーケンスを司る。ただし、図１０においては、異なるステ
ップで動作するスイッチが同時にオンすることのないような時間を各ステップ間に設けて
も良いことは言うまでもない。
【００３６】
　このため、ステップ１において、繰り返しサイクル数のカウント値Ｎを０に初期化する
とともに、スイッチＳＷ１，１１をオンにして、正累積手段の帰還コンデンサＣａｐと負
累積手段の帰還コンデンサＣａｍの両端をショートさせて初期化を行う。
【００３７】
　ステップ２において、繰り返しサイクル数Ｎに１を加算して、スイッチＳＷ２，１２の
みをオンして、差動電極に充電する。
【００３８】
　ステップ３において、スイッチＳＷ３，１３のみをオンして、差動電極から放電すると
ともに、放電した電荷を容量累積合成手段に累積する。
【００３９】
　ステップ４において、ステップ２，３を所定回数繰り返したことを判定すると、ステッ
プ５において、容量演算手段で差動電極の浮遊容量の合成値を求めるようにした。但し、
ステップ４で所定回数により判定する代わりに、後述する容量演算手段での浮遊容量が収
束した段階で、ステップ２，３の繰り返しを終了するようにしても良い。
【００４０】
　正充放電手段１１は、ステップ２において、正の電圧を供給する直流電源Ｖｄｄを、ス
イッチＳＷ２をオンにすることにより正電極端子ｅｐに接続して、正の属性を持つ素電極
に正の電荷を充電する。この場合にスイッチＳＷ３はオフしている。また、ステップ３に
おいて、スイッチＳＷ２をオフしてスイッチ３をオンすることにより正の属性を持つ素電
極に充電されていた正の電荷を演算増幅器ＯＰ１の反転入力端子に放電させる。このよう
に、正充放電手段１１は、充電時に正の素電極に電流を流し込み、放電時に正の素電極か
ら電流を引き出すように充放電を行うものであればどのようなものでもよい。
【００４１】
　同様に、負充放電手段２１は、ステップ２において、０Ｖを供給するグランドを、スイ
ッチＳＷ１２をオンにすることにより負電極端子ｅｍに接続して、負の属性を持つ素電極
に負の電荷を充電する。この場合にスイッチＳＷ１３はオフしている。また、ステップ３
において、スイッチＳＷ１２をオフしてスイッチ１３をオンすることにより負の属性を持
つ素電極に充電されていた負の電荷を演算増幅器ＯＰ２のマイナス入力端子に放電させる
。負充放電手段２１は、正充放電手段１１と逆に、充電時に負の素電極から電流を引き出
し、放電時に負の素電極に電流を流し込むように充放電を行うものであればどのようなも
のでもよい。
【００４２】
　正累積手段１２は、演算増幅器ＯＰ１の帰還コンデンサＣａｐに正の素電極から放電さ
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れた正の電荷を蓄積して電圧Ｖａｐに変換する。このため、帰還コンデンサＣａｐはステ
ップ１においてスイッチＳＷ１により初期化されている。同様に、負累積手段２２は、演
算増幅器ＯＰ２の帰還コンデンサＣａｍに負の素電極から放電された負の電荷を蓄積して
電圧Ｖａｍに変換する。ここで、正累積手段のコンデンサの静電容量Ｃａｐと負累積手段
のコンデンサの静電容量Ｃａｍは同じ値Ｃａに設定したが、その限りではない。また、帰
還コンデンサＣａｍはステップ１においてスイッチＳＷ１１により初期化されている。な
お、演算増幅器ＯＰ１，２の非反転入力端子は、直流電源Ｖｄｄとグランド間で抵抗分圧
された電圧Ｖｍになっているが、中間電位であればどのようなものでも良い。また、演算
増幅器ＯＰ１，２の回路の特性上、本実施例では正累積手段と負累積手段の出力電圧はマ
イナス１倍されているが、この限りではない。
【００４３】
　容量演算手段７では、電荷の総量保存の関係より得られる数１などにより、差動電極の
浮遊容量、つまり正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍの和を、正
累積手段１２と負累積手段２２の出力電圧の差から求めるようにした。また、右辺全体に
マイナスの符号がついているのは、正累積手段と負累積手段で極性が反転したためである
。
（数１）　Ｃｅｐ+Ｃｅｍ＝－Ｃａ×（Ｖａｐ－Ｖａｍ）÷（Ｎ×Ｖｄｄ÷２）
　ここで、ノイズを除去しつつ差動電極の浮遊容量の和を検出する動作について、図１１
により説明する。
【００４４】
　差動電極に物体が接近した場合には、図１１（ａ）に示すように、正の素電極と負の素
電極の両方の見かけの浮遊容量が増加するため、充電時に両素電極に蓄えられる電荷が増
大する。このため、放電時に正累積手段と負累積手段のコンデンサに累積される電荷も増
大して、正累積手段の演算増幅器ＯＰ１の出力電圧Ｖａｐは低くなり、負累積手段の演算
増幅器ＯＰ２の出力電圧Ｖａｍは高くなる。このため、容量演算手段で検出される浮遊容
量が増加する。
【００４５】
　一方、図１１（ｂ）に示すように、ノイズにより正の素電極と負の素電極の両方の電圧
が引き上げられた場合には、正累積手段と負累積手段の演算増幅器の出力Ｖａｐ，Ｖａｍ
の両方の電圧が低くなり、容量演算手段で互いに打ち消しあうことにより、ノイズの影響
を除去することができる。ノイズにより正の素電極と負の素電極の両方の電圧が引き下げ
られた場合にも、同様にノイズの影響を除去することができる。
【００４６】
　このように差動電極へのノイズの影響は同様なので、差動電極の浮遊容量の和を求めな
がらノイズをキャンセルするためには、差動電極に逆位相の充放電を行う必要がある。言
い換えると、本発明の特徴は、差動電極に逆位相の充放電を行い、差動電極の浮遊容量の
和を求めることにより、ノイズの影響を除去することである。
【００４７】
　以上に演算増幅器を用いた容量累積合成手段の一例を示したが、回路コストを削減する
ために、汎用的なＣＰＵ等を活用することにより、正累積手段及び負累積手段において演
算増幅器を使わずに単にコンデンサに累積することも出来る。この場合も、差動充放電手
段の動作や図１０に示した浮遊容量検出手段全体の動作ステップは、演算増幅器を用いた
前述の場合とほぼ同様である。したがって、ここでは演算増幅器を用いた前述の場合との
相違点を中心に、図１２，１３を基に詳細に説明する。
【００４８】
　正累積手段では、ステップ１において、コンデンサＣａｐの電圧Ｖａｐを０Ｖに初期化
する。ステップ３においては、演算増幅器を使わずに単にコンデンサＣａｐに累積するだ
けなので、正の素電極から放電された正の電荷の累積を繰り返しても、コンデンサＣａｐ
の電圧Ｖａｐは繰り返しサイクル数Ｎには比例せずに、正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと正
累積手段のコンデンサＣａｐの比率により、数２に示すようにＶｄｄに近づく。
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（数２）　Ｖａｐ＝Ｖｄｄ×［１－｛Ｃａ÷（Ｃｅｐ＋Ｃａ）｝のＮ乗］
　同様に、負累積手段では、ステップ１において、コンデンサＣａｍの電圧ＶａｍをＶｄ
ｄの電圧に初期化する。ステップ３においては、負累積手段のコンデンサＣａｍの電圧Ｖ
ａｍは、負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍと負累積手段のコンデンサＣａｐの比率により、数
３に示すように０Ｖに近づく。
（数３）　Ｖａｍ＝Ｖｄｄ×［｛Ｃａ÷（Ｃｅｍ＋Ｃａ）｝のＮ乗］
　容量演算手段では、正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍを各々
求めて、その和を計算する。容量演算手段での演算は、例えばＣＰＵ等を用いると容易に
演算することが出来る。
【００４９】
　正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐは、図１３に示すように、正累積手段の出力電圧Ｖａｐが
予め定められたリファレンス電圧Ｖｒｐより大きくなるまでのサイクル数Ｎから求める。
計算式は、数２のＶａｐをＶｒｅｆに置き換えて、Ｃｅｐについて予め解いておいたもの
などである。
【００５０】
　負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍは、図１３に示すように、負累積手段の出力電圧Ｖａｍが
予め定められたリファレンス電圧Ｖｒｍより小さくなるまでのサイクル数Ｎから求める。
計算式は、同様に数３から容易に解いておいたものなどである。
【００５１】
　ここで、正累積手段と負累積手段で演算増幅器を使わずに単にコンデンサに累積した場
合のノイズ除去効果について説明する。仮にノイズにより正の素電極と負の素電極の両方
の電圧が高くなった場合には、正累積手段のコンデンサの電圧Ｖａｐも負累積手段のコン
デンサの電圧Ｖａｍも高くなる。ここで、正累積手段のコンデンサの電圧Ｖａｐの値は０
ＶからＶｄｄに向かって大きくなるのでＶｒｐに早く到達するようになるために、正の素
電極の浮遊容量Ｃｅｐを求める場合のサイクル数Ｎは少なくなり、求められる浮遊容量Ｃ
ｅｐは大きくなる。逆に、負累積手段のコンデンサの電圧Ｖａｐの値はＶｄｄから０Ｖに
向かって小さくなるのでＶｒｍに遅く到達するようになるために、負の素電極の浮遊容量
Ｃｅｍを求める場合のサイクル数Ｎは多くなり、求められる浮遊容量Ｃｅｍは小さくなる
。したがって、正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍの和を計算す
ることにより、ノイズの影響は互いに打ち消しあって、大幅に軽減されるのである。
【００５２】
　ここでは、正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍを各々求めてか
らその和を計算したが、図７に示すように差動電極が充分細分化されて正の素電極の浮遊
容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍの値がほぼ同じ場合には、正累積手段のコンデ
ンサの電圧Ｖａｐから負累積手段のコンデンサの電圧Ｖａｍを差し引いたものがリファレ
ンス電圧Ｖｒに到達するまでのサイクル数Ｎから正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電
極の浮遊容量Ｃｅｍの和を求めるようにしても良い。
【００５３】
　また、容量累積合成手段は、図１４，１５に示すように、正累積手段の機能と負累積手
段の機能を一つにまとめた差動累積手段８と容量演算手段７により構成しても良い。
【００５４】
　さらに、この場合には、図１６に示すように、ステップ４において容量演算手段７のス
イッチＳＷ７をオンにすることによって、差動累積手段８のコンデンサの両端の電圧の差
を得ることが出来る。この電圧の差から前述の方法で差動電極の浮遊容量の和を求めれば
良い。
【００５５】
　以上に、ノイズを除去しながら差動電極の浮遊容量を検出する浮遊容量検出手段につい
て説明したが、これより物体が接近していない場合の差動電極自体の浮遊容量も除去して
、物体の接近による浮遊容量の増加分を高精度に検出することのできる浮遊容量検出手段
について、図１７を基に説明する。
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【００５６】
　図１７に示す浮遊容量検出手段は、図１２に示した浮遊容量検出手段に、差動電極自体
の浮遊容量を除去するための手段を追加したものである。図１７において、コンデンサＣ
ｒｐとスイッチＳＷ２２とスイッチＳＷ２３は正の素電極の固有の浮遊容量を除去するた
めのものであり、コンデンサＣｒｍとスイッチＳＷ３２とスイッチＳＷ３３は、負の素電
極の固有の浮遊容量を除去するためのものである。このため、コンデンサＣｒｐは、物体
が接近していない場合の正の素電極の浮遊容量と同じ値で、コンデンサＣｒｍは、物体が
接近していない場合の負の素電極の浮遊容量と同じ値にした。
【００５７】
　ステップ２における充電時にはスイッチＳＷ２２によりコンデンサＣｒｐには正の素電
極と逆の電圧である０Ｖからの負の充電を行ない、ステップ３における放電時にはスイッ
チＳＷ２３により正の素電極からの放電による正の累積手段への累積をキャンセルするよ
うに動作する。同様に、ステップ２における充電時にはスイッチＳＷ３２によりコンデン
サＣｒｍには負の素電極と逆の電圧であるＶｄｄからの充電を行ない、ステップ３におけ
る放電時にはスイッチＳＷ３３により負の素電極からの放電による負の累積手段への累積
をキャンセルするように動作する。こうすることにより、正の累積手段及び負の累積手段
では、差動電極の物体の接近による浮遊容量の増加に対応した電荷が累積される。したが
って、容量演算手段からは物体の接近により増加した浮遊容量の増加分のみが高精度に検
出されて、近接演算手段での物体の接近の判定をより正確にすることが出来るようになる
。
【００５８】
　ここでは、位相の反転した充電を行い放電時に加算して非接近時の容量を打ち消しあう
方法を示したが、同じ位相の充電を行って減算により打ち消しあうようにしても同様の効
果を得ることが出来る。
【００５９】
　スイッチ切換えによる浮遊容量検出手段はこの限りでなく、差動充放電手段により差動
電極への充放電の電流が同時に逆向きになるような充放電を繰り返して、その特性から差
動電極の合成浮遊容量を求めるようなものであればどのようなものでもよい。
【００６０】
　以上にスイッチ切換えにより差動電極に充放電を行う浮遊容量検出手段の例について説
明したが、差動電極への充放電は交流印加によっても実現することができる。例えば、交
流電圧を電極に印加する浮遊容量検出手段では、容量検出制御手段やスイッチなどが不要
で、アナログ回路として実現される。交流電圧の印加により差動電極に充放電を行う浮遊
容量検出手段の例について、図１８，１９を基に詳細に説明する。
【００６１】
　交流電圧の印加により差動電極に充放電を行う浮遊容量検出手段は、スイッチ切換えに
よる浮遊容量検出手段と同様に、正充放電手段１１と負充放電手段２１とにより構成され
る差動充放電手段４と、容量累積合成手段５とにより構成される。但し、正充放電手段１
１は交流電圧発生手段１３と正電気抵抗手段１４とにより構成され、負充放電手段２１は
反転手段２３と負電気抵抗手段２４とにより構成した。また、容量累積合成手段５も、同
様に正累積手段１２と負累積手段２２と容量演算手段７とにより構成した。
【００６２】
　交流電圧発生手段１３は、電極の浮遊容量を検出するために交流電圧Ｖｏを発生する。
正電気抵抗手段１４は、交流電圧発生手段で発生した電圧を、インピーダンスを高くして
正の素電極に供給する。インピーダンスを高くすることにより、数４に示すように、交流
電圧の周波数ｆと正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと正電気抵抗手段の抵抗値Ｒとにより電圧
降下を生じ、正電極端子の電圧Ｖｅｐは交流電圧Ｖｏより小さくなる。ここで、πは、円
周率である。
（数４）　Ｖｅｐ＝Ｖｏ÷［｛（２×π×ｆ×Ｃｅｐ×Ｒ）の２乗＋１｝の０．５乗］
　反転手段２３は、交流電圧発生手段で発生する交流電圧と位相が反転した交流電圧を発
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生する。また、負電気抵抗手段２４の抵抗値は、正電気抵抗手段の抵抗値と同じである。
したがって、負電極端子の電圧Ｖｅｍは、同様に数５に示す電圧に降下する。ここで、Ｃ
ｅｍは、負の素電極の浮遊容量である。
（数５）　Ｖｅｍ＝Ｖｏ÷［｛（２×π×ｆ×Ｃｅｍ×Ｒ）の２乗＋１｝の０．５乗］
　正累積手段１２では、正電極端子の電圧Ｖｅｐを抽出する。このため、正累積手段では
、充分高いインピーダンスで入力して、交流電圧を検波した後に、フィルタリングして直
流成分を抽出する。負累積手段２２も、同様に負電極端子の電圧Ｖｅｍを抽出する。正累
積手段及び負累積手段で直流成分を抽出する検波及びフィルタリングの機能は、繰り返さ
れる充放電の特性から得られる浮遊容量を累積することに対応する。
【００６３】
　容量演算手段７では、正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍを個
別に求めた後に、両者の和を求めるようにした。ここで、正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと
負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍを求めるために、数４と数５から予め正の素電極の浮遊容量
Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍについて解いたものを用意しておき、ＶｅｐとＶｅ
ｍにそれぞれ正累積手段１２で抽出した電圧と負累積手段２２で抽出した電圧を代入する
。交流電圧発生手段１３および反転手段２３で発生する交流電圧の電圧値Ｖｏと、周波数
ｆと、正電気抵抗手段１４及び負電気抵抗手段２４の抵抗値Ｒは通常定数であるため、数
４と数５から予め正の素電極の浮遊容量Ｃｅｐと負の素電極の浮遊容量Ｃｅｍについて解
いたものは、１次元のテーブルとして用意しておくこともできる。
【００６４】
　交流電圧を印加した場合も、ノイズによる電流は正の素電極と負の素電極で同じ方向で
あり、充放電による電流は正の素電極と負の素電極で逆のため、差動電極の合成浮遊容量
を求めることにより、ノイズの影響は打ち消しあうことになる。
【００６５】
　以上に、交流印加により差動電極に充放電を行う浮遊容量検出手段の例について説明し
たが、交流電圧の印加により差動電極に充放電を行う場合も、スイッチ切換えにより充放
電を行う場合と同様に、差動電極自体の浮遊容量を除去した物体の接近による浮遊容量の
微小な増加分のみを抽出して高精度に検出することが出来る。その方法について、図２０
を基に説明する。
【００６６】
　図２０において、コンデンサＣｒｐは、正の素電極に物体が接近していない場合の浮遊
容量と同じ値の静電容量を持ち、交流電圧発生手段に正電気抵抗手段の抵抗値と同じ値の
電気抵抗を介して接続されている。正減算手段１５では、正の素電極の電圧Ｖｅｐからコ
ンデンサＣｒｐの電圧を差し引くことにより、正の素電極の見かけの浮遊容量の物体の接
近による増加分に対応した交流電圧を正電極端子電圧として出力する。
【００６７】
　同様に、コンデンサＣｒｍと負減算手段２５も、負の素電極の見かけの浮遊容量の物体
の接近による増加分に対応した交流電圧を負電極端子電圧として出力する。
【００６８】
　ここで得られた正電極端子電圧と負電極端子は、図１８に示す容量累積合成手段５の正
累積手段１２と負累積手段２２に各々入力され、差動電極の浮遊容量の変化分を求めるこ
とが出来る。
【００６９】
　図２０に示す例ではコンデンサＣｒｐと正の素電極に同位相の交流電圧を印加して減算
することにより正の素電極自体の浮遊容量を打ち消すようにしたが、図２１に示すように
コンデンサＣｒｐと正の素電極に位相の反転した交流電圧を印加して加算するようにして
も同様の効果が得られる。コンデンサＣｒｍと負の素電極に関しても、同様である。この
場合、図２０の正減算手段と負減算手段はそれぞれ正加算手段１６と負加算手段２６とに
なる。
【００７０】
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　また、図２２，２３に示すように、物体が接近していない場合の正の素電極の浮遊容量
と負の素電極の浮遊容量がほぼ等しい場合には、図２０，２１でのコンデンサＣｒｐとコ
ンデンサＣｒｍとを一つのコンデンサＣｒにまとめても、ほぼ同様の効果を得ることがで
きる。
【００７１】
　以上に、スイッチ切換えを用いる場合と交流印加を行う場合の浮遊容量検出手段の例に
ついて説明したが、差動電極に互いに位相の反転した電流を流して、その特性から差動電
極の浮遊容量の合成値を求める手段であれば、どのような手段を用いても良い。
【００７２】
　同様に、浮遊容量検出工程は、物体の接近により変化する差動電極の浮遊容量を検出す
る。このため、浮遊容量検出工程は、差動電極に繰り返し充放電を行う差動充放電工程と
、前記充放電の特性を累積して浮遊容量に変換する容量累積合成工程とにより実現した。
【００７３】
　近接演算手段では、浮遊容量検出手段で求めた正確な浮遊容量の値が予め設定した値よ
り大きくなった場合には、予め想定した物体の接近として検出するようにした。このため
、近接演算手段では、ノイズの影響のほとんどない正確な検出を行うことができる。ここ
で、浮遊容量の値から物体の接近や位置を検出する方法はさまざまな方法が知られている
。近接演算手段は、浮遊容量から物体の接近や位置を検出する手段であればどのような手
段を用いても良い。
【００７４】
　同様に、近接演算工程では、浮遊容量検出工程で求めた正確な浮遊容量の値が予め設定
した値より大きくなった場合などには、予め想定した物体の接近として正確に検出するよ
うにすれば良い。
【００７５】
　以上に本発明による近接検出装置および近接検出方法の例を示したが、このように差動
電極に位相の反転した充放電を行い、さらに浮遊容量検出中に差動電極の浮遊容量の合成
値が求まるように演算を行う装置や方法であれば、どのようなものでもノイズの除去され
た正確な浮遊容量を得ることが出来るため、物体の接近を正確に検出することが可能にな
る。
【実施例２】
【００７６】
　実施例１では、一対の差動電極により物体の接近を検出する近接検出装置について説明
した。本実施例２では、複数の差動電極を用いることにより、物体の接近ばかりでなくそ
の位置まで検出することの出来る近接検出装置について説明する。
【００７７】
　このため、実施例２では、図２４に示すように、支持手段６１によって支持された複数
の差動電極１と、前記複数の差動電極のそれぞれの浮遊容量を検出する浮遊容量検出手段
２と、前記浮遊容量検出手段で求めた前記複数の差動電極の位置とそれぞれの浮遊容量か
ら物体の接近及び位置を演算する近接演算手段３とにより構成した。
【００７８】
　これより、各構成手段について、詳細に説明する。
【００７９】
　図２５において、支持手段上６１に、差動電極が一軸の検出方向（図中上下方向）に等
間隔に配置されている。なお、図２５では、便宜上４対の差動電極となっているが、この
限りではない。ここで、４対の差動電極は各々正の素電極４２と負の素電極５２により構
成されており、４対の正の素電極と４対の負の素電極はすべて同一形状かつ同一特性とし
た。
【００８０】
　浮遊容量検出手段２は、これら４対の差動電極のそれぞれについて、実施例１で説明し
た浮遊容量検出手段と同じものを用いて、それぞれの差動電極の浮遊容量を検出するよう
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にした。ここで、回路規模を小さくするために、同一の回路を時分割して共用できる部分
については共用してもよいことは言うまでもない。
【００８１】
　近接演算手段では、浮遊容量検出手段で検出したそれぞれの差動電極の浮遊容量から、
物体の接近及び位置を検出する。
【００８２】
　このため、近接演算手段では、それぞれの差動電極の浮遊容量のいずれかが予め定めら
れた値より大きくなった場合に物体の接近を検出するようにしたが、この限りではない。
【００８３】
　また、物体の接近を検出した場合には、位置を求める。位置の求め方は、最も大きい浮
遊容量の差動電極の位置を接近した物体の検出位置としても良いが、さらに補正量を加算
して検出位置精度を上げることも出来る。そのための補正量は、例えば、最も大きい浮遊
容量の差動電極の上側に隣り合う差動電極と下側に隣り合う差動電極の浮遊容量を最も大
きい浮遊容量で割って正規化して得られた値により、２次元補正量テーブルを参照するよ
うにした。ここで用いる２次元補正量テーブルは、実験により予め定められた値を格納し
ておけば良い。
【００８４】
　また、近接演算手段は、この例以外にも、複数の差動電極の位置と浮遊容量から物体の
接近及び位置を求めることの出来る手段であれば、どのような手段を用いても良い。
【００８５】
　このように、本発明による近接検出装置では、複数の差動電極を検出方向に並べて配置
することにより、ノイズの影響を除去した物体の接近及び位置を検出することが出来る。
【００８６】
　以上に、１軸の検出方向に差動電極を並べて、物体の接近と検出方向の正確な位置を検
出することの出来る近接検出装置について説明した。これより、２軸の検出方向を持つ近
接検出装置について説明する。
【００８７】
　２軸の検出方向を持つ近接検出装置は、前述の１軸の検出方向の近接検出装置と同様に
、複数の差動電極と、前記複数の差動電極のそれぞれの浮遊容量を検出する浮遊容量検出
手段と、前記浮遊容量検出手段で求めた前記複数の差動電極の位置とそれぞれの浮遊容量
から物体の接近及び位置を演算する近接演算手段とにより構成した。
【００８８】
　２軸の複数の差動電極は、例えば図２６に示すように、１軸の複数の差動電極２組（縦
方向の位置を検出する正の素電極４２および負の素電極５２の組と横方向の位置を検出す
る正の素電極４３および負の素電極５３の組）を検出方向が互いに直交するように絶縁層
を介して重ねて、差動電極どうしが交差する部分の幅を互いに干渉しないように細くした
ものである。
【００８９】
　この場合に、さらに各素電極の形状を図２８に示すようにジグザグに配置することによ
り、線順次駆動の表示装置の上に重ねて使用する場合にもノイズの影響を受けにくくする
ことが出来る。
【００９０】
　浮遊容量検出手段では、これら２軸の複数の差動電極それぞれの浮遊容量を、1軸の場
合と同様に求める。
【００９１】
　近接演算手段では、浮遊容量検出手段で求めた２軸の複数の差動電極それぞれの浮遊容
量の中で最も大きな値が予め定められた値よりおおきくなった場合に、予め想定した物体
が接近したことを検出する。物体の位置については、２軸の検出方向ごとに１軸の場合と
同様の方法で位置を求めるようにした。
【００９２】
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　このように、本発明による近接検出装置では、複数の差動電極を２軸の検出方向ごとに
並べて配置することにより、ノイズの影響を除去した物体の接近及び２次元位置を検出す
ることが出来る。
【００９３】
　以上に、１軸と２軸の検出方向に複数の差動電極を配置する方法について、例を挙げて
示したが、同様に多軸の検出方向ごとに複数の差動電極を並べて配置して、多軸の位置ま
で検出できるようにすることが出来る。
【００９４】
　以上に、差動電極ごとに浮遊容量を求める近接検出装置について説明したが、複数の差
動電極を組織的にグルーピングして、グループごとにまとめて浮遊容量を求めることによ
り、全体の規模を大きくせずに物体の接近位置を求めることができる方法について説明す
る。このための複数の差動電極の配置およびグルーピンクの方法について、図２７を基に
説明する。
【００９５】
　図２７において、正の素電極４２と負の素電極５２により構成される横方向全体にわた
る複数の差動電極は、前述の１軸の検出方向の場合と同様に、図中縦方向である検出方向
に等間隔に同じものが配置され、それぞれの浮遊容量により接近した物体の縦方向の位置
を求めることができる。
【００９６】
　一方、横方向を２分割するように配置された複数の差動電極（４４、５４）は、接近し
た物体の位置が検出範囲の右半分なのか左半分なのかを検出するためのもので、例えば、
左半分に配置された複数の差動電極は同一グループとしてまとめられ、正の素電極と負の
素電極ごとに同一の電極端子に接続される。右半分に配置された複数の差動電極について
も、同様である。
【００９７】
　同様に、横方向を４分割するように配置された複数の差動電極（４５、５５）は、横方
向を２分割した右半分と左半分の各々をさらに２分割したもので、各々の右半分に属する
複数の差動電極と左半分に属する差動電極の２つのグループにまとめられ、グループ内の
差動電極は正の素電極と負の素電極ごとに同一の電極端子に接続される。
【００９８】
　この場合に、近接演算手段で横方向の位置を求める方法として、全体の右半分に対応す
る浮遊容量と全体の左半分に対応する浮遊容量を比較して大きい浮遊容量の側に物体の位
置があることがわかり、さらに横方向を２分割した浮遊容量の大小関係からさらに２分割
した位置を検出することが出来る。
【００９９】
　また、単に大小関係を比較するのでなく、１軸の場合と同様に、実験により得られたテ
ーブルを用いて浮遊容量の比率により参照して補正を加えるなどして、より精度の高い検
出をすることができる。
【０１００】
　さらに、ここでは横方向を４分割までする場合の例を示したが、より細分化することに
より、より精度の高い検出を行うことが可能である。
【０１０１】
　このように、１層の電極で多軸の位置検出を行うには、多数の差動電極が必要になる。
差動電極のグルーピングを行わないと、電極端子以降の浮遊容量検出手段や近接検出手段
の規模が差動電極の数にほぼ比例して大きくなるが、このように差動電極のグルーピング
を行う近接検出装置では、それほど全体の規模を大きくすることなく、多軸の物体の接近
位置まで正確に検出することが可能になる。
【０１０２】
　なお、実施例２においても実施例１の場合と同様に、線順次駆動の表示装置の上に重ね
て使用する場合には、素電極の方向を線順次駆動の線方向と平行にしないことにより、ノ



(16) JP 2008-292446 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

イズの影響を小さくすることが出来る。このために、他軸の検出方向が直交しなくても、
ＣＰＵ等により斜交座標から直交座標への座標変換を行うことにより、直交座標における
位置を容易に求めることが出来る。
【実施例３】
【０１０３】
　実施例２では、差動充放電の特性から差動電極対の合成容量を求めることによりノイズ
を除去した浮遊容量を検出して、物体の接近及び位置を正確に検出する近接検出装置につ
いて説明した。しかし、この場合には１箇所の静電容量を求めるために１対の差動電極が
必要で、従来の単純な浮遊容量の測定に比べ電極の数が倍必要となり検出回路の規模が大
きくなってしまう。
【０１０４】
　そこで、本実施例３では、ノイズを除去しながら近接した差動電極を構成する両電極各
々の静電容量を求めることにより、電極の数や検出回路の規模をほとんど大きくせずに物
体の接近及び位置を正確に検出することのできる近接検出装置について説明する。
【０１０５】
　本実施例３は、図２９に示すように、支持基板６１上の複数の差動電極１と、複数の差
動電極を構成する正の属性の差動電極と負の属性の差動電極の個々の浮遊容量を検出する
個別容量検出手段３２と、物体の接近及び位置を検出する近接演算手段３とにより構成さ
れている。近接演算手段３は、実施例２と同様の手段を用いることができる。以下におい
ては、差動電極１と個別容量検出手段３２について、詳細に説明する。
【０１０６】
　差動電極は、物体の接近及び位置を浮遊容量の変化として検出する。例えば、Ｘ軸およ
びＹ軸の２方向の位置を検出する場合には、図３０に示すように支持手段上に図中縦方向
であるＹ軸と横方向であるＸ軸の２軸の座標に対応した複数の電極を交差することなく配
置する。
【０１０７】
　Ｙ軸は、Ｙ座標ごとにＹ１Ａ，Ｙ２Ｂ，Ｙ３Ａ，Ｙ４Ｂ，Ｙ５Ａ，Ｙ６Ｂの電極端子に
接続される電極が等間隔に配置される。ここで、Ｙ１ＡとＹ２Ｂ，Ｙ３ＡとＹ４Ｂ，Ｙ５
ＡとＹ６Ｂの電極端子に接続される電極はそれぞれ差動電極対であるが、本実施例３では
個々の静電容量を検出するためのものである。この場合、差動電極対を構成する素電極は
、位置的に１座標分離れるが、それでも同一基板上にほぼ同一形状で配置されるため、ノ
イズの受け方はほぼ同様である。
【０１０８】
　Ｘ軸も同様に、Ｘ座標ごとにＸ１Ａ，Ｘ２Ｂ，Ｘ３Ａ，Ｘ４Ｂの電極端子に接続される
電極が等間隔に配置される。ここで、Ｘ１ＡとＸ２Ｂ，Ｘ３ＡとＸ４Ｂの電極端子に接続
される電極はそれぞれ差動電極対であるが、個々の静電容量を検出するためのものである
。この場合、差動電極対を構成する素電極は、位置的に１座標分離れるが、それでも同一
基板上にほぼ同一形状で配置されるため、ノイズの受け方はほぼ同様である。
【０１０９】
　支持手段は操作するためにある程度の面積が必要で、電極を交差するように配置すると
製造コストが大きくなるため、支持手段上では電極を交差しないようにＸ軸の電極はＹ軸
の電極により分断されている。その代わりに、電極端子への配線において同一Ｘ座標の電
極を並列に接続するようにした。
【０１１０】
　このため、支持手段上でＸ軸の電極を配線するためのパターンが他のＸ座標を通過して
しまう。例えば、Ｘ２Ｂの電極端子に接続するためのパターンは、支持手段上でＸ３Ａや
Ｘ４Ｂの電極端子に対応するＸ座標を通過するため、そこに指が接近した場合でもＸ２Ｂ
端子から検出する静電容量も大きくなってしまう。この影響を取り除くには、例えばＸ２
Ｂに対応するＸ座標に物体の接近を検出した場合には、Ｘ座標とＹ座標とからＸ１Ａ，Ｘ
２Ｂ，Ｘ３Ａの配線パターンの静電容量の増加を想定して、検出した静電容量から除去す
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るようにすれば良い。
【０１１１】
　また、Ｘ軸の電極をくさび型にしたり、図２７に示すような座標の分割コード化を用い
たりすると電極端子数を通常減らすことが出来るが、本実施例３では例えば２本の指が同
時に接近した場合に両方の位置の中央や間隔までも検出できるようにするために、座標毎
に電極を配置した。
【０１１２】
　さらに、同相で駆動される電極を接近させることにより、支持手段上の面積をより有効
に活用することが出来る。例えば、図３１の場合には、Ｘ１ＡとＸ３Ａの電極端子に対応
する電極は、同時に同相で駆動されるようにしたために、パターン間のギャップを狭くす
ることができる。Ｘ２ＢとＸ４Ｂの電極端子に対応する電極についても同様である。同時
に同相で駆動する電極については、相互の電荷の移動が小さいため、検出される静電容量
にパターン間の静電容量がほとんど加わらなくなるからである。
【０１１３】
　また、図３２に示すように、Ｙ方向については実施例２と同様に差動電極の正電容量の
和を検出して、Ｘ方向についてのみ個別の静電容量を求めるようにしても良い。その逆に
ついても同様である。
【０１１４】
　個別容量検出手段３２は、図３３に示すように、容量和検出手段３３と容量差検出手段
３４と個別容量演算手段３７とにより構成した。容量和検出手段３３は、実施例２での浮
遊容量検出手段と同様で、各差動電極の静電容量を合成した和を検出する。従って、以下
では容量差検出手段３４と個別容量演算手段３７の各手段について、詳細に説明する。
【０１１５】
　容量差検出手段３４は、ノイズを除去しながら差動電極の静電容量の差を検出する。こ
のため、容量差検出手段は、図３４に示すように、同相充放電手段１１４と容量差累積手
段１１５とにより構成した。
【０１１６】
　同相充放電手段１１４は、差動電極を構成する電極に同位相の充放電を行う。
【０１１７】
　容量差累積手段１１５では、同相充放電手段１１４での複数回の充放電の特性を累積し
て、差動電極を構成する正負の電極の静電容量を検出してその差を求めるようにした。こ
のため、例えば数６に示す演算を行ったが、この他にもテーブルを用いるなど静電容量の
差に応じた値を得られるものであれば、どのように方法を用いても良い。
（数６）（静電容量差）＝（正の電極の静電容量）－（負の電極静電容量）
　差動電極を構成する正負の電極に同様のノイズが印加された場合には、正負の電極の静
電容量の検出に同様の影響があるために、引き算で差を求めることによりノイズの影響を
キャンセルすることが出来る。
【０１１８】
　容量差検出手段は、この限りでなく、同位相の充放電の特性から差動電極を構成する正
負の電極の静電容量の差に対応した値を求める工程や手段であれば、どのようなものを用
いても良い。
【０１１９】
　個別容量演算手段３７では、容量和検出手段３３で検出した差動電極を構成する正負の
電極の静電容量の和に対応する値と、容量差検出手段３４で検出した差動電極を構成する
正負の電極の静電容量の差に対応する値とから、差動電極を構成する正負の電極個々の静
電容量に対応する値を、演算して求める。このため、例えば数７に示すように、加算した
ものと減算したものを２で割って、正負の電極の静電容量の個々の値として求めることが
可能である。
（数７）（正の電極の静電容量）＝｛（静電容量和）＋（静電容量差）｝÷２
　　　　（負の電極の静電容量）＝｛（静電容量和）－（静電容量差）｝÷２
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　この他にも、テーブルを使うなど、静電容量和と静電容量差から正負の電極個々の静電
容量を求める方法であれば、どのようなものを用いても良い。
【０１２０】
　このようにして求めた正負の電極個々の静電容量の値は、ノイズを除去した静電容量和
とノイズを除去した静電容量差とから用いられているため、ノイズの影響を除去した値で
ある。
【０１２１】
　以上に１対の差動電極について個別容量演算手段の説明をしたが、これらは差動電極対
の数相応に工程や手段が必要であることは言うまでもない。
【０１２２】
　また、ここで説明した個別容量検出手段や近接演算手段は、汎用のプログラマブルデバ
イスで実現することが可能で、製造コストは電極端子数に依存する傾向がある。
【０１２３】
　以上に示したように、実施例３では、逆相充放電特性からノイズを除去して求めた静電
容量の和と、同相充放電特性からノイズを除去して求めた静電容量の差とから、ノイズを
除去した各差動電極の個々の静電容量を求めることが出来るため、電極や電極端子の数を
増やさずにノイズを除去した正確な物体の接近や位置を検出することの出来る近接検出装
置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明に係る近接検出装置の第１の実施例を示すブロック図
【図２】従来の近接検出装置のブロック図
【図３】従来の近接検出装置のブロック図
【図４】従来の近接検出装置のブロック図
【図５】従来の近接検出装置のブロック図
【図６】本発明に係る差動電極を示す構造図
【図７】本発明に係る差動電極を示す構造図
【図８】本発明に係る浮遊容量検出手段を示すブロック図
【図９】本発明に係る浮遊容量検出手段を示す接続図
【図１０】本発明に係る浮遊容量検出手段を示す検出ステップ図
【図１１】本発明の効果を示す概念図
【図１２】本発明に係る浮遊容量検出手段を示す接続図
【図１３】本発明に係る浮遊容量検出手段を示すタイミング図
【図１４】本発明に係る浮遊容量検出手段を示すブロック図
【図１５】本発明に係る浮遊容量検出手段を示す接続図
【図１６】本発明に係る浮遊容量検出手段を示す接続図
【図１７】本発明に係る浮遊容量検出手段を示す接続図
【図１８】本発明に係る浮遊容量検出手段を示すブロック図
【図１９】本発明に係る差動充放電手段の接続図
【図２０】本発明に係る差動充放電手段の接続図
【図２１】本発明に係る差動充放電手段の接続図
【図２２】本発明に係る差動充放電手段の接続図
【図２３】本発明に係る差動充放電手段の接続図
【図２４】本発明に係る近接検出装置の第２の実施例を示すブロック図
【図２５】本発明に係る差動電極を示す構造図
【図２６】本発明に係る差動電極を示す構造図
【図２７】本発明に係る差動電極を示す構造図
【図２８】本発明に係る差動電極を示す構造図
【図２９】本発明に係る近接検出装置の第２の実施例を示すブロック図
【図３０】本発明の第３の実施例に係る差動電極の配置例を示す構造図
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【図３１】本発明の第３の実施例に係る差動電極の配置例を示す構造図
【図３２】本発明の第３の実施例に係る差動電極の配置例を示す構造図
【図３３】本発明に係る個別容量検出手段を示すブロック図
【図３４】本発明に係る容量差検出手段を示すブロック図
【符号の説明】
【０１２５】
１　差動電極
２　浮遊容量検出手段
３　近接演算手段
４　差動充放電手段
５　容量累積合成手段
６　充放電制御手段
７　容量演算手段
８　差動累積手段
１１　正充放電手段
１２　正累積手段
１３　交流電圧発生手段
１４　正電気抵抗手段
１５　正減算手段
１６　正加算手段
２１　負充放電手段
２２　負累積手段
２３　反転手段
２４　負電気抵抗手段
２５　負減算手段
２６　負加算手段
３２　個別容量検出手段
３３　容量和検出手段
３４　容量差検出手段
３７　個別容量演算手段
４１　正の素電極
４２　縦方向の位置を検出する正の素電極
４３　横方向の位置を検出する正の素電極
４４　横方向を２等分する正の素電極
４５　横方向を４等分する正の素電極
５１　負の素電極
５２　縦方向の位置を検出する負の素電極
５３　横方向の位置を検出する負の素電極
５４　横方向を２等分する負の素電極
５５　横方向を４等分する負の素電極
６１　支持手段
１１４　同相充放電手段
１１５　容量差累積手段
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