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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に対して並設された複数の電極と、
　前記複数の電極の静電容量をそれぞれ検出する検出部と、
　前記複数の電極の静電容量の変化量の状態に応じて異なる算出方法を適用し、検出対象
の座標を算出する演算処理部と、を備え、
　前記演算処理部は、ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電
極の静電容量変化量との比較値に応じて、重心座標を計算する重心計算法と、曲線の頂点
を求める曲線近似計算法とを切り替えて適用して前記検出対象の座標を算出することを特
徴とする座標検出装置。
【請求項２】
　前記演算処理部は、ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電
極の静電容量変化量との差の絶対値が所定値以下である場合に、前記ピーク電極から連続
して静電容量変化量が第１の閾値以上の電極を少なくとも含む第１の認識領域内の電極に
対して重心計算法を適用して前記検出対象の座標を算出し、
　前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変
化量との差の絶対値が所定値より大きい場合に、前記ピーク電極及び前記ピーク電極に隣
接するいずれかの電極を少なくとも含む第２の認識領域内の電極に対して曲線近似計算法
を適用して前記検出対象の座標を算出することを特徴とする請求項１に記載の座標検出装
置。
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【請求項３】
　前記演算処理部は、前記曲線近似計算法の計算結果の移動平均値と、前記曲線近似計算
法の計算結果との差の絶対値が、所定期間以上継続してノイズ閾値より大きくなる場合に
、前記曲線近似計算法を前記重心計算法に切り替えて前記検出対象の座標を算出すること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の座標検出装置。
【請求項４】
　前記演算処理部は、前記所定期間以上継続してノイズ閾値を越えてから、検出対象が離
れるまで前記重心計算法を連続して適用することを特徴とする請求項３に記載の座標検出
装置。
【請求項５】
　前記演算処理部は、前記ピーク電極から連続して静電容量変化量が第１の閾値以上とな
る電極と、前記第１の認識閾値を下回って１つ目又は２つ目までの電極とを含む領域を前
記第１の認識領域とすることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の座標
検出装置。
【請求項６】
　前記演算処理部は、下記の式（１）を用いて前記重心計算法を行うことを特徴とする請
求項１から請求項５のいずれかに記載の座標検出装置。
式（１）
ＸＧ＝（ΣｎＸｎ／ΣＸｎ）×ＲＥＳＯ
ｎ：計算に用いる電極番号
Ｘｎ：電極ｎの静電容量変化量
ＲＥＳＯ：電極間分解能
【請求項７】
　前記演算処理部は、前記ピーク電極と前記ピーク電極近傍の２つの電極の静電容量変化
量に基づいて、下記の式（２）を用いて前記曲線近似計算法を適用することを特徴とする
請求項１から請求項５のいずれかに記載の座標検出装置。
 
【数２】

【請求項８】
　前記演算処理部は、前記ピーク電極から連続して静電容量変化量が第２の閾値以上とな
る電極を少なくとも含む領域を前記第２の認識領域に設定して、前記曲線近似計算法を適
用することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載の座標検出装置。
【請求項９】
　前記演算処理部は、前記ピーク電極から連続して静電容量変化量が第２の閾値以上とな
る電極と、前記第２の閾値を下回って１つ目又は２つ目までの電極を含む領域を前記第２
の認識領域に設定することを特徴とする請求項８に記載の座標検出装置。
【請求項１０】
　前記演算処理部は、前記検出部で検出される前記複数の電極の中から、前記検出対象の
接触により静電容量が変化する所定の座標領域をあらかじめ設定し、前記所定の座標領域
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の電極に対して、前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電
極の静電容量変化量とを比較して、前記重心計算法と、前記曲線近似計算法とを切り替え
ることを特徴とする請求項１から請求項９のいずれかに記載の座標検出装置。
【請求項１１】
　前記所定方向に対して直交する直交方向に対して並設された複数の直交電極を有し、前
記演算処理部は、直交方向における電極に対しても検出された複数の静電容量変化量の状
態に応じて異なる算出方法を適用することを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれ
かに記載の座標検出装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれかに記載の座標検出装置を用いて座標の入力を制御す
る座標入力装置。
【請求項１３】
　所定方向に対して並設された複数の電極の静電容量変化量に基づいて、検出対象の座標
を決定するための演算処理を実行させる座標検出プログラムであって、
　検出された複数の電極の中から、静電容量変化量が最大となるピーク電極を認識するス
テップと、
　前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変
化量とを比較するステップと、
　前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変
化量との差の絶対値が所定値以下である場合に、前記ピーク電極から連続して静電容量変
化量が第１の閾値以上の電極を少なくとも含む第１の認識領域内の電極に対して重心計算
法を適用して前記検出対象の座標を算出するステップと、
　前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変
化量との差の絶対値が所定値より大きい場合に、前記ピーク電極及び前記ピーク電極に隣
接するいずれかの電極を少なくとも含む第２の認識領域内の電極に対して曲線近似計算法
を適用して前記検出対象の座標を算出するステップと、を有することを特徴とする座標検
出プログラム。
【請求項１４】
　前記曲線近似計算法の計算結果の移動平均値と、前記曲線近似計算法の計算結果との差
の絶対値が、所定期間以上継続してノイズ閾値より大きくなる場合に、前記曲線近似計算
法を前記重心計算法に切り替えて前記検出対象の座標を算出するステップをさらに有する
ことを特徴とする請求項１３に記載の座標検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座標検出装置及び座標検出プログラムに関し、特に、画面上の操作に関する
座標検出装置及び座標検出プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータ、携帯電話端末又はＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等の電子機器において、指で接触した位置を特定することによって
電子機器を操作する座標検出装置を備えるものが盛んに開発されている。
【０００３】
　例えば、座標検出装置を具備するデバイスとして、コンピュータに搭載されるパッド、
タッチパッド或いはトラックパッドなどの名称で呼ばれるポインティングデバイス（座標
入力装置）がある。このような座標入力装置は、携帯型のノート型パーソナルコンピュー
タに埋め込まれた形態や、デスクトップ型のコンピュータに外付けされた形態で使用され
る。この場合、マウスのように機器自体を移動させる必要がないことから、卓上などの限
られたスペースであっても支障なく操作できるという特徴を有している。
【０００４】
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　また、表示画面に座標検出装置が組み込まれた携帯電話端末やＰＤＡ等の携帯機器等で
は、表示画面（操作面）を指で直接タッチすることにより所望の操作を行うことができる
。
【０００５】
　このような座標検出装置として、ユーザの指の接触により、電極とその周囲との間に形
成される静電容量が変化することを利用したものがある。静電容量方式の座標検出装置は
、一般的に、Ｘ軸方向とＹ軸方向に沿ってマトリクス状に配置された複数の電極と、各電
極の静電容量を検出する検出部を備え、複数の電極の中で静電容量変化が大きいＸ軸とＹ
軸の電極を検出することにより、ユーザが接触した位置を特定する。
【０００６】
　静電容量方式を適用した座標の検出方法として、例えば、所定値以上の静電容量変化を
有する有効領域の重心位置に基づいて座標を算出することが提案されている（例えば、特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－２４４３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、静電容量方式のタッチパッド等では、操作面に直接接触していない指で
あっても近接した位置にある指が電極の静電容量変化に大きな影響を与えてしまう場合が
ある。また、操作面に対する指の接触のさせ方等により、接触面積が大きく変化する場合
がある。この場合、常に重心位置に基づいて座標を算出すると、操作面に接触していない
指の影響や、指の接触のさせ方等により検出される座標が変化し、座標の検出精度が低下
するおそれがある。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、操作面に対する検出対象の接触方法
等の使用状況が変化する場合であっても、座標の検出精度の低下を抑制できる座標検出装
置及び座標検出プログラム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】
【００１０】
　本発明の座標検出装置は、所定方向に対して並設された複数の電極と、前記複数の電極
の静電容量をそれぞれ検出する検出部と、前記複数の電極の静電容量の変化量の状態に応
じて異なる算出方法を適用し、検出対象の座標を算出する演算処理部と、を備え、前記演
算処理部は、ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電
容量変化量との比較値に応じて、重心座標を計算する重心計算法と、曲線の頂点を求める
曲線近似計算法とを切り替えて適用して前記検出対象の座標を算出することを特徴とする
。この構成によれば、使用状況に応じて異なる算出方法を適用して検出対象の座標を算出
するため、使用状況が変化した場合であっても、座標の検出を高い精度で行うことができ
る。
【００１１】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、ピーク電極の静電容量変化
量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変化量との差の絶対値が所定値以下
である場合に、前記ピーク電極から連続して静電容量変化量が第１の閾値以上の電極を少
なくとも含む第１の認識領域内の電極に対して重心計算法を適用して前記検出対象の座標
を算出し、前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静
電容量変化量との差の絶対値が所定値より大きい場合に、前記ピーク電極及び前記ピーク
電極に隣接するいずれかの電極を少なくとも含む第２の認識領域内の電極に対して曲線近
似計算法を適用して前記検出対象の座標を算出することができる。
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【００１２】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、前記曲線近似計算法の計算
結果の移動平均値と、前記曲線近似計算法の計算結果との差の絶対値が、所定期間以上継
続してノイズ閾値より大きくなる場合に、前記曲線近似計算法を前記重心計算法に切り替
えて前記検出対象の座標を算出することができる。この構成により、ノイズの影響が大き
い状態であっても、重心計算法を適用することにより、座標の検出精度が低下することを
抑制できる。
【００１３】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、前記所定期間以上継続して
ノイズ閾値を越えてから、検出対象が離れるまで前記重心計算法を連続して適用すること
が好ましい。
【００１４】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、前記ピーク電極から連続し
て静電容量変化量が第１の閾値以上となる電極と、前記第１の認識閾値を下回って１つ目
又は２つ目までの電極とを含む領域を前記第１の認識領域とすることができる。
【００１５】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、下記の式（１）を用いて前
記重心計算法を行うことができる。
式（１）
ＸＧ＝（ΣｎＸｎ／ΣＸｎ）×ＲＥＳＯ
ｎ：計算に用いる電極番号
Ｘｎ：電極ｎの静電容量変化量
ＲＥＳＯ：電極間分解能
【００１６】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、前記ピーク電極と前記ピー
ク電極近傍の２つの電極の静電容量変化量に基づいて、下記の式（２）を用いて前記曲線
近似計算法を適用することができる。

【００１７】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、前記ピーク電極から連続し
て静電容量変化量が第２の閾値以上となる電極を少なくとも含む領域を前記第２の認識領
域に設定して、前記曲線近似計算法を適用することができる。また、前記演算処理部は、
前記ピーク電極から連続して静電容量変化量が第２の閾値以上となる電極と、前記第２の
閾値を下回って１つ目又は２つ目までの電極を含む領域を前記第２の認識領域に設定して
もよい。
【００１８】
　また、本発明の座標検出装置において、前記演算処理部は、前記検出部で検出される前
記複数の電極の中から、前記検出対象の接触により静電容量が変化する所定の座標領域を
あらかじめ設定し、前記所定の座標領域の電極に対して、前記ピーク電極の静電容量変化
量と、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変化量とを比較して、前記重心計算
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法と、前記曲線近似計算法とを切り替えることができる。
【００１９】
　また、本発明の座標検出装置において、前記所定方向に対して直交する直交方向に対し
て並設された複数の直交電極を有し、前記演算処理部は、直交方向における電極に対して
も検出された複数の静電容量変化量の状態に応じて異なる算出方法を適用することができ
る。
【００２０】
　本発明の座標検出装置は、検出対象が接触した座標を用いて操作制御を行う座標入力装
置に適用することができる。
【００２１】
　本発明の座標検出プログラムは、所定方向に対して並設された複数の電極の静電容量変
化量に基づいて、検出対象の座標を決定するための演算処理を実行させる座標検出プログ
ラムであって、検出された複数の電極の中から、静電容量変化量が最大となるピーク電極
を認識するステップと、前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わ
ない電極の静電容量変化量とを比較するステップと、前記ピーク電極の静電容量変化量と
、前記ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量変化量との差の絶対値が所定値以下であ
る場合に、前記ピーク電極から連続して静電容量変化量が第１の閾値以上の電極を少なく
とも含む第１の認識領域内の電極に対して重心計算法を適用して前記検出対象の座標を算
出するステップと、前記ピーク電極の静電容量変化量と、前記ピーク電極と隣り合わない
電極の静電容量変化量との差の絶対値が所定値より大きい場合に、前記ピーク電極及び前
記ピーク電極に隣接するいずれかの電極を少なくとも含む第２の認識領域内の電極に対し
て曲線近似計算法を適用して前記検出対象の座標を算出するステップとを有することを特
徴とする。
【００２２】
　また、本発明の座標検出プログラムにおいて、前記曲線近似計算法の計算結果の移動平
均値と、前記曲線近似計算法の計算結果との差の絶対値が、所定期間以上継続してノイズ
閾値より大きくなる場合に、前記曲線近似計算法を前記重心計算法に切り替えて前記検出
対象の座標を算出するステップをさらに有することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、使用状況に応じて異なる算出方法を適用して検出対象の座標を算出す
るため、使用状況（例えば、操作面に対する検出対象の接触方法等）が変化する場合であ
っても、座標の検出精度の低下を抑制できる座標検出装置及び座標検出プログラムを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施の形態に係る座標検出装置のブロック図を示す図である。
【図２】指の先端部分で操作面をタッチする場合の模式図と、各電極の静電容量の変化量
を示す図である。
【図３】指の腹部分で操作面をタッチする場合の模式図と、各電極の静電容量の変化量を
示す図である。
【図４】本実施の形態に係る座標検出装置の操作面と、操作面のＸ軸方向及びＹ軸方向で
検出される静電容量の変化量の一例を示す図である。
【図５】指認識領域における各電極の静電容量の変化量の一例を示す図である。
【図６】指認識領域における各電極の静電容量の変化量に応じて適用する算出方法を説明
する図である。
【図７】重心計算法と曲線近似計算法により算出した座標変化を比較する図である。
【図８】ノイズ状態の判断方法を説明する図である。
【図９】操作面に検出対象を接触させた状態で移動した場合のノイズ状態の判断方法を説
明する図である。
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【図１０】ノイズ状態において、重心計算法と曲線近似計算法を適用して算出される座標
の変化を示す図である。
【図１１】曲線近似計算法として、２点の電極データを用いて座標を算出する方法を説明
する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　静電容量式の座標検出装置では、上述したように、センサ基板に設けられた電極の静電
容量の変化に基づいて座標を算出するため、センサ基板に形成される電極本数や電極間隔
が座標の算出に影響する。座標の検出精度を高める観点からは電極の本数を多くする（電
極間隔を小さくする）ことが好ましい。その一方で、コストや演算処理の簡略化の観点か
らは電極の本数を少なくする（電極間隔を大きくする）ことが好ましい場合もある。
【００２６】
　一般的に、最適な電極の本数は、操作面の面積、検出対象（例えば、人の指）のサイズ
及び分解能（単位座標に対する電極間隔）によって定めることができる。例えば、検出対
象が人の指である場合、検出精度やコスト等を考慮した際の最適な電極間隔は、指の先端
部分で操作面をタッチする場合の接触領域と同程度か、接触領域よりやや大きい間隔とす
ることが好ましい。
【００２７】
　しかし、本発明者が検討を行ったところ、電極間隔を上記のように設定した場合であっ
ても、使用状態（例えば、操作面にタッチするユーザの接触方法等）に起因して、検出さ
れる座標が大きく変化する場合があることが分かった。この点について、さらに詳細に検
討を行ったところ、本発明者は、操作面にタッチするユーザの接触方法として大きく２つ
の状態があり、使用状況に応じて操作面と指の接触面積を大きく２つの状態に分類できる
ことを見出した。
【００２８】
　具体的には、指の先端部分で操作面を軽くタッチする（接触面積が小さい）場合と、指
の腹部分で操作面をタッチする（接触面積が大きい）場合である。例えば、爪が長いユー
ザが操作面にタッチする場合には、指の腹（ベタ指）でタッチすることが多く接触面積が
大きくなる傾向にある。
【００２９】
　また、２つの状態における複数の静電容量変化量を詳細に検討したところ、指の先端部
分でタッチする場合とベタ指でタッチする場合で、静電容量の変化量が最も大きくなる電
極（ピーク電極）と、当該ピーク電極近傍の電極の静電容量の変化量の分布状態が大きく
変化することが分かった。
【００３０】
　そこで、本発明者は、検出対象が接触した位置の座標の算出において、検出される複数
の電極の静電容量変化量の状態に応じて、異なる算出方法を適用することを着想した。よ
り具体的には、操作面を指の先端部分でタッチする（接触面積が小さい）場合、操作面を
ベタ指でタッチする（接触面積が大きい）場合、ノイズが発生する場合等で、異なる算出
方法を切り替えて適用して検出対象の座標を算出する。以下に、使用状態と座標の算出方
法の関係について説明する。
【００３１】
　図２は、検出対象（例えば、人の指）の先端部分で操作面を軽くタッチする（接触面積
が小さい）場合の模式図（図２Ａ）と、その際の各電極の静電容量の変化量を表すグラフ
（図２Ｂ）を示している。図２に示すように、操作面と指の接触領域が電極間隔と同程度
の場合、複数の電極の静電容量の変化量の分布は検出対象の接触部分を頂点とする曲線に
近似した形状となる（図２Ｂ参照）。これは、接触領域の近傍領域（操作面と指が僅かに
離れている領域）では、電極の静電容量変化量が指と操作面の距離に概略反比例した出力
となるためである。したがって、この場合には、静電容量変化量が最も大きいピーク電極
（Ｘ２）と、ピーク電極に近接する電極（例えば、Ｘ１及び／又はＸ３）の静電容量変化
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量等に基づいて、曲線の頂点を求める曲線近似計算法を適用して検出対象の座標を算出す
ることが望ましい。
【００３２】
　また、この際に得られる曲線は、微小区間では回帰計算を行いやすい放物線と見なせる
場合が多いため、回帰計算を行うことができる。回帰計算に使うデータの範囲として、電
極間隔が広く、出力誤差が小さい場合には、演算処理の簡略化の観点から、２次曲線の当
てはめに最小限度必要な３点の電極（例えば、Ｘ１～Ｘ３）の静電容量変化量を用いるこ
とが好ましい。逆に、電極の間隔が狭く、出力誤差が大きい場合には、４点以上（ピーク
電極を中心とするのであれば奇数個）の電極の静電容量変化量を用いて、曲線とデータ群
の距離が最小となるような曲線を当てはめることが適している。
【００３３】
　このように、指の先端部分で操作面をタッチする（接触面積が小さい）場合には、曲線
近似計算法を適用して座標の算出を行うことにより、操作について意図していない指の影
響を排除することができる。これにより、演算処理を簡略化すると共に、指の接触により
静電容量の変化量が最も高い部分の座標を高い精度で算出することが可能となる。
【００３４】
　図３は、ベタ指で操作面をタッチする（接触面積が大きい）場合の模式図（図３Ａ）と
、その際の各電極の静電容量の変化量を表すグラフ（図３Ｂ）を示している。図３に示す
ように、操作面と検出対象の接触面積が電極間隔より大きい場合、複数の電極の静電容量
の変化量の分布は台形状となる（図３Ｂ参照）。これは、指が接触するある程度の広い範
囲の電極で同程度の静電容量が変化するためである。したがって、この場合には、静電容
量の変化量が所定の閾値以上の電極に対して、重心計算法を適用して検出対象の座標を算
出することが望ましい。
【００３５】
　特に、ベタ指で操作面をタッチしている場合には、指をわずかに移動した場合であって
も、ピーク電極が入れ替わる（ピーク電極が電極間でジャンプする）場合がある（図３Ｃ
参照）。重心計算法を適用して検出座標の算出を行うことにより、ピーク電極が入れ替わ
る場合であっても、算出される座標の変化を小さくすることができる。
【００３６】
　使用状況に応じて算出方法を切り替えて検出対象の座標を算出することにより、検出対
象の接触方法によらずに座標を高い精度で算出することができる。また、適用する算出方
法の選択は、複数の電極の静電容量の変化量の状態（分布）に基づいて判断することがで
きる。例えば、ピーク電極を検出した後に、ピーク電極の静電容量変化量と、ピーク電極
と隣り合わない電極の静電容量変化量との差の絶対値が所定値以下である場合に重心計算
法を適用し、所定値より大きい場合に曲線近似計算法を適用する。このように、ピーク電
極の静電容量の変化量と、ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量の変化量とを比較す
ることにより、使用状況（検出対象の接触方法）を適切に反映することができる。
【００３７】
　また、指の接触面積が小さい場合であっても、ノイズが多く検出される場合がある。ノ
イズの影響が大きい状態において曲線近似計算法を適用すると、誤差が大きくなり座標の
検出精度が低下する可能性がある。一方で、上述した重心計算法では、演算によりノイズ
が平均化されるため、曲線近似計算法と比較してノイズの影響を受けにくいという利点を
有している。そのため、ノイズの状態が確認された場合には、曲線近似計算法ではなく、
重心計算法を適用して検出対象の座標を算出することが望ましい。
【００３８】
　以下に、本発明の実施の形態の座標検出装置の構成及び検出座標の算出方法について添
付図面を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　図１は、本実施の形態に係る座標検出装置の主要な構成を示すブロック図である。図１
に示す座標検出装置１０は、センサ基板１１と、センサ基板１１に設けられた電極（Ｘ軸
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電極１２、Ｙ軸電極１３）と、各電極の静電容量を検出する検出部（Ｘ軸側検出部１４、
Ｙ軸側検出部１５）と、検出した各電極の静電容量の変化量等を用いて演算処理を行う演
算処理部１８とを有している。
【００４０】
　センサ基板１１には、Ｘ軸方向（図１の横方向）の静電容量を検出するための複数のＸ
軸電極１２と、Ｙ軸方向（図１の縦方向）の静電容量を検出するための複数のＹ軸電極１
３とがマトリクス状に並設されている。
【００４１】
　本実施の形態の座標検出装置１０は、操作面にユーザの指等の検出対象が接触した際に
変化する静電容量の変化量を検出して接触位置を特定する方式（静電容量方式）を採用し
ている。つまり、座標検出装置１０は、検出対象が接触していない状態の電極の静電容量
の値を基準として、検出対象が接触した際に変化する量（静電容量変化量）に基づいて座
標を算出する。静電容量方式として、電極とグランド（ＧＮＤ）間に形成される自己容量
を検出対象とする自己容量検出方式、２つの電極間に形成される相互容量を検出対象とす
る相互容量検出方式、基準電極と２つのセンサ電極の間に形成される相互容量の差として
定義される容量を検出対象とする差動型相互容量検出方式があるが、座標検出装置１０は
いずれの方式を適用してもよい。なお、自己容量検出方式では、接触部分の静電容量が増
加（プラス方向に変化）し、相互容量検出方式では、接触部分の静電容量が減少（マイナ
ス方向に変化）する。
【００４２】
　なお、本実施の形態の座標検出装置では、Ｘ軸電極１２とＹ軸電極１３が互いに直交し
て並設される場合を示しているが、電極の配置や数等は図１に示した構成に限られない。
また、座標検出装置の構造は、静電容量の変化を利用して座標を検出する構造であれば特
定の構造に限られない。
【００４３】
　Ｘ軸側検出部１４は、Ｘ軸方向に対して並設されたＸ軸電極１２の静電容量を検出し、
Ｙ軸側検出部１５は、Ｙ軸方向に対して並設されたＹ軸電極１３の静電容量を検出する。
また、Ｘ軸側検出部１４、Ｙ軸側検出部１５は、それぞれＸ軸方向、Ｙ軸方向に沿ってＸ
軸電極１２、Ｙ軸電極１３の静電容量を順に検出する構成としてもよい。なお、本実施の
形態の座標検出装置１０では、Ｘ軸側検出部１４、Ｙ軸側検出部１５において、各電極の
静電容量変化量を直接検出する構成とすることができる。この場合、Ｘ軸側検出部１４、
Ｙ軸側検出部１５において、各電極の静電容量の値と、検出対象が接触していない状態の
電極の静電容量の値（基準容量値）とを比較することにより静電容量の変化量が得られる
。また、本実施の形態はこれに限られず、Ｘ軸側検出部１４、Ｙ軸検出部１５で各電極の
静電容量の値を検出し、得られた静電容量の値を演算処理部１８等の他の回路において基
準容量値と比較することにより、検出される電極の静電容量変化量を算出する構成とする
こともできる。
【００４４】
　Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換部１６は、Ｘ軸側検出部１４の検出信号（Ｘ軸電極
１２の静電容量に関するデータ）及びＹ軸側検出部１５の検出信号（Ｙ軸電極１３の静電
容量に関するデータ）をデジタル信号に変換し、演算処理部１８、記憶部１７に供給する
。
【００４５】
　記憶部１７は、検出された電極の静電容量等を記憶するための記憶領域を有している。
また、静電容量変化量の記憶に加えて、演算処理部１８に実行させるためのプログラムを
記憶する媒体としてもよい。ここでは、Ｘ軸側検出部１４、Ｙ軸側検出部１５で検出され
たデータが、演算処理部１８を介して記憶部１７に供給される構成を示しているが、Ｘ軸
側検出部１４、Ｙ軸側検出部１５からＡ／Ｄ変換部１６を介して記憶部１７に直接データ
が供給される構成としてもよい。
【００４６】
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　なお、静電容量として、上述したように各電極の静電容量の変化量を演算処理部１８で
算出する場合には、Ｘ軸側検出部１４で検出した各電極の静電容量の値を記憶部１７に記
憶させる。また、Ｘ軸側検出部１４で各電極の静電容量の変化量を検出する場合には、検
出された静電容量の変化量を記憶部１７に記憶させることができる。
【００４７】
　演算処理部１８は、検出された各電極の静電容量変化量等に基づいて演算処理を行うこ
とにより、検出対象が接触した座標を算出する。また、演算処理部１８は、検出された複
数の電極の静電容量変化量の状態に応じて異なる算出方法を切り替えて適用し、検出対象
の座標を算出する。
【００４８】
　例えば、演算処理部１８は、静電容量の変化量が最も大きくなる電極（ピーク電極）の
静電容量の変化量と、当該ピーク電極と隣り合わない電極の静電容量の変化量を比較する
。そして、比較値（例えば、差分値）が所定の値（ＮＥＡＲＴＨ）以下である場合と、Ｎ
ＥＡＲＴＨより大きい場合とで異なる算出方法を切り替えて適用する。また、ノイズの影
響が大きい場合には、ノイズの検出に応じて算出方法を切り替えて適用することができる
。
【００４９】
　具体的に、演算処理部１８は、ピーク電極の静電容量の変化量と、ピーク電極と隣り合
わない電極の静電容量の変化量との差の絶対値が所定の値（ＮＥＡＲＴＨ）以下である場
合に、ベタ指で操作面をタッチしている（接触面積が大きい）と判断して重心計算法を適
用する。また、ＮＥＡＲＴＨより大きい場合には、指の先端部分で操作面をタッチしてい
る（接触面積が小さい）と判断して曲線近似計算法を適用する。
【００５０】
　演算処理部１８は、曲線近似計算法の適用時であっても、検出対象の移動平均値と曲線
近似計算法の計算結果の差の絶対値が、所定期間以上継続してノイズ閾値（ＮＣＴＨ）よ
り大きくなる場合には、曲線近似計算法を重心計算法に切り替えて適用することができる
。このように、演算処理部１８は、使用状態に応じて最適な算出方法を適用して検出対象
の座標を算出することができる。
【００５１】
　また、演算処理部１８は、ノイズの影響により曲線近似計算法を重心計算法に切り替え
て適用する場合に、所定期間以上継続してノイズ閾値を越えた時点から、検出対象が操作
面から離れるまで重心計算法を適用し続けることが好ましい。曲線近似計算と重心計算の
結果が必ずしも一致しないことから計算方法を変えると座標が変わる。このため、計算方
法を変えて座標が動く回数を最小限に抑える為に、一度、重心計算法を適用した後には、
重心計算法を適用し続けることが好ましいためである。
【００５２】
　なお、ノイズの検出により重心計算法を行う場合、演算処理に使う範囲は指に反応して
容量が変化している範囲内の電極を多く選択することが好ましいため、上記ベタ指の場合
と同様に設定することができる。また、演算処理部１８は、検出対象の操作面への接触の
有無をＸ軸電極１２又はＹ軸電極１３の静電容量変化量に基づいて判断することができる
。例えば、演算処理部１８は、Ｘ軸側検出部１４又はＹ軸側検出部１５において、静電容
量変化量が所定値以上となる電極が検出出来なくなったときに、検出対象が操作面から離
れたことを判断する。
【００５３】
　また、演算処理部１８は、記憶部１７又は別途設けられるメモリに記憶された座標検出
プログラムを利用して、使用状態に適した算出方法を選択して検出対象の座標の算出を実
行する。座標検出プログラムは、複数の電極の中からピーク電極を認識するステップと、
複数の電極の静電容量変化量の状態に基づいて算出方法を選択するステップと、選択した
算出方法を適用して検出対象の座標を算出するステップ等を有している。また、座標検出
プログラムは、ノイズを検出するステップと、ノイズが検出された際に所定の算出方法を
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適用して検出対象の座標を算出するステップをさらに有していてもよい。
【００５４】
　インターフェイス部１９は、座標検出装置１０と、他の構成を有する回路又は機器等と
の間でデータの授受を行うための回路である。例えば、本実施の形態の座標検出装置１０
が、パーソナルコンピュータのタッチパッド等のポインティングデバイス（入力装置）に
適用される場合には、インターフェイス部１９を介してパーソナルコンピュータの表示部
に座標を出力する機器に接続することができる。また、本実施の形態の座標検出装置が、
携帯電話端末やＰＤＡ等の携帯機器等の表示画面に組み込まれる場合には、インターフェ
イス部１９を介して演算処理部１８で特定された座標に応じた処理・操作を行う回路に接
続することができる。このように、本実施の形態で示す座標検出装置は、種々の座標入力
装置に組み込むことが可能である。
【００５５】
　なお、本実施の形態の座標検出装置１０において、演算処理部１８は、検出部（Ｘ軸側
検出部１４、Ｙ軸側検出部１５）が検出する複数の電極の中から、特定の電極で構成され
る座標領域（指認識領域）をあらかじめ設定し、当該座標領域の電極に対して上述した算
出方法を適用して検出対象の座標を算出する構成としてもよい。この場合、操作面上の全
ての電極を考慮して演算処理を行う必要がなく、所定の座標領域に限定して演算処理を行
うことができるため、検出対象の座標を求めるための演算処理を簡略化することができる
。なお、特定の電極で構成される座標領域は、操作面に検出対象が接触する大まかな領域
を選択する方法であればよい。例えば、検出対象の接触により静電容量の変化量が特定の
条件を満たす電極を含む領域とすることができる。
【００５６】
　次に、本実施の形態の座標検出装置において、検出対象の座標を決定する手順について
詳細に説明する。以下の説明では、図４に示すように、１５本のＸ軸電極（Ｘ０～Ｘ１４

）及びＹ軸電極（Ｙ０～Ｙ１４）がマトリクス状に設けられた操作面に対して、２本の指
（指１と指２）が同時に接触する場合を想定した座標の決定手順について説明するが、Ｘ
軸電極１２及びＹ軸電極１３の数、検出可能な指の数はこれに限られない。
【００５７】
　また、ここでは、指の接触により静電容量変化量が特定の条件を満たす電極で構成され
る座標領域（指認識領域）をあらかじめ決定し、当該指認識領域の電極を用いて検出対象
の座標を算出する場合を示す。また、以下の説明では、指１のＸ軸方向の座標の決定手順
について中心に説明するが、指１のＹ軸方向の座標、指２のＸ軸方向及びＹ軸方向の座標
についても同様の手順で算出することができる。
【００５８】
＜指認識領域決定ステップ＞
　演算処理部１８は、Ｘ軸側検出部１４で検出される複数の電極の静電容量変化量に基づ
いて、検出対象が接触した領域数や指認識領域を決定する。例えば、演算処理部１８は、
静電容量変化量が所定値以上となる電極が複数連続する領域を指認識領域として決定する
ことができる。
【００５９】
　また、演算処理部１８は、各電極について隣接する電極と静電容量変化量を比較し（差
分をとり）、比較値及び検出された電極の静電容量変化量の大きさに基づいて、指認識領
域を決定することができる。この場合、Ｘ軸側検出部１４が、Ｘ軸電極１２の一端側から
他端側へ向かって複数の電極の静電容量変化量を順に検出し、演算処理部１８が、順に検
出される複数の電極について、隣接する電極の静電容量変化量の比較値等に基づいて、指
認識領域を決定することができる。隣接する電極の静電容量変化量の比較値に基づいて指
認識領域を決定することにより、全ての電極の静電容量変化量を同時に記憶領域に記憶さ
せることなく、簡単な演算処理により指認識領域を決定することができる。
【００６０】
　なお、指認識領域決定ステップでは、検出対象が接触した領域数や指認識領域を特定で
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きる方法であれば特に限定されない。また、検出対象が接触する領域が一つである（１本
の指が接触する）場合や操作面の大きさ等を考慮して、指認識領域決定ステップを省略し
てもよい。
【００６１】
＜ピーク電極認識ステップ＞
　ピーク電極認識ステップにおいて、演算処理部１８は、Ｘ軸側検出部１４で検出された
各電極の静電容量変化量に基づいて、ピーク電極を認識する。ここでは、指認識領域の電
極の中から静電容量の変化量が最も大きくなる電極をピーク電極として認識する。ピーク
電極の認識方法は、例えば、指認識領域の複数の電極の静電容量の変化量を比較すること
により決定することができる。
【００６２】
＜算出方法選択ステップ＞
　次に、演算処理部１８は、複数の電極の静電容量変化量の状態に基づいて、検出対象の
座標の決定に適用する算出方法を選択する。
【００６３】
　演算処理部１８は、ピーク電極の静電容量変化量と、当該ピーク電極に隣接する電極以
外の電極（ピーク電極と隣り合わない電極）の静電容量変化量の差を取り、差分の絶対値
が所定の値（ＮＥＡＲＴＨ）以下であるか、又は、ＮＥＡＲＴＨより大きいか判断する。
差分の絶対値がＮＥＡＲＴＨ以下である場合には、重心計算法を選択し、差分の絶対値が
ＮＥＡＲＴＨより大きい場合には、曲線近似計算法を選択する。
【００６４】
　例えば、指認識領域（Ｘ０～Ｘ７）の各電極の静電容量変化量が図５Ａに示すように検
出された場合、まず、演算処理部１８は、上述したピーク電極認識ステップにおいて、静
電容量変化量が最も大きい電極（Ｘ５）をピーク電極として認識する。続いて、演算処理
部１８は、ピーク電極（Ｘ５）と、ピーク電極と隣り合わない電極（Ｘ０～Ｘ３、Ｘ７）
の静電容量変化量を比較する。ここでは、ピーク電極（Ｘ５）の静電容量変化量と、ピー
ク電極と隣り合わない電極（Ｘ３）の静電容量変化量との差の絶対値が所定の値（ＮＥＡ
ＲＴＨ）以下となる。この場合、演算処理部１８は、ベタ指で操作面をタッチしている（
接触面積が大きい）と判断して重心計算法を適用する。
【００６５】
　一方で、指認識領域（Ｘ０～Ｘ７）の各電極の静電容量変化量が図５Ｂに示すように検
出された場合には、ピーク電極（Ｘ５）の静電容量変化量と、ピーク電極と隣り合わない
電極（Ｘ０～Ｘ３、Ｘ７）の静電容量変化量との差の絶対値が所定の値（ＮＥＡＲＴＨ）
より大きくなる。この場合、演算処理部１８は、指の先端部分で操作面をタッチしている
（接触面積が小さい）と判断して曲線近似計算法を適用する。
【００６６】
　なお、ここでは、算出方法の選択方法として、ピーク電極（Ｘ５）と、ピーク電極と隣
り合わない電極（Ｘ０～Ｘ３、Ｘ７）の静電容量変化量を比較する場合を示したが、電極
間距離の条件によっては比較対象を変えてもよい。例えば、電極間距離がより狭い場合に
は、ピーク電極（Ｘ５）と、ピーク電極と２つ目まで隣り合わない電極（Ｘ０～Ｘ２）の
静電容量変化量を比較してもよい。
【００６７】
　演算処理部１８は、算出方法を選択した後、選択した算出方法を用いて検出対象の座標
を算出する。
【００６８】
＜重心計算法による座標算出ステップ＞
　演算処理部１８は、重心計算法を行う場合、指認識領域内の電極の静電容量変化量に基
づいて演算処理を行う。例えば、演算処理部１８は、ピーク電極（Ｘ５）から連続して静
電容量変化量が第１の閾値以上となる電極を少なくとも含む第１の領域の電極（図６Ａに
おける、Ｘ３～Ｘ７）に対して重心計算法を行うことができる。なお、好ましくは、ピー
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て、第１の認識閾値を下回って１つ目の電極（Ｘ２）又は２つ目までの電極（Ｘ１）まで
を含む領域を第１の認識領域とする。これにより、検出される座標の精度をより高めるこ
とが可能となる。
【００６９】
　このように、重心計算法においては、検出される各電極の静電容量変化量に応じて、指
認識領域の全ての電極の静電容量変化量を用いる場合もあれば、一部の電極の静電容量変
化量のみを用いて演算処理を行う場合がある。
【００７０】
　また、演算処理部１８は、重心計算法において、下記の式（１）を用いて検出対象の座
標（ＸＧ）を算出することができる。
【００７１】
式（１）
ＸＧ＝（ΣｎＸｎ／ΣＸｎ）×ＲＥＳＯ
ｎ：計算に用いる電極番号
Ｘｎ：電極ｎの静電容量変化量
ＲＥＳＯ：電極間分解能
【００７２】
　例えば、３つの電極Ｘ０～Ｘ２、電極Ｘ０の座標＝０、電極間分解能＝１００に対して
、上記式（１）を適用して重心座標の計算を行う場合には、
ＸＧ＝（０*Ｘ０の静電容量変化量＋１*Ｘ１の静電容量変化量＋２*Ｘ２の静電容量変化
量）／（Ｘ０の静電容量変化量＋Ｘ１の静電容量変化量＋Ｘ２の静電容量変化量）×１０
０
となる。
【００７３】
　重心計算法では、検出対象と操作面の接触面積が大きい場合（ベタ指操作）であっても
、算出される座標の変化を小さくすることができる。また、演算によりノイズが平均化さ
れるために、曲線近似計算法と比較して、ノイズの影響を受けにくいという利点を有して
いる。
【００７４】
＜曲線近似計算法による座標算出ステップ＞
　演算処理部１８は、曲線近似計算法を行う場合、重心計算法の場合と同様に指認識領域
から選択された所定の電極の静電容量変化量に基づいて演算処理を行う。例えば、演算処
理部１８は、ピーク電極（Ｘ５）と、ピーク電極近傍の電極（例えば、図６Ｂにおける、
Ｘ４及び／又はＸ６）を少なくとも含む第２の領域の電極の静電容量の変化量を用いて曲
線近似計算法を行うことができる。
【００７５】
　例えば、演算処理部１８は、ピーク電極（Ｘ５）とピーク電極近傍の２つの電極（Ｘ４

及びＸ６）の３つの電極の静電容量変化量に基づいて、下記の式（２）を用いて２次曲線
近似計算法により検出対象の座標（ＸＱ）を算出する。
【００７６】
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【数１】

【００７７】
　このように、曲線近似計算法を適用する際に、ピーク電極近傍の電極の静電容量変化量
を選択的に使用して算出を行うことにより、操作について意図していない指の影響を排除
することができる。その結果、検出対象の接触により静電容量変化が最も高い部分の座標
を高い精度で算出することが可能となる。
【００７８】
　また、演算処理部１８は、上記式（２）を用いて２次曲線近似計算法で座標を求めるか
わりに、２次曲線に対する回帰曲線を求める方法を適用して座標を算出してもよい。
【００７９】
　また、演算処理部１８は、重心計算法と同様に、ピーク電極（Ｘ５）から連続して静電
容量の変化量が所定の閾値以上となる電極を少なくとも含む領域を第２の領域に設定して
、曲線の回帰計算を行うことによって、検出対象の座標を算出してもよい。第２の認識領
域には、ピーク電極から連続して静電容量の変化量が第２の閾値以上となる電極に加えて
、当該第２の閾値を下回って１つ目の電極又は２つ目までの電極までを含めてもよい。な
お、第２の閾値を上記重心計算法の際に適用する第１の閾値と同じ値としてもよい。
【００８０】
　他にも、演算処理部１８は、２点の電極（ピーク電極と、ピーク電極に隣接するいずれ
かの電極）に基づいて、曲線のピークの傾きが０になることを利用して検出対象の座標を
求めてもよい。以下に、２点の電極に基づいて座標を算出する方法について、具体的に説
明する。以下の説明では、各電極の静電容量変化量が図１１Ａに示すように検出される場
合について説明する。
【００８１】
　まず、得られたデータ（図１１Ａ参照）を用いて、隣接する電極の静電容量変化量の差
分を取る（図１１Ｂ参照）。図１１Ｂにおいて、「Ｘ０１」は、Ｘ１の電極の静電容量変
化量とＸ０の電極の静電容量変化量の差分（Ｘ０１＝Ｘ１－Ｘ０）を表している。この場
合、図１１Ｂにおいて、差分の値がプラスからマイナスになる部分の間（ここでは、Ｘ２

とＸ３の中心と、Ｘ３とＸ４の中心との間）に頂点（傾きが０）があることとなる。
【００８２】
　そのため、Ｘ２３とＸ３４のデータに基づいて、差分が０となる座標を求める。具体的
には、三角形の相似の概念を用いて、差分が０となる座標（ＸＲ＝（Ｘ２３×ＲＥＳＯ）
／（Ｘ２３＋｜Ｘ３４｜）を求めることができる。その後、求めた座標にＸ２とＸ３の中
心座標を加算することにより、曲線のピークとなる座標を求めることができる。このよう
に、曲線近似計算法では、２点の電極のデータから検出態様の座標を求めてもよい。
【００８３】
　上述したように、曲線近似計算法では様々な方法が適用でき、特定の方法に限定されな
い。
【００８４】
＜各算出方法による効果＞
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　以下に、座標の算出に重心計算法と曲線近似計算法の切り替える場合の効果について説
明する。
【００８５】
　各電極の静電容量の変化量が、図２Ｂに示すように検出された場合に、重心計算法と曲
線近似法でそれぞれ算出された座標を表１に示す。なお、ここでは、重心計算法において
は、電極Ｘ０～Ｘ４について上記式（１）を用いて座標を算出し、曲線近似法においては
、電極Ｘ１～Ｘ３について上記式（２）を用いて座標を算出した。また、電極間分解能（
電極間の座標）は、１００とした。
【００８６】
【表１】

【００８７】
　表１に示すように、指の先端部分で操作面を軽くタッチする（接触面積が小さい）場合
には、曲線近似計算法を適用する場合であっても座標の検出精度を向上することができる
。また、曲線近似計算法による算出の方が用いるデータが少なくすることができるため、
演算処理を簡略化することができる。
【００８８】
　次に、各電極の静電容量の変化量が、図３Ｂ、Ｃに示すように検出された場合に、重心
計算法と曲線近似法でそれぞれ算出された座標を表２に示す。なお、ここでは、重心計算
法においては、電極Ｘ０～Ｘ７について上記式（１）を用いて座標を算出し、曲線近似法
においては、図３Ｂの場合に電極Ｘ１～Ｘ３、図３Ｃの場合に電極Ｘ４～Ｘ６について上
記式（２）を用いて座標を算出した。また、分解能（電極間の座標）は、１００とした。
【００８９】
【表２】

【００９０】
　表２に示すように、ベタ指で操作面をタッチする（接触面積が大きい）場合には、曲線
近似計算法に比べて重心計算法を適用する方が座標の検出精度を向上することができる。
特に、曲線近似計算法では、図３Ｂの状態と図３Ｃの状態で算出する座標が大きく変化す
るが、重心計算法を適用する場合には、ピーク電極が変化した場合であっても算出する座
標の変化を小さくすることができる（図７参照）。
【００９１】
＜ノイズ検出時の座標算出ステップ＞
　演算処理部１８は、曲線近似計算法の適用時にノイズ（例えば、ジッタノイズ）の状態
を確認した場合には、算出方法を曲線近似計算法から重心計算法に切り替えて検出対象の
座標を算出する。
【００９２】
　例えば、演算処理部１８は、検出対象の移動平均値と曲線近似計算法の計算結果の差の
絶対値が、所定期間以上継続してノイズ閾値より大きくなる場合に、ノイズ状態と判断す
ることができる。以下に、具体的な判断方法の一例について図８を参照して説明する。
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【００９３】
　曲線近似計算法の計算結果の値をＰＱ、曲線近似計算法の計算結果の移動平均値をＰＮ

、過去（前回）の曲線近似計算法の計算結果の移動平均値をＰＮ－１、フィルタ重みをＫ
とし、曲線近似計算法の計算結果の移動平均値ＰＮを下記の式（３）を用いて計算する。
【００９４】
式（３）
ＰＮ＝ＰＮ－１×（Ｋ－１）／Ｋ＋ＰＱ

【００９５】
　また、下記の式（４）を用いて、曲線近似計算法の計算結果の移動平均値と曲線近似計
算法の計算結果の差（ノイズカウント（ＮＣ））を計算する。
【００９６】
式（４）
ＮＣ＝（ＰＮ／Ｋ）－ＰＱ

【００９７】
　そして、計算で連続して得られる（ｋ－１）番目のノイズカウントとｋ番目のノイズカ
ウントの極性が一致せず、且つノイズカウントの絶対値がノイズカウント閾値（ＮＣＴＨ

）より大きい場合にノイズカウントを積算し、ノイズカウントの積算値をノイズカウント
和（ＮＣＳＵＭ）と定義する。
【００９８】
　演算処理部１８は、ノイズカウント和を一定時間毎に確認し、規定値（ＳＵＭＴＨ）以
上となっている場合（ＮＣＳＵＭ＞ＳＵＭＴＨ）に「ノイズ状態」と判断し、座標算出方
法を曲線近似計算法から重心計算法に切り替える。なお、ノイズカウント和（ＮＣＳＵＭ

）は、一定時間毎の確認時に０にクリアして処理を繰り返せばよい。
【００９９】
　また、演算処理部１８は、規定値（ＳＵＭＴＨ）以上となっている場合（ＮＣＳＵＭ＞
ＳＵＭＴＨ）に「ノイズ状態」と判断するかわりに、「ノイズ状態」と判断した回数が複
数回連続していることが確認された場合に、座標算出方法を曲線近似計算法から重心計算
法に切り替える構成としてもよい。
【０１００】
　このように、ノイズ閾値より大きくなった瞬間でなく、所定期間以上継続してノイズ閾
値より大きくなる場合にノイズ状態と判断することにより、一瞬のノイズの影響を排除し
て座標を算出することができる。その結果、ノイズの影響を適切に見積もって座標の算出
を高精度で行うことが可能となる。
【０１０１】
　また、演算処理部１８は、ノイズの影響により曲線近似計算法を重心計算法に切り替え
て適用する場合に、所定期間以上継続してノイズ閾値を越えた時点から、検出対象が操作
面から離れるまでに重心計算法を適用し続けることが好ましい。通常、曲線近似計算と重
心計算の結果が必ずしも一致しないことから計算方法を変えると座標が変わるため、重心
計算法を適用した後には、重心計算法を適用し続けることにより、計算方法の変化に伴っ
て座標が動く回数を最小限に抑えることができる。
【０１０２】
　また、上述したノイズ状態の判断において、計算で連続して得られる（ｋ－１）番目の
ノイズカウントとｋ番目のノイズカウントの極性が一致しない場合に、ノイズカウントを
積算することにより、ユーザの所定の操作によって誤動作する（ノイズと判断される）こ
とを抑制することができる。
【０１０３】
　例えば、ユーザが操作面に指を接触させた状態で座標ＹＡからＹＢに移動する場合（例
えば、ドラッグ操作）、移動平均値は遅れて追従を始めるため、ノイズカウントの極性は
変化しない（図９参照）。そのため、計算で連続して得られるデータのノイズカウントの
極性が一致しない場合にカウントすることにより、ユーザの移動操作に応じた動作をノイ
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【０１０４】
　図１０に、ノイズ状態において、重心計算法と曲線近似計算法で算出した場合の座標の
変化を示す。ここでは、操作面に鉄柱（φ８ｍｍ）を接触させた状態で、鉄柱にホワイト
ノイズ２０Ｖｐｐを印加した時の座標出力結果を示している。図１０Ａは、ノイズ状態に
おいて、重心計算法により算出した座標の変化を示し、図１０Ｂは、ノイズ状態において
、２次曲線近似計算法により算出した座標の変化を示している。
【０１０５】
　得られた結果に基づいて、各算出方法の標準偏差を求めたところ、重心計算法では３．
５７、曲線近似計算法では９．５９となり、重心計算法を適用した場合には、６３％ノイ
ズの低減効果が得られ、曲線近似法と比較してノイズの影響を低減できた。
【０１０６】
　以上のように、検出される複数の電極の静電容量変化量の状態に応じて、算出方法を切
り替えて座標の算出を行うことにより、使用状況が変化する場合であっても、座標の検出
の精度が低下することを抑制することが可能となる。
【０１０７】
　本発明は上述した実施の形態に限定されるものではない。その他、本発明の要旨を逸脱
しない範囲において種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０　座標検出装置
　１１　センサ基板
　１２　Ｘ軸電極
　１３　Ｙ軸電極
　１４　Ｘ軸側検出部
　１５　Ｙ軸側検出部
　１６　Ａ／Ｄ変換部
　１７　記憶部
　１８　演算処理部
　１９　インターフェイス部
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