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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータデバイスのためのタッチスクリーンであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに装着され、上面及び下面を含み、該上面が、該ハウジングの外側から
の１つ又はそれよりも多くの物体によるタッチに向けて露出された光透過材料の層と、
　光ビームを放出するために前記上面の下で前記ハウジングに装着された複数の光エミッ
タと、
　前記光エミッタによって放出された前記光ビームを該光ビームが前記層に入る時に該光
ビームが前記上面に触れる前記物体のいずれによっても吸収されない時に該層の該上面及
び前記下面での内部全反射によって該層に閉じ込められたままであるような角度で該層の
中に向けるために前記ハウジングに装着された第１のレンズアセンブリと、
　光ビームを検出するためにかつ該検出された光の量を示す出力を生成するために前記上
面の下で前記ハウジングに装着された複数の光検出器と、
　前記光検出器の１つ又はそれよりも多くに向けて前記層の面で光ビームを誘導するため
に前記ハウジングに装着された第２のレンズアセンブリと、
　前記光検出器の出力に基づいて前記上面に触れる前記１つ又はそれよりも多くの物体の
それぞれの１つ又はそれよりも多くの位置を判断するために前記ハウジングに装着されか
つ前記光検出器に接続された計算ユニットと、
　を含み、
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　前記層における光ビームが、それらが前記物体のいずれかと接触する時に前記上面で部
分的に吸収される、
　ことを特徴とするタッチスクリーン。
【請求項２】
　前記光透過材料は、赤外光を透過するガラス又はプラスチックを含むことを特徴とする
請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項３】
　前記光透過材料は、赤外光を透過する透過ゲル又は液体充填サックであることを特徴と
する請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項４】
　前記第１及び第２のレンズアセンブリ上に前記層を留める光学透明転写テープを更に含
むことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項５】
　前記第１のレンズアセンブリは、前記光エミッタによって前記層の上に放出された前記
光ビームの部分を前記上面の上方に誘導し、
　前記第２のレンズアセンブリは、光ビームを前記上面の上方から前記光検出器の１つ又
はそれよりも多くに誘導する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項６】
　前記第１のレンズアセンブリは、前記光エミッタによって放出された前記光ビームを前
記層の１つ又はそれよりも多くの側面からの該層の中に誘導し、
　前記第２のレンズアセンブリは、前記層の１つ又はそれよりも多くの側面から現れる光
ビームを前記光検出器の１つ又はそれよりも多くに誘導する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項７】
　前記層及び前記第１及び第２のレンズアセンブリは、単一の統合されたユニットを含む
ことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項８】
　前記光エミッタは、前記層の２つの隣接した縁部に沿って配置され、
　前記光検出器は、前記層の２つの他の隣接した縁部に沿って配置され、
　前記光エミッタは、前記光検出器とシフト位置合せされ、
　前記計算ユニットは、物体が前記上面に触れない時に予想される出力未満である前記光
検出器の出力に基づいて、該上面に触れる前記１つ又はそれよりも多くの物体のそれぞれ
の１つ又はそれよりも多くの位置を判断する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項９】
　前記光エミッタ及び前記光検出器は、前記層の縁部に沿って交替するシーケンスで配置
され、
　前記計算ユニットは、物体が前記上面に触れない時に予想される出力未満である前記光
検出器の出力に基づいて、該上面に触れる前記１つ又はそれよりも多くの物体のそれぞれ
の１つ又はそれよりも多くの位置を判断する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のタッチスクリーン。
【請求項１０】
　コンピュータデバイスのためのタッチスクリーンであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに装着され、上面及び下面を含み、該上面が、該ハウジングの外側から
の１つ又はそれよりも多くの物体によるタッチに向けて露出された光透過材料の層と、
　光ビームを放出するために前記上面の下で前記ハウジングに装着された複数の光エミッ
タと、
　前記光エミッタによって放出された前記光ビームを該光ビームが前記層に入る時に該層
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の前記上面及び下面での内部全反射によって該層に閉じ込められたままであるような角度
で該層の中に向けるために前記ハウジングに装着された第１のレンズアセンブリと、
　光ビームを検出するためにかつ該検出された光の量を示す出力を生成するために前記上
面の下で前記ハウジングに装着された複数の光検出器と、
　前記光検出器の１つ又はそれよりも多くに向けて前記層の面で光ビームを誘導するため
に前記ハウジングに装着された第２のレンズアセンブリと、
　前記光検出器の出力に基づいて前記上面に触れる前記１つ又はそれよりも多くの物体の
それぞれの１つ又はそれよりも多くの位置を判断するために前記ハウジングに装着されか
つ前記光検出器に接続された計算ユニットと、
　を含み、
　前記層における光ビームが、それらが前記物体のいずれかと接触した時に、前記第２の
レンズアセンブリが、それらが散乱されなかった場合よりも前記光検出器のより多くにそ
れらを誘導するように、前記上面で該層の中に散乱して戻される、
　ことを特徴とするタッチスクリーン。
【請求項１１】
　前記光透過材料は、赤外光を透過するガラス又はプラスチックを含むことを特徴とする
請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１２】
　前記光透過材料は、赤外光を透過する透過ゲル又は液体充填サックであることを特徴と
する請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１３】
　前記第１及び第２のレンズアセンブリ上に前記層を留める光学透明転写テープを更に含
むことを特徴とする請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１４】
　前記第１のレンズアセンブリは、前記光エミッタによって前記層の上に放出された前記
光ビームの部分を前記上面の上方に誘導し、
　前記第２のレンズアセンブリは、光ビームを前記上面の上方から前記光検出器の１つ又
はそれよりも多くに誘導する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１５】
　前記第１のレンズアセンブリは、前記光エミッタによって放出された前記光ビームを前
記層の１つ又はそれよりも多くの側面からの該層の中に誘導し、
　前記第２のレンズアセンブリは、前記層の１つ又はそれよりも多くの側面から現れる光
ビームを前記光検出器の１つ又はそれよりも多くに誘導する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１６】
　前記層及び前記第１及び第２のレンズアセンブリは、単一の統合されたユニットを含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１７】
　前記光エミッタは、前記層の２つの隣接した縁部に沿って配置され、
　前記光検出器は、前記層の２つの他の隣接した縁部に沿って配置され、
　前記光エミッタは、前記光検出器とシフト位置合せされ、
　前記計算ユニットは、物体が前記上面に触れない時に予想される出力未満である前記光
検出器の出力に基づいて、該上面に触れる前記１つ又はそれよりも多くの物体のそれぞれ
の１つ又はそれよりも多くの位置を判断する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１８】
　前記光エミッタ及び前記光検出器は、前記層の縁部に沿って交替するシーケンスで配置
され、
　前記計算ユニットは、物体が前記上面に触れない時に予想される出力未満である前記光
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検出器の出力に基づいて、該上面に触れる前記１つ又はそれよりも多くの物体のそれぞれ
の１つ又はそれよりも多くの位置を判断する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載のタッチスクリーン。
【請求項１９】
　前記第１及び第２のレンズアセンブリは、前記光エミッタの各々からの光ビームを３方
向に誘導する繰返し３面レンズパターンを含むことを特徴とする請求項１０に記載のタッ
チスクリーン。
【請求項２０】
　前記エミッタの各々から３方向に誘導された前記光は、前記層の３つの異なる縁部に沿
って位置する前記光検出器のうちの３つによって受け取られることを特徴とする請求項１
０に記載のタッチスクリーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、光ベースのタッチスクリーンである。
【背景技術】
【０００２】
　多くの家電デバイスは、現在、指又はスタイラスタッチユーザ入力で使用するためにタ
ッチ感応スクリーン付きで製造される。これらのデバイスは、携帯電話及び自動車エンタ
ーテインメントシステムのような小さいスクリーンデバイスから、ノートブックコンピュ
ータのような中型スクリーンデバイス、更に空港の搭乗手続きステーションのような大ス
クリーンデバイスに及んでいる。
【０００３】
　殆どの従来のタッチスクリーンシステムは、抵抗又は容量層に基づいている。このよう
なシステムは、簡単に拡張可能ではないので、網羅的な解決法が得られるほど十分に万能
ではない。
【０００４】
　従来のタッチスクリーンシステムの従来技術の図である図１を参照する。このようなシ
ステムは、ＬＣＤ表示面６０６、ＬＣＤ面の上に置かれている抵抗又は容量オーバーレイ
８０１、オーバーレイに接続してオーバーレイからの入力を有意な信号に変換するコント
ローラ集積回路（ＩＣ）７０１を含む。コンピュータのようなホストデバイス（図示せず
）は、コントローラＩＣ７０１から信号を受信し、デバイスドライバ又はそのような他の
プログラムは、信号を解釈してキー押し又はスクロール移動のようなタッチベースの入力
を検出する。
【０００５】
　従来の抵抗タッチスクリーンの従来技術の図である図２を参照する。薄い空間よって分
離された導電及び抵抗層８０２が図２に示されている。ＰＥＴフィルム８０３は、上部回
路層８０４の上に重なり、それは、導電コーティング８０６の上に重なる。同様に、スペ
ーサドット８０８を有する導電コーティング８０７は、底部回路層８０５の上に重なり、
それは、ガラス層６０７の上に重なる。指又はスタイラスのようなポインタ９００がスク
リーンに接触した時に、接触が抵抗層間に生じ、スイッチが閉じられる。コントローラ７
０１は、タッチ点の位置を導出するために層間の電流を判断する。
【０００６】
　抵抗タッチスクリーンの長所は、低価格、低い電力消費、及びスタイラスサポートであ
る。
【０００７】
　抵抗タッチスクリーンの短所は、オーバーレイの結果、スクリーンが十分には透明でな
いことである。別の短所は、圧力がタッチ検出に必要であることであり、すなわち、十分
な圧力なしでスクリーンに触れるポインタは、未検出になることである。従って、抵抗タ
ッチスクリーンは、指タッチを十分には検出しない。別の短所は、抵抗タッチスクリーン
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は、直射日光の下でほぼ読み取り不能であることである。別の短所は、抵抗タッチスクリ
ーンがかき傷に敏感であることである。更に別の短所は、抵抗タッチスクリーンは、「マ
ルチタッチ」と呼ばれる２つ又はそれよりも多くのポインタが同時にスクリーンに触れて
いることを識別することができないことである。
【０００８】
　従来の表面容量タッチスクリーンの従来技術の図である図３を参照する。被覆ガラス担
体８１０の上に重なるタッチ面８０９が図３に示されている。ガラス８１１の２つの側は
、均一な導電インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）コーティング８１２で被覆される。更に、
二酸化シリコンハードコーティング８１３が、ＩＴＯコーティング層８１２のうちの１つ
の前側に被覆される。電流を発生する電極８１４が、ガラスの４つのコーナで取り付けら
れる。指又はスタイラスのようなポインタ９００がスクリーンに触れ、タッチ点に少量の
電流を流す。コントローラ７０１は、次に、４つの電極を通る電流の比率に基づいてタッ
チ点の位置を判断する。
【０００９】
　表面容量タッチスクリーンの長所は、指タッチサポート及び耐久性がある面である。
【００１０】
　表面容量タッチスクリーンの短所は、オーバーレイの結果、スクリーンが十分には透明
でないことである。別の短所は、作動の温度範囲に限界がある点である。別の短所は、タ
ッチスクリーンの容量的性質のためにポインタ移動の捕捉速度に限界がある点である。別
の短所は、表面容量タッチスクリーンが高周波（ＲＦ）干渉及び電磁（ＥＭ）干渉を受け
やすいことである。別の短所は、タッチ位置判断の精度がキャパシタンスに依存すること
である。別の短所は、表面容量タッチスクリーンは、手袋を着用して使用することができ
ないことである。別の短所は、表面容量タッチスクリーンには、大きいスクリーン境界が
必要であることである。従って、表面容量タッチスクリーンは、小さいスクリーンデバイ
スと併用することができない。更に別の短所は、表面容量タッチスクリーンは、マルチタ
ッチを識別することができないことである。
【００１１】
　従来の投影容量タッチスクリーンの従来技術の図である図４を参照する。複数の水平（
ｘ軸）及び垂直（ｙ軸）電極を形成するエッチドＩＴＯ層８１５が図４に示されている。
エッチド層８１５は、外側ハードコート層８１６及び８１７、ｘ軸電極パターン８１８、
ｙ軸電極パターン８１９、及びその中間のＩＴＯガラス８２０を含む。ＡＣ信号７０２が
一方の軸線上の電極を駆動し、スクリーンを通しての応答が、他方の軸線上の電極を通じ
てループバックする。スクリーンに触れるポインタ９００の位置は、水平及び垂直電極間
の信号レベル変化７０３に基づいて判断される。
【００１２】
　投影容量タッチスクリーンの長所は、指マルチタッチ検出及び耐久性がある面である。
【００１３】
　投影容量タッチスクリーンの短所は、オーバーレイの結果、スクリーンが十分には透明
でないことである。別の短所は、高コストである。別の短所は、作動の温度範囲に限界が
ある点である。別の短所は、タッチスクリーンの容量的性質のために捕捉速度に限界があ
る点である。別の短所は、典型的には５’’未満であるスクリーンサイズの限界である。
別の短所は、表面容量タッチスクリーンがＲＦ干渉及びＥＭ干渉を受けやすいことである
。更に別の短所は、タッチ位置判断の精度がキャパシタンスに依存することである。
【００１４】
　従来の光学タッチスクリーンは、スクリーンの１つの縁部からスクリーン面の上にかつ
それを横切って光検出器が無中断ビームを検出する位置まで光ビームを投影する。タッチ
は、スクリーン上に置かれた物体が投影された光ビームの１つ又はそれよりも多くを遮断
し、かつ光検出器の一部が予想された光を検出しない時に検出される。
【００１５】
　従来の光学タッチスクリーンの短所は、スクリーンにわたって光ビームを投影するため
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にスクリーンの周りに隆起したベゼルが必要であることである。この要件は、デバイスの
縁部がスクリーン面と面一である完全に平坦な上面を必要とする一部の製品設計に適合し
ない。
【００１６】
　従来の光学タッチスクリーンの別の短所は、「ゴースト」として公知であるアーチファ
クトである。指のようなポインタが完全に光ビームを遮断し、かつ遮断されたビームの影
の内側に位置する第２のポインタが未検出になる時に、第２のポインタが検出器に到達す
る光量に影響を与えないのでゴーストが出現する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】米国特許第８，３３９，３７９号明細書
【特許文献２】米国特許出願出願番号第１２／３７１，６０９号明細書
【特許文献３】米国特許出願出願番号第６１／３１７，２５５号明細書
【特許文献４】米国特許第７，３３３，０９５号明細書
【特許文献５】米国特許出願第１２／４８６，０３３号明細書
【特許文献６】米国特許公開第２００９／０１８９８７８　Ａ１号明細書
【特許文献７】特許出願出願番号第１３／０５２，５１１号明細書
【特許文献８】米国特許公開第２０１１／０１６３９９８号明細書
【特許文献９】特許出願出願番号第１２／６６７，６９２号明細書
【特許文献１０】米国特許公開第２０１１／００４３４８５号明細書
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】Ｄｉｅｔｚ、Ｐ．Ｈ．Ｙｅｒａｚｕｎｉｓ、Ｗ．Ｓ．及びＬｅｉｇｈ、
Ｄ．Ｌ．共著「双方向ＬＥＤを使用する超低コスト感知及び通信」、ユビキタスコンピュ
ータ国際会議（ＵｂｉＣｏｍｐ）、２００３年１０月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　従って、面一デバイス設計を可能にし、かつ単一ビーム経路内の複数の物体を検出しな
がら、上述の従来の抵抗及び容量タッチスクリーンの短所を克服するタッチスクリーンを
提供することは有益であると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の態様は、ディスプレイを覆う固体又は液体層を通してディスプレイの上にかつ
それにわたって光ビームが誘導され、それに関してスクリーンに同時に触れる２つ又はそ
れよりも多くのポインタの位置を明瞭に推定することができる光ベースのタッチスクリー
ンを提供する。
【００２１】
　従って、本発明の実施形態により、ハウジングと、ハウジングの外側から１つ又はそれ
よりも多くの物体によって触れられるように露出された上面を含み、ハウジングに装着さ
れた光透過材料の層と、上面の下でハウジングに装着された光ビームを放出するための複
数の光エミッタと、層に入る時の光ビームが、光ビームが上面に触れる物体のいずれによ
っても吸収されない時に層の上面及び下面での内部全反射によって層に閉じ込められたま
まであるような角度で、光エミッタによって放出された光ビームを層の中に誘導するため
の第１のレンズアセンブリと、光ビームを検出し、かつ検出された光の量を示す出力を生
成するために上面の下でハウジングに装着された複数の光検出器と、光検出器の１つ又は
それよりも多くに向けて層の面で光ビームを誘導するための第２のレンズアセンブリと、
光検出器の出力に基づいて上面に触れる１つ又はそれよりも多くの物体のそれぞれの１つ
又はそれよりも多くの位置を判断するためにハウジングに装着され、かつレシーバに接続
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る時に上面で部分的に吸収されるコンピュータデバイスのためのタッチスクリーンを提供
する。
【００２２】
　本発明の実施形態により、ハウジングと、ハウジングの外側から１つ又はそれよりも多
くの物体によって触れられるように露出された上面を含んでハウジングに装着された光透
過材料の層と、光ビームを放出するために上面の下でハウジングに装着された複数の光エ
ミッタと、層に入る時の光ビームがその層の上面及び下面での内部全反射によって層に閉
じ込められたままであるような角度で、光エミッタによって放出された光ビームを層の中
に誘導するためにハウジングに装着された第１のレンズアセンブリと、光ビームを検出し
、かつ検出された光の量を示す出力を生成するために上面の下でハウジングに装着された
複数の光検出器と、光検出器の１つ又はそれよりも多くに向けて層の面で光ビームを誘導
するためにハウジングに装着された第２のレンズアセンブリと、光検出器の出力に基づい
て上面に触れる１つ又はそれよりも多くの物体のそれぞれの１つ又はそれよりも多くの位
置を判断するためにハウジングに装着され、かつレシーバに接続された計算ユニットとを
含み、層における光ビームが、第２のレンズアセンブリがそれらが散乱されなかった場合
よりも多くの光検出器にそれらを誘導するように、それらが物体のいずれかと接触する時
に上面で層の中に散乱して戻されるコンピュータデバイスのためのタッチスクリーンを更
に提供する。
【００２３】
　本発明は、図面に関連した以下の詳細説明からより完全に理解かつ認められるであろう
。
【００２４】
　図への参照のために、要素及びそれらの数字の以下の索引を提供する。１００番台で付
番された要素は、一般的に光ビームに関し、２００番台で付番された要素は、一般的に光
源に関し、３００番台で付番された要素は、一般的に光レシーバに関し、４００番台及び
５００番台で付番された要素は、一般的に導光体に関し、６００番台で付番された要素は
、一般的にディスプレイに関し、７００で付番された要素は、一般的に回路要素に関し、
８００番台で付番された要素は、一般的に電子デバイスに関し、９００番台で付番された
要素は、一般的にユーザインタフェースに関する。１０００番台で付番された要素は、流
れ図の作動である。
【００２５】
　類似に付番された要素は、同じタイプの要素を表すが、それらは、同一要素である必要
はない。
【００２６】
（表）
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【００２７】
（表）

【００２８】
（表）
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【００３０】
（表）

【００３１】
（表）
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【００３３】
（表）

【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】従来のタッチスクリーンシステムの従来技術の図である。
【図２】従来の抵抗タッチスクリーンの従来技術の図である。
【図３】従来の表面容量タッチスクリーン従来技術の図である。
【図４】従来の投影容量タッチスクリーンの従来技術の図である。
【図５】本発明の実施形態によるタッチスクリーン検出チャンネルの略示図である。
【図６】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおいてスクリーン軸線に沿
って向けられた光ビームの略示図である。
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【図７】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおいてファンのようにスク
リーンにわたって広がった光ビームの略示図である。
【図８】本発明の実施形態により円形又は円弧状検出ゾーンを生成するスクリーン縁部に
沿って配分された組合せトランスミッタ－レシーバ要素の略示図である。
【図９】本発明の実施形態により光が第１のスクリーン縁部に沿った位置に光ファイバ導
光体により案内される互いに近くに位置決めされた複数のエミッタを含むタッチスクリー
ンの一部分の図である。
【図１０】本発明の実施形態により１６個のエミッタ及び１６個のレシーバを有するタッ
チスクリーンの図である。
【図１１】本発明の実施形態により同時にスクリーンに触れる２つのポインタの検出を示
す図１０のタッチスクリーンの図である。
【図１２】本発明の実施形態により同時にスクリーンに触れる２つのポインタの検出を示
す図１０のタッチスクリーンの図である。
【図１３】本発明の実施形態により同時にスクリーンに触れる２つのポインタの検出を示
す図１０のタッチスクリーンの図である。
【図１４】本発明の実施形態により２つの指の滑り移動を検出するタッチスクリーンの図
である。
【図１５】本発明の実施形態により２つの指の滑り移動を検出するタッチスクリーンの図
である。
【図１６】本発明の実施形態による図１０のタッチスクリーンの回路図である。
【図１７】本発明の実施形態による光ベースのタッチスクリーンシステムの略示図である
。
【図１８】本発明の実施形態による図１７のタッチスクリーンの略示断面図である。
【図１９】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムがスクリーンに触れる指先
の正確な位置を判断することを可能にするエミッタ、レシーバ、及び光学要素の配置の略
示図である。
【図２０】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムが取りわけスタイラスを含
むセンサ要素よりも小さいポインタを検出することを可能にするエミッタ、レシーバ、及
び光学要素の配置の略示図である。
【図２１】本発明の実施形態により幅広光ビームがスクリーンを覆うタッチスクリーンの
略示図である。
【図２２】本発明の実施形態による平行化レンズの略示図である。
【図２３】本発明の実施形態により光レシーバと協働する平行化レンズの略示図である。
【図２４】本発明の実施形態によりエミッタに向いたマイクロレンズの面を有する平行化
レンズの略示図である。
【図２５】本発明の実施形態によりレシーバに向いたマイクロレンズの面を有する平行化
レンズの略示図である。
【図２６】本発明の実施形態により幅広ビームタッチスクリーンを有する電子デバイスの
略示図である。
【図２７】本発明の実施形態により２つのレシーバにより検出された１つのエミッタから
の重なり合う光ビームを示す図２６の電子デバイスの図である。
【図２８】本発明の実施形態により１つのレシーバにより検出された２つのエミッタから
の重なり合う光ビームを示す図２６の電子デバイスの図である。
【図２９】本発明の実施形態によりスクリーン上の点が少なくとも２つのエミッタ－レシ
ーバ対により検出されることを示す図２６の電子デバイスの図である。
【図３０】本発明の実施形態により光信号の強度分布を示す幅広ビームタッチスクリーン
の略示図である。
【図３１】本発明の実施形態により２つのエミッタからの重なり合う光信号の強度分布を
示す幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３２】本発明の実施形態により１つのエミッタからの２組の重なり合う光信号の強度
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分布を示す幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３３】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを有していないエミッタ及び
レシーバレンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３４】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを有するエミッタ及びレシー
バレンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３５】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを有するエミッタ及びレシー
バレンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３６】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを有していないエミッタ及び
レシーバレンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３７】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを有するエミッタ及びレシー
バレンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である。
【図３８】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを一体化したレンズを有する
２つのエミッタの略示図である。
【図３９】本発明の実施形態によりマイクロレンズパターンを一体化したレンズを有する
２つのレシーバの略示図である。
【図４０】本発明の実施形態によりディスプレイと外側ケーシングとを有する電子デバイ
スとの関連における単一ユニット導光体の側面図の略示図である。
【図４１】本発明の実施形態により面上にフェザーパターンが適用されたレンズの２つの
異なる角度からの側面図の略示図である。
【図４２】本発明の実施形態による幅広ビームタッチスクリーンの一部分の略示図である
。
【図４３】本発明の実施形態によりレンズ上にエッチングされたマイクロレンズを出入り
する光ビームの略示図の上面図である。
【図４４】本発明の実施形態によりディスプレイと外側ケーシングとを有するデバイスと
の関連における２ユニット導光体の側面図の略示図である。
【図４５】本発明の実施形態によりＰＣＢ及び外側ケーシングを有するデバイスとの関連
における導光体ユニットの図である。
【図４６】本発明の実施形態による図４５の導光体ユニットの上面図である。
【図４７】本発明の実施形態により指タッチを検出するための光ベースのタッチスクリー
ンのためのシフト位置合せ式エミッタ及び検出器の略示図である。
【図４８】本発明の実施形態による図４７のスクリーン上の指タッチ検出の略示図である
。
【図４９】本発明の実施形態による電子デバイス内の導光体の側面切り欠き図の略示図で
ある。
【図５０】本発明の実施形態による電子デバイスの一部分と光ビームを折り返す少なくと
も２つの有効面を有する導光体の上側部分との側面切り欠き図の略示図である。
【図５１】本発明の実施形態によりディスプレイを覆う保護ガラスの一体部分として形成
された透明な光学タッチ導光体の断面の略示図である。
【図５２】本発明の実施形態によりスクリーンの縁部を隠すようになった図５０の電子デ
バイス及び導光体の略示図である。
【図５３】本発明の実施形態によりエミッタの反対側からディスプレイの上方まで延びる
単一ユニットである導光体の略示図である。
【図５４】本発明の実施形態による２ユニット導光体の略示図である。
【図５５】本発明の実施形態によりユーザによって保持されたタッチスクリーンデバイス
の略示図である。
【図５６】本発明の実施形態により幅広光ビームがスクリーンを覆うタッチスクリーンの
略示図である。
【図５７】本発明の実施形態によるデバイスとの関連における導光体の略示側面図である
。
【図５８】本発明の実施形態によるデバイスとの関連における導光体の略示上面図である
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。
【図５９】本発明の実施形態によるデバイスとの関連における導光体の略示底面図である
。
【図６０】本発明の実施形態によりエミッタ及びレシーバによって取り囲まれたタッチス
クリーンの略示図である。
【図６１】本発明の実施形態により反射ファセットの波状の角ばったパターンを有する光
学要素の３つの角度から示す略示図である。
【図６２】本発明の実施形態により２つの隣接エミッタからの光を反射、平行化、及びイ
ンターリーブする光学要素の略示図である。
【図６３】本発明の実施形態によるマルチファセット光学要素の略示図である。
【図６４】本発明の実施形態により９つのファセットに対して光分布に対する様々な反射
ファセットパラメータの効果を示す略示グラフである。
【図６５】本発明の実施形態により幅広光ビームがスクリーンを横切るタッチスクリーン
の略示図である。
【図６６】本発明の実施形態により２つの幅広光ビームがスクリーンを横切るタッチスク
リーンの略示図である。
【図６７】本発明の実施形態により３つの幅広光ビームがスクリーンを横切るタッチスク
リーンの略示図である。
【図６８】本発明の実施形態によるタッチスクリーン内の幅広ビームの光分布の略示グラ
フである。
【図６９】本発明の実施形態により指先がスクリーンを横切って移動する時の３つの幅広
ビームからの検出信号の略示図である。
【図７０】本発明の実施形態によりタッチスクリーンにおける重なり合う幅広ビームの光
分布の略示グラフである。
【図７１】本発明の実施形態によりタッチスクリーンにおける重なり合う幅広ビームの光
分布の略示グラフである。
【図７２】本発明の実施形態によりタッチスクリーンにおける重なり合う幅広ビームの光
分布の略示グラフである。
【図７３】本発明の実施形態により指先が３つの異なる位置でスクリーンを横切って移動
する時の幅広ビームからの検出信号の略示グラフである。
【図７４】本発明の実施形態による４つの光学要素及び４つの隣接エミッタの略示図であ
る。
【図７５】本発明の実施形態により共通経路に沿って２つのエミッタからのビームを誘導
する回折面の略示図である。
【図７６】本発明の実施形態により交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチ
スクリーンの略示図である。
【図７７】本発明の実施形態による交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチ
スクリーンとスクリーンを横切る幅広ビームとの略示図である。
【図７８】本発明の実施形態による交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチ
スクリーンとスクリーンを横切る２つの幅広ビームとの略示図である。
【図７９】本発明の実施形態による交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチ
スクリーンとスクリーンを横切る３つの幅広ビームとの略示図である。
【図８０】本発明の実施形態によりエミッタ及び隣接レシーバに対する光を反射及びイン
ターリーブする平行化光学要素の略示図である。
【図８１】本発明の実施形態により光エミッタの第１の向きに対して不明瞭であるマルチ
タッチ位置の図である。
【図８２】本発明の実施形態により光エミッタの第１の向きに対して不明瞭であるマルチ
タッチ位置の図である。
【図８３】本発明の実施形態により光エミッタの第１の向きに対して不明瞭であるマルチ
タッチ位置の図である。
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【図８４】本発明の実施形態により光エミッタの第１の向きに対して不明瞭であるマルチ
タッチ位置の図である。
【図８５】本発明の実施形態により光エミッタの第２の向きに対して明瞭である図８１の
マルチタッチ位置の図である。
【図８６】本発明の実施形態により光エミッタの第２の向きに対して明瞭である図８２の
マルチタッチ位置の図である。
【図８７】本発明の実施形態により光エミッタの第２の向きに対して明瞭である図８３の
マルチタッチ位置の図である。
【図８８】本発明の実施形態により光ビームが４つの軸線に沿って誘導されるタッチスク
リーンの略示図である。
【図８９】本発明の実施形態により２つのグリッド向きを有する光エミッタ及び光レシー
バの交替構成の略示図である。
【図９０】本発明の実施形態により交替する光エミッタ及び光レシーバの構成の略示図で
ある。
【図９１】本発明の実施形態により２つのレシーバにより検出されているエミッタからの
２つの幅広光ビームの略示図である。
【図９２】本発明の実施形態による２つの幅広ビーム及びその間の重複区域の略示図であ
る。
【図９３】本発明の実施形態により光ビームを検出する縁部にあるタッチ点の略示図であ
る。
【図９４】本発明の実施形態により指タッチ検出のために設計されたスクリーンにおける
指サイズのタッチ点の略示図である。
【図９５】本発明の実施形態により表示スクリーンの２つの縁部に沿ってレシーバに光を
誘導する表示スクリーンの一方の縁部に沿ったエミッタの略示図である。
【図９６】本発明の実施形態により実質的に平面の２面の窪んだ空洞の反復パターンを備
えたレンズ面を有する３方向に光を屈折させるレンズの略示図である。
【図９７】本発明の実施形態により実質的に平面の３面の窪んだ空洞の反復パターンを備
えたレンズ面を有する３方向に光を屈折させるレンズの略示図である。
【図９８】本発明の実施形態により交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチ
スクリーンとスクリーンを横切る斜め幅広ビームとの略示図である。
【図９９】本発明の実施形態により交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチ
スクリーンとスクリーンを横切る斜め幅広ビームとの略示図である。
【図１００】本発明の実施形態により交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッ
チスクリーンとスクリーンを横切る斜め幅広ビームとの略示図である。
【図１０１】本発明の実施形態によりタッチスクリーンにおける斜め幅広ビームにわたる
光分布の略示グラフである。
【図１０２】本発明の実施形態によりタッチスクリーンにおける３つの重なり合う斜め幅
広ビームにわたる光分布の略示グラフである。
【図１０３】本発明の実施形態により指がタッチスクリーンにおいて３つの重なり合う斜
め幅広ビームを横切って滑る時のタッチ検出の略示グラフである。
【図１０４】本発明の実施形態により指先が３つの異なる位置でスクリーンを横切って移
動する時の斜め幅広ビームからの検出信号の略示グラフである。
【図１０５】本発明の実施形態によりスクリーンを横切る斜めの及び直交する幅広ビーム
が１つのレシーバにより検出されるように交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれた
タッチスクリーンの第１の実施形態の略示図である。
【図１０６】本発明の実施形態によりスクリーンを横切る斜めの及び直交する幅広ビーム
が１つのレシーバにより検出されるように交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれた
タッチスクリーンの第２の実施形態の略示図である。
【図１０７】スタイラスで従来技術のタッチスクリーン上で書き込むユーザの略示図であ
る。
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【図１０８】本発明の実施形態によりユーザの手掌がタッチスクリーンに載った時にスタ
イラスの位置を検出する光ビームの略示図である。
【図１０９】本発明の実施形態によりタッチスクリーンを取り囲むフレームの略示図であ
る。
【図１１０】本発明の実施形態によるタッチスクリーンのコーナのためのエミッタ、レシ
ーバ、及び光学要素の第１の実施形態の略示図である。
【図１１１】本発明の実施形態によるタッチスクリーンのコーナのためのエミッタ、レシ
ーバ、及び光学要素の第２の実施形態の略示図である。
【図１１２】本発明の実施形態により赤外光を透過するプラスチック材料で製造された光
学構成要素の図である。
【図１１３】本発明の実施形態により導光体を有するタッチスクリーンの側面図の略示図
である。
【図１１４】本発明の実施形態により各側に３つの光学構成要素のブロックを有するタッ
チスクリーンの図である。
【図１１５】本発明の実施形態による図１１４のエミッタブロックのうちの１つの拡大図
である。
【図１１６】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
の略示図である。
【図１１７】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
において内部反射光を散乱させるタッチの略示図である。
【図１１８】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
において内部反射光を吸収するタッチ物体の略示図である。
【図１１９】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
の略示図である。
【図１２０】本発明の実施形態による図１１９のタッチスクリーンアセンブリにおける光
ビーム経路の略示図である。
【図１２１】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
の略示図である。
【図１２２】本発明の実施形態により２つの斜めタッチ点を検出するエミッタ及びレシー
バの略示図である。
【図１２３】本発明の実施形態により３つのタッチ点を検出するエミッタ及びレシーバの
略示図である。
【図１２４】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
の略示図である。
【図１２５】本発明の実施形態により複数のタッチ検出信号の曖昧性を除去する方法の流
れ図である。
【図１２６】本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリ
の略示図である。
【図１２７】本発明の実施形態によりスクリーンの上に光を向けるための長く薄い導光体
をスクリーンの第１の縁部に沿って有し、かつ向けられた光を検出して検出された光値を
計算ユニットに通信するためにスクリーンの反対の縁部に沿って配置された光レシーバの
アレイを有するタッチスクリーンの図である。
【図１２８】本発明の実施形態によりスクリーンの上に光ビームを向けるための光エミッ
タのアレイをスクリーンの第１の縁部に沿って有し、かつ向けられた光ビームを受け取っ
て更に導光体の両端に位置するレシーバに誘導する長く薄い導光体を有するタッチスクリ
ーンの図である。
【図１２９】本発明の実施形態により各々が長く薄い導光体の各縁部に結合された２つの
光エミッタの図である。
【図１３０】本発明の実施形態により強い押圧の発生を検出するタッチスクリーンの図で
ある。
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【図１３１】本発明の実施形態により強い押圧の発生を検出するタッチスクリーンの図で
ある。
【図１３２】本発明の実施形態により強い押圧の発生を検出するタッチスクリーンの図で
ある。
【図１３３】本発明の実施形態により強い押圧の発生を検出するタッチスクリーンの図で
ある。
【図１３４】本発明の実施形態により圧力が剛性装着７インチＬＣＤスクリーンに印加さ
れた時に検出された光の増加を示す棒グラフである。
【図１３５】本発明の実施形態により圧力が剛性装着７インチＬＣＤスクリーンに印加さ
れた時に検出された光の増加を示す棒グラフである。
【図１３６】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおけるエミッタ及びレ
シーバレンズの対向する列の図である。
【図１３７】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおけるエミッタ及びレ
シーバレンズの対向する列の図である。
【図１３８】本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおける複数のエミッタ
－レシーバ対によるタッチ位置を判断する技術の略示図である。
【図１３９】本発明の実施形態により図１３６及び図１３７の構成の導光体フレームの図
である。
【図１４０】本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンのタッチ検出の方法の
略示流れ図である。
【図１４１】ユーザがスクリーン上に２つの指を置いてそれらを軸線周りに回転させる回
転動作の図である。
【図１４２】ユーザがスクリーン上に２つの指を置いてそれらを軸線周りに回転させる回
転動作の図である。
【図１４３】ユーザがスクリーン上に２つの指を置いてそれらを軸線周りに回転させる回
転動作の図である。
【図１４４】本発明の実施形態によるタッチスクリーン上の様々な位置でのタッチイベン
トの図である。
【図１４５】本発明の実施形態によるタッチスクリーン上の様々な位置でのタッチイベン
トの図である。
【図１４６】本発明の実施形態によるタッチスクリーン上の様々な位置でのタッチイベン
トの図である。
【図１４７】本発明の実施形態によるタッチスクリーン上の様々な位置でのタッチイベン
トの図である。
【図１４８】本発明の実施形態による図１４４に示すタッチイベント中の光飽和の棒グラ
フである。
【図１４９】本発明の実施形態による図１４５に示すタッチイベント中の光飽和の棒グラ
フである。
【図１５０】本発明の実施形態による図１４６に示すタッチイベント中の光飽和の棒グラ
フである。
【図１５１】本発明の実施形態による図１４７に示すタッチイベント中の光飽和の棒グラ
フである。
【図１５２】本発明の実施形態により同時のはす向かいのタッチ位置を判断する方法の略
示流れ図である。
【図１５３】本発明の実施形態により時計回りと反時計回りの動作の間を区別する方法の
略示流れ図である。
【図１５４】本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンの較正及びタッチ検出
の方法の略示流れ図である。
【図１５５】本発明の実施形態によりタッチによって生成された信号と機械式効果によっ
て生成された信号との間の差を示す写真である。
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【図１５６】本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンを較正する時にパルス
強度を設定する制御回路の略示図である。
【図１５７】本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンを較正するための最小
電流から最大電流に至るパルス強度の較正パルスのプロットである。
【図１５８】本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンを較正するための略示
パルス図及び対応する出力信号グラフである。
【図１５９】本発明の実施形態によりプリント回路基板上にエミッタ又はレシーバのよう
な構成要素を位置決めする精度を増大させるために毛細効果がどのように使用されるかを
示す図である。
【図１６０】本発明の実施形態による加熱オーブンを通過した後の図１５９のプリント回
路基板を示す図である。
【図１６１】本発明の実施形態による光ベースのタッチスクリーンシステム及びそのため
のＡＳＩＣコントローラの略示図である。
【図１６２】本発明の実施形態による光ベースのタッチスクリーンのコントローラのため
のチップパッケージの回路図である。
【図１６３】本発明の実施形態による図１６２のチップパッケージへの接続のための４つ
又は５つの光エミッタが各列内にある６列の光エミッタの回路図である。
【図１６４】本発明の実施形態によりエミッタ及びレシーバによって取り囲まれたタッチ
スクリーンの略示図である。
【図１６５】本発明の実施形態により２つのコントローラで構成されたタッチスクリーン
を示す略示適用図である。
【図１６６】従来のチップ対本発明の専用コントローラを使用した走査シーケンス性能を
比較するグラフである。
【図１６７】本発明の実施形態によりエミッタ及びレシーバのシフト位置合せ式配列を有
するタッチスクリーンの略示図である。
【図１６８】本発明の実施形態により各スクリーン縁部に沿って交替するエミッタ及びレ
シーバを有するタッチスクリーンの略示図である。
【図１６９】本発明の実施形態により可撓性圧縮性層が面の上にあるタッチ面の略示図で
ある。
【図１７０】本発明の実施形態による図１６９のタッチ面の拡大図である。
【図１７１】本発明の実施形態により図１６９のタッチ面の可撓性圧縮性層を押し下げて
その上に圧痕を生成する物体の略示図である。
【図１７２】本発明の実施形態により可撓性圧縮性層が面の上にある代替タッチ面の略示
図である。
【図１７３】本発明の実施形態により図１７２のタッチ面の可撓性圧縮性層を押し下げて
その上に圧痕を生成する物体の略示図である。
【図１７４】本発明の実施形態により可撓性圧縮性層が面の上にある別の代替タッチ面の
略示図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の態様は、光ベースのタッチスクリーンに関する。
【００３６】
　解説の明瞭さを期すために、本明細書を通して「タッチスクリーン」という用語は、電
子ディスプレイを含む場合もあれば含まない場合もあるタッチ感応面を指すために一般的
な名称として使用する。従って、本明細書で使用する時の「タッチスクリーン」という用
語は、取りわけ、多くのラップトップコンピュータにおいて含まれるようなマウスタッチ
パッド及び手持ち式電子デバイスのカバーを含む。「光学タッチスクリーン」という用語
は、取りわけ、予想された光の強度と検出された光の強度の間の差に基づいてタッチを検
出するスクリーンを含む光ベースのタッチスクリーンを指すために一般的な名称として使
用し、検出される光の強度は、予想された光の強度よりも大きいか又は小さい場合がある
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。
【００３７】
　解説の明瞭さを期すために、本明細書を通して「エミッタ」という用語は、取りわけ、
発光ダイオード（ＬＥＤ）及び表示面の上に光を向けるレンズ又は反射器の中に光を出力
する光ファイバ又は管状導光体の出力端部を含む発光要素を指すために一般的な名称とし
て使用する。「レシーバ」という用語は、取りわけ、フォトダイオード（ＰＤ）及び表示
面を横切った光ビームを受け取ってそれらを光検出要素又は画像センサに誘導する光ファ
イバ又は管状導光体の入力端部を含む光検出要素を指すために一般的な名称として使用し
、画像センサは、取りわけ、電荷結合デバイス（ＣＣＤ）又は相補型金属酸化膜半導体（
ＣＭＯＳ）画像センサである。
【００３８】
　タッチ検出の元にある一般原理は、スクリーン上に置かれた時に指のような物体がトラ
ンスミッタとレシーバの間の光の結合を変えることである。信号がどのように変わったか
、及びどのトランスミッタ及びレシーバが影響を受けているかを判断することによって指
の位置を計算する。一度に１つずつトランスミッタにパルスを与えることによってどのト
ランスミッタが所定のレシーバに光を送ったかを判断する。タッチ検出に必要な情報は、
指がスクリーンに触れているか否かを示す信号及びどこにタッチが位置するかを示す信号
である。
【００３９】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーン検出チャンネルの略示図である図５を参照す
る。図５に示すように、各トランスミッタと各レシーバの間には、信号を伝達するチャン
ネルがある。チャンネル信号は、チャンネルを通過するタッチがあるか又はないかを示し
ている。以下に説明するように、複数のタッチが同時に発生した時に、信号もチャンネル
におけるタッチの数を符号化する。この場合を一般的に「マルチタッチ」と呼ぶ。２つの
タイプのチャンネル、すなわち、
Ａ．指がトランスミッタとレシーバの間で信号を起動するチャンネル、及び
Ｂ．指がトランスミッタとレシーバの間で信号を遮断するチャンネル、
が存在する。
【００４０】
　チャンネルＡに対して、０に近い低い信号は、タッチなしを示し、高い信号はタッチを
示している。チャンネルＡは、チャンネルＡ’まで延び、それによってチャンネル当たり
１つよりも多いタッチが検出される。チャンネルＡ’に対して、高い信号値が、タッチの
数に対応する異なるレベルで発生し、チャンネルに追加された各タッチにより、信号が１
ステップ増大する。
【００４１】
　チャンネルＢに対して、高い信号は、タッチなしを示し、０に近い低い信号は、タッチ
を示している。チャンネルＢは、チャンネルＢ’まで延び、それによって信号値が複数の
範囲又はステップに分割される。チャンネル内の各々の追加のタッチにより、信号が１ス
テップ減少する。
【００４２】
　図６～図８は、スクリーンを覆う検出チャンネルの異なる向きを示している。本発明の
実施形態によるタッチスクリーンシステムにおいて、スクリーン軸線に沿う向きの光ビー
ムの略示図である図６を参照する。図６は、スクリーン６３５の幅に沿った検出チャンネ
ル１００を示している。各チャンネルは、スクリーン６３５の１つの縁部でエミッタ２０
０で始まり、スクリーン６３５の反対の縁部でそれぞれのレシーバ３００で終了する。
【００４３】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンシステムにおいてファンのようにスクリーン
にわたって広がった光ビームの略示図である図７を参照する。図７は、スクリーンにわた
ってファンのように広がった検出チャンネル１００を示している。チャンネルの全ては、
スクリーンの１つのコーナの単一のエミッタ２００で始まり、各チャンネルは、スクリー
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ンの反対の縁部でそれぞれのレシーバ３００で終了する。
【００４４】
　本発明の実施形態による円形又は円弧状検出ゾーンを生成するスクリーン縁部に沿って
配分された組合せトランスミッタ－レシーバ要素の略示図である図８を参照する。図８（
ａ）は、スクリーン６３５上の円形領域１９４～１９６として検出チャンネルを示してい
る。各検出チャンネルは、光１９４～１９６の円弧を発して光の円弧に挿入された物体の
反射を検出するエミッタ－レシーバ要素２３１～２３３により生成される。検出は、図８
（ｂ）に示されており、円弧１９４に挿入された物体９００は、エミッタ－レシーバ要素
２３１へ光ビーム１９７を反射する。
【００４５】
　本発明の実施形態により、光は、第１のスクリーン縁部に沿った位置に光ファイバ導光
体４０１により案内される、互いに近くに位置決めされた複数のエミッタを含むタッチス
クリーンの一部分の図である図９を参照する。タッチスクリーンの一部分は、互いに近く
に位置決めされた複数のレシーバ３０１～３０５も含み、光は、光ファイバ導光体４０２
によりそこまで第２のスクリーン縁部に沿った位置から案内される。
【００４６】
　本発明の実施形態により、光ベースのタッチスクリーンは、取りわけ、赤外光又は近赤
外光発光ダイオード（ＬＥＤ）を含む１つ又はそれよりも多くのエミッタ、及び、取りわ
け、タッチスクリーン又はタッチ面を取り囲む周囲に沿って配置されたフォトダイオード
（ＰＤ）を含む複数のレシーバを含む。エミッタは、スクリーン面と実質的に平行な光を
投影し、この光は、レシーバにより検出される。
【００４７】
　一部の実施形態において、投影光は、スクリーン面の上方の空気を通じて伝達される。
スクリーンの一部分の上に置かれた指又はスタイラスのようなポインタは、光ビームの一
部を遮断し、相応に、レシーバの一部は、光の強度の減少を検出する。他の実施形態にお
いて、投影光は、スクリーン面の上方の光透過層を通して伝達される。投影光は、内部全
反射のためにこの層を出ることなくスクリーンを横切って移動する。この層に触れる指又
はスタイラスのようなポインタは、光ビームの一部を吸収及び／又は散乱させ、相応に、
レシーバの一部は、光の強度の減少を検出する。
【００４８】
　これらの実施形態の各々では、エミッタ及びレシーバの位置の幾何学形状及び検出され
た光の強度により、ポインタのスクリーン座標が決まる。エミッタ及びレシーバは、コン
トローラにより選択的に起動及び停止されるように制御される。一般的に、各エミッタ及
びレシーバは、Ｉ／Ｏコネクタを有し、どのエミッタ及びどのレシーバを起動するかを指
定する信号が送信される。
【００４９】
　本発明の実施形態において、複数のエミッタが、矩形スクリーンの２つの隣接した側に
沿って配置され、複数のレシーバが、他の２つの隣辺に沿って配置される。この点に関し
て、本発明の実施形態による１６個のエミッタ２００及び１６個のレシーバ３００を有す
るタッチスクリーン８００の図である図１０をここで参照する。エミッタ２００は、タッ
チスクリーンの上側部分にわたって赤外光又は近赤外光ビームを放出し、赤外光又は近赤
外光ビームは、それぞれのエミッタ２００の真反対にある対応するレシーバ３００により
検出される。ポインタがタッチスクリーン８００に接触した時に、ポインタは、ビームの
一部を遮断することにより、又は上述したようにビームの一部を吸収及び／又は散乱させ
ることにより、レシーバ３００の一部に到達する光量を低減する。レシーバ出力から、ど
の光ビームがポインタにより遮断又は低減されたかを識別することにより、ポインタの位
置を判断することができる。
【００５０】
　本発明の実施形態による同時にスクリーンに触れる２つのポインタ９０１及び９０２の
検出を示す図１０のタッチスクリーン８００の図である図１１～図１３をここで参照する



(23) JP 5593006 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

。２つ又はそれよりも多くのポインタが同時にスクリーンに接触した時に、これを「マル
チタッチ」と呼ぶ。スクリーンに触れているポインタ９０１及び９０２は、光がレシーバ
３００の一部に到達するのを妨げる。本発明の実施形態により、ポインタ９０１及び９０
の位置は、ポインタが遮断する赤外光ビームの交差した線から判断される。これとは対照
的に、従来技術の抵抗ベースのタッチスクリーンかつキャパシタンスベースのタッチスク
リーンは、一般的に、マルチタッチを検出することができない。
【００５１】
　２つ又はそれよりも多くのポインタが共通の水平又は垂直の軸線に沿って同時にスクリ
ーン８００に触れる時に、ポインタの位置は、遮断されるレシーバ３００により判断され
る。図１１のポインタ９０１及び９０２は、共通の縦軸に沿って位置合せされ、タッチス
クリーン８００の下縁部に沿って実質的に同じレシーバ３００、すなわち、ａ、ｂ、ｃ、
及びｄと記述されたレシーバを遮断する。タッチスクリーン８００の左縁部に沿って、２
つの異なる組のレシーバ３００が遮断される。ポインタ９０１は、ｅ及びｆと記述された
レシーバを遮断し、ポインタ９０２は、ｇ及びｈと記述されたレシーバを遮断する。２つ
のポインタは、従って、２つの位置にあると判断される。ポインタ９０１は、レシーバａ
～ｄ及びレシーバｅ及びｆから遮断された光ビームの交差点に位置するスクリーン座標を
有し、ポインタ９０２は、レシーバａ～ｄ及びレシーバｇ及びｈから遮断された光ビーム
の交差点に位置するスクリーン座標を有する。
【００５２】
　図１２に示すポインタ９０１及び９０２及び１３は、共通の水平又は垂直の軸線に沿っ
ては位置合せされず、異なる水平位置及び異なる垂直位置を有する。遮断されたレシーバ
ａ～ｈから、ポインタ９０１及び９０２が互いにはす向かいにあると判断される。図８に
示すように、それぞれ、タッチスクリーン８００の右上及び左下が触れられているか、又
は図１３に示すように、それぞれ、タッチスクリーン８００の右下及び左上が触れられて
いる。
【００５３】
　内部全反射を使用する光ベースのタッチスクリーンに対して、図１２と図１３を区別す
ることは、散乱光による光検出の増加を解析することによって解決される。この解析に関
して、図１２２を参照して以下で詳細に説明する。
【００５４】
　対角的に向けられたマルチタッチ位置の判断に対して、エミッタ及びレシーバのシフト
位置合せ式配列を参照して、及び４本の軸線に沿って向けられた光ビームを参照して更に
以下に説明する。不明瞭なマルチタッチを解決する付加的な方法に対して、本明細書で以
下に説明するＡＳＩＣコントローラにより可能にされる高速走査周波数を参照して説明す
る。
【００５５】
　本発明の実施形態による２つの指の滑り移動を検出するタッチスクリーン８００の図で
ある図１４及び図１５をここで参照する。図１４及び図１５に示す２つの指の滑り移動は
、ポインタ９０１及び９０２を互いに近づける斜めのつまみ動作である。滑りの方向は、
レシーバ３００が遮断される変化から判断される。図１４及び図１８に示すように、遮断
されるレシーバは、ａ及びｂからレシーバ３００までより右寄りに、ｃ及びｄからレシー
バ３００までより左寄りに変化している。同様に、遮断されるレシーバは、ｅ及びｆから
レシーバまでより下寄りに、ｇ及びｈからレシーバ３００までより上寄りに変化している
。反対方向での２つの指の滑り、すなわち、ポインタ９０１及び９０２を更に離す広がり
、すなわち、逆つまみ動作に対して、遮断されたレシーバは、双方向に変化する。
【００５６】
　ポインタ９０１及び９０２が共通の垂直又は水平軸線に沿って位置合せされた時に、２
つの指の滑りパターンを識別する際には曖昧性がない。ポインタ９０１及び９０２が共通
の垂直又は水平軸線において位置合せされない時に、図１４及び１５に示すように、滑り
パターンを識別する際に曖昧性がある可能性がある。このような曖昧性の場合に、及び図
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１２及び１３を参照して本明細書で上述したように、図１４と図１５の区別は、図１２２
を参照して以下で詳細に説明するように、散乱光による光検出の増加を解析することによ
って解決される。
【００５７】
　本発明の実施形態による図１０のタッチスクリーン８００の回路図である図１６を参照
する。エミッタ及びレシーバは、コントローラ（図示せず）によって制御される。エミッ
タは、スイッチＡからそれぞれの信号ＬＥＤ００～ＬＥＤ１５を受け取って、ＶＲＯＷ及
びＶＣＯＬから電流遮断器Ｂを通じて電流を受電する。レシーバは、シフトレジスタ７３
０からそれぞれの信号ＰＤ００～ＰＤ１５を受け取る。レシーバ出力は、信号ＰＤＲＯＷ
及びＰＤＣＯＬを通じてコントローラに送られる。コントローラ、スイッチＡ、及び電流
遮断器Ｂの作動は、現在は米国特許第８，３３９，３７９号明細書である本出願人の現在
特許出願中の出願である２００９年２月１５日出願の「光ベースのタッチスクリーン」と
いう名称の米国特許出願出願番号第１２／３７１，６０９号明細書に説明されており、こ
の特許の内容は、引用により本明細書に組み込まれている。
【００５８】
　本発明の実施形態により、エミッタは、第１のシリアルインタフェースを通じて制御さ
れ、第１のシリアルインタフェースは、シフトレジスタ７２０にバイナリ文字列を送信す
る。２進数文字列の各ビットは、エミッタの１つに対応し、かつ対応するエミッタを起動
するか又は停止するかを示し、ビット値「１」は起動を示し、ビット値「０」は停止を示
す。連続したエミッタは、シフトレジスタ７２０内のビット列を移動することによって起
動及び停止される。
【００５９】
　同様に、レシーバは、第２のシリアルインタフェースを通じて制御され、第２のシリア
ルインタフェースは、シフトレジスタ７３０にバイナリ文字列を送信する。連続したレシ
ーバは、シフトレジスタ７３０内のビット列を移動することによって起動及び停止される
。シフトレジスタ７２０及び７３０の作動は、先に参照した米国特許出願出願番号第１２
／３７１，６０９号明細書に説明されている。
【００６０】
　本発明の実施形態による光ベースのタッチスクリーンシステムの略示図である図１７を
参照する。エミッタ２００によって放出された光の第１の部分は、ディスプレイを覆うカ
バーガラスの上方の空気を通じて誘導される。エミッタ２００によって放出された光の第
２の部分は、カバーガラスに誘導される。光の第２の部分は、内部全反射によって案内さ
れる。小さい赤外光透過フレーム４０７は、スクリーンの両側に位置決めされたエミッタ
２００とレシーバの間に光ビームの第１の部分を反射するためにディスプレイを取り囲ん
でいる。指又はスタイラスのようなポインタが特定の区域９０５でカバーガラスに接触し
た時に、エミッタ２００によって生成された１つ又はそれよりも多くの光ビームが遮断さ
れ、具体的には、ビームの第１の部分は、指により遮断され、ビームの第２の部分は、指
により少なくとも部分的に吸収される。遮断された光ビームは、レシーバの１つ又はそれ
よりも多くによって受け取られた光の対応する減少により検出され、これは、ポインタの
位置を判断するのに使用される。
【００６１】
　本発明の実施形態による図１７のタッチスクリーンの略示断面図である図１８を参照す
る。図１８では、ＬＣＤディスプレイ６３５、カバーガラス６４６、及び周囲の赤外光透
過フレーム４０７の断面Ａ－Ａの断面図が示されている。断面図は、フレーム４０７の切
取り部４０８によって反射されて表示面の上に平行に実質的に誘導される光１００を放出
するエミッタ２００を示している。断面図は、ディスプレイ面にわたって、カバーガラス
６４６において内部反射される出射光１０３も示している。指９００がカバーガラス６４
６に近づく時に、エミッタによって放出され、かつニアタッチ位置の上に向けられた光１
０１の一部は、指により遮断され、光１０２の一部は、指先とカバーガラスの間を通過す
る。検出された光の低減は、指がカバーガラスに近づく時は実質的に線形である。光１０
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３の内部反射された部分は、近づいている指によって影響されない。指９００がディスプ
レイ面に接触した時に、エミッタによって放出され、かつタッチ位置の上方の空気を通じ
て誘導された光の全て、例えば、ビーム１０１及び１０２は、指９００により遮断される
。更に、内部反射光１０３の有意な部分は、指により吸収及び／又は散乱され、指がカバ
ーガラスに接触した時に検出される光の量の急落が発生する。これは、いつ接触が最初に
行われたかに関する表示になる。
【００６２】
　タッチスクリーンシステム構成第１
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンシステムがスクリーンに触れる指先の正確な
位置を判断することを可能にするエミッタ、レシーバ、及び光学要素の配置の略示図であ
る図１９を参照する。図１９では、ミラー又は光学レンズ４００、エミッタ２００、幅広
反射光ビーム１０５、ポインタ９００、及びレシーバ３００が示されている。ミラー又は
光学レンズ４００は、第２のミラー又は光学レンズによってレシーバ３００上にフォーカ
スされる幅広光ビームを生成する。幅広ビームにより、ポインタが幅広ビームの一部を遮
断した時に、レシーバ３００で検出される光の量のアナログ変化を感知することができる
。一部の実施形態において、ミラー又は光学レンズ４００は、ビーム幅１０５に沿ってほ
ぼ均一な強度で光を配分する。従って、指先が幅広ビーム１０５を横切った時に、ビーム
量の増加を遮断し、遮断された光の量は、ビームの遮断された部分の幅に線形に比例する
。指先は、指先が少なくとも２つの隣接した幅広ビームにより検出されるように各幅広ビ
ームよりも僅かに幅広である。隣接したビームでの検出信号を補間することによって指の
正確な位置を判断する。幅広ビーム１０５がスクリーン８００の上方の空気を通じて誘導
されるシステムは、図１９のポインタ９００は、幅広ビーム１０５の一部のみを遮断する
。ビーム１０５がスクリーン８００の上方に置かれたカバーガラスを通じて内部全反射に
よって誘導されるシステムは、ポインタ９００がカバーガラスに接触した時に、幅広ビー
ム１０５の一部を吸収及び／又は散乱させる。指先の正確な検出を可能にすることに加え
て、幅広ビームは、互いに遠く離してエミッタを装着し、かつ互いに遠く離してレシーバ
を装着することを可能にする。その結果、必要とするエミッタ及びレシーバの個数を低減
することによって材料費が軽減される。
【００６３】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンシステムが取りわけスタイラスを含むセンサ
要素よりも小さいポインタを検出することを可能にするエミッタ、レシーバ、及び光学要
素の配置の略示図である図２０を参照する。図２０には、ミラー又は光学レンズ４００、
エミッタ２００、幅広反射光ビーム１０５、ポインタ９００、及びレシーバ３００が示さ
れている。ミラー又は光学レンズ４００は、第２のミラー又は光学レンズによってレシー
バ３００上にフォーカスされる幅広光ビームを生成する。幅広ビームにより、ビームがデ
ィスプレイの上方の空気を通るビーム経路を直接に遮断することにより、又はカバーガラ
スを通じて内部全反射によってビームが案内されるビームの一部を吸収することによって
ポインタ９００が幅広ビームの一部を遮断した時に、レシーバ３００で検出された光の量
のアナログ変化の感知が可能である。カバーガラスを使用する吸収に対して、構成第６を
参照して以下で詳細に説明する。ポインタ９００は、図２０に示すように、ポインタ９０
０の先端により遮断されたビーム１０６によって示された幅広ビーム１０５の一部のみを
遮断する。一部の実施形態において、ミラー又は光学レンズ４００は、ビーム幅１０５に
沿って徐々に変化する強度で光を配分し、縁部の弱い信号は、中心で最大の強度まで線形
に増強する。従って、スタイラスが幅広ビームを横切って移動する時に、異なる量のビー
ムを遮断し、遮断される光の量は、ビームの幅の範囲のスタイラスの位置に依存する。１
つの軸線に沿った２つのエミッタ－レシーバ対からのビームが重なり合ってスタイラスに
対して２つの検出信号が得られる図３０及び図３１を参照してこのような実施形態を以下
に説明する。その結果、スタイラスがビームの右半分にあるか又は左半分にあるかの判断
が可能である。幅広ビームにより、互いに遠く離してエミッタを装着し、かつ互いに遠く
離してレシーバを装着することも可能である。その結果、必要とするエミッタ及びレシー
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バの個数を低減することによって材料費が軽減される。
【００６４】
　幅広ビームなしでは、一般的に未検出で進むビーム間に空間が存在し、それによってビ
ームにわたって微細な点のスタイラスをドラッグしているユーザと微細な点のスタイラス
で異なるビーム上でタッピングしているユーザとを区別することが不可能になる。更に、
大きく離間した幅狭ビームがあると、ポインタタッチは、幅狭ビームを横切って移動する
ために非常に正確でなければならない。
【００６５】
　本発明の実施形態により幅広光ビームがスクリーンを覆うタッチスクリーンの略示図で
ある図２１を参照する。幅広ビームを使用するタッチスクリーンシステムは、本出願人の
特許米国特許仮出願である２０１０年３月２４日出願の「幅広ビームトランスミッタ及び
レシーバを有する光学タッチスクリーン」という名称の米国特許出願出願番号第６１／３
１７，２５５号明細書に説明されており、この特許の内容は、引用により本明細書に組み
込まれている。
【００６６】
　図２１に示すエミッタ及びレシーバは、比較的大きく離間している。一般的に、エミッ
タは、同時に起動されない。代わりに、それらは、連続して起動され、それらの光ビーム
のカバレージ区域は実質的に接続される。
【００６７】
　図２１は、タッチスクリーン又はタッチ面８００を有するタッチシステムの上面図及び
側面図を示している。タッチシステムには、面が表示スクリーンを含むか否かに関わらず
、面に対するタッチ感応機能性がある。更に、物理面は必要なく、光ビームを空気を通じ
て投影することができ、光ビームを中断する空中のポインタの位置を検出することができ
る。代替的な実施形態において、カバーガラスが、内部全反射によって光を案内するのに
使用され、タッチは、内部反射光の一部を吸収する。カバーガラスを使用する吸収に対し
て、構成第６を参照して以下で詳細に説明する。
【００６８】
　図２１には、エミッタ２００、反射器４３７及び４３８、及び計算ユニット７７０に結
合したレシーバ３００も示されている。エミッタ２００及びレシーバ３００は、スクリー
ン８００の下に位置決めされる。エミッタ２００は、スクリーン８００の下で反射器４３
７上へ光の円弧１４２を投影する。エミッタ２００と反射器４３７の間の距離は、円弧が
反射器４３７で幅広ビームに広がるのに十分である。本発明の様々な実施形態において、
エミッタ２００と反射器４３７の間の距離は、取りわけ、幅広ビームの幅、所要のタッチ
分解能、エミッタ特性、及び反射器光学特性を含むファクタにより、ほぼ４ｍｍ、１０ｍ
ｍ、２０ｍｍ、又はそれよりも大きいとすることができる。
【００６９】
　反射器４３７は、スクリーン面の帯を横切る幅広ビーム１４４として光を平行化する。
上述したように、指タッチのためのシステムは、ビームの幅にわたって均一に光を配分さ
せることが有利であり、一方、スタイラスタッチのためのシステムは、ビームの幅にわた
って異なる強度で光を配分させることが有利である。それにも関わらず、ビームの幅に沿
って異なる強度で光を配分するシステムは、ビームにわたる強度分布が既知である場合は
遮断されるビームの部分に基づいて指タッチ位置を正確に判断することができる。幅広ビ
ーム１４４は、反射器４３８に到達し、反射器４３８は、（ｉ）スクリーン８００の下方
に光ビームを向け直し、かつ（ｉｉ）円弧１４３に幅広ビーム１４４を狭める。従って、
幅広ビーム１４４は、スクリーン８００の面の下方ではレシーバ３００の１つの面の上へ
収束する。レシーバ３００の各々により検出された光の強度は、計算ユニット７７０に通
信される。
【００７０】
　図２１の構成は、幅広光ビームがスクリーン面全体を覆い、従って、スクリーン上での
位置を問わずタッチ感応機能性が可能であるという点で有利である。更に、タッチスクリ
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ーンの材料の費用が軽減され、その理由は、必要とするエミッタ及びレシーバ構成要素が
比較的少ないからである。
【００７１】
　タッチスクリーンシステム構成第２
　構成２～６では、正確にタッチ位置を識別するために複数のエミッタ－レシーバ対を使
用する。本明細書で上述した構成の一部では、エミッタ及びレシーバの対向する列があり
、各エミッタは、それぞれのレシーバの反対側にある。構成２及び３では、エミッタは、
レシーバとシフト位置合せされる。例えば、各エミッタは、２つの対向するレシーバの間
に中間点の反対側に位置決めすることができる。代替的に、各エミッタは、反対のレシー
バと軸外位置合せすることができるが、２つのレシーバ間の中間点の反対側にあるわけで
はない。
【００７２】
　本発明の態様は、２種類の平行化レンズ、すなわち、（ｉ）従来の平行化レンズ及び（
ｉｉ）複数の幅広発散ビームを形成するために光を屈折させるマイクロレンズの面に結合
した平行化レンズを使用する。光源が従来の平行化レンズの焦点に位置決めされた時に、
レンズは、取りわけ、図１９～２１に示すように実質的に平行なビームで光を出力する。
光源が従来の平行化レンズとその焦点の間に位置決めされた時に、レンズは、幅広ビーム
を出力し、外縁は、取りわけ図２７～３０に示すように互いと平行ではない。
【００７３】
　本発明の実施形態によるレシーバと協働する平行化レンズの略示図である図２２を参照
する。図２２には、（Ａ）平坦透明ガラス５２４を通じて光ビーム１９０を透過する光エ
ミッタ２００が示されている。ビーム１９０は、ガラスにより不変である。
【００７４】
　図２２には、（Ｂ）平行化レンズ５２５の焦点に位置決めされたエミッタも示されてい
る。ビーム１９０は、レンズ５２５により平行化される。
【００７５】
　図２２には、（Ｃ）平行化レンズ５２５とレンズの焦点の間に位置決めされたエミッタ
２００も示されている。ビーム１９０は、レンズ５２５により部分的に平行化される。す
なわち、出力幅広ビームは、完全には平行ではない。
【００７６】
　本発明の実施形態によるレシーバと協働する平行化レンズの略示図である図２３を参照
する。図２３に、平坦透明ガラス５２４を通じて伝達された実質的に平行な光ビーム１９
１が示されている。ビーム１９１は、ガラスにより不変である。
【００７７】
　図２３には、（Ｂ）平行化レンズ５２５の焦点に位置決めされたレシーバ３００も示さ
れている。ビーム１９１は、平行化レンズ５２５によってレシーバ３００上へ屈折する。
【００７８】
　図２３には、（Ｃ）平行化レンズ５２５とレンズの焦点の間に位置決めされたレシーバ
３００も示されている。ビーム１９０は、レンズ５２５により平行化されるが、レシーバ
３００がレンズ焦点にないので、ビームは、その上に収束しない。
【００７９】
　エミッタ又はレシーバから離れる方向に向いたマイクロレンズの外面に結合した平行化
レンズは、２つのステージで光を透過する。光がレンズの本体を通過すると、光ビームは
、従来の平行化レンズの場合と同様に平行化される。しかし、光がマイクロレンズの面を
通過すると、光は、取りわけ、図３４、図３５、及び図３７～図３９に示すように複数の
幅広発散ビームに屈折する。図３８及び図３９では、マイクロレンズ面４４４を有する平
行化レンズ４３９及び４４０が示されている。図３８では、光エミッタ２０１及び２０２
は、平行化レンズ４３９及び４４０の焦点距離に位置決めされ、エミッタからの幅広光ビ
ームは、レンズ４３９及び４４０に入るように示されている。光は、従来の平行化レンズ
の場合と同様に、レンズを通過すると平行化される。平行化された光がマイクロレンズ面
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４４４を通過した時に、複数の幅広発散ビームに屈折し、そのうちの３つが図３８に示さ
れている。図３９では、レシーバ３０１及び３０２は、平行化レンズの焦点距離に位置決
めされ、光ビームは、マイクロレンズ面４４４を通じてレンズ４３９及び４４０に入るよ
うに示されている。入射ビームは、レンズ本体の内側で幅広発散ビームに屈折する。屈折
ビームは、ビームをレシーバ３０１及び３０２上へ集中させるフレンズ４３９及び４４０
の平行化部分により誘導される。
【００８０】
　本発明の実施形態によるエミッタに向いたマイクロレンズの面を有する平行化レンズの
略示図である図２４を参照する。図２４は、（Ａ）エミッタ２００に向いた面上にエッチ
ングされたマイクロレンズを有する平坦ガラス５２６を示している。光ビーム１９０は、
様々な角度でガラス５２６に入る。各入口点で、マイクロレンズは、幅広円弧１９２に入
射ビームを屈折させる。線１８３は、ガラス５２６へのビームの進入角によってどのよう
に各円弧の中心が異なる方向に向けられたかを示している。
【００８１】
　図２４は、（Ｂ）エミッタ２００に向いた面上にエッチングされたマイクロレンズを有
する平行化レンズ５２７を示している。レンズの焦点は、マイクロレンズなしで判断され
、エミッタ２００は、その点に位置決めされる。光ビーム１９０は、様々な角度で平行化
レンズ５２７に入る。各入口点で、マイクロレンズは、幅広円弧１９２に入射ビームを屈
折させる。線１８４は、平行化レンズ５２７へのビームの進入角に関わらず、各円弧の中
心がどのように同じ方向に向けられたかを示している。このタイプのレンズを「多方向平
行化レンズ」と呼び、その理由は、平行ビームでない光の円弧を出力するが、円弧の全て
は実質的に均一に誘導されるからである。
【００８２】
　図２４は、（Ｃ）同じ平行化レンズ５２７も示すが、エミッタ２００は、レンズと焦点
の間に位置決めされる。出力円弧１９２は、線１８５により表示される（Ａ）の円弧と（
Ｂ）の円弧の方向の間の方向に向けられる。
【００８３】
　本発明の実施形態によるレシーバに向いたマイクロレンズの面を有する平行化レンズの
略示図である図２５を参照する。図２５は、（Ａ）レシーバ３００に向いた面上にエッチ
ングされたマイクロレンズを有する平坦ガラス５２６を示している。光ビーム１９１は、
平行ビームとしてガラス５２６に入るように示されている。各入口点で、マイクロレンズ
は、幅広円弧１９２にビームを屈折させる。線１８６は、各円弧の中心がどのように同じ
方向に向けられたかを示している。円弧は、レシーバ３００に収束しない。
【００８４】
　図２５は、（Ｂ）レシーバ３００に向いた面上にエッチングされたマイクロレンズを有
する多方向平行化レンズ５２７を示している。レンズの焦点は、マイクロレンズなしで判
断され、レシーバ３００は、その点に位置決めされる。光ビーム１９１は、実質的に平行
なビームとしてレンズ５２７に入る。各入口点で、マイクロレンズは、幅広円弧１９２に
入射ビームを屈折させる。線１８７は、各円弧の中心がレシーバ３００に向けてどのよう
に向けられたかを示している。
【００８５】
　図２５は、（Ｃ）同じレンズ５２７も示すが、レシーバ３００は、レンズと焦点の間に
位置決めされる。
【００８６】
　本明細書を通して使用する時に「平行化レンズ」という用語は、多方向平行化レンズを
含む。
【００８７】
　本発明の実施形態による幅広ビームタッチスクリーンを有する電子デバイスの略示図で
ある図２６を参照する。図２６では、２つのエミッタ２０１及び２０２と３つのレシーバ
３０１、３０２、及び３０３とを有する電子デバイス８２６が示されており、エミッタ及
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びレシーバは、ディスプレイ６３６の両縁部に沿って置かれる。レシーバ３０１、３０２
、及び３０３の各々で検出された光の強度は、計算ユニット７７０に通信される。各エミ
ッタ及びレシーバは、それぞれ４４１、４４２、４４３、４３９、及び４４０と記述され
たそれぞれの主レンズを使用する。エミッタ及びレシーバは、エミッタによって放出され
てエミッタレンズにより向け直された光が確実にレシーバ上へ対向するレンズにより反対
に向けられるようにするために同じレンズ構成を使用する。
【００８８】
　各エミッタからの光ビームがその２つの両側のレシーバレンズをカバーすることが望ま
しい。レンズとレンズの焦点の間に各エミッタを位置決めすることによってこのような条
件がもたらされる。従って、エミッタは、焦点が合っておらず、従って、光は、レンズに
より平行化されるのではなく広がる。各レシーバは、同様に、レンズとレンズの焦点の間
に位置決めされる。
【００８９】
　本発明の実施形態による２つのレシーバにより検出された１つのエミッタからの重なり
合う光ビームを示す図２６の電子デバイス８２６の図である図２７を参照する。図２７で
は、エミッタ２０１からの２つの幅広光ビームが示されており、それぞれ、その一方は、
レシーバ３０１で検出され、他方は、レシーバ３０２で検出される。一方のビームの左右
の側は、それぞれ、１４５及び１４６と記述され、他方のビームの左右の側は、それぞれ
、１４７及び１４８と記述されている。図２７の斜線域は、タッチが両方の幅広ビームの
一部を遮断するディスプレイ６３６上の区域を示している。従って、この区域内のタッチ
は、２つのエミッタ－レシーバ対、すなわち、２０１～３０１及び２０１～３０２により
検出される。タッチは、ビームがディスプレイの上方の空気を通るビーム経路を直接に遮
断することにより、又はカバーガラスを通じて内部全反射によってビームが案内された場
合にビームの一部を吸収することによって両方の幅広ビームの一部を遮断する。カバーガ
ラスを使用する吸収に対して、構成第７を参照して以下で詳細に説明する。
【００９０】
　本発明の実施形態による１つのレシーバにより検出された１つのエミッタからの重なり
合う光ビームを示す図２６の電子デバイス８２６の図である図２８を参照する。図２８で
は、両方共にレシーバ３０２で検出される一方はエミッタ２０１から、他方はエミッタ２
０２からの幅広ビームが示されている。一方のビームの左右の側は、それぞれ、１４５及
び１４６と記述され、他方のビームの左右の側は、それぞれ、１４７及び１４８と記述さ
れている。図２８の斜線域は、タッチが両方の幅広ビームの一部を遮断するディスプレイ
６３６上の区域を示している。従って、この区域内のタッチは、２つのエミッタ－レシー
バ対、すなわち、２０１～３０２及び２０２～３０２により検出される。
【００９１】
　本発明の実施形態によりスクリーン上の点が少なくとも２つのエミッタ－レシーバ対に
より検出されることを示す図２６の電子デバイス８２６の図である図２９をここで参照す
る。図２９は、図２７及び２８の幅広ビームを示し、かつディスプレイ６３６上の影付き
の楔におけるタッチが少なくとも２つのエミッタ－レシーバ対により検出されることを示
している。２つのエミッタ－レシーバ対は、図２７の場合と同様に、２つのレシーバと１
つのエミッタ、又は図２８の場合と同様に、１つのレシーバと２つのエミッタである。よ
り具体的には、エミッタの列の近くで発生するタッチは、一般的に前者により検出され、
検出器の列の近くで発生するタッチは、一般的に後者により検出される。同様に配置され
たエミッタ、レンズ、及びレシーバでスクリーンを取り囲むことにより、どの点でも同様
に２つのエミッタ－レシーバ対により検出することができる。
【００９２】
　本発明の実施形態による光信号の強度分布を示す幅広ビームタッチスクリーンの略示図
である図３０を参照する。図３０では、レンズ４３９へエミッタ２０１によって放出され
た広角光ビームが示されている。光ビームは、ディスプレイ６３６上を横切って実質的に
レンズ４４１及び４４２に及ぶ。光は、レシーバ３０１及び３０２で検出される。
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【００９３】
　図３０では、検出された光の強度のグラフが示されている。全体的な検出された光は、
グラフでは影付きの区域に対応する。スクリーンに触れる物体は、この光の一部を遮断す
る。スクリーンに触れる物体が幅広ビームを左から右に横切った場合に、遮断された光の
量が増加し、相応に、物体がビームの左縁部からビームの中心に進む時に全体的な検出さ
れた光は減少する。同様に、遮断された光の量は減少し、相応に、物体がビームの中心か
らビームの右縁部に進歩する時に全体的な検出された光は増加する。
【００９４】
　光ビームの縁部で検出される光の強度は、厳密に正であり、従って、これらの縁部でタ
ッチが検出されることを保証することに注意されたい。
【００９５】
　本発明の実施形態による２つのエミッタからの重なり合う光信号の強度分布を示す幅広
ビームタッチスクリーンの略示図である図３１を参照する。図３１は、エミッタ２０１及
び２０２から検出された光を示している。ディスプレイ６３６上のタッチ点９８０がこれ
らのエミッタからの光を遮断する方法は異なっている。区域９７３は、タッチ点９８０に
よるエミッタ２０１からの光の減衰を示し、区域９７３及び９７４の結合は、点９８０に
よるエミッタ２０２からの光の減衰に対応する。２つのエミッタ－レシーバ対２０１～３
０２及び２０２～３０２における光減衰を比較することによって正確なタッチ座標を判断
する。
【００９６】
　本発明の実施形態による１つのエミッタからの２組の重なり合う光信号の強度分布を示
す幅広ビームタッチスクリーンの略示図である図３２を参照する。図３２に示すように、
タッチ点９８０は、エミッタ－レシーバ対２０１～３０１及びエミッタ－レシーバ対２０
１～３０２により検出された区域の内側にある。区域９７５として示すレシーバ３０２で
の光信号の減衰は、区域９７６として示すレシーバ３０１での減衰よりも大きい。２つの
エミッタ－レシーバ対２０１～３０１及び２０１～３０２における光減衰を比較すること
により、正確なタッチ座標を判断する。
【００９７】
　タッチ点９８０の位置を判断するには、エミッタが位置決めされた縁部に平行な軸線、
例えば、ｘ軸に沿ったかつ縁部に垂直な軸線、例えば、ｙ軸に沿った位置を判断すること
が必要である。本発明の実施形態において、大体のｙ座標がまず判断され、次に、このよ
うにして判断されたｙ座標を有する点の予想された減衰値に基づいて及び実際の減衰値に
基づいて正確なｘ座標を判断する。このようにして判断されたｘ座標は、正確なｙ座標を
判断するのに使用される。停止、移動中に関わらず、タッチ点９８０がスクリーンに触れ
ている場合に、タッチ点の前回のｘ及びｙ座標が、その後のｘ座標及びｙ座標に近似値と
して使用される。代替的に、１つの前回の座標のみが、第１のその後の座標を計算するの
に使用され、第２のその後の座標は、第１のその後の座標に基づいて計算される。代替的
に、前回の座標は、使用されない。
【００９８】
　本発明の実施形態によるマイクロレンズパターンを有していないエミッタ及びレシーバ
レンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である図３３を参照する。図３３で
は、ディスプレイ６３６、エミッタ２０１及び２０２、対応するエミッタレンズ４３９及
び４４０、レシーバ３０１、３０２、及び３０３、及び対応するレシーバレンズ４４１、
４４２、及び４４３を有する電子デバイス８２６が示されている。２つの光ビーム１５１
及び１５２は、それぞれのエミッタ２０１及び２０２から、レンズ４４２の外縁に位置す
る点９７７に到着する。ビーム１５１及び１５２が異なる入射角で点９７７に近づくので
、レシーバ３０２に収束しない。具体的には、光ビーム１５２はレシーバ３０２に到着し
、光ビーム１５１は、レシーバ３０２に到着しない。
【００９９】
　この非収束を改善するために、マイクロレンズの微細なパターンは、レンズの面に沿っ
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た多くの点でレシーバレンズと一体化される。マイクロレンズは、各マイクロレンズに到
着する光の一部がレシーバに到達するように入射光を配分する。この点に関して、本発明
の実施形態によるマイクロレンズパターンを有するエミッタ及びレシーバレンズを有する
幅広ビームタッチスクリーンの略示図である図３４及び図３５を参照する。図３４は、入
射ビーム１５１が位置９７７でマイクロレンズにより角度θにわたって広がり、従って、
ビームの一部がレシーバ３０２に到達することを保証することを示している。図３５は、
入射ビーム１５２が位置９７７で同じマイクロレンズにより角度ψにわたって広がり、従
って、このビームの一部もレシーバ３０２に到達することを保証することを示している。
各レシーバレンズに沿って多くの位置でマイクロレンズを配置することにより、異なる角
度から位置に入る光ビームは、全て、レシーバにより検出される。検出された光の強度は
、レシーバに結合した計算ユニット７７０に通信される。
【０１００】
　本発明の実施形態によるマイクロレンズパターンを有していないエミッタ及びレシーバ
レンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの略示図である図３６を参照する。図３６で
は、ディスプレイ６３６、エミッタ２０１及び２０２、対応するエミッタレンズ４３９及
び４４０、レシーバ３０１、３０２、及び３０３、及び対応するレシーバレンズ４４１、
４４２、及び４４３を有する電子デバイス８２６が示されている。エミッタ２０１によっ
て放出されてそれぞれのレシーバ３０１により検出される２つの光ビーム及び３０２は、
タッチ点９８０の正確な位置を判断するために望ましい。しかし、レンズ４３９は、マイ
クロレンズパターンがなければ、点９８０を横切るビームをレシーバ３０１まで屈折させ
ることができない。すなわち、図３６を参照すると、レンズ４３９は、図示のようにビー
ム１５３を屈折させることができない。点９８０を横切る１５４として示されたビームの
みが検出される。
【０１０１】
　この検出上の問題を改善するために、マイクロレンズは、レンズの面に沿って多くの点
でエミッタレンズと一体化される。マイクロレンズは、光の一部が望ましいレシーバに到
達するように出射光を配分する。この点に関して、本発明の実施形態によるマイクロレン
ズパターンを有するエミッタ及びレシーバレンズを有する幅広ビームタッチスクリーンの
略示図である図３７を参照する。図３７は、マイクロレンズ位置９８２から出る光の一部
が複数のレシーバに到達することを示している。従って、点９８０でのタッチは、レシー
バ３０１及び３０２により検出される。点９８０を通過するビームは、異なる位置９８１
及び９８２でマイクロレンズによって生成されることに図３６及び３７から気付くであろ
う。図３６及び図３７のレシーバにより検出された光の強度値は、計算ユニット７７０に
通信される。
【０１０２】
　エミッタ及びレシーバレンズと一体化したマイクロレンズパターンは、従って、検出さ
れる多くの重なり合う光ビームを生成する。タッチスクリーン上の各点は、同じエミッタ
レンズ上であることができる複数のマイクロレンズからの複数の光ビームにより横切られ
る。マイクロレンズは、複数の光ビームが望ましいレシーバに到達することを保証する。
本発明の実施形態によるマイクロレンズパターン４４４が一体化されたそれぞれのレンズ
４３９及び４４０を有する２つのエミッタ２０１及び２０２の略示図である図３８を参照
されたい。本発明の実施形態によるマイクロレンズパターン４４４が一体化されたレンズ
４３９及び４４０を有する２つのレシーバ３０１及び３０２の略示図である図３９も参照
されたい。
【０１０３】
　光ビームが内部全反射によってカバーガラスを通じてスクリーンにわたって案内された
時に、構成第７を参照して以下に説明するように、レンズは、ユーザに露出されていない
。しかし、光ビームが空気を通じてスクリーンの上方に向けられた時に、レンズの最外面
がユーザに見え、目に見える面が滑らかに見えるためには、これらの露出面上にマイクロ
レンズを有することは美観が劣る可能性がある。更に、最外面は、スクラッチングの影響
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を受けやすく、かつ埃及び汚れが溜まりやすく、これは、マイクロレンズの性能を劣化さ
せる可能性がある。従って、本発明の実施形態において、マイクロレンズは、図４０、図
４１、及び図４４で以下に示すように、ユーザに露出されない面上に一体化される。これ
らのレンズは、空気を通過するビームに対して特定の利点を有するが、図４０、図４１、
及び図４４に説明するレンズはまた、カバーガラスに接続され、光ビームが内部全反射に
よってカバーガラスを通じてスクリーンにわたって案内される時に使用することができる
。
【０１０４】
　本発明の実施形態によるディスプレイと外側ケーシングとを有する電子デバイスとの関
連における単一ユニット導光体の側面図の略示図である図４０を参照する。図４０では、
表示スクリーン６３７、スクリーン６３７の上方の外側ケーシング８２７、及びスクリー
ン６３７の下方のエミッタ２００を有する電子デバイスの一部分の切り欠き図が示されて
いる。導光体４５０は、光ビーム１００を受け取って、検出されるようにそれがスクリー
ン６３７の面を横切って移動するようにスクリーン６３７の上方に反射する。導光体４５
０は、スクリーン６３７の面の上方に光ビーム１００を投影する内部反射面４５１及び４
５２を含む。導光体４５０の部分４４５は、受け取られる時に光ビーム１００を平行化す
る主レンズとして機能する。太線で表示されたエミッタ２００に向く部分４４５の面は、
マイクロレンズのパターンがその上にエッチングされる。従って、マイクロレンズは、ユ
ーザには見えず、かつ損傷及び汚れから保護される。
【０１０５】
　部分４４５の面は、エミッタ２００からの入射光ビーム１００を散乱させるフェザーパ
ターンを有する。反射面４５１及び４５２は、光ビーム１００を反射する。反射面４５１
は、凹面であり、反射面４５２は、入射光ビーム１００に対して４５°の角度で向けられ
た平坦な反射器である。
【０１０６】
　光ビーム１００は、平面４５３を通じて導光体４５０を出る。面４５４は、外側ケーシ
ング８２７に導光体４５０を接続する役目をする。面４５４は、タッチシステムによって
使用される有効光ビームの平面の上方に位置し、かつ美観上斜めになっている。
【０１０７】
　面４５２の反射特性上、埃及び汚れが面４５２で溜まらないことが必要であり、かつ取
りわけ金属又はプラスチックで製造することができる外側ケーシング８２７は、面４５２
と接触しないことが必要である。そうでなければ、面４５２の反射率が損なわれる可能性
がある。従って、外側ケーシング８２７は、面４５２の上方に置かれ、従って、面４５２
が埃及び汚れ及び外側ケーシング８２７から保護され、外側ケーシング８２７は、面４５
２と面一ではなく、そのために、ケーシング材料は、面４５２に触れない。入射光ビーム
に対して４５°の角度で平坦な反射器である面４５２は、ディスプレイ６３７の上面の上
方に位置決めされる。従って、導光体４５０のためにディスプレイ６３７の上方であるデ
バイス高さＨ３は、面４５２の高さＨ１＋外側ケーシング８２７の厚みＨ２を含む。
【０１０８】
　受光側で、４５０と類似の導光体は、スクリーン６３７の上に伝達される光ビーム１０
０を受け取って、対応する１つ又はそれよりも多くのレシーバ上へ誘導するのに使用され
る。従って、光ビームは面４５３で導光体４５０に入って、面４５２により、次に、面４
５１により向け直され、部分４４５のマイクロレンズパターン化された面を通じて出て、
１つ又はそれよりも多くのレシーバに至る。受光側で、部分４４５の面は、本明細書で上
述したように光ビームを散乱させるパターンを有する。
【０１０９】
　本発明の実施形態による面上にフェザーパターンが適用されたレンズの２つの異なる角
度からの側面図の略示図である図４１を参照する。図４１では、内部反射部分４５６、内
部平行化レンズ４５７、及びエッチングされたマイクロレンズ４５８を有する導光体４５
５が示されている。レンズ４５７で導光体４５５に入る光ビーム１０１は、光ビーム１０
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５として面４５９を通じて導光体を出る。
【０１１０】
　スクリーンを横切ったビームを受け取る類似の導光体が、レシーバ上へフォーカスする
のに使用される。この場合に、光ビームは、面で４５９に入って、内部の反射部分４５６
によりスクリーン面の下方に反射され、平行化レンズ４５７によってレシーバに再びフォ
ーカスされて、マイクロレンズにより４５８を再配分される。一般的に、同じレンズ及び
マイクロレンズが、光ビームが発光側に誘導されるのとは逆に受光側に誘導されるように
、エミッタ及び検出器と共に使用される。
【０１１１】
　平行化レンズ４５７は、図４１の下側部分に示すように丸い下縁部を有する。エミッタ
側で適切に入射光を屈折させるためにマイクロレンズ４５８は、図４１の底部及び図４２
に示すように、ファンとして広がるフェザーパターンで形成される。
【０１１２】
　本発明の実施形態による幅広ビームタッチスクリーンの一部分の略示図である図４２を
参照する。フェザーパターン４６０は、レンズ４６１の面に適用されるように示されてい
る。類似の隣接レンズは、幅広ビーム１５８を放出するエミッタ２００に関連している。
【０１１３】
　本発明の実施形態によるレンズ上にエッチングされたマイクロレンズを出入りする光ビ
ームの略示図の上面図である図４３を参照する。実質的に平行化された光ビーム１０１は
、図４３では、マイクロレンズ４６２に入って、各マイクロレンズが幅広角度にわたって
幅広ビームを広げる光源として作用するように光ビーム１０２に屈折するように示されて
いる。
【０１１４】
　タッチスクリーンシステム構成第３
　いくつかの問題点が構成第２でのマイクロレンズの製造において生じる。１つの問題点
は、マイクロレンズのファン形フェザーパターンを正確に形成することが困難である点で
ある。代替的に、ファン／フェザーパターンの代わりに、互いと平行に配置されたマイク
ロレンズを使用することが望ましい。
【０１１５】
　第２の問題点は、構成第２で導光体を製造するのに使用されるモールドに関する。図４
０を参照すると、エミッタ２００に向いた部分４４５の外面は、部分４４５の前面が導光
体４５０の直線的な後面の一部と平行であるように垂直であることが望ましい。しかし、
正確に平行な面を製造することは困難である。更に、導光体４５０が仮に底部の方が幅広
である場合に、モールドから簡単には取り外せない。従って、２つの面は一般的に楔を形
成し、エミッタ２００に向いた部分４４５の面は完全には垂直でない。これを補償するた
めに、マイクロレンズは、入射光ビームの平面に垂直であるように配置される。
【０１１６】
　第３の問題点は、最適性能が得られるようにマイクロレンズを対応するエミッタ又はレ
シーバに対して正確に位置決めするという制約である。このような位置決めの公差は低い
。従って、正確に位置決めすることができるように導光体の部分４４５を分離し、かつア
センブリ中に必要とされる場合があるように、又は電子デバイスの損傷に対して移動に対
する堅牢性が得られるように、導光体の残りの一部に対してより大きい公差を可能にする
ことが望ましい。
【０１１７】
　構成第３は、図４４～図４６及び図５４に示すように、これら及び他の問題点を克服す
るのに供される。
【０１１８】
　本発明の実施形態によるディスプレイ６３７及び外側ケーシング８２７を有する電子デ
バイスとの関連における２ユニット導光体の側面図の略示図である図４４を参照する。図
４４では、図４０の類似の構成が示されているが、導光体４５０は、上側部分４６３及び



(34) JP 5593006 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

下側部分４６４に分割される。マイクロレンズは、下側部分４６４の上面４６６に位置す
る。従って、マイクロレンズは、導光体４６４の平行化レンズ部分に埋め込まれない。
【０１１９】
　構成第２では、平行化レンズの湾曲した形のために、その上にエッチングされたマイク
ロレンズについてはファン／フェザーパターンが必要であった。これとは対照的に、構成
第３では、マイクロレンズは、矩形面４６６上にエッチングされ、かつ平行列として配置
される。「管状構成」として本明細書で呼ぶこのような平行構成は図４６に示されている
。具体的には、図４６では、平行した一連のマイクロレンズ４６７が、導光体４６４の上
面に沿って示されている。
【０１２０】
　構成第３の長所は、モールドが導光体４６４の上側部分から浮き上がる１つの平面であ
るから、導光体の平坦な上面をできるだけスクリーン面とほぼ平行に成形することができ
るという点である。更に、構成第３では、位置決めの公差が低い要件を有するのは導光体
の一部４６４だけである。部分４６３の方が、高い公差を有し、その理由は、面は、要素
の焦点に置かれていないからである。
【０１２１】
　図４４に示すように、エミッタ２００によって放出された光ビーム１００は、面４６５
で導光体ユニット４６４に入り、反射面４５１によって反射され、面４６６を通じて導光
体ユニット４６３に入る。導光体ユニット４６３の内側で、光ビーム１００は、面４５２
によって反射され、ディスプレイ６３７の上に面４５３を通じて出る。
【０１２２】
　図４４は、ディスプレイ６３７の上の導光体によって追加された高さＨ３が、内部反射
面４５２の高さＨ１及び外側ケーシング８２７の厚みの高さＨ２の合計を含むことを示し
ている。
【０１２３】
　本発明の実施形態によるＰＣＢ７００及び外側ケーシング８２７を有するデバイスとの
関連における導光体ユニット４６３及び４６４の図である図４５を参照する。導光体ユニ
ット４６４の上面上の管状パターンは、微細なパターンである。このパターンが正しく光
ビームを配分するために、導光体４６４は、それぞれのＬＥＤ又はＰＤに対して正確に置
かれる。これとは対照的に、導光体ユニット４６３は、平坦な反射面を有し、従って、こ
のような精密配置は必要ではない。図４５は、導光体ユニット４６３及び４６４の相対的
な位置決めを示している。それらの位置合せは、距離５２３により表され、最大１ｍｍま
での公差を有する。距離５２２は、導光体ユニット間の高さを表している。
【０１２４】
　本発明の実施形態による図４５の導光体ユニット４６３及び４６４の上面図である図４
６を参照する。管状パターン４６７は、導光体ユニット４６４の上面に現れる。
【０１２５】
　タッチスクリーンシステム構成第４
　構成第２及び第３は、図３１、図３２、図３６、及び図３７の小さいタッチ区域９８０
の検出に関する。このようなタッチ区域の大きさの一般的な使用事例は、スタイラス入力
である。しかし、予想された使用により、指先の区域のような比較的大きいタッチ区域が
生成される時に、正確なタッチ位置は、構成第２及び第３に使用されるマイクロレンズな
しで判断することができる。
【０１２６】
　本発明の実施形態による指タッチを検出する光ベースのタッチスクリーンのためのシフ
ト位置合せ式エミッタ及び検出器の略示図である図４７を参照する。図４７は、指タッチ
に関するシステムを示している。エミッタ２１０からの光は、レンズ４４１及び４４２に
及ぶ幅広ビームにわたって均一に配分される。均一な配分を除いて、図４７のシステムは
、図３０のシステムと同じである。
【０１２７】
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　本発明の実施形態による図４７のスクリーン上の指タッチ検出の略示図である図４８を
参照する。図４８は、２つの検出チャンネル２０１～３０１及び２０１～３０２により検
出される大きいタッチ物体９８０を示している。エミッタ２０１からの光は、エミッタ２
０１からのビームの左半分が検出器３０１に到達し、エミッタ２０１からのビームの右半
分が検出器３０２に到達するように実質的に平行化される。各チャンネルのかなりの部分
が、ポインタ９８０により遮断される。各検出器から遮断される光量は、部分９７５及び
９７６ように示されている。これらの２つの量を補間することによって遮断ポインタ９８
０の中心を判断する。更に、隣接光ビーム２０１～３０１及び２０１～３０２がタッチを
検出するので、ポインタ９８０は、これらの２つのビームの境界にある。従って、ポイン
タ９８０の左端は、遮断されるビーム２０１～３０１の部分に基づいて判断される。同様
に、ポインタ９８０の右端は、遮断されるビーム２０１～３０２の部分に基づいて判断さ
れる。従って、ポインタにより覆われたセグメント又は２次元では区域が判断される。
【０１２８】
　タッチスクリーンシステム構成第５
　構成第５は、ディスプレイの上方の導光体の高さを低減する反射導光体及びレンズを使
用する。構成第５の反射導光体及びレンズは、構成第２のフェザーパターンレンズと、構
成第３の管状パターンレンズと、構成第４の平行化レンズと、同じく構成第６の交替する
反射ファセットとの使用に適している。多くの電子デバイスは、デバイスの縁部と面一に
あるディスプレイの面で設計される。これは、美観上の特徴であることが多く、従って、
光ベースのタッチスクリーンを電子デバイスに一体化する時に、隆起した縁を最小化又は
排除することが望ましい。視認性が劣る突き出た縁の結果として、デバイスの外面がより
滑らかでより面一のものとなっている。
【０１２９】
　更に、光ベースのタッチスクリーンでは、隆起した縁が、ディスプレイの縁部を超えて
ディスプレイ周りの幅を占有する。多くの電子デバイスは、継目なくデバイスの縁部まで
延びるディスプレイの面で設計される。これは、美観上の特徴であることが多く、従って
、光ベースのタッチスクリーンを電子デバイスに一体化する時に、ディスプレイの継目な
しの拡張部のように見えるように反射性隆起縁を設計することが望ましい。
【０１３０】
　構成第５では、ベゼル高さを低減してディスプレイ縁部とデバイスの外部境界の間の継
目なしの遷移部をもたらすことにより、光ビームがタッチ面の上方の空気の上に投影され
る時にこれらの目的をもたらしており、従って、美観上の設計がより魅力的なものとなっ
ている。構成第５の導光体は、長形の丸い縁部を有する外側ケーシングと一体化され、従
って、鋭角及び直線的な面が抑制される。
【０１３１】
　構成第５では、２つの有効ミラー面、すなわち、入射光を折り返して焦点位置にフォー
カスする放物線状反射面、及び焦点位置から光を集めてスクリーンにわたって光をビーム
に平行化する楕円形屈折面を使用する。
【０１３２】
　本発明の実施形態による電子デバイス内の導光体の側面図の略示図である図４９を参照
する。図４９では、外側ケーシング８２８とディスプレイ６３７間の導光体４６８が示さ
れている。エミッタ２００から光ビームは、面４４５を通じて導光体４６８に入る。マイ
クロレンズのフェザーパターンは、光ビーム１００を散乱させるために面４４５の下側部
分に存在する。光ビーム１００は、凹面内部反射面４６９により、及び放物線状反射面４
７０によって反射されて、楕円形屈折面４７１を通じて導光体４６８を出る。楕円形屈折
面４７１は、ディスプレイ６３７の面と平行な平面で光ビーム１００の少なくとも一部を
向け直す。光ビーム１００は、レシーバ３００上へビームを誘導する類似の導光体により
、ディスプレイ６３７の他端で受け取られる。レシーバ３００により検出された光の強度
は、計算ユニット７７０に通信される。
【０１３３】
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　本発明の実施形態による電子デバイスの一部分、及び光ビームを折り返す少なくとも２
つの有効面を有する導光体の上側部分の側面切り欠き図の略示図である図５０を参照する
。図５０では、導光体４７２の上側部分が示されている。面４７３は、放物線又は準放物
線の一部であり、又は代替的に焦線４７５を有する自由な形である。焦線４７５及び面４
７３及び４７４は、ディスプレイ６３７の縁に沿って延びる。面４７４は、楕円又は準楕
円の一部であり、又は代替的に焦線４７５を有する自由な形である。
【０１３４】
　エミッタ側で、光ビームは、導光体に入り、放物線状ミラー４７３は、導光体の内側の
焦点にビームを反射する。楕円形の屈折レンズ４７４は、放物線状ミラー４７３と同じ焦
点を有する。楕円形レンズ４７４は、焦点からの光をディスプレイ６３７の上に重なる平
行化された光ビームに屈折させる。レシーバ側で、平行化された光ビームは、導光体に入
って、楕円形のレンズ４７４により焦点に屈折する。放物線状ミラー４７３は、導光体の
内側の焦点からのビームを平行化された出力ビームに反射する。
【０１３５】
　図４９の面４６９は、９０°上方に光ビーム１００を折り返す。面４６９は、放物線の
一部として形成される。本発明の一実施形態において、面４６９は、完全に垂直ではなく
僅かに傾斜している入力面４４５による及び単一の点より幅広な光源による収差に対して
補正される。
【０１３６】
　面４６９及び４７０は、内部反射で光ビームを折り返す。従って、これらの面は、汚れ
及び引っ掻きから保護する必要がある。図５０では、面４７３は、外側ケーシング８２９
により保護される。導光体４７２の下側部分（ここでは図示）は、電子デバイスの奥にあ
り、従って、保護される。
【０１３７】
　構成第５を用いると、反射面４７３の実質的に全ては、ディスプレイ６３７の上面の下
方に位置する。従って、この構成では、タッチ面の上方の空気を通じて光ビームを投影す
る時に、電子デバイスへの高さの追加分が構成第２よりも少ない。再び図４９を参照する
と、この構成において導光体により追加される高さＨ３’は、ほぼ外側ケーシングの厚み
Ｈ２であり、これは、構成第２の対応する高さＨ３よりも小さい。更に、図４０の面４７
１及び図５０の面４７４の凸面形状は、図４０の垂直な面４５３よりユーザには汚れを除
去しやすい。従って、ユーザは、ディスプレイ６３７及び面４７１上に蓄積する場合があ
る埃及び汚れを簡単に拭き取ることができる。構成第５では、図４０の面４５４が不要で
あり、その理由は、外側ケーシング８２８が面４７１の上方にあるのではなく面４７１の
高さと面一であるからであることに注意されたい。
【０１３８】
　図４９の面４７１の凸面形状により、ベゼルは、突出しているが、図４０の垂直な面４
５３ほどは見えないものになる。
【０１３９】
　一部の電子デバイスは、デバイスの４つの縁部まで延びる平坦な板ガラスで覆われてい
る。ガラスの下側はデバイス縁部の近くでは黒く塗られ、ディスプレイは、ガラス中心の
透明な矩形窓越しに見られる。このようなデバイスの例には、カリフォルニア州クパチー
ノ所在のアップル・インコーポレーテッドから作られるＩＰＨＯＮＥ（登録商標）、ＩＰ
ＯＤ　ＴＯＵＣＨ（登録商標）、及びＩＰＡＤ（登録商標）、更には、様々なモデルのフ
ラットパネルコンピュータモニタ及びテレビがある。一部の場合には、本明細書に説明す
る様々なタッチスクリーンを取り囲む導光体は、（ａ）導光体がスクリーンガラスとは別
のユニットであり、その境界が目立ち、かつ（ｂ）導光体がスクリーンの下方に延び、従
って、たとえ導光体の下側が黒色に塗られても、導光体の底部とスクリーンガラス間の高
さの差が目立つために美的センスがないと見られる可能性がある。本発明の態様は、この
問題を解決するために、２ユニット導光体を使用している。
【０１４０】



(37) JP 5593006 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

　１つのこのような実施形態において、導光体の上側ユニットは、スクリーンガラスと統
合される。この点に関して、本発明の実施形態によるディスプレイを覆う保護ガラスの一
体部分として形成された透明な光学タッチ導光体の断面の略示図である図５１を参照する
。保護ガラス６３８下側の昼光フィルタシート６３９は、黒色の塗料の代わりに、光ビー
ム１００を遮断することなく、ディスプレイ６３７の縁部を隠す役目をする。導光体４７
６は、楕円形外面４７８及び放物線状内面４７７を有し、かつ外側ケーシング８３０で円
滑に統合される。光ビーム１００は、図５０の場合と同様に導光体４７６を通過する。
【０１４１】
　一部の場合には、一体型反射レンズを有する保護ガラスカバーを製造する費用は、高く
なる可能性がある。従って、本発明の代替的な実施形態において、黒色の物体は、導光体
の上下ユニットの間に置かれる。黒色の物体の高さは、電子デバイス内で、保護ガラス下
側上の黒色塗料の高さと位置合せされる。この点に関して、図５２は、本発明の実施形態
によるスクリーンの縁部を隠すようになった図５０の電子デバイス及び導光体の略示図で
ある図５２を参照する。図５２では、ディスプレイ６３７の上に重なる、保護ガラス６４
０下側上の黒色の塗料、又は昼光フィルタシート６４１が示されている。黒色のプラスチ
ック要素４８２は、保護ガラス６４０の縁部がユーザには認識することができないように
、黒色の塗料／昼光フィルタシート６４１と位置合せされる。黒色のプラスチック要素４
８２は、光ビーム１００が通過することを可能にするために赤外光を透過する。
【０１４２】
　本発明の実施形態によるエミッタ２００の反対側からディスプレイ６３７の上方まで延
びる単一ユニットである導光体の略示図である図５３を参照する。外側ケーシング８３２
の一部は、導光体４８３の上部と面一であるように示されている。導光体４８３の下側部
分は、エミッタ２００から到着する光ビームを散乱させるマイクロレンズ４８４のフェザ
ーパターンを有する。受光側で、光ビームは、導光体４８３と類似の導光体の底部を通じ
てレシーバに向けて出る。同じフェザーパターン４８４は、レシーバに向かう途中で光ビ
ームを配分する。
【０１４３】
　本発明の実施形態による２ユニット導光体の略示図である図５４を参照する。図５４で
は、上側ユニット４８５及び下側ユニット４８６を有する導光体が示されている。外側ケ
ーシング８３２の一部は、導光体４８３の上部と面一である。ディスプレイ６３７は、導
光体ユニット４８５の右寄りとして示されている。導光体ユニット４８６の上面は、エミ
ッタ２００から到着する光ビームを配分するマイクロレンズ４８７の管状パターンを有す
る。受光側で、光ビームは、図５４に示す導光体と類似の導光体の底部を通じてレシーバ
に向けて出る。同じフェザーパターン４８７が、レシーバに向かう途中で光ビームを配分
する。
【０１４４】
　図４０及び図４９を参照して上述したように、管状パターン４８７を有する導光体ユニ
ット４８６の位置決めには高い精度が必要であり、一方、導光体ユニット４８５の位置決
めにはこのような精度は不要である。光ビームに及ぼす管状パターン４８７の効果は、そ
れぞれのエミッタ又はレシーバに対するその正確な配置に依存する。導光体ユニット４８
５内の有効面の方が、主に自己内蔵型であるので公差が大きく、すなわち、光ビームは、
共に、図５０の焦線４７５のような内焦線の上でフォーカスされる。
【０１４５】
　エミッタの配置及びデバイススクリーンの下のレシーバ及び各エミッタ又はレシーバの
反対側の平行化反射要素の配置により、デバイスの厚みに制限が課せられることに注意さ
れたい。第１の制限は、デバイスの厚みが少なくともスクリーン厚み及びエミッタ又はレ
シーバ厚みの合計であることである。第２の制限は、スクリーンの上方に反射される光を
適切に平行化するために、エミッタの反対側の反射要素又はレシーバが、取りわけ図４１
及び４２に示すように凸面「スマイル」形状に湾曲していることである。凸面の形状によ
り、デバイスの全厚が増加する。
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【０１４６】
　タブレット及び電子ブックリーダーの設計者は、できるだけ細い形状因子をもたらすよ
うに奮闘している。従って、本発明の実施形態により、レシーバ及び平行化レンズは、ス
クリーンの下に置かれるのではなく、スクリーンを取り囲む境界の内側に置かれる。これ
は、特にデバイスを保持するスクリーン以外の境界区域が提供されるタブレット及び電子
ブックリーダーには達成可能である。
【０１４７】
　本発明の実施形態によるユーザによって保持されるタッチスクリーンデバイスの略示図
である図５５を参照する。図５５では、タッチスクリーン８００が手９３０によって保持
されるフレーム８４０によって取り囲まれたデバイス８２６が示されている。
【０１４８】
　本発明の実施形態により幅広光ビームがスクリーンを覆うタッチスクリーンの略示図で
ある図５６を参照する。図５６は、タブレット又は電子ブックリーダーのような電子デバ
イスとの関連においてタッチスクリーン８００を有するタッチシステムの上面図及び側面
図を示している。図５６は、各々が空隙５５５よって分離された光を平行化する１対のレ
ンズ５５０及び５５１に結合したエミッタ２００及びレシーバ３００も示している。側面
図は、タッチスクリーン８００を取り囲むデバイスケーシング８２７及びフレーム８４９
を示している。フレーム８４９は、ユーザがデバイスを保持する把持部になり、かつ要素
２００、３００、５５０、及び５５１を包み込むのに十分に広い。
【０１４９】
　光は、中実レンズよりも効率的に複数の空気－プラスチックインタフェースを使用して
短距離にわたって平行化される。エミッタ、レシーバ、及びレンズは、タッチスクリーン
８００の面と実質的に共面である。レンズ５００及び５５１の場合は、光がスクリーンの
平面に沿ってのみ投影されるという事実のために、デバイスの高さに沿ったレンズ５００
及び５５１の平坦な非湾曲プロフィールは、図４１及び３８のレンズのプロフィールより
も低い。デバイス形状因子に追加される唯一の高さは、タッチスクリーン８００の上方で
は、スクリーンにわたって光を誘導するベゼル又はレンズ５５１の高さである。マイクロ
レンズパターンが、例えば、重なり合うビームを生成するために使用される場合に、マイ
クロレンズパターンを含む第３のレンズが追加される。代替的に、マイクロレンズパター
ンを２つのレンズ５００及び５５１の一方に形成することができる。
【０１５０】
　本発明の実施形態によるデバイスとの関連において導光体のそれぞれの略示側面図側、
上面図、及び底面図である図５７～図５９を参照する。図５７は、ディスプレイ６３５及
びディスプレイ６３５と実質的に共面である横向きのエミッタ２００を示す側面図である
。マルチレンズアセンブリは、ディスプレイ６３５の上方に光を反射して、幅広ビームを
出力する。図５７は、空隙５５５及び５５６よって分離された３つの断面５５０～５５２
を有するマチレンズアセンブリを示している。部分５５０及び部分５５１は、空隙５５５
の下で接続され、かつディスプレイ６３５を取り囲む剛性フレームの一部を形成する。フ
レームは、横向きエミッタ２００又は同様の形状のレシーバに対応する空洞２２０を含む
。レンズ部分５５０及び５５１は、本明細書で上述したように、協働で平行化された幅広
ビームを生成する。レンズ部分５５２は、図４５及び図４６を参照して本明細書で上述し
たように、マイクロレンズの管状パターンを含む。図５７は、ディスプレイ６３５の上方
を横切るビーム１０５の光線を示している。ＰＣＢ７００は、エミッタ２００、ディスプ
レイ６３５、及び導光体フレームを支持する担体を形成する。
【０１５１】
　図５８は、空隙５５５及び５５６よって分離されたレンズ部分５５０～５５２を示す上
面図である。図５８は、レンズ部分５５０及び５５１がどのように幅広光ビームを平行化
するかを示すために、３つの平行化されたビーム１０５を示している。図５８は、レンズ
部分５５０及び５５１によって形成された剛性フレームにレンズ部分５５２を接続する小
さいコネクタ５５９も示している。従って、全ての３つの部分５５０～５５２は、単一の
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プラスチック部分で形成することができる。
【０１５２】
　図５９は、３つのエミッタ２００を含むエミッタ／レシーバ空洞２２０を有するレンズ
部分５００を示す底面図である。
【０１５３】
　タッチスクリーンシステム構成第６
　本発明の実施形態により、構成第２及び第３を参照して本明細書で上述したように、高
分解能タッチ感度が、共通の区域に及ぶ２つ又はそれよりも多くのエミッタ－レシーバ対
信号を組み合わせることによって達成される。構成第６は、重複検出を行う光学要素及び
レシーバの交替構成を示している。
【０１５４】
　様々な手法を使用して重なり合う検出ビームを供給することができる。１つの手法は、
スクリーンにわたって僅かに異なる高さに投影される２つの別々の幅広ビームを供給する
ことである。従って、両方のビームは、共通のスクリーン区域に関してその区域における
タッチに向けて複数の検出信号を供給する。別の手法は、両方のビームが同時に起動され
た時に２つの幅広ビームの光線にインターリーブする光学要素を設けることであり、これ
は、回折構造体を使用して２つのビームから微細な光線をインターリーブすることにより
、又は僅かに大きい織り目の交替するファセットを使用して２つの光源から０．１～０．
６ｍｍ台のビームをインターリーブすることによって達成することができる。一般的に、
２つのビームは、別々に起動される。従って、それらは、共通のスクリーン区域をカバー
するが、実際にはインターリーブされない。この後者の代案に対して以下に説明する。
【０１５５】
　本発明の実施形態によるエミッタ及びレシーバによって取り囲まれたタッチスクリーン
８００の略示図である図６０を参照する。本発明の実施形態による３つの角度から示す反
射ファセットの波状の角度パターンを有する光学要素５３０の略示図の図６１も参照する
。図６１では、光学要素５３０の３つの図（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）が示されている。エ
ミッタからの光は、重なり合う角度のある幅広ビームとして光学要素５３０に入る。図６
１は、要素５３０の面５４１に向いたエミッタ２００～２０２を示している。それぞれの
エミッタ２００～２０２からの幅広ビーム１０７～１０９は、面５４１を通じて要素５３
０に入る。図６１は、隣接エミッタ要素間の距離又はピッチも示している。
【０１５６】
　幅広ビーム１０７～１０９の各々は、２つのピッチに及び、従って、幅広ビームは、隣
接エミッタ間の区域において重なり合う。要素５３０の面５４２は、隣接エミッタに交替
しながら方向付けられたファセットの波状のパターンとして形成される。図６１（ｃ）は
、面５４２上の交替する影付き及び影なしのファセットを示している。エミッタ２００と
２０１間の要素５３０では、エミッタ２００に向けられた影付きファセットが、エミッタ
２０１に向けられた影なしファセットとインターリーブされる。エミッタ２０１と２０２
間の要素５３０では、エミッタ２０２に向けられた影付きファセットが、エミッタ２０１
に向けられた影なしファセットとインターリーブされる。
【０１５７】
　本発明の実施形態による２つの隣接エミッタからの光を反射、平行化、及びインターリ
ーブする光学要素の略示図である図６２を参照する。図６２に示すように、要素５３０の
各反射ファセットは、対応するエミッタからの光線を平行化し、従って、２つのエミッタ
からの平行化された光線がインターリーブされる。図６２は、２つの隣接エミッタ２００
及び２０１から光を反射及び平行化する光学要素５３０を示している。要素５３０の交替
するファセットは、これらの２つの要素にフォーカスする。平行化された光線をインター
リーブすることにより、要素５３０は、重なり合う幅広ビームでスクリーンにわたって２
つのエミッタからの光を平行化する。反対側のスクリーン端部の要素５３０は、それぞれ
のレシーバ上へ幅広ビームを誘導する。
【０１５８】
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　面５４２上の各ファセットは、要素にフォーカスするように正確に傾斜している。また
、各ファセットの表面積は、十分な光量が検出に向けて供給されるように構成される。
【０１５９】
　光学要素５３０の代替的な実施形態は、反射ではなく屈折を通じて入射幅広ビームを平
行化及びインターリーブする。このような場合に、波状のマルチファセットの面は、光学
要素５３０の入力又は出力面に位置する。反射ファセットの場合に、ファセットは、光学
要素の内側の光を向け直す。
【０１６０】
　時には、例えば、電力を節約するために、タッチスクリーンを低周波数モードで作動さ
せることが望ましい。構成第６は、正確な低周波走査モードを可能にする。本発明の実施
形態により、スクリーン軸線に沿った２つの検出信号は、各タッチ位置に向けて供給され
る。低周波数モードでは、第１の走査中、１つ置きのエミッタ－レシーバ対が起動され、
従って、１つのみのスクリーン軸線に沿って対の半分のみが起動されるが、それにも関わ
らず、全体のスクリーンをカバーする。第２の走査中、この軸線に沿った残りのエミッタ
－レシーバ対が起動される。従って、奇数のエミッタ－レシーバ対が最初に起動され、次
に、偶数のエミッタ－レシーバ対が起動され、従って、２つの完全なスクリーン走査が行
われ、全てのエミッタ及びレシーバ要素にわたって均一に使用量が広げられる。電力消費
量を最小限に保つために、矩形スクリーンの短い方の端部に沿ったエミッタ－レシーバ対
だけが起動される。
【０１６１】
　本発明の代替的な実施形態において、スクリーンの両方の軸線が走査され、各走査され
た軸線により、スクリーンに関する初期タッチ情報が得られる。従って、単一の軸線の複
数の走査を連続的に起動するのではなく、代替的な実施形態において、別々の軸線の走査
の連続的な作動が起動される。連続４回の走査が、４つのサンプリング間隔で起動される
。すなわち、（ｉ）第１のスクリーン軸線に沿ったエミッタ－レシーバ対の第１の半分が
走査され、（ｉｉ）第２のスクリーン軸線に沿ったエミッタ－レシーバ対の第１の半分が
起動され、（ｉｉｉ）第１のスクリーン軸線に沿ったエミッタ－レシーバ対の第２の半分
が起動され、（ｉｖ）第２のスクリーン軸線に沿ったエミッタ－レシーバ対の第２の半分
が起動される。
【０１６２】
　反射要素の設計
　光学要素の交替する反射又は屈折ファセットの設計の目標は、エミッタからレシーバま
での線形信号勾配Ｓ（ｘ）により、補間の基盤としての良好な勾配が得られる光分布を生
成することである。いくつかのパラメータが、光分布に影響を与える。
【０１６３】
　本発明の実施形態によるマルチファセット光学要素の略示図である図６３を参照する。
図６３では、以下に説明するように、光学要素の各ファセットからの光を制御するパラメ
ータが示されている。
【０１６４】
　光の強度分布は、極角度θに３乗、すなわち、ｃｏｓ3θに従って依存する。角度θは
、異なるファセットに向かう単一のエミッタ又はレシーバ要素のビーム間の距離１１０と
、エミッタ又はレシーバ要素と要素５３０間の距離１１１との関数である。
【０１６５】
　ファセット幅Ｂは、容易に調節可能なパラメータである。
【０１６６】
　フレネル損失Ｆは、ビームが光学要素５３０に入った時に要素５３０の屈折率により引
き起こされる反射のために失われる光量である。ブルースター角での異なる角度θ間のフ
レネル損失Ｆの変動は、１％未満であり、従って、取るに足らないものである。
【０１６７】
　ファセットビーム幅Ｙは、単一のファセットビームにより対象とされる全幅である。交
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替するファセットは、隣接ファセットが隣接エミッタ２０２上にフォーカスされる時に、
エミッタ２０１からの光の間隙を生成する。各ファセットからの光は、間隙をカバーする
。ファセットビーム幅Ｙは、ファセット幅Ｂ及び隣接ファセットの幅に依存する。図６３
は、エミッタ２０１に向けられたファセット５４５、５４７、及び５４９、及びエミッタ
２０２に向けられた隣接ファセット５４８及び５４６を一緒にカバーするそれぞれのファ
セットビーム幅Ｙ545、Ｙ547、及びＹ549を示している。
【０１６８】
　本発明の実施形態による９つのファセットの光分布に及ぼす反射ファセットパラメータ
θ、Ｙ、及びＢの効果を示す略示グラフである図６４を参照する。図６４のグラフは、実
際の光分布及び基準線形関数も示している。図６４で分るように、実際の光分布信号は、
ほぼ線形である。グラフのデータは、ｘ軸上の位置０に位置し、全ての態様で１の値が割
り当てられる中心ファセットに基づいて正規化される。従って、ファセット幅Ｂは、グラ
フのではＢｎｏｒｍと記述され、ファセット幅は、中心ファセット幅に対して正規化され
る。一般的に、角度パラメータθで傾斜曲線が得られ、これは、図６４のｘ軸に沿った位
置０と２の間にｃｏｓ３と記述されたθ曲線の平坦な部分で分るように、θの小さい値に
対しては平坦である。小さなθの勾配は、パラメータＢを調節することによって増大し、
これは、Ｙｆａｃｔｏｒと記述されたパラメータＹに影響を与える。完全な信号は、グラ
フではｓｉｇｎａｌと記述され、かつほぼ線形である。
【０１６９】
　パラメータθ、Ｂ、Ｆ、及びＹの関数としてのファセットｋの光強度は、次式：
【０１７０】

【数１】

【０１７１】
に従って記述され、ここで、ファセットｋの照明は、中心ファセットに対するθ＝０に基
づいて正規化される。
【０１７２】
　表Ｉでは、１つのエミッタ又はレシーバ要素上にフォーカスされる一連の９つのファセ
ットの各ファセットのパラメータを説明する。表Ｉでは、ｘ－ｐｏｓは、中心ファセット
からミリメートル単位の距離を示し、Ｂは、ミリメートル単位のファセット幅を示し、Ｂ
ｎｏｒｍ は、１の幅を有する中心ファセットに基づく正規化されたファセット幅を示し
、Ｙｆａｃｔｏｒは、中心ファセットビーム幅に正規化されたファセットビーム幅を示し
、Ｓｉｇｎａｌは、各ファセットの正規化された信号値を示し、Ｌｉｎｅは、基準直線の
信号値を示している。
【０１７３】
（表Ｉ）
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【０１７４】
　表ＩＩは、エミッタ及び隣接レシーバのような２つの隣接要素上にフォーカスされる一
連の交替するファセットに対するパラメータを説明している。表ＩＩでは、ファセット番
号１～５は、エミッタ上でフォーカスされ、ファセット番号６～９は、隣接レシーバ上に
フォーカスされる。３つの値、すなわち、幅Ｂ、エミッタの中心ファセットの中心に対す
るｘ軸に沿った位置ｘ－ｐｏｓ、及びファセットの外縁の位置ｂｏｒｄｅｒ_ｐｏｓが、
各ファセットに対して説明される。全てのファセット値は、ミリメートル単位で指定され
る。
【０１７５】
（表ＩＩ）

【０１７６】
　本発明の実施形態による幅広光ビームがスクリーンを横切るタッチスクリーンの略示図
である図６５を参照する。本発明の実施形態による２つの幅広光ビームがスクリーンを横
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切るタッチスクリーンの略示図である図６６も参照する。本発明の実施形態による３つの
幅広光ビームがスクリーンを横切るタッチスクリーンの略示図である図６７も参照する。
図６５に示すように、スクリーン８００は、エミッタ及びレシーバで取り囲まれている。
幅広ビーム１６７は、エミッタ－レシーバ対２００～３００で検出されるスクリーン８０
０上の幅広検出区域を表すように示されている。幅広ビーム１６７は、本明細書で上述し
たが図６５～６７には示されていない要素５３０のような光学要素によって生成される。
第１の要素５３０は、エミッタ２００からの光を平行化し、第２の要素５３０は、レシー
バ３００上へ幅広ビーム１６７をフォーカスする。グラフ９１０は、幅広ビーム１６７の
幅にわたって検出された信号強度の勾配を示している。
【０１７７】
　図６６は、それぞれのエミッタ－レシーバ対２０１～３０１及び２０２～３０２により
検出されたスクリーン８００上の幅広検出区域を表す隣接幅広ビーム１６８及び１６９を
示している。それぞれのグラフ９１１及び９１２は、幅広ビーム１６８及び１６９の幅に
わたって検出された信号強度の勾配を示している。
【０１７８】
　図６７は、図５及び６６の３つの幅広ビームを示している。図６７で分るように、ビー
ム１６７の左半分にはビーム１６８の半分が重なり合い、ビーム１６７の右半分にはビー
ム１６９の半分が重なり合う。グラフ９１０～９１２の強度勾配は、ビーム幅１６７に沿
ったあらゆる位置でのタッチが２つの重なり合う幅広ビームの２つの勾配に沿って検出さ
れることを示している。同様に、スクリーン上のあらゆる位置のタッチは、各軸線上の２
つの重なり合う幅広ビームの２つの勾配に沿って垂直軸線及び水平軸線の両方で検出され
る。正確なタッチ座標は、検出信号勾配に基づいて２つの信号のタッチ位置を補間するこ
とによって計算される。図６２は、２つの重なり合うビームの幅にわたる光信号減衰勾配
９２０及び９２１を示している。光信号減衰勾配９２０は、エミッタ要素２００から放出
されたビームに対応し、光信号減衰勾配９２１は、エミッタ要素２０１から放出されたビ
ームに対応する。従って、ビームは、要素のすぐ上で最大の強度を有し、いずれの側にも
テーパがついて消える。重なり合うビームの２つの異なる傾斜した勾配を有することは、
本明細書で以下に説明するように、正確なタッチ位置を計算するのに有利である。
【０１７９】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーン内の幅広ビームの光分布の略示グラフである
図６８を参照する。図６８の下側部分は、幅広ビーム１６７にわたる経路を示し、図６８
の上側部分は、この経路に沿った信号強度分布を示すグラフである。グラフのｘ軸は、ミ
リメートル単位の水平スクリーン寸法を表している。グラフのｙ軸は、スクリーン軸線に
沿って１０ｍｍに位置するエミッタ－レシーバ対２００～３００により検出された基線信
号強度を表している。信号は、１０ｍｍのピッチに配置されたエミッタ及びレシーバ要素
を有するスクリーンに対応する。従って、検出された幅広ビームは、２０ｍｍに及ぶ。グ
ラフにおけるスパイクは、上述の光学要素５３０の交替するファセットにより引き起こさ
れ、それによって交互に隣接要素で光線をフォーカスする。従って、スパイクは、測定さ
れたエミッタ－レシーバ対に属するファセットに対応し、隣接トラフは、隣接エミッタ－
レシーバ対に属するファセットに対応する。これらのスパイクにも関わらず、測定された
スクリーン軸線に沿った指又は別の物体の検出信号は、ビームの２０ｍｍスパン全体に沿
って比較的滑らかな勾配を有し、その理由は、指が、狭いスパイク及びトラフチャンネル
よりも広いからである。従って、指は、指がスクリーン軸線に沿って滑る時に、実質的に
均一なままである一連のスパイクを遮断する。例えば、指先は、ほぼ６ｍｍ幅であり、一
方、図６８のグラフでは１０ｍｍに８～９つのスパイクがある。
【０１８０】
　本発明の実施形態により指先がスクリーンを横切って移動する時の３つの幅広ビームか
らの検出信号の略示図である図６９を参照する。図６９では、指先がスクリーン軸線に沿
って３つの隣接幅広ビームを横切って移動する時の指先の３つの検出信号が示されている
。信号の各々から、指が幅広ビームに入り、指がビームの小さい部分を遮断することが明
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らかである。指がビームの中心に向けて軸線に沿って移動する時に、予想された基線信号
の６０％という最小限の検出によりグラフに示すビーム強度のほぼ４０％を遮断するまで
ビームを遮断する量が漸進的に多くなる。指が更に移動する時に、ビームを遮断する量は
進的には減少する。検出曲線の形状は、図６８に示す光ビームのピークとトラフにも関わ
らず比較的滑らかである。図６９の検出曲線に沿って、少なくとも部分的にピークによる
僅かな変動が存在するが、これらの変動は、最小のものであり、信号のトレンドを有意に
歪曲させるものではない。
【０１８１】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンにおいて重なり合う幅広ビームの光分布の略
示グラフである図７０～図７２を参照する。まとめると、図６８及び図７０～図７２は、
エミッタ－レシーバ対が１０ｍｍ離間したスクリーン上の３つの隣接幅広光ビームにわた
る光分布を示している。これらの図で分るように、光学要素５３０のファセットにより、
２つのエミッタ－レシーバ対による重なり合うタッチ検出が行われる。図７０は、測定さ
れたスクリーン軸線に沿った位置０に位置するエミッタ－レシーバ対からの光信号を示し
ている。図７１は、測定されたスクリーン軸線に沿って２０ｍｍの位置に位置するエミッ
タ－レシーバ対からの光信号を示している。図７２は、図６８、図７０、及び図７１の３
つのエミッタ－レシーバ対からの光信号を示し、かつこれらの光ビームがどのようにスク
リーン面の重なり合う区域をカバーするかを示している。図６９は、指先がスクリーン軸
線に沿って移動する時の図７２の３つのエミッタ－レシーバ対に対する３つの検出信号を
示している。
【０１８２】
　タッチ検出信号は、微細な先端のスタイラスを使用する時に、指を使用する時ほど円滑
ではない。例えば、スクリーンを横切って移動する２ｍｍのスタイラス先端の方が、生成
する検出信号の変動が６ｍｍの指よりも大きく、その理由は、スタイラス先端の方が光信
号内のピークに関するピーク数が少なく、従って、信号ピークを出入りすると、変化する
遮断された信号の部分が増大するからである。それにも関わらず、本発明の実施形態は、
複数の検出信号を補間することによってこの欠点を克服し、高いレベルの精度でスタイラ
スのタッチ位置を判断する。
【０１８３】
　本発明の実施形態による指先が３つの異なる位置でスクリーンを横切って移動する時の
幅広ビームからの検出信号の略示グラフである図７３を参照する。図７３の底部では、幅
広ビーム１６７にわたって指によりトレースされた３本の経路９２５～９２７が示されて
いる。経路９２５は、ＬＥＤ２００の近く、経路９２６は、スクリーン真中にあり、経路
９２７は、ＰＤ３００に近い。図７３の上側部分のグラフは、指先がグラフの凡例におい
てそれぞれＬＥＤ端部、スクリーン真中、及びＰＤ端部と記述された３本の経路９２５～
９２７を横切って移動する時の指先の３つの検出信号を示している。グラフの３つの検出
信号は、実質的に重なり合う。従って、信号は、深さに沿って均一に検出され、信号は、
スクリーンの１つの軸線だけに沿ったタッチの関数として変動する。従って、第１の軸線
に沿ったタッチ位置を判断することは、第２の軸線に沿った検出信号とは独立している。
更に、信号の強度は、第２の軸線に沿って均一であり、信号をロバストにする。
【０１８４】
　様々なスクリーンサイズのサポート
　構成第６の一部の実施形態は、２つの隣接発光又は受光要素上にフォーカスされる２つ
の隣接光上でフォーカスされる交替するファセットを有する光学要素を含む。このような
光学要素が光エミッタ又はレシーバとは別々である時に、エミッタ又はレシーバは、一般
的に特定のピッチで離間している。このような光学要素がエミッタ又はレシーバと共に剛
性モジュールとして形成された時に、内蔵型エミッタ又はレシーバは、反射ファセットに
対して正確に位置決めされる。隣接モジュールに向けられたファセットは、モジュール内
で同様に位置する隣接モジュールの内蔵型エミッタ又はレシーバに従って向けられる。こ
のような位置決めにより、潜在的に、スクリーンのサイズは、ピッチの整数倍に制限され
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る。例えば、エミッタ間に１０ｍｍのピッチに対して、スクリーン寸法は、１０ｍｍの整
数倍でなければならない。以下に説明するように、本発明の態様は、この制限を克服する
ことができる。
【０１８５】
　本発明の実施形態による４つの光学要素及び４つの隣接エミッタの略示図である図７４
を参照する。図７４では、一列に配置された４つの光学要素５３１～５３４が示されてい
る。各要素は、エミッタ２００～２０３のそれぞれ１つの反対側に位置決めされる。同じ
構成は、レシーバに又は交替するエミッタ及びレシーバに組み込まれる。レシーバの場合
に、エミッタ２００～２０３は、レシーバに取って代わられ、また、交替するエミッタ及
びレシーバの場合に、エミッタ２００及び２０２は、レシーバに取って代わられる。
【０１８６】
　光学要素５３１、５３２、及び５３４は、全て、同じ幅、例えば、１０ｍｍ、すなわち
、Ｗ１＝Ｗ２＝Ｗ４である。エミッタ２００と２０１間のピッチＰ１は、標準的な距離、
すなわち、１０ｍｍである。光学要素５３１のファセットは、１０ｍｍの標準的なピッチ
であるエミッタに対して製造される。ピッチＰ２及びＰ３は、標準以外とすることができ
る。デバイス製造業者が標準以外のピッチで単一エミッタを挿入することができることを
可能にすることにより、製造業者は、あらゆるスクリーンサイズに対応することができる
。光学要素５３３の幅Ｗ３は、標準以外のスクリーンサイズのためにカスタマイズされ、
例えば、９６ｍｍのスクリーンの長さに対して、Ｗ３は、１０ｍｍではなく６ｍｍであり
、ピッチＰ２及びＰ３は、それぞれ８ｍｍである。光学要素５３２は混成要素であり、要
素５３２の左半分は、標準的な１０ｍｍのピッチに従って位置決めされるエミッタ２００
及び２０１に向けられたファセットを有し、要素５３２の右半分は、エミッタ２０２が標
準以外の配置であるエミッタ２０１及び２０２に向けられた特別のファセットを有して特
殊である。光学要素５３４も、混成要素であり、その理由は、左半分がエミッタ２０２と
２０３に向けられたファセットを有し、一方、右半分は２つの標準的ピッチのエミッタに
向けられるからである。光学要素５３３は、一貫して標準以外であり、すなわち、それは
、標準要素ほどの広さではなく、そのファセットの１つ置きをエミッタ２０２に向けさせ
ている。この例では、エミッタ２０２からのビーム幅は、標準的な２０ｍｍの幅と比較す
るとほぼ１６ｍｍである。従って、エミッタ２０２は、光学要素５３３に僅かに近づけて
置かれる。
【０１８７】
　回折面
　本明細書で上述したように、回折面が、本発明の実施形態において共通経路に沿って２
つのエミッタからのビームを誘導するのに使用される。本発明の実施形態による共通経路
に沿って２つのエミッタからビームを誘導する回折面の略示図である図７５を参照する。
図７５では、２つの平行化レンズ５２５に光１０７及び１０８の円弧を放出するエミッタ
２００及び２０１が示されている。幅広ビーム１６７及び１６８は、レンズ５２５を出て
、屈折面５６０に入り、屈折面５６０は、スクリーンを横切る幅広ビーム１９３の中にビ
ーム１６７及び１６８を誘導する。同様の光学的構成では、幅広ビーム１９３を反対のス
クリーン端部の２つのレシーバ上に分割する。各エミッタは、それぞれの反対側のレシー
バと共に別々に起動される。２つのエミッタからのビームは、本明細書で上述したように
、ビーム幅１９３に沿って異なる信号勾配を有する。２つの検出信号は、本明細書で以下
に示す式（２）及び（３）からタッチ位置を計算するのに使用される。
【０１８８】
　平行な重なり合うビーム
　本明細書で上述したように、スクリーンにわたって僅かに異なる高さに投影される平行
な幅広ビームは、本発明の代替的な実施形態において、スクリーン上のタッチイベントに
向けて複数の検出信号が得られるように使用される。
【０１８９】
　交替するエミッタ及びレシーバ
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　本発明の代替的な実施形態において、エミッタ及びレシーバは、各スクリーン端部に沿
って交互に位置決めされる。本発明の実施形態による交替するエミッタ及びレシーバで取
り囲まれたタッチスクリーンの略示図である図７６を参照する。本発明の実施形態による
交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチスクリーン及びスクリーンを横切る
幅広ビームの略示図である図７７も参照する。本発明の実施形態による交替するエミッタ
及びレシーバに取り囲まれたタッチスクリーン及びスクリーンを横切って移動する２つの
幅広ビームの略示図である図７８も参照する。本発明の実施形態による交替するエミッタ
及びレシーバで取り囲まれたタッチスクリーン及びスクリーンを横切って移動する２つの
幅広ビームの略示図である図７９も参照する。図７７～図７９は、本明細書で上述した図
６５～図６７と類似の重なり合う幅広ビームを示している。
【０１９０】
　本発明の実施形態によりエミッタ及び隣接レシーバに向けて光を反射及びインターリー
ブする平行化光学要素の略示図である図８０を参照する。図８０は、隣接光ビームをイン
ターリーブする光学要素５３０を示し、第１のビームは、エミッタ２００から出射され、
一方、第２のビームは、隣接レシーバ３０１に入射している。図８０は、第１のビームの
信号勾配９２０及び第２のビームの信号勾配９２１も示している。タッチが両方のビーム
で検出された時に、本明細書で以下に説明するように、傾斜した勾配により、補間による
正確なタッチ位置の判断が可能である。
【０１９１】
　図７３を参照して本明細書で上述したように、検出信号は、幅広ビーム内のタッチ位置
の深さによって変化しない。従って、隣接した重なり合う幅広ビームの反対方向は、タッ
チ検出信号に影響を与えない。逆に、その結果、各ビームの方向を顧慮せずに、重なり合
うビームから信号を補間することができる。
【０１９２】
　構成第４を参照して上述したように、指のようなタッチポインタが幅広であると予想さ
れる時に、幅広ビームは、重なり合う必要はなく、その理由は、ビームが指よりも僅かに
幅広でないと仮定して指が２つの隣接ビームの少なくとも一部に及ぶと予想されるからで
ある。更に、指は、ビームの縁部の１つで始まる各ビームの上に重なる。従って、ビーム
がビームの幅にわたって均一に光を配分する時でさえも、システムは、各ビームの遮断さ
れた部分を判断することができる。例えば、ビームの５０％が遮断された場合に、指は、
ビームの半分を阻止しており、ビームの２５％が遮断された場合に、指は、ビームの１／
４を阻止している。これは、図８０の減衰された信号勾配９２０及び９２１と異なってい
る。指の位置は、次に、２つ又はそれよりも多くの隣接ビームからの信号を補間すること
によって判断される。
【０１９３】
　マルチタッチ検出
　マルチタッチ位置は、多くの場合に、２つの軸線と平行な方向において光を放出する光
エミッタを通じて明瞭に識別することが困難である。本発明の実施形態による光エミッタ
の第１の向きに対して不明瞭であるマルチタッチ位置の図である図８１～図８４を参照す
る。図８１Ａ及び図８２に示すように、対角的に向けられたマルチタッチ位置を判断する
際には不明瞭さがある。マルチタッチが２つよりも多いポインタを含む場合には、更に別
の不明瞭さがある。例えば、図８１及び８２に示す２タッチの場合も、図８３に示す３タ
ッチの場合と比較して、かつ図８４に示す４タッチの場合と比較して不明瞭である。これ
らの場合の各々では、横列及び縦列表示ａ～ｈは、同じ位置において光がないことを示し
ている。このような不明瞭さは「ゴースト」により引き起こされ、「ゴースト」は、１つ
のポインタの影が別のポインタの一部を不明瞭にする影響を指す。
【０１９４】
　本発明の実施形態により、ゴーストは、タッチ検出に向けて２組のグリッド向きの使用
により解決される。
【０１９５】
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　本発明の実施形態により光エミッタの第２の向きに対して明瞭である図８１～図８３の
マルチタッチ位置の図である図８５～図８７を参照する。図７６及び７７を参照して本明
細書で上述したように、交替するエミッタ及びレシーバの構成の使用及び２組の検出軸線
を生成する付加的な光学要素の使用により重要な長所が得られる。１つの利点は、高い精
度でタッチ座標を判断するために複数の検出信号を補間することができるように、重なり
合う幅広ビームのロバストな組を生成することである。別の長所は、第２の軸線の組上の
タッチ検出も正確であるように、第２の軸線の組上で重なり合う幅広ビームを生成するこ
とである。
【０１９６】
　２ユニット導光体を図４５及び４６を参照して本明細書で先に説明した。そこで上述し
たように、導光体の下側部分４６４は、エミッタ及びレシーバ上にフォーカスされている
反射ファセット又はレンズを含み、上側部分４６３は、エミッタ及びレシーバと比較して
精密配置が必要ではない反射面及びレンズを含む。構成第６では、交替する反射又は屈折
ファセットは、下側部分の一部形成する。３方向に光ビームを配分する３面の屈折空洞は
、上側部分の一部として形成される。構成第６では、マイクロレンズ４６７の使用は必要
ではない。代替的に、交替するファセットは、図１１２を参照して本明細書で以下に説明
するように、エミッタ又はレシーバを含む透明プラスチックモジュール内に形成される。
これらのモジュールの構成は、下側部分４６４に取って代わり、上側部分４６３は残る。
【０１９７】
　本発明の実施形態による光ビームが４つの軸線に沿って誘導されるタッチスクリーンの
略示図である図８８を参照する。図８８では、スクリーン８００の上縁に沿った光エミッ
タ２００の列及びスクリーン８００の下縁部に沿ったレシーバ３００の列が示されている
。スクリーン８００の左右の縁部は、組合せ式エミッタ－レシーバ要素２３０の対向する
列を含む。要素２３０は、エミッタ及びレシーバとして作用する。本発明の実施形態にお
いて、エミッタ及びレシーバは、ペンシルベニア州マルヴァーン所在のＶｉｓｈａｙ・コ
ーポレーションから作られる反射及び透過センサのような単一ユニットに結合される。本
発明の別の実施形態において、ＬＥＤが、発光及び検出の両方に使用される。ＬＥＤ及び
限流抵抗器を使用して光を放出かつ検出する集積回路は、Ｄｉｅｔｚ、Ｐ．Ｈ．Ｙｅｒａ
ｚｕｎｉｓ、Ｗ．Ｓ．及びＬｅｉｇｈ、Ｄ．Ｌ．共著「双方向ＬＥＤを使用する超低コス
ト感知及び通信」、ユビキタスコンピュータ国際会議（ＵｂｉＣｏｍｐ）、２００３年１
０月に説明されている。
【０１９８】
　本発明の実施形態により２つのグリッド向きを有する光エミッタ及び光レシーバの交替
構成の略示図である図８９を参照する。図８９では、スクリーン周囲周りでレシーバ３０
０との交替パターンにある光エミッタ２００が示されている。各エミッタによって放出さ
れた光は、反対のスクリーン縁部で２つのレシーバにより検出され、２つのレシーバは、
その間のエミッタにより分離されている。
【０１９９】
　エミッタからの光が２つの反対のレシーバの外縁部に到着するように、各エミッタから
放出された幅広ビームは、３つの光学レンズの距離に及ばなければならない。これはシフ
ト位置合せ式エミッタ及びレシーバに関して上述した構成とは対照的にあり、その場合に
は、共通のエミッタから光を検出する２つのレシーバは、互いに隣接して位置決めされ、
従って、各エミッタの必要性から放出された幅広ビームは、２つの光学レンズの距離に及
びさえすればよい。
【０２００】
　本発明の実施形態による交替する光エミッタ及び光レシーバの構成の略示図である図９
０を参照する。図９０に示すように、エミッタ２０１は、底部スクリーン縁部に沿ってレ
シーバ３０３及び３０４の間に位置し、エミッタ２０２は、上部スクリーン縁部に沿って
レシーバ３０１及び３０２の間に位置する。エミッタ２０１からの光は、レシーバ３０１
及び３０２によって検出され、エミッタ２０２からの光は、レシーバ３０３及び３０４に
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よって検出される。
【０２０１】
　本発明の実施形態による２つのレシーバにより検出されたエミッタからの２つの幅広光
ビームの略示図である図９１を参照する。図９１では、レンズ４４０を出て、それぞれ、
レシーバ３０１及び３０２による検出に向けてレンズ４４１及び４４３に到着するエミッ
タ２０１からの２つの幅広ビームが示されている。一方の幅広ビームは、縁部１４５及び
１４６と境界を接し、他方の幅広ビームは、縁部１４７及び１４８と境界を接している。
平行線模様の三角形区域は、タッチがレシーバ３０１及び３０２で検出される重複部分を
示している。
【０２０２】
　本発明の実施形態による２つの幅広ビーム及びその間の重複区域の略示図である図９２
を参照する。エミッタ２０１からの一方の幅広ビームは、レンズ４４０を出て、レシーバ
３０１により検出されるようにレンズ４４１に到着する。幅広ビームは、縁部１４５及び
１４６と境界を接している。エミッタ２０２からレシーバ３０３までの他方の幅広ビーム
は、縁部１４７及び１４８と境界を接している。平行線模様のダイヤモンド形区域は、タ
ッチがレシーバ３０１及び３０３で検出される重複部分を示している。
【０２０３】
　従って、スクリーン上のあらゆる位置は、２つのエミッタ－検出器対により検出され、
この時に、エミッタ－検出器対は向かい合ったスクリーン縁部に位置し、従って、本明細
書で上述したように正確なタッチ位置を計算することができることが当業者により認めら
れるであろう。
【０２０４】
　本発明の実施形態により光ビームを検出する縁部にあるタッチ点９００の略示図である
図９３を参照する。図９３は、正確にタッチ点９８０の位置を判断するために光ビームが
エミッタ及びレシーバレンズの縁部まで延びることが望ましいことを示している。
【０２０５】
　本発明の実施形態により指タッチ検出のために設計されたスクリーンにおける指サイズ
のタッチ点の略示図である図９４を参照する。図９４は、指タッチのような大きいタッチ
点９８０及び交替するビーム２０１～３０１、２０２～３０２、及び２０３～３０３を示
している。検出信号は、ビームの幅に沿った均一な光分布を示す矩形の形態で各検出器の
隣に示されている。ビーム２０１～３０１及び２０２～３０２は、ポインタ９８０により
遮断された部分を有する。ポインタ９８０の位置は、ビーム２０１～３０１及び２０２～
３０２の遮断された部分に基づいて判断される。この場合に、ビームは、きちんと平行化
され、３つではなく１つのレンズだけに及ぶ。
【０２０６】
　本発明の実施形態により表示スクリーンの２つの縁部に沿ってレシーバに光を誘導する
表示スクリーンの１つの縁部に沿ったエミッタの略示図である図９５を参照する。図９５
では、表示スクリーンの１つの縁部のエミッタ２００から表示スクリーンの反対側の縁部
に沿ってレシーバ３００及び３０１まで放出された光ビームの第１の対、及びエミッタ２
００から表示スクリーンの隣接した左縁部に沿ってレシーバ３０２及び３０３まで放出さ
れた光ビームの第２の対が示されている。光ビームの第３の対（図示せず）は、表示スク
リーンの隣接した右縁部でエミッタ２００からレシーバまで放出される。光ビームの第２
及び第３の対の各々は、光ビームの第１の対に対してほぼ４５°の角度で向けられる。
【０２０７】
　図９５には、エミッタ２００からレンズ４３９の左寄りにほぼ４５°で向けられたレン
ズ４４２及び４４３まで光を屈折させるために使用されるレンズ４３９も示されている。
本発明の実施形態において、レンズ４３９は、プラスチック材料で製造され、レンズ４３
９は、１．４～１．６台の屈折率を有する。従って、光を４５°の角度で屈折させるため
には、ほぼ８４°の入射角が必要がある。しかし、このような大きい入射角に対して、内
部反射のために失われる光量が多い。スループットを改善するために、本明細書で上述し
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たように、２つの空気／プラスチックインタフェースが、ほぼ４５°の屈折角をもたらす
のに使用される。
【０２０８】
　３方向マイクロレンズ
　本発明の実施形態によりそれぞれ実質的に平面の２面及び３面の窪んだ空洞の反復パタ
ーンを備えたレンズ面を有する３方向に光を屈折させるレンズの略示図である図９６～図
９７を参照する。エミッタ又はレシーバの反対側の平面は、図９６のエミッタ又はレシー
バに対して遠位であって３面空洞を形成し、かつ図９７においてはそれに対して近位であ
って２つの２面空洞を分離する。
【０２０９】
　このような３面レンズは、一部の実施形態に使用される。第１の実施形態において、レ
ンズは、隣接ビームをインターリーブする交替するファセットを有する付加的な光学要素
なしに使用される。この実施形態において、幅広ビームは、スクリーンを覆うが、補間に
向けて２つ又はそれよりも多くの検出信号を供給するために、必ずしも重なり合うという
わけではない。この実施形態の一般的な使用事例は、スタイラス入力ではなく指入力であ
る。３方向レンズは、マルチタッチの場合には不明瞭さ及びゴーストを排除するために４
つの異なる軸線で検出を可能にする。３方向レンズでは、追加のタッチ位置情報も得られ
、すなわち、２つではなく４つの軸線であり、この追加情報により、単一のタッチに対し
てさえも、タッチ位置の精度が増大する。
【０２１０】
　第２の実施形態において、レンズは、隣接ビームをインターリーブする交替するファセ
ットを有する付加的な光学要素と共に、又は重なり合う検出信号が得られる交替構成と共
に使用される。この実施形態において、重なり合う幅広ビームにより、補間に向けて２つ
又はそれよりも多くの検出信号が得られる。この実施形態の般的な使用事例は、指及びス
タイラス入力である。３方向レンズ及びインターリーブファセットを２つの異なる構成要
素で形成することができる。インターリーブファセット構成要素は、３方向構成要素より
もエミッタ又はレシーバの近くに位置決めされ、その理由は、インターリーブファセット
構成要素の不正確な配置のための公差は低く、一方、３方向レンズ構成要素の不正確な配
置の公差は高いからである。代替的に、３方向レンズ及びインターリーブファセットは、
単一の剛性構成要素で形成することができる。例えば、回折格子は、２つの光源からの信
号をインターリーブし、そのうえ、３方向にビームを分割する。
【０２１１】
　図９６では、マイクロレンズ５２８のパターンが底面にあるレンズ５２７が示されてい
る。図９６に示すマイクロレンズパターンは、３つの実質的に平面の側面を有し。各側面
は、異なる方向に光を屈折させる。マイクロレンズ５２８のパターンは、レンズの上側部
分の下縁部に沿って反復的な鋸歯パターンを形成する。各マイクロレンズ５２８の３つの
壁は、光が意図するレシーバに向けてレンズを出る時により幅広な円弧に光を広げるため
に僅かに湾曲している。
【０２１２】
　平行化レンズ部分（図示せず）は、マイクロレンズ５２８に平行ビームで光を誘導する
ためにレンズ５２７の下に位置する。
【０２１３】
　本発明の一部の実施形態において、レンズ５２７は、２レンズ構成の一部である。レン
ズ５２７は、２つのレンズの上側部分を形成し、エミッタ又はレシーバの方からは遠くて
、スクリーン面により近い。これとは対照的に、図４５に示す２部分レンズは、下側部分
の上部にマイクロレンズパターンを有する。
【０２１４】
　交替するファセット構成要素から適切に平行化されたビームをインターリーブするため
に、３面空洞のピッチは、交替するファセットのピッチよりも遙かに小さい必要がある。
理想的には、空洞のピッチは、できるだけ低減されなければならない。約０．６ｍｍの交
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替するファセットに対して、空洞は、０．２ｍｍ又はそれよりも小さいものであるべきで
ある。隣接した平面の各対間の上反角は、１．６の屈折率を有するプラスチックを使用し
て４５°の屈折をもたらすためにほぼ１２２°である。しかし、斜めの軸線の異なる組に
は異なる角度が望ましい場合があり、又は異なる屈折率を有するプラスチックに向けられ
る場合があり、その場合に、上反角は異なるものになる。
【０２１５】
　図９６に示すように、平行化された入射光は、ほぼ４５°である屈折角で現れるように
、２つの空気／プラスチックインタフェースを通じて屈折される。第１のインタフェース
は、マイクロレンズの内平面に沿って、ほぼ５８°である屈折角に入射光を屈折させ、第
２のインタフェースは、ほぼ４５°である屈折角で現れるように光を屈折させる。
【０２１６】
　本発明の実施形態による交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれたタッチスクリー
ン及びスクリーンを横切る斜め幅広ビームの略示図である図９８～図１００を参照する。
図９８及び図９９は、エミッタ２００及び２０１からレシーバ３００まで斜め幅広ビーム
及び対応する信号勾配９１０を示している。図１００は、エミッタ２０２及び２０４から
レシーバ３０２及び３０４までの斜め幅広ビーム及び対応する信号勾配９１１及び９１２
を示している。これらの幅広ビームが、図９５の幅広ビーム１６７に重なり、従って、補
間に向けて複数のタッチ検出が行われる。
【０２１７】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンにおける斜め幅広ビームにわたる光分布の略
示グラフである図１０１を参照する。図１０１の下側部分は、幅広ビーム１６７及び第２
の軸線システムに従ってこのビームを横切る経路９２５を示している。要素間のピッチが
１単位である場合に、このビームの幅は１／√２単位である。従って、要素間のピッチが
１０ｍｍである場合に、斜めの軸線に沿ったビームは、差し渡しでほぼ７ｍｍである。図
１０１の上側部分は、幅広ビーム１６７にわたる光分布を示している。信号は、図６９の
垂直のビームの２０ｍｍと比較して、ほぼ１４ｍｍの斜めビームに及ぶ。図６８を参照し
て上述したように、ビームの幅にわたる信号勾配により、正確なタッチ位置を判断するた
めに複数の検出信号を補間することができる。
【０２１８】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンにおける３つの重なり合う斜め幅広ビームに
わたる光分布の略示グラフである図１０２を参照する。図１０２は、第２の軸線システム
（図７２と類似の）における３つの重なり合うビームにわたる信号分布を示している。異
なる幅は、これらの２組のビームによって覆われる。
【０２１９】
　本発明の実施形態により指がタッチスクリーンにおいて３つの重なり合う斜め幅広ビー
ムを横切って滑る時のタッチ検出の略示グラフである図１０３を参照する。図１０３は、
３つの隣接した重なり合うビームを横切って移動する指の受光がどのように各ビームによ
り検出されるかに対して示している。最大検出信号は、ほぼ基線信号強度の４０％であり
、これは、指がビームの中心にある時に発生する。この場合に、指は、ビームの全体的な
光のほぼ６０％を遮断する。これは、図６９の同じ指により遮断される光量より大きく、
すなわち、４０％である。この差は、垂直のビームより狭い斜めビームによるものである
。従って、６ｍｍの指先が遮断するビームの光の部分の方が大きい。検出信号は、タッチ
位置の判断向けて、実質的に滑らかかつロバストにしたものである。
【０２２０】
　本発明の実施形態により指先が３つの異なる位置でスクリーンを横切って移動する時の
斜め幅広ビームからの検出信号の略示グラフである図１０４を参照する。図１０４は、タ
ッチ検出が幅広ビームの深さに沿って安定したままであり、かつ図７３を参照して本明細
書で上述したようにビームの幅にわたる位置に従ってのみ変動することを示している。
【０２２１】
　本発明の実施形態によりスクリーンを横切って移動する斜めの及び直交する幅広ビーム
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が１つのレシーバにより検出されるように、交替するエミッタ及びレシーバで取り囲まれ
たタッチスクリーンの第１の実施形態の略示図である図１０５を参照する。図１０５は、
各スクリーン縁部に沿った位置決めされた等しい数の要素を有する実施形態を示している
。１つのレシーバ３００に対して３つのビーム１６７～１６９、すなわち、反対側のエミ
ッタ２００に向けられた１つのビーム及び隣接したスクリーン縁部上のエミッタ２０１及
び２０２に向けられた他の２つのビームが示されている。斜めビームは、互いに垂直でな
い２つの軸線を生成する。
【０２２２】
　図１０６は、本発明の実施形態によりスクリーンを横切って移動する斜めの及び直交す
る幅広ビームが１つのレシーバにより検出されるように交替するエミッタ及びレシーバで
取り囲まれたタッチスクリーンの第１の実施形態の略示図である図１０６を参照する。図
１０６は、隣接したスクリーン縁部に沿った位置決めされた異なる数の要素を有する実施
形態を示している。１つのレシーバ３００に対して３つのビーム１６７～１６９、すなわ
ち、反対側のエミッタ２００及び他の２つに向けられた１つのビーム、及び一方は反対側
の縁部上にあり、他方は隣接した縁部上に位置決めされたエミッタ２０１及び２０２に実
質的に４５°の角度で向けられた他の２つのビームが示されている。これらの斜めビーム
は、互いに垂直でない２つの軸線を生成する。
【０２２３】
　手掌拒否
　スタイラスで書く時にユーザが手掌の小指の下の側に位置する小指球の筋肉をタッチス
クリーンに載せた時、ゴーストが一般的に起こる。手掌のこの部分は、タッチスクリーン
の広い領域を遮断し、スクリーンの縦軸に沿って一連の光ビームを遮断することが多く、
従って、縦軸に沿ったスタイラスのタッチ位置が隠れる。
【０２２４】
　スタイラスで従来技術のタッチスクリーン上に書き込むユーザの略示図である図１０７
を参照する。スタイラス９３１を保持し、かつタッチスクリーン８００で線９３２を引く
手９３０が図１０７に示されている。ユーザの手掌はスクリーン８００に載っており、点
線として示される２つの一連の光ビーム、すなわち、スクリーンの横軸に沿った連続１１
３及びスクリーンの縦軸に沿った連続１１４が遮断される。縦軸上のスタイラス先端の位
置は、連続１１４内にある。ビーム１１５は、スタイラスの先端を検出するが、横軸の位
置が得られるに過ぎない。
【０２２５】
　本発明の態様は、図１０７に示す欠点を克服する。本発明の実施形態によりユーザの手
掌がタッチスクリーンに載った時にスタイラスの位置を検出する光ビームの略示図である
図１０８を参照する。２組の検出軸線、すなわち、直交する組及び斜めの組が得られるこ
とにより、スタイラスの２次元の位置を判断する。図１０８は、ビーム１１５及び１１６
が固有にスタイラスを検出することを示している。各検出が本明細書で上述したように信
号が補間される重なり合う幅広ビームを含むので、スタイラス位置は、ビーム１１５及び
１１６が互いに垂直でないにも関わらず、高い精度で判断される。ユーザの手掌の底部が
斜めビーム１１７を遮断しない時に、ビーム１１７は、手掌とは別にスタイラス位置を検
出する。このような場合に、ビーム１１６及び１１７は、スタイラス位置を検出するのに
使用される。代替的に、全ての３つの検出ビーム１１５～１１７を使用することができる
。
【０２２６】
　スタイラス及び指入力をサポートするタッチスクリーンで生じる別の問題点は、ユーザ
がスタイラスで書くためにスクリーン上に手掌を置いた時に生じ、手掌とスクリーン間の
初期接触に関してアイコン上のタップであるとの誤解であり、これに応答して、デバイス
は、そのアイコンが軽く叩かれた意図しないアプリケーションを起動する。手掌がスクリ
ーンに載っていると、接触区域は、スクリーンタップとして手掌タッチを排除するのに使
用される。それにも関わらず、初期接触は、スクリーンの小さい面積を覆い、従って、ス
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クリーンタップと誤解される場合がある。
【０２２７】
　本発明の実施形態により、スクリーンの上方の光ビームは、手掌スクリーンに近づく時
に手掌を検出するのに使用される。一実施形態において、ビーム１０２ではなくビーム１
０１を遮断する近づく指９００を描く図１８に示すように、スクリーンの上方のいくつか
の高さで各エミッタから光を投影することによってこれをもたらす。別の実施形態におい
て、エミッタ及びレシーバの複数の層が、スクリーンの周りに配置され、ユーザ入力動作
空洞、特にスクリーンの上に折り返された空洞フレームを参照して本明細書で上述したよ
うに、スクリーンの上方の異なる高さで物体を検出するのに使用される。
【０２２８】
　本発明の実施形態によりタッチスクリーンを取り囲むフレームの略示図である図１０９
を参照する。図１０９は、図５５のフレーム８４９と類似のタッチスクリーンを取り囲む
フレーム８４９を示している。エミッタ２００及びレシーバ３００の２つの積さ重ねられ
た列がフレーム内に置かれる。電子デバイスにおいてディスプレイと共に組み込まれた時
に、エミッタ及びレシーバの積み重ねられた列はディスプレイの面の上方に高くなってお
り、２つの高さで、すなわち、エミッタ及びレシーバの下側列によりスクリーン上で、及
びエミッタ及びレシーバの上側列によりスクリーンの上方で物体検出を提供する。ユーザ
の手掌がスクリーンに触れ始める時に、大きい手掌区域はスクリーンの上方であちこち移
動しているように検出される。その結果、デバイスは、手掌がスクリーンに近づいており
、かつスクリーンタップがあれば不慮のものと判断することができる。
【０２２９】
　本発明の別の実施形態において、スクリーンの上方であちこち移動する手掌を検出する
エミッタ及びレシーバの１つの列のみが置かれ、スクリーン上のタッチは、取りわけ容量
又は抵抗タッチセンサを含むディスプレイに課せられる従来の検出システムによって検出
される。
【０２３０】
　本発明の実施形態により、ユーザインタフェースは、手掌が検出された時に、機能を起
動するスクリーンタップを無効化する。手掌が検出された時に、ユーザインタフェースは
、ユーザがアイコンに触れてタッチスクリーンに沿って接触した位置から離れる方向に指
を滑るのに応答してアプリケーションを起動するように構成される。すなわち、２組のユ
ーザインタフェース動作が供給される。手掌が検出されない時に、動作の第１の組が使用
される。動作の第１の組で、アイコン上のタップにより、アイコンに関連のアプリケーシ
ョン又は機能が起動する。手掌がスクリーンの上方であちこち移動していると検出された
時に、動作の第２の組が使用される。第２の組の動作で、ユーザはアイコンに触れて、次
に、アイコンに関連のアプリケーション又は機能起動するためにタッチスクリーンに沿っ
てタッチ位置から離れる方向に指を滑ることが必要である。このようにして、デバイスは
、ユーザがスクリーン上で手掌を置いた時に、意図しないアプリケーションを起動しない
。動作の第２の組は、アイコンの起動を無効化せず、それによってユーザは、そう希望す
る場合には、タッチ及び滑り動作により、アイコンに関連のアプリケーション又は機能を
起動することができる。
【０２３１】
　コーナの周りに要素を位置させること
　スクリーンコーナでは、エミッタ及びレシーバを配置するいくつかの問題点が発生する
。１つの問題点は、２つのエミッタが同じ位置に各スクリーン縁部に対して１つ置かれる
必要があるという点である。この問題点は、エミッタ及びレシーバ要素がスクリーン面下
に位置決めされる図４４に示すレイアウトにより複雑化され、従って、これらの要素によ
って形成された矩形は、スクリーンを取り囲むレンズのフレームよりも小さい。この問題
点克服の１つの手法は、ＰＣＢ上のほぼ同じ位置での２つのエミッタの配置であり、エミ
ッタの一方は、ＰＣＢの上面上に置かれ、他方のエミッタは、ＰＣＢの底面上に置かれる
。しかし、この手法は、コネクタ及び光学要素の位置決めに関して厄介な問題を招く。
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【０２３２】
　別の問題点は、スクリーンの縁部まで重なり合うビームを延ばすことである。エミッタ
及びレシーバは、スクリーンの下にあるが、タッチ検出は、スクリーンを取り囲む光学要
素の内縁と境界を接した領域全体をカバーする。
【０２３３】
　本発明の態様は、本明細書で上述したように、直交及び斜めの検出軸線との使用に適切
である構成を提供する。本発明の実施形態によりタッチスクリーンのコーナに関するエミ
ッタ、レシーバ、及び光学要素の第１の実施形態の略示図である図１１０を参照する。図
１１０は、エミッタ又はレシーバ要素及びそれぞれの光学要素の第１のコーナ構成を示し
ている。レシーバ３００～３０３及びエミッタ２００～２０２は、２つの隣接したスクリ
ーン縁部に沿って交替して配置される。実線は、エミッタからの光ビームを示し、破線は
、レシーバに到着する光ビームを示している。エミッタ及びレシーバ３００、２００、３
０２、２０２、及び３０３は、標準的なピッチに従って位置決めされ、光学要素５３０は
、相応に構成される。レシーバ３０１及びエミッタ２０１は、角度形成して向けられ、幅
広ビームは、ビームの半分が第１に向けて、例えば、スクリーンの縦軸に沿ってスクリー
ンを横切り、ビームの他方の半分は第２に向けて、例えば、スクリーンの横軸に沿ってス
クリーンを横切って移動するように分割される。更に、本明細書で上述したように、ビー
ムを分割する３面の空洞を有する第２のレンズを含む実施形態において、幅広ビームの半
分は、１つのスクリーン縁部に沿って生じる第１の対の斜めのビームに分割され、ビーム
の他の半分は、隣接したスクリーン縁部に沿って生じる第２の対の斜めのビームに分割さ
れる。エミッタ２０１及びレシーバ３０２に向けてビームの上に重なるために混成光学要
素５３１が置かれる。光学要素５３１は、「混成光学要素」と呼び、その理由は、要素の
右半分は要素５３０の右半分と同じであるが、左半分上の反射又は屈折ファセットの一部
は、エミッタ２０１の非標準な位置及び向きに誘導されるからである。同様に、エミッタ
２００及びレシーバ３０１に向けてビームの上に重なるために混成光学要素５３２が置か
れる。混成光学要素５３２の下半分は、要素５３０の左半分と類似のものである。コーナ
要素５３３の両方の半分は、独特に構成され、すなわち、左半分は、エミッタ２０１及び
レシーバ３０１に向けてビームを重なり合わせ、右半分は、エミッタ２０１及びレシーバ
３０２に向けてビームを重なり合わせる。コーナ光学要素５３４の両方の半分も、エミッ
タ２００及び２０１に向けて及びレシーバ３０１に向けて独特に構成される。
【０２３４】
　本発明の実施形態によりタッチスクリーンのコーナに関するエミッタ、レシーバ、及び
光学要素の第２の実施形態の略示図である図１１１を参照する。図１１１は、エミッタ又
はレシーバ要素及びそれぞれの光学要素の代替コーナ構成を示している。図１１１に示す
構成では、１つのエミッタ２０１が、非標準的なピッチ及び向きで置かれる。標準的な光
学要素５３０は、混成光学要素５３１及び５３２及び固有のコーナ光学要素５３３と共に
使用される。光学要素５３１～５３３は、図示のエミッタ－レシーバ構成のために構成さ
れ、従って、図１１０の要素５３１～５３３と異なっている。
【０２３５】
　一体型モジュール
　一般的に、２つの焦点に向けられた交替する反射又は屈折ファセットを使用するタッチ
システムに対して、アセンブリ誤差の公差は低い。エミッタ又はレシーバの配置のオフセ
ットにより、エミッタ又はレシーバは、反射ファセットの焦点外れになり、これは、この
ようなシステムの精度及び性能を劣化させる可能性がある。本発明の実施形態により、所
要のアセンブリ精度を保証するために、反射又は屈折ファセット、及びエミッタ又はレシ
ーバを含む剛性モジュール式ブロックが準備される。このようなモジュール式ブロックは
、タッチスクリーン構成要素を一体化する工程を簡素化し、かつ製造業者に対しては公差
チェーンを最小にするのに有用である。これらのモジュール式ブロックは、タッチスクリ
ーンのアセンブリの高速化に向けてディスプレイの縁部に沿って一列に共に簡単に位置決
めされるように構成される。反射又は屈折ファセットと比較して正確に正しい位置にエミ
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ッタ又はレシーバを設ける高公差の要件は、モジュール式ブロックの製造中に処理され、
従って、高精度の組立の負担がデバイス製造業者から取り除かれる。
【０２３６】
　光学要素及び電子構成要素を単一ユニットに一体化することによって製造の簡素化をも
たらす。従って、複雑な面を１つの構成要素に集めることができ、従って、高いアセンブ
リ公差の必要性が低減される。
【０２３７】
　本発明の実施形態により赤外光を透過するプラスチック材料で製造された光学構成要素
の図である図１１２を参照する。図１１２では、前向きＬＥＤ２３６及びＬＥＤ信号を処
理する電子機器を含む光学要素４８８が示されている。光学要素４８８は、電気パッド７
６０及び７６１に接続される。光学要素４８８は、２つのエミッタ、すなわち、エミッタ
２３５及びエミッタ２３６からの平行化された光ビームを透過するのに使用される。エミ
ッタ２３５は、隣接光学要素４８９内に含まれている。本明細書で上述した交替するエミ
ッタ－レシーバ実施形態において、光学要素４８８は、１つのエミッタ及び１つのレシー
バに向けて平行化光ビームを透過するのに使用される。例えば、隣接モジュール４８９は
、エミッタ２３５の代わりにレシーバを含む。
【０２３８】
　エミッタ２３５からの光ビームは、タイトフィット面４９１を通じて光学要素４８９を
出て、タイトフィット面４９０を通じて光学要素４８８に入る。図１０５は、波状のマル
チファセット反射面４９３上の交替するファセットに衝突するエミッタ２３５及び２３６
からの非平行光ビームを示している。構成要素４８８及び４８９は、実質的に同一ありで
、かつ互いにフィットする。デバイス製造業者は、従って、ディスプレイの各縁部に沿っ
て一連のこれらのビルディングブロックを一列に配置することによってタッチスクリーン
を生成するようなビルディングブロックとしてこれらの構成要素を使用することができる
。一般的な構成は、（ａ）２つの隣接したディスプレイ縁部に沿ってエミッタ構成要素が
並べられ、他方の２つの縁部に沿ってレシーバ構成要素が並べられ、（ｂ）全ての４つの
ディスプレイ縁部に沿って交替するエミッタ／レシーバ構成要素が並べられ、すなわち、
各エミッタは、隣接レシーバを有する。実際、実質的に同一形状であるエミッタ及びレシ
ーバ構成要素を列に互いに位置決めすることができる。
【０２３９】
　光学要素４９４は、ＬＥＤ２３７が前向きではなく横向きであるという点を除き、光学
要素４８８と類似のものである。図１１２は、光学要素４９４を出る平行化された光ビー
ム１００を示している。ピン９８９及び９９０は、プリント回路基板上で光学要素４９４
を案内する。
【０２４０】
　光学要素４９５は、前から見た時の光学要素４８８である。図１１１２は、光学要素４
９５を出る平行化された光ビーム１００を示している。
【０２４１】
　スクリーン面を横断する光ビームを受け取る類似の光学要素（図示せず）も置かれる。
これらの構成要素に対して、エミッタは、レシーバに取って代わられ、電気構成要素が、
レシーバ信号を処理する。このような光学要素は平行化された光ビームを受け取って、２
つの異なるレシーバ上へビームを誘導する。
【０２４２】
　本発明の実施形態により導光体を有するタッチスクリーンの側面図の略示図である図１
１３を参照する。図１１３では、ディスプレイ６４２、光学要素４９６、光学要素４９６
内のフォトダイオード３９４、光学要素４９７、及び光学要素４９７内のエミッタ２３８
が示されている。光学要素４９６及び４９７は、プリント回路基板７６２に接続される。
エミッタ２３８は、非平行光ビームを放出し、図１１２を参照して本明細書で上述したよ
うに、非平行ビームは、光学要素４９７を出る前に、平行化されたビーム又は実質的に平
行化されたビームに変換される。非平行なビームの別の部分は、図１１２には示されてい
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ない隣接モジュールにより平行化される。光学要素４９７を出るビーム１００は、上方に
向けられて導光体４９８によりディスプレイ６４２の上に反射される。本発明の実施形態
において、３方向屈折空洞が、タッチ位置を判断する２つの座標系をもたらすために３方
向に光ビームを屈折させるために光学要素４９８の下面上にエッチングされ、又は他の方
法で形成される。光ビーム１００は、スクリーン６４２の反対側の側で導光体４９９に入
って、光学要素４９６にディスプレイ６４２の下方に反射される。２つの座標系をサポー
トする実施形態において、３方向屈折空洞が、同様に光学要素４９９の下側に存在する。
本明細書で上述したように、図示しない光学要素４９６及びその隣接光学要素が、フォト
ダイオード３９４上に入射光ビームをフォーカスする。本発明の一実施形態において、導
光体４９８及び４９９は、ディスプレイ６４２を取り囲むフレームとして製造される。
【０２４３】
　図１１３のタッチスクリーンでは、２つのタイプの光ビーム再方向付けが行われる。第
１の再方向付けには、単一の焦点に向けられた複数のファセットが必要である。第２の再
方向付けでは、均一に９０°の角度で入射ビームを向け直すか、又は構成第５を参照して
本明細書で上述したように、狭い腰部又は焦点へ入射光ビームを折り返す。一部の実施形
態において、平行化されたビームは、屈折空洞により、第１及び第２の再方向付けの間に
３方向に屈折する。
【０２４４】
　第１のタイプの再方向付けでは、エミッタ又はレシーバが多くのファセットの焦点に対
して特定の位置に位置決めされることが必要である。従って、エミッタ又はレシーバ及び
その反射面の位置決めは、配置の変動に敏感である。従って、エミッタ又はレシーバのア
センブリは、反射ファセットの対応する面と共に、誤差の公差が低い。３つの方向での反
射及び一部の場合に均一な屈折を伴う第２のタイプの再方向付けは、反射器の位置及び導
光体に位置する屈折空洞のパターンの変動に対してロバストである。従って、導光体のこ
の部分のアセンブリは、誤差の公差が高い。
【０２４５】
　スクリーン面の上方に光を反射する導光体を別々に製造して他のタッチスクリーン構成
要素と組み込むことができる。従って、図１１３では、導光体４９８及び４９９は、光学
要素４９６及び４９７とは別々であるように示されている。
【０２４６】
　本発明の実施形態により各々の側面上に３つの光学構成要素のブロックを有するタッチ
スクリーンの図である図１１４を参照する。ブロック５００及び５０１はエミッタであり
、ブロック５０２及び５０３はレシーバである。ブロックにより、スタイラス又は指のｘ
－ｙのタッチ位置が検出された遮断された光に基づいて計算することができる有効区域９
９１が生成される。各ブロックに同じタイプのより多くの光学要素を追加することは、生
成される有効区域を拡大する役目をする。
【０２４７】
　本発明の実施形態による図１１４のエミッタブロックのうちの１つの拡大図である図１
１５を参照する。図１１５では、スクリーンの１つの縁部からそれぞれの信号１７０、１
７１、及び１７２として読み取られるそれぞれの幅広ビーム１６７、１６８、及び１６９
を放出する３つのエミッタ２３９、２４０、及び２４１が示されている。信号勾配は、斜
めの向きによって示されている。スクリーンの反対側の縁部で、信号１７０、１７１、及
び１７２の各々は、それぞれの光学要素によりそれぞれのレシーバ上へ向け直される。ス
クリーンに触れる指又はスタイラスのような物体の正確な位置は、次に、以下に説明する
ように、レシーバで遮断された光の値に基づいて判断される。
【０２４８】
　タッチスクリーンシステム構成第７
　構成第７では、タッチスクリーンにおける内部全反射を使用する。構成第１～６では、
光ビームはスクリーン面の上方の空気中を進むが、構成第７では、光ビームは、タッチ検
出システムに使用された波長を透過する板ガラス又はプラスチックの板を通る。他の実施
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形態において、光は、タッチ検出システムに使用された波長を透過する液体又はゲル層を
通過する。
【０２４９】
　内部全反射は、光線が面の垂線に対して特定の臨界角よりも大きい角度で媒体境界に当
たった時に発生する光学現象である。屈折率が境界の他の側でより低く、入射角度が臨界
角よりも大きい場合に、光は、境界を通過しないで光の全てが反射される。臨界角は、超
えると内部全反射が発生する入射角である。
【０２５０】
　光ビームが異なる屈折率で材料の間に境界を横切った時に、光ビームは、部分的に界面
で屈折して部分的に反射される。しかし、入射角が、境界に沿って進むように光が屈折す
る入射角である臨界角よりも大きい（すなわち、光線が境界と平行である方に近い）場合
に、光は、境界を横切るのを全て停止し、その代わりに内部的に全反射される。これは、
光が高い屈折率を有する媒体から低い屈折率を有する媒体に進む場合にのみ発生する。例
えば、ガラスから空気に通過する時に発生する。
【０２５１】
　構成第７によるタッチスクリーンは、カバーガラスという表示スクリーンの上方にガラ
ス又はプラスチックシート又はペインを有する。代替的に、ゲル層又は液体充填サックが
、ディスプレイの上に置かれる。カバーガラス又はゲル又は液体充填サック材料は、使用
される波長で光を透過する。一般的に、光学タッチシステムは、近赤外光範囲の波長、す
なわち、１１００ｎｍ未満の波長、例えば、９４０ｎｍを使用する。空気に露出されたカ
バーガラスの上面及び下面の両方がカバーガラスの内側で内部的に光を反射するように狭
い空隙がカバーガラスとディスプレイの間に置かれる。構成第１～その６を参照して上述
した平行化レンズのいずれかを使用して、光は、カバーガラス面の垂線に対して臨界角よ
り大きい角度で下からカバーガラスに入り、かつ内部全反射によってカバーガラスを通じ
て誘導される。上からカバーガラスに触れる指は、触れられた位置でカバーガラスの内側
の光の一部を吸収する。更に、指も、触れられた位置でカバーガラスの内側の光の一部を
散乱させる。これらの作用の両方とも、それぞれの検出器に到着する光量を低減し、検出
器測定値は、本明細書に説明するようにタッチ位置を計算するのに使用される。
【０２５２】
　本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリの略示図で
ある図１１６を参照する。図１１６は、スクリーン６３５、カバーガラス６４６、エミッ
タ２００、エミッタレンズ５６４、レシーバ３００、及びレシーバレンズ５６５を示して
いる。図１１６は、上から見た図及び線Ａ－Ａに沿った断面を示している。図１１６のエ
ミッタ及びレシーバは、シフト位置合せされ、レンズは、各エミッタからの光が２つの反
対側のレシーバに到達することを保証する。
【０２５３】
　本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリで内部反射
光を散乱させるタッチの略示図である図１１７を参照する。図１１７は、スクリーンに触
れる物体による光の散乱を示している。エミッタ２０１からレシーバ３０１及び３０２へ
の光ビーム１２０は、カバーガラス６４６内側で反射され、タッチ物体９００により散乱
される。図１１７は、散乱したビーム１２１を示している。しかし、タッチ物体９００の
下の検出チャンネルビーム１２２の一部は、レシーバ３０１及び３０２へ到着する。
【０２５４】
　本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリにおいて内
部反射光を吸収するタッチの略示図である図１１８を参照する。図１１８は、スクリーン
に接触する指９００による光の吸収を示している。エミッタ２０１からレシーバ３０１へ
の光ビームは、カバーガラス６４６内側で反射され、部分的に指９００に吸収される。
【０２５５】
　本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリの略示図で
ある図１１９を参照する。図１１９は、構成第７に従ってシステムのために修正された図
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６０及び図６１のレンズ構成を示している。図６０の場合と同様に、ＬＥＤ２００は、空
隙５５５よって分離された、光を平行化する１対のレンズ５５０及び５５１と結合される
。更に、図１１９は、エミッタ２００によって放出された光ビームを受け取って内部全反
射を使用するカバーガラス６４６を介してビームを透過するカバーガラス６４６を含む。
このレンズは、全体的にデバイスの高さの下方にあるという点で図６０と異なっている。
また、レンズ５５１は、適切な角度α、すなわち、図１２０に示すように、カバーガラス
面に対して臨界角よりも小さい角度でカバーガラス６４６の下側に光を案内する付加的な
反射ファセット５６２を含む。例えば、ガラスと空気の境界の臨界角は、ほぼ４６°であ
るために、この場合の適切な角度αは、４０°である。ディスプレイにカバーガラスを積
層するのに使用された場合に、カバーガラス材料、空気、及び低屈折率接着剤の実際の屈
折率を用いて各々の実施形態に対して臨界角が決まる。レンズ５５１は、光学透明の転写
テープ５６１、例えば、ノースカロライナ州シャーロット所在のＴＥＳＡ・コーポレーシ
ョンにより製造されるＴＥＳＡ光学透明純粋アクリル接着剤を使用してカバーガラス６４
６に接続され、従って、この反射光は、カバーガラス６４６に入る。スクリーンの反対側
の縁部での同様の構成では、カバーガラス６４６から出る光を１つ又はそれよりも多くの
それぞれの光検出器へ案内する。代替的な実施形態において、導光体５５１は、カバーガ
ラス６４６と共に単体の成形プラスチックユニットとして形成され、接着剤転写テープ５
６１は使用されない。代替的な実施形態において、光は、図１２１に示すように、下から
ではなく横からカバーガラス６４６に入る。
【０２５６】
　本発明の実施形態により図１１９のタッチスクリーンアセンブリにおける光ビーム経路
の略示図である図１２０を参照する。本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッ
チスクリーンアセンブリの略示図である図１２１も参照する。図１２０は、レンズ５５０
及び５５１を通じて、かつ内部全反射によって伝播する適切な角度αでカバーガラス６４
６に入るエミッタ２００からの光ビーム１５１の経路を示している。図１２１は、カバー
ガラス６４６とディスプレイ６３５間の空隙５６３を示している。この空隙により、カバ
ーガラス６４６内の内部全反射に対するカバーガラス下側に必要な媒体境界が生成される
。代替的に、内部全反射に必要な媒体境界は、適切な低屈折率接着剤を使用して、スクリ
ーンにカバーガラスを積層することによって置かれる。カバーガラス６４６は、１～２ｍ
ｍ厚であることが好ましい。
【０２５７】
　構成７は、タッチ中に遮断される光量が構成１～６と異なっている。一般的に、構成第
１～６のタッチは、遮断するビームが構成第７の同等のタッチよりも多い。しかし、本明
細書で上述したビームの幅に沿った強度の段階的な変化のような原理は、取りわけ図４７
、４８、及び６８～７６を参照すると、構成第７では、構成第１～６の場合と同じである
。従って、本明細書に説明する信号を補間する方法は、構成第７の遮断光ビーム量の減量
化に対応すると構成第７に適用可能である。３つの発散幅広ビームが各エミッタから出る
ように誘導される分岐ビームの構成は、図７９～図８３、図９１～図９２、及び図９９～
図１０９を参照して詳細で上述したように、分岐ビームが内部全反射に適切な角度でカバ
ーガラスに全て誘導される構成第７にも適用可能である。
【０２５８】
　構成第７は、スクリーン周りに突出した縁斜がデバイスを設計することを可能にする。
これは、設計に関しては構成１～６に優る長所である。
【０２５９】
　別の長所は、マルチタッチ検出に関する。構成１～６では、２つ又はそれよりも多くの
物体が同時に光ビーム経路に挿入された時に、光ビーム影パターンは、固有の指位置にも
はや対応せず、従って、信号パターンは、不明瞭である。同じ影信号を生成する異なるタ
ッチパターンの例が図８５～図８７に示されている。内部全反射を使用するシステムは、
毎回のタッチにより、更に別の信号の部分的減少が発生し、従って、トランスミッタとレ
シーバ間のタッチ回数を計算することができる。
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【０２６０】
　この計算は、システムが、１つのタイプの品目しかスクリーン上に置くことはできない
と仮定した場合に最も簡単である。そうでなければ、例えば、太い指は、例えば２つの細
い指と間違えられる可能性がある。しかし、多くの場合に、マルチタッチの動作において
タッチの各々の間に遅延がある。システムがタッチ検出信号の大きさの区分的なステップ
を検出した時に、信号が大きいタッチ物体とは対照的に複数のタッチから生成されること
を示している。従って、システムが、それぞれの追加のタッチが追加された時に新しいサ
ンプルが生成されるように高い周波数でスクリーンをサンプリングした時に、システムは
、追加のタッチが信号の更に別の部分的な減少により発生したと判断する。特に、以下に
説明するコントローラを使用する時に、システムは、１０００Ｈｚまでの割合でスクリー
ンをサンプリングすることができ、ほぼ同時に発生するタッチを区別することができる。
【０２６１】
　構成第７によって得られる別の長所は、タッチ物体による光の散乱に関する。スクリー
ンに触れる指は、接触した位置でカバーガラス内側の光の一部を散乱させる。レンズ５５
０及び５５１は、エミッタ２００からの光を平行化して、１つ又はそれよりも多くのそれ
ぞれの各検出器で誘導する。タッチ物体による光の散乱により、光が他の検出器に到達す
る。検出器に関連の平行化レンズは、平行化経路に沿った点から散乱した光を検出器上に
誘導する。従って、マルチタッチに示すと考えられる場合に、システムは、更になる検出
器をポーリングして、散乱光の検出に基づいてマルチタッチ位置を解像する。
【０２６２】
　本発明の実施形態により２つの斜めタッチ点を検出するエミッタ及びレシーバの略示図
である図１２２を参照する例がこの長所を示している。図１２２は、構成第７に従ってタ
ッチスクリーンを取り囲むエミッタ２００及びＰＤレシーバ３００の構成を示している。
２つのタッチ点９７１及び９７２が描かれている。エミッタ２００及びＰＤレシーバ３０
０は、両方とも、１～１６と付番される。予想された光の減少は、ＰＤ番号２、７、１１
、及び１５に発生し、説明されるように、この信号パターンは、これらの２つのタッチ点
の固有のものではない。この場合に、システムは、エミッタ番号２を起動させ、２つのＰ
Ｄ、すなわち、ＰＤ番号１１及びＰＤ番号１５をサンプリングする。各検出器は、示され
ていない関連の平行化レンズを有する。描かれたタッチパターンでは、ＰＤ番号１５の方
が、検出する大きな散乱光の量（タッチ点９７１のそば）がＰＤ番号１１より多く、その
理由は、タッチ点９７１はＰＤ番号１５に関連する平行化レンズの経路に沿った位置する
がＰＤ番号１１に関連の平行化レンズの経路に沿っていないからである。同様に、システ
ムは、エミッタ番号１５を起動させて、２つのＰＤ、すなわち、ＰＤ番号２及びＰＤ番号
７をサンプリングする。描かれたタッチパターンでは、ＰＤ番号２の方が、検出する散乱
光の量（タッチ点９７１のそば）がＰＤ番号７よりも多い。これに基づいて、システムは
、タッチは示された位置にあり、スクリーンの反対側のコーナではないと判断する。
【０２６３】
　本発明の実施形態により３つのタッチ点を検出するエミッタ及びレシーバの略示図であ
る図１２３を参照する。図１２２の実施例に続いて、図１２３では、第３のタッチ点９８
０が追加される。この場合に、ＰＤ番号７の方が、ＰＤ番号２がそれぞれのエミッタ（番
号２）から検出するのよりも、それぞれのエミッタ（番号７）から検出する予想される光
の量の減少が有意に大きい。これは、２つのタッチ（９７２、９８０）はエミッタ７から
の光を吸収するが、１つのタッチ（９７１）のみがエミッタ２からの光を吸収するからで
ある。これに基づいて、システムは、タッチが示す位置にあると判断する。
【０２６４】
　本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリの略示図で
ある図１２４を参照する。散乱光に対して、図１２４のタッチスクリーンでは、エミッタ
１５起動中、検出器７及び２は、それぞれ、タッチ点９７１及び９８０から散乱光を検出
し、一方、エミッタ２起動中、検出器１５は、タッチ点９７１から散乱光を検出し、検出
器１１は、検出する散乱光が遥かに少ない。これは、タッチ点９８０がスクリーンの右下
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にあり、左上コーナではないことを示している。
【０２６５】
　一般的に、散乱光の検出に向けられたエミッタ及び検出器の起動シーケンスを選択的に
使用することができる。これは、例えば、ゴーストが潜在的に発生する動作が起こり得る
時に限り実行することができる。また、散乱光の検出に向けられたシーケンスは、ゴース
トを解決しそうなエミッタ－検出器対のみを起動すること、例えば、図１２２及び図１２
３の検出パターンが発生した時にエミッタ－検出器対１５～２、１５～７、２～１１、及
び２～１５を起動することだけに制限することができる。
【０２６６】
　本発明の実施形態により複数のタッチ検出信号を明確にする方法の流れ図である図１２
５を参照する。ステップ１０６０で、タッチスクリーン周りにエミッタ－レシーバ対を走
査する。予想された光の減少は、エミッタ－レシーバ信号経路に沿ったタッチを示してい
る。少なくとも２つのｘ座標チャンネル及び少なくとも２つのｙ座標チャンネルがタッチ
を検出した場合に、システムは、ステップ１０６３～１０６５まで進んで、正しくｘ、ｙ
座標を対にする。ステップ１０６３で、システムは、各ｘ座標エミッタを検出されたｙ座
標レシーバの全てと対にし、タッチ検出チャンネルの第２の組を生成する。これらのチャ
ンネルでは、タッチは、タッチ物体によって散乱された光から生じる検出された光の増加
によって示されている。ステップ１０６４で、システムは、各ｙ座標エミッタを検出され
たｘ座標レシーバの全てと対にして、タッチ検出チャンネルの同様の組を生成する。ステ
ップ１０６５で、システムは、ステップ１０６３及び１０６４に基づいて最も可能性の高
いタッチを判断して、ステップ１０６２でタッチ座標を出力する。
【０２６７】
　１つのｘ座標のみ又は１つのｙ座標のみがステップ１０６１へ戻された場合に、システ
ムは、以下のようにステップ１０６２でタッチ座標を出力する。すなわち、１つのｘ座標
及び１つのｙ座標が検出された場合に、１つのｘ，ｙタッチ座標を出力する。複数の座標
が１つの軸線に沿って検出された場合に、これらの１軸線の座標の各々を他方の軸線上で
単一のｘ又はｙ座標と対にする。
【０２６８】
　タッチスクリーンシステム構成第８
　構成第８は、構成７で上述したように、構成１～６の場合と同様に空気上の光ビームを
内部全反射光ビームと組み合わせる。ある実施形態において、各エミッタ－検出器対起動
は、スクリーン上の空気中を進む光の第１の部分及びカバーガラスを通過する光の第２の
部分を含む。光の両方の部分は、エミッタから始まって、検出器へ到着する。
【０２６９】
　本発明の実施形態によりカバーガラスを有するタッチスクリーンアセンブリの略示図で
ある図１２６を参照する。図１２６は、構成第８によるタッチシステムの２つの光ビーム
１５１及び１５２を示している。両方のビームはエミッタ２００から始まり、両方のビー
ムは示されていない反対側の検出器上で収束する。ビーム１５１は、下からカバーガラス
６４６に誘導され、また、ビーム１５２は、カバーガラス６４６の上方で空気で誘導され
る。導光体４９８は、エミッタ２００からの両方のビームを誘導する。
【０２７０】
　構成第８は、いくつかの長所を有する。この構成では、空気上のビームの一部を遮断す
るあちこち移動する物体を検出する。しかし、あちこち移動する物体は、内部全反射に影
響を与えず、すなわち、カバーガラスとの実際の接触が内部全反射を妨げるのに必要であ
る。従って、接触が発生した時に、信号の大きい低下がある。その結果、システムは、タ
ッチ動作とあちこち移動する動作を明瞭に区別することができる。
【０２７１】
　別の長所は、構成第８が２つの検出システム、すなわち、空気上のビーム及び内部全反
射ビームを有することである。これらのシステムの一方が損なわれた時に、他方のシステ
ムがタッチ検出を提供する。例えば、狭いスタイラス点は、本明細書で上述したように、
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空気上のビームにより正確にトレースされるが、狭いスタイラス点は、内部全反射ビーム
の多くを吸収しない又は妨げない。
【０２７２】
　更に別の長所は、構成第７を参照して上述したように、内部全反射システムは、ゴース
トが発生した動作を解像するのに利用可能であることである。
【０２７３】
　タッチスクリーンシステム構成第９
　構成第９では、スクリーン縁部に沿った位置する長く薄い導光体の一端にエミッタ又は
レシーバを結合することにより、構成要素の個数を低減する。このような導光体は、「光
学的タッチパネルのための照明」という名称の米国特許第７，３３３，０９５号明細書に
説明されている。
【０２７４】
　本発明の実施形態によりスクリーンの上に光を向ける長く薄い導光体５１４をスクリー
ンの第１の端部に沿って有し、かつスクリーンの反対端に沿って配置されて向けられた光
を検出し、かつ検出された光の値を計算ユニットに通信する光レシーバのアレイを有する
タッチスクリーン図である図１２７を参照する。光エミッタ２００は、導光体５１４の両
端に結合される。導光体５１４は、タッチスクリーン８００の１つの縁部に沿った位置決
めされる。光は、スクリーン縁部に沿って導光体５１４へ放出され、反射器５１５により
スクリーン面にわたって再び方向付けされる。複数のレシーバ３００が、構成第２及び３
を参照して本明細書で上述したように、複数のレシーバがタッチを検出することを可能に
するためにタッチスクリーン８００の反対側の縁部に沿った位置する。
【０２７５】
　本発明の実施形態によりスクリーン上に光ビームを誘導する多くの光エミッタ２００を
スクリーンの第１縁部に沿って有し、かつ向けられた光ビームを受け取り、かつ導光体５
１４の両端に位置するレシーバ３００に更に誘導する長く薄い導光体を有するタッチスク
リーン図である図１２８を参照する。レシーバ３００で検出された光の値は、計算ユニッ
ト（図示せず）に通信される。本発明の別の実施形態により、１つのレシーバ３００のみ
が、導光体５１４の一端に結合される。導光体５１４は、タッチスクリーン８００の１つ
の縁部に沿った位置決めされる。複数のエミッタが、構成第２及び３を参照して本明細書
で上述したように、レシーバ３００が複数のエミッタの連続起動に基づいてタッチを検出
することを可能にするためにタッチスクリーンの反対側の縁部に沿った位置する。スクリ
ーン面にわたって放出された光は、反射器５１５により向け直される。光は、スクリーン
縁部に沿った導光体５１４へ受け取られ、導光体５１４の長さを通じてレシーバ３００上
へ誘導される。
【０２７６】
　本発明の実施形態により各エミッタが長く薄い導光体の端部に結合された２つの光エミ
ッタ２０１及び２０２の図である図１２９を参照する。導光体５１４が、タッチスクリー
ンの１つの縁部に沿った位置決めされる。光１００は、スクリーン縁部に沿った導光体５
１４に放出され、反射器５１５によりスクリーン面にわたって向け直される。複数のレシ
ーバが、構成第２及び３を参照して本明細書で上述したように、複数のレシーバがタッチ
を検出することを可能にするためにタッチスクリーンの反対側の縁部に沿った位置する。
各エミッタ２０１及び２０２は、別々に起動され、レシーバは、２つのエミッタの各々か
らの遮断された光に基づいてタッチを検出する。導光体の長さに沿って所定の位置で放出
された光１００の量は、位置とエミッタ間の距離の関数として減少する。従って、構成第
２及び３を参照して本明細書で上述したように、各エミッタ２０１及び２０２からの異な
る量の検出された光は、タッチの正確な位置を計算するのに使用される。
【０２７７】
　本発明の態様は、構成第２及び３を参照して本明細書で上述したように、図１２７の出
射光ビーム１０１又は図１０６の入射光ビーム１０２を大きく屈折させるために、導光体
の外面上にマイクロパターン５１６をエッチングするか、又は他の方法で形成することに
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より、米国特許第７，３３３，０９５号明細書の導光体を改善する。ミクロパターン５１
６は、導光体５１４に沿った溝の均一な実質的に平行したパターンであり、かつ本明細書
で先に構成第２を参照して説明したファンパターンよって形成しやすい。導光体５１４は
、導光体５１４内側に光散乱器ストリップ５１７も含む。ミクロパターン５１６及び光散
乱器ストリップ５１７は、図１２７及び図１２８に説明されている。
【０２７８】
　タッチスクリーンシステム構成第１０
　構成第１０は、タッチ作動中に印加された時にタッチスクリーンに掛かる圧力を検出す
ることを可能にする。圧力の検出は、軽いタッチと強い押圧を区別することを可能にし、
かつタッチ及び押圧に別々のアクションを関連付けるユーザインタフェースに有用である
。例えば、ユーザは、触れることによってボタン又はアイコンを選択することができ、押
すことによってボタン又はアイコンに関連の機能をさせることができる。このようなユー
ザインタフェースは、「モバイルコンピュータユニットのユーザインタフェース」という
名称の本出願人の現在特許出願中の米国特許出願第１２／４８６，０３３号明細書に説明
されている。
【０２７９】
　本発明の一部の実施形態において、タッチ対応デバイスは、ＰＣＢのようなベース平面
、及びベース平面に剛性に取り付けられた導光体フレーム、及び導光体フレーム内側で非
剛性に取り付けられたタッチスクリーンを吊す又は「浮かせる」ためにベース平面へ取り
付けられた弾性部材を含む。タッチスクリーンを押すと、ｚ軸に沿って浮いているタッチ
スクリーンを偏向させて、導光体フレームの露出量が増加する。本明細書で上述したよう
に、スクリーン上に光を誘導する導光体フレーム反射器は、露出にためにより多くの光が
スクリーンを横切ることができるように構成される。従って、スクリーン上の強い押圧が
発生した時に、レシーバの多くは、検出された光の突然の増加を検出する。更に、タッチ
が同時に検出された時に強い押圧の検出を条件付けることができ、従って、周囲光の突然
の増加による強い押圧の誤った検出が防止される。下向き圧力が解除された時に、弾性部
材は、導光体フレーム内の元の位置にスクリーンを戻す。
【０２８０】
　本発明の実施形態により強い押圧の発生を検出するタッチスクリーン８００の図である
図１３０～図１３３を参照する。図１３０は、静止位置のタッチスクリーン８００、プリ
ント回路基板７００に取り付けられる屈曲空隙８４３を生成する弾性支持部材８４１及び
８４２によりサポートされるスクリーン８００を示している。図１３０は、スクリーン８
００上のエミッタ２００からレシーバ３００まで光１００を誘導するスクリーン８００の
各側に１つの２つの導光体５１８及び５１９を示している。各導光体５１８及び５１９の
小さい上部のみがスクリーン８００の上方に延びる。レシーバ３００は、計算ユニット（
図示せず）に検出された光の強度を通信する。
【０２８１】
　図１３３は、スクリーンを押し下げる指９００を示しており、それによって部材８４１
及び８４２が圧縮され、かつ撓む空隙８４３を狭くする。その結果、導光体５１８及び５
１９のより大きい部分がスクリーン８００の上方に露出され、従って、（ａ）エミッタ２
００からのより多くの光１００がスクリーン８００を横切り、かつレシーバ３００により
検出され、かつ（ｂ）より多くの周囲光１０１がレシーバ３００に到達することができる
。様々な実施形態において、検出された光のこのような増加の一方又は両方は、強い押圧
を示すために使用される。他の実施形態において、印加された下向きの圧力量は、更に別
に検出された光量に基づいて判断され、従って、より強いタッチと強さが劣るタッチとの
区別が可能である。
【０２８２】
　一部の実施形態において、導光体フレームは、スクリーン８００に下向きの圧力が印加
されかった時に弾性部材８４１及び８４２の上向きの力と均衡させるために、スクリーン
８００の縁部の上に延びる図１３２に示す突出リップ５２０及び５２１を含む。弾性部材
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８４１及び８４２は、取りわけ、可撓性装着材料、捩りバネ、弾性ポリマー本体、又は油
圧懸架システムを含むことができる。図１３３は、エミッタ２００、計算ユニット７７０
に結合したレシーバ３００、及び単一のＰＣＢ７００に配置された弾性部材８４１及び８
４２を示している。
【０２８３】
　他の実施形態において、タッチスクリーンは、フレームに対して変位可能ではない。し
かし、スクリーンは、強い押圧に応答して屈曲するか又は多少曲がる。スクリーンの曲が
りにより、レシーバの多くにおいて、スクリーン上の強い押圧を示す検出された光の突然
の増加が発生する。本明細書で上述したように、強い押圧の検出は、同じく同時に検出さ
れたタッチに条件付けることすることができ、従って、デバイスの外傷に応答する強い押
圧の誤った検出が防止される。
【０２８４】
　本発明の実施形態により剛性に取り付けられた７インチＬＣＤスクリーンに圧力が印加
された時の検出された光の増加を示す棒グラフである図１３４～図１３５を参照する。棒
グラフは、柔らかいタッチが発生した時（図１３４）及び強いタッチが発生した時（図１
３５）にスクリーンの１つの縁部に沿って各エミッタから検出された光量を示している。
光エミッタ及び光レシーバは、各エミッタからの光が２つのレシーバにより検出されるよ
うにシフト位置合せされる。従って、２つのレシーバの各々により検出された光を示す２
つの棒が、各エミッタに対して示されている。両方の棒は、光が検出されなかった場合は
タッチがＬＥＤ４の反対側のレシーバで検出されたことを示している。棒グラフは、強い
タッチの場合に、ソフトタッチの場合よりも多くの光が隣接エミッタから検出されること
を示している。
【０２８５】
　構成第２及び３の作動
　以下に説明する内容は、内部全反射に基づいて正確なタッチ検出をもたらすために、構
成第６及び７を参照して上述したカバーガラスに関連して使用されるタッチスクリーン周
りの構成第２及び３に示す光学要素の配置の作動方法に関する。これらの方法は、微細な
タッチ点を有し、かつ単一の指及びマルチ指のタッチに対して非常に正確なタッチ位置の
判断が得られるペン及びスタイラスサポートに有利である。
【０２８６】
　本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおけるエミッタ及びレシーバレン
ズの対向する列の図である図１３６～図１３７を参照する。対応するそれぞれの光エミッ
タ２００又はレシーバ３００が、各エミッタ及びレシーバレンズの背後に位置決めされる
。図１３８に示すように、各エミッタ２００は、エミッタによって放出された光ビームを
検出する２つのレシーバ３００の反対側に位置決めされる。同様に、各レシーバ３００は
、２つのエミッタ２００の反対側に位置決めされ、両方のエミッタから放出される光ビー
ムを受け取る。
【０２８７】
　図１３６は、（Ａ）２つのレシーバ３００に及ぶエミッタ２００からの単一の完全なビ
ーム１７３、（Ｂ）２つのレシーバ３００の左のレシーバにより検出される１７４と指定
された完全なビームの部分、（Ｃ）２つのレシーバ３００の右のレシーバから検出される
１７５と指定された完全なビームの部分、（Ｄ）タッチスクリーンを覆う複数のエミッタ
２００のための複数のビーム１７６、及び（Ｅ）タッチスクリーンを覆う複数のエミッタ
２００のための複数のビーム１７７を示している。一般的に、各エミッタ２００は、単独
で起動される。精密タッチ検出は、本明細書で以下に説明しており、タッチ点は、複数の
ビームにより検出される。スクリーン上の点は少なくとも１つのビーム１７６及び１つの
ビーム１７７により検出されることが（Ｄ）及び（Ｅ）から認められるであろう。
【０２８８】
　電力を節約するために、タッチスクリーンがアイドルの時に、１組のビームのみ、すな
わち、ビーム１７６又はビーム１７７が、最少数のエミッタ２００を有する軸線に向けて
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のみのためにスキャニングスイープで走査される。スキャニングは、ビーム１７６とビー
ム１７７の間に切り換わり、従って、軸線に沿った２つのスキャニングスイープは、軸線
に沿って全てのエミッタ－レシーバ対を起動する。より多くのエミッタを有する他の軸線
は、タッチが存在する時か、又は信号が予想騒音レベルを上回って基準値と異なる時か、
又はあらゆる軸線の基準値の更新が行われている時に走査されるだけである。基準値に対
して、本明細書で以下に詳細に説明する。
【０２８９】
　図１３７は、（Ａ）左寄りに１５°の角度でレシーバ３０１に光を送るエミッタ２０１
、（Ｂ）右寄りに１５°の角度でレシーバ３０２に光を送るエミッタ２０１、（Ｃ）左寄
りに１５°の角度でレシーバ３０２に光を送るエミッタ２０２、及び（Ｄ）入射光を屈折
させる微細構造を示している。図１３７に示すエミッタレンズ及びレシーバレンズは、（
Ｄ）に示す微細構造が装備され、これは、（ｉ）エミッタレンズ面に沿った複数の位置か
ら左右両方に向けて光を放出し、かつ（ｉｉ）レシーバレンズ面に沿ったあらゆる位置で
あらゆる入射角で受け取られる光が確実にレシーバにより検出されるようにするためであ
る。
【０２９０】
　本発明の実施形態によりタッチスクリーンシステムにおける複数のエミッタ－レシーバ
対によってタッチ位置を判断する技術の略示図である図１３８を参照する。図１３８では
、タッチスクリーン上に各々幅ｋの２つの光学レシーバレンズ５０８及び５０９の反対側
に位置決めされた幅ｋの光学エミッタレンズ５０６が示されている。スクリーンに触れる
ポインタ９００は、光学エミッタレンズ５０６から放出された光ビームの一部を遮断する
。光学エミッタレンズ５０６は、光学レシーバレンズ５０８及び５０９の両方の上に重な
る重なり合うビームを放出する。幅広ビームの広がり角度は、スクリーンの寸法及びｘ軸
に沿ったレンズ幅ｋに依存する。光学レシーバレンズ５１０の下方に要素幅ｍの半分移動
された別の光学エミッタレンズ５０７も示されている。
【０２９１】
　本発明の実施形態により、光学エミッタレンズ５０６の少なくとも１つの面は、複数の
隆起部でテクスチャ加工される。各隆起部は、２つの対向するレシーバレンズ５０８及び
５０９に及ぶ光線を広げる。従って、光学エミッタレンズ５０６の面に沿った多くの点の
各々からの光は、両方の対向するレシーバレンズ５０８及び５０９に到達し、隣接したレ
シーバにより検出された光ビームが重なり合う。構成第２では、これらの隆起部は、フェ
ザーパターンを形成し、構成第３では、これらの隆起部は、管状パターンを形成する。
【０２９２】
　本発明の実施形態により、隆起部は、タッチスクリーン構成に基づいて、各々がほぼ０
．２～０．５ｍｍのピッチを有するマイクロレンズを形成する。フェザーパターンの場合
に、隆起部は、ファンを形成し、ピッチは、隆起部が内側へ進行して接近する時に狭くな
る。管状パターンの場合に、各マイクロレンズのピッチは、マイクロレンズの長さに沿っ
て一定のままである。
【０２９３】
　各レシーバレンズ５０８及び５０９の少なくとも１つの面は、レシーバレンズ面に沿っ
た多くの点の各々に到着する光の少なくとも一部がレシーバフォトダイオードに到着する
ように同様にテクスチャ加工される。
【０２９４】
　本発明の実施形態により、出力ｘ及びｙ座標は、時空的にフィルタリングされる。以下
に説明する内容は、ｘ座標の判断に関し、同じ方法がｙ座標の判断に適用されることは、
当業者により認められるであろう。
【０２９５】
　構成第２及び３は、タッチ位置が少なくとも２つのエミッタ－レシーバ対により検出さ
れることを示している。図１３８は、ｘ軸に沿って物体９００のタッチ位置を検出する２
つのこのようなエミッタ－レシーバ対５０６～５０８及び５０６～５０９を示している。
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図１３８では、ビーム５０６～５０８は、ビーム１７８によって示されており、ビーム５
０６～５０９は、ビーム１７９によって示されている。図１３８は、３つの検出の区域、
すなわち、（ｉ）右に傾斜した線で満たされた楔として描かれたエミッタ－レシーバ対５
０６～５０８により検出されたスクリーン区域、（ｉｉ）左に傾斜した線で楔として描か
れたエミッタ－レシーバ５０６～５０９により検出されたスクリーン区域、及び（ｉｉｉ
） 陰影パターンを有する楔として描かれた両方のエミッタ－レシーバ対５０６～５０８
及び５０６～５０９により検出されたスクリーン区域を示している。この第３のスクリー
ンの区域の左右の境界は、それぞれ、線Ｘ1及びＸ2として示されている。
【０２９６】
　物体９００のタッチ位置（Ｘp、Ｙp）のｘ座標Ｘpを判断するために、ｙ軸に沿った全
てのエミッタ－レシーバ対間に最大タッチ検出信号を有するエミッタ－レシーバ対のｙ軸
に沿った所に対応する初期ｙ座標Ｙinitialは、を判断する。図１３８では、このエミッ
タ－レシーバ対は、５０７～５１０である。次に、位置（Ｘa、Ｙinitial）及び（Ｘb、
Ｙinitial）で線ｙ＝Ｙinitialと交差するまで、図１３８でＸ1及びＸ2を指定された線を
横切って移動させる。座標Ｘa及びＸbを図１３８に示している。物体９００のｘ座標は、
次に、重みつけ平均：
Ｘp＝（ＷaＸa＋ＷbＸb）／（Ｗa＋Ｗb）　　　　　（２）
を使用して判断され、ここで、重みＷa及びＷbは、それぞれ、ビーム１７８及びビーム１
７９に対し正規化された信号差である。使用する信号差は、基線又は予想された光の値と
実際の検出された光の値間の差である。このような差は、物体がスクリーンに触れており
、予想された光の一部を遮断していることを示している。重みＷa及びＷbは正規化される
が、その理由は、図１４４～図１５１を参照して本明細書で以下に説明するように、エミ
ッタの列の近くで発生するタッチの検出信号は、レシーバの列の近くで発生するタッチと
異なるからである。タッチスクリーン設計は、物体がビームの長さに沿った様々な部分で
ビームを横切って移動する時に異なる信号強度及び減衰パターンを判断するために試験さ
れる。異なるシナリオ、例えば、ビームのエミッタの近くでの物体のシナリオ、ビームの
レシーバの近くでの物体のシナリオ、及びスクリーン中心の物体のシナリオなどが試験さ
れる。タッチが検出された時に、検出するレシーバの検出パターンが、適切なシナリオを
選択するために解析され、信号は、選択されたシナリオに従って正規化される。重みの較
正及び更に別の正規化を本明細書で以下に説明している。同様の重みつけ平均は、ｙ座標
ＹPを判断するのに使用される。
【０２９７】
　ポインタ９００が２つよりも多いエミッタ－レシーバ対により検出された場合に、重み
つけ平均は、次式：
ＸP＝Σ（ＷnＸn）／（ΣＷn）　　　　　（３）
に一般化され、ここで、重みＷnは、正規化された信号差であり、Ｘnは、重み位置である
。
【０２９８】
　本発明の一実施形態において、ポインタ９００が小さな物体である場合に、最大信号差
が、位置を計算するための２つの最も近い信号に関連して使用される。これは、小さな物
体の信号差が小さいという事実が補償され、従って、ノイズが、優勢な誤差要因になる。
２つの最も近い信号を使用して、ノイズによる誤差が減少する。本発明の別の実施形態に
おいて、２つの最も大きい信号差のみが使用される。
【０２９９】
　本発明の実施形態により図１３６及び図１３７の構成のための導光体フレーム図である
図１３９を参照する。図１３９では、光学エミッタレンズ５１１及び光学レシーバレンズ
５１２と共に、導光体フレームの４つの縁部が示されている。フレーム内縁は、ビーム１
８２により完全に覆われているわけではないことに注意されたい。従って、本発明の一部
の実施形態において、破線の矩形によって示される内側タッチ区域９９３のみが使用され
る。
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【０３００】
　信号ノイズによる誤差を低減するために、最終座標は、上述のように判断される空間的
フィルタリングされた現在の座標値及び前回の座標値を使用して、時間フィルタの出力と
して判断される。現在のｘ座標に与えられるフィルタ重みが高いほど、出力は、その値に
近づき、フィルタの影響が少なくなる。一般的に、両方の座標値に実質的に等しい重みを
使用して強いフィルタが得られる。本発明の態様の一実施形態において、時間フィルタは
、ローパスフィルタであるが、他のフィルタも、本発明により考えられる。本発明の実施
形態により、異なる予め指定されたフィルタ重み係数を異なる場合に使用することができ
る。代替的な実施形態において、フィルタ重み係数は、必要に応じて計算される。
【０３０１】
　適切なフィルタ係数の選択は、走査周波数、タッチ物体がスクリーンを横切って移動す
る速度、物体運動が直線に沿っているか否か、及びタッチ物体のサイズに基づいている。
【０３０２】
　一般的に、走査周波数が高いほど、現在の座標値は、前回の座標値の近くになり、かつ
より強いフィルタが使用される。走査周波数は、物体の速度及び移動方向を予想するのに
使用される。走査周波数に基づいて、閾値距離が、２つの入力値に割り当てられ、閾値は
、高速移動を示している。現在と前回の座標値間の差が閾値距離よりも大きい場合に、出
力座標が実際のタッチ位置のかなり後に遅れないように、より弱いフィルタが使用される
。この場合に、フィルタ：
ｏｕｔｐｕｔ_ｖａｌ＝１／１０*ｐｒｅｖｉｏｕｓ_ｖａｌ＋９／１０*ｃｕｒｒｅｎｔ_
ｖａｌ　　　　　（４）
が良好な結果を提供することが実験によりわかっている。更に、本明細書で以下に説明す
るラグ値は、この場合、出力値に等しいようにリセットされる。
【０３０３】
　現在と前回の座標値の間の差が閾値距離未満の場合に、ラグ値を判断する。ラグ値は、
軸線に沿った速度及び方向を示している。この場合に、値：
ｌａｇ＝５／６*ｌａｇ＋１／６*ｃｕｒｒｅｎｔ_ｖａｌ　　　　　（５）
が良好な結果を提供することが実験によりわかっている。フィルタ重み係数は、ラグ値と
現在の座標値の間に差に基づいて選択される。一般的に、高速作動又は方向の突然の変化
を示すこの差が大きいほどフィルタが弱い。
【０３０４】
　例えば、タッチ物体が停止している場合に、ラグ値は、最終的には現在の座標値にほぼ
等しい。このような場合に、信号ノイズは、空間的に計算されたタッチ位置の小さい差を
引き起こす場合があり、これは、妨害ジッタ効果を引き起こす場合があり、すなわち、タ
ッチスクリーンは、物体ジッタ発生を示している。強い時間フィルタの使用により、この
ようなジッタ発生が実質的に減衰される。
【０３０５】
　タッチ物体が速く移動しているか、又は方向の突然の変更が行われた場合に、強い時間
フィルタは、実際のタッチ位置と表示されたタッチ位置の間に認識可能なラグを発生させ
る場合がある。スタイラスで書き込む人の場合に、書き込まれた線は、スタイラスよりも
遅れる場合がある。このような場合に、弱い時間フィルタの使用により、このようなラグ
発生が低減される。
【０３０６】
　スクリーンに触れる指又は他の尖っていない物体のようなタッチ物体が比較的大きいス
クリーンの区域を覆った時に、実際の指運動と作動の表示されたトレース間のラグの方が
認識できず、その理由は、指がラグの区域の上に重なるからである。このような場合に、
異なる時間フィルタは使用される。
【０３０７】
　使用される物体タイプ、すなわち、指対スタイラスは、予想されるユーザ挙動を知るこ
とによって推定することができる。例えば、指タッチに関するユーザインタフェースでは
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、指が使用されたと仮定される。物体のタイプも、物体によって生成された影付き区域に
より推定することができる。影付きエミッタ信号に基づいて判断されるタッチの区域のサ
イズは、従って、時間フィルタ重み係数を選択する際に使用されるファクタでもある。
【０３０８】
　本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンのタッチ検出の方法の略示流れ図
である図１４０を参照する。作動１０２１で、複数のエミッタ－レシーバ対からの信号を
処理する空間周波数フィルタに基づいて、現在の座標値を受け取る。走査周波数に基づい
て、閾値距離が得られる。作動１０２２で、現在の座標値と前回の座標値間の差を閾値距
離と比較する。差が閾値距離よりも小さいか又はそれに等しい場合に、作動１０２３で、
式(5)の場合と同様に、新しいラグ値を計算する。作動１０２４で、現在の座標値とラグ
値の差に基づいて時間フィルタ重み係数を判断する。作動１０２５で、式（４）の場合と
同様に、出力座標値を計算するために時間フィルタを適用する。
【０３０９】
　作動１０２２で、現在の座標値と前回の座標値の間の差が閾値距離よりも大きい場合に
、作動１０２６で弱いフィルタ重み係数を選択する。作動１０２５で、式（４）の場合と
同様に、出力座標値を計算するために時間フィルタを適用する。作動１０２８で、ラグ値
を出力座標値に設定する。
【０３１０】
　本発明の実施形態は、２つのタッチがタッチスクリーンの２つのコーナで同時に発生す
るマルチタッチの作動を検出する方法及び装置を提供する。そのようなマルチタッチの例
は、ユーザがスクリーン８００上で２つの指９００を置いて軸線周りに回す図１４１～１
４３に示す回転動作である。図１５及び図１６を参照して本明細書で先に指摘したように
、光ベースのシステムが左上と右下タッチ対左下と右上のタッチを区別することは困難で
ある。本明細書で以下に説明するように、シフト位置合せ式エミッタ及びレシーバの使用
により、このような区別が可能である。
【０３１１】
　本発明の実施形態により、第１の軸線に沿ったレシーバからのデータは、２つの軸線に
沿ってタッチ位置を判断するのに使用される。タッチスクリーン上の様々な位置での指９
００タッチイベントの図である図１４４～図１４４、及び本発明の実施形態によりタッチ
イベント中に光飽和のそれぞれの棒グラフである対応する図１４８～図１５１を参照する
。図１４４は、２つのエミッタの間でエミッタの列の近くに位置するタッチを示している
。図１４５は、レシーバを遮断するレシーバの列の近くに位置するタッチを示している。
図１４６は、エミッタを遮断するエミッタの列の近くに位置するタッチを示している。図
１４７は、２つのレシーバの間でレシーバの列の近くに位置するタッチを示している。
【０３１２】
　図１４８～図１５１は、各々２つの棒グラフ、すなわち、ｘ軸に沿ったレシーバでの光
飽和を示す上の図表及びｙ軸に沿ったレシーバでの光飽和を示す下の図表を含む。レシー
バの各列は、エミッタの反対側の列とシフト位置合せされる。従って、各エミッタは、２
つのレシーバにより検出される。相応に、図１４８～図１５１は、各エミッタに対して２
つの棒、レシーバにつき１本の棒を示している。
【０３１３】
　図１４８～図１５１は、４つの異なる検出パターンを示している。図１４８は、２つの
それぞれのエミッタから主として１つのレシーバにより検出された光の欠如を示している
。光の欠如は、中程度である。図１４９は、２つのそれぞれのエミッタから主として１つ
のレシーバにより検出された光の欠如を示している。光の欠如は大きい。図１５０は、遮
断されたエミッタから予想された光の大きい欠如を検出する２つの隣接したレシーバを示
している。両方のレシーバは、隣接要素から何らかの光を検出する。図１５１は、遮断さ
れたエミッタから予想された光の中程度の欠如を検出する２つの隣接したレシーバを示し
ている。両方のレシーバは、隣接エミッタから何らかの光を検出する。表ＩＩＩは、これ
らの異なるパターンの要約である。



(67) JP 5593006 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

【０３１４】
（表ＩＩＩ）

【０３１５】
　本発明の実施形態により、マルチタッチ位置の判断は、表ＩＩＩに示すパターンに基づ
いている。従って、再び図１４２を参照すると、４つの検出点は、レシーバの２つの列に
沿って示されている。検出Ｄ１からＤ４では、スクリーンの右上と左下コーナにおいてタ
ッチ点９７１が検出される。各点の検出パターンが、タイプ１又は３、又はタイプ２又は
４であるかに基づいて、検出パターンは、対応するタッチがエミッタにより近いか、又は
レシーバにより近いかを判断する。各タッチには、２つの独立した指示器、すなわち、Ｘ
軸検出器及びＹ軸検出器が対応している。従って、図１４２の検出点９７１に対して、検
出Ｄ１及びＤ３は、タイプ２又は４であり、検出Ｄ２及びＤ４は、タイプ１又は３である
。これとは対照的に、図１４２の検出点９７１に対して、検出Ｄ２及びＤ４は、タイプ２
又は４であり、検出Ｄ１及びＤ３は、タイプ１又は３である。
【０３１６】
　独立した検出点の評価に加えて、どのタッチ点がエミッタにより近いのか、又はレシー
バにより近いのかを判断するために様々な検出パターンをランク付けることができる。
【０３１７】
　更に、タッチ点９７１からタッチ点９７２まで回転動作が行われた時に、検出の移動は
、動作がエミッタから離れる方向にかつレシーバに向けて滑るのか、又はその逆であるの
かを区別する。特に、その後の検出が比較され、区別は、各検出パターンがタイプ１又は
３に向けて似たものになっているか、タイプ２又は４に向けて似たものになっているのか
に基づいている。
【０３１８】
　本発明の実施形態により同時のはす向かいのタッチ位置を判断する方法の略示流れ図で
ある図１５２を参照する。作動１０３１で、図１４２及び１４３に示すｘ座標Ｄ１及びＤ
２及びｙ座標Ｄ３及びＤ４のような２つのｘ座標及び２つのｙ座標を検出する。作動１０
３２で、検出されたｘ座標を解析して、表Ｉに説明されたもの中から検出のパターンを識
別する。作動１０３３で、作動１０３２で検出されたパターンに基づいて、かつ表ＩＩＩ
の「タッチ位置」欄に基づいて、指定されたスクリーン縁部により近くに又はそこからよ
り遠く発生したタッチに従って、検出されたｘ座標をランク付ける。ｙ座標は、指定され
た縁部からの距離を表している。作動１０３４で、各ランク付けられたｘ座標を対応する
ｙ座標と組み合わせる。ｘ座標に対して行った作動１０３２～１０３４と同様に作動１０
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３５～１０３７をｙ座標に対して行う。作動１０３８で、２組の結果を比較する。
【０３１９】
　本発明の実施形態により時計回りと反時計回りの動作を区別する方法の略示流れ図であ
る図１５３を参照する。作動１０４１で、２つの滑り動作をｘ軸に沿って検出する。各滑
り動作は、一連の接続されたタッチ位置として検出される。従って、図１４２及び図１４
３を参照すると、第１の滑り動作は、ｘ座標Ｄ１で始まるタッチ位置の接続された連続と
して検出され、第２の同時滑り動作は、ｘ座標Ｄ２で始まるタッチ位置の接続された連続
として検出される。作動１０４２で、ｘ－滑り検出を解析して、表ＩＩＩに説明されたパ
ターンの中から各々の連続で発生した検出のタイプを判断する。
【０３２０】
　作動１０４３で、作動１０４２で検出されたパターンに基づいて、かつ表ＩＩＩの「タ
ッチ位置」欄に基づいて、指定されたスクリーン縁部により近くに又はそこからより遠く
に発生したタッチに従って、ｘ滑り検出をランク付ける。作動１０４３は、時間間隔にわ
たる接続されたタッチ検出の連続に関する。各連続は、一般的に、滑りが指定された縁部
により近かったか、又はそこからより遠くであったかにより、表ＩＩＩに説明されたパタ
ーン１及び３又はパターン２及び４のタッチ検出を含む。滑りを含む個々の検出を解析す
ることに加えて、滑りが経時的な検出の強度の比較に基づいて、指定された縁部に近づい
ているのか、又は遠ざかっているのかを判断するためにその一連のタッチ検出も解析され
る。例えば、複数のパターン１検出を有する検出の１つの連続では、遮断された光の量が
時間と共に増加する場合に、滑りはレシーバに向けて移動しているか、又はそうでなけれ
ば滑りは、エミッタに向けて移動していると推測される。
【０３２１】
　ｙ座標は、エミッタの縁部のような指定された縁部からの距離を表している。作動１０
４３で、各ランク付けられたｘ軸滑りを対応するｙ軸滑りと組み合わせる。ｘ軸滑りに対
して行われた作動１０４２～１０４４と同様に、作動１０４５～１０４７が、ｙ軸滑りに
対して行われる。作動１０４８で、２組の結果を比較する。ステップ１０４９で、回転動
作が時計回りか又は反時計回りかに関して区別が行われる。
【０３２２】
　図６３及び図７９は、各ビームの左右の半分が図７０及び８２に示すように隣接ビーム
に重なり合うエミッタ及びレシーバの位置合せを示している。３つのビーム、すなわち、
ビーム１６７、１６８、及び１６９が、これらの図に示されている。ビーム１６７の左半
分は、ビーム１６８の右半分に重なり合い、ビーム１６７の右半分は、ビーム１６９の左
半分に重なり合う。従って、ビーム１６７内のあらゆる位置でのタッチは、２つのビーム
により検出される。２つの検出ビームは、図の光検出区域９１０～９１２に示すように、
ビームの幅に沿って異なる検出勾配を有する。
【０３２３】
　光減衰の勾配は、ビームの幅にわたって実質的に線形である。従って、異なる検出信号
の重みつけ平均が、式（２）及び（３）を使用して１つの軸線に沿った位置を計算するの
に使用される。式（２）は、いくつかのｎ個のサンプルに拡張される。例えば、ビームａ
の中心での指がビームの予想された信号の４０％を遮断し、ビームｂの予想された信号の
どれも遮断しない場合に、Ｗa及びＷbは、それぞれ０．４及び０、及び位置Ｘpは、以下
のようにと計算される。
Ｘp＝（０．４*Ｘa＋０*Ｘb）／（０．４＋０）＝Ｘa

Ｘpの同じ値が、スクリーン位置のスタイラスに対して得られ、このスタイラスは、その
指よりも狭いことのために、ビームａの予想された信号の２０％のみを遮断する。
【０３２４】
　同様に、ビームａ及びｂの中心間の指が両方のビームからの予想された光の類似の量、
例えば、３０％を遮断した場合に、Ｘpは、
Ｘp＝（０．３*Ｘa＋０．３*Ｘb）／（０．３＋０．３）＝１／２（Ｘa＋Ｘb）
のように計算され、これは、ＸaとＸb間の中間点である。
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【０３２５】
　位置合せ式エミッタ及びレシーバのシステム内の位置計算は、シフト位置合せ式エミッ
タ及びレシーバのシステム内の位置計算といくつかの点で異なる。位置合せ式エミッタ及
びレシーバのシステムでは、ビームは、タッチ位置を指定するのに使用される座標系と位
置合せされる。この場合に、タッチ位置は、第２の軸線に沿ったタッチ位置を顧慮せずに
第１の軸線に沿って計算される。これとは対照的に、シフト位置合せ式のシステムでは、
主ビーム座標、例えば、ビームａのＸａが、第２の軸線（Ｙinitial）上の仮定されたタ
ッチ座標に基づいて判断される。
【０３２６】
　更に、位置合せ式エミッタ及びレシーバのシステムでは、ビームを横切って移動する物
体によって生成された減衰及び信号強度パターンは、実質的にビームの長さに沿った全て
の位置で同じである。図７６及び図１０７を参照して本明細書で上述したように、物体が
ビームの幅を横切って移動する時に、ビームを横切って移動するのがビームエミッタの近
くか、検出器の近くか、又はスクリーン中心かに関わらず、実質的に類似の信号パターン
が生成される。従って、重みＷa、Ｗb．．．Ｗnの初期正規化が、検出パターンに基づい
て、シフト位置合せ式システムでは必要であり、位置合せ式システムでは不要である。
【０３２７】
　光遮断物体が図７０及び図８２のビーム１６７のようなビームの中心に置かれた時に、
隣接ビームの一部は遮断される。例えば、ビーム１６７の４０％が遮断され、ビーム１６
８の５％が遮断される。しかし、信号には、ランダムノイズ、更には、信号変動に対処す
ることができる交替するファセットにより引き起こされるノイズがある。タッチが実はビ
ーム１６７の中心なのか、又は僅かに中心からオフセットしているかを判断する技術が必
要である。
【０３２８】
　本発明の実施形態により、各信号の複数のサンプルが採取されて、信号ノイズを除去す
るために組み合わされる。更に、隣接ビーム１６８及び１６９は、全ての３つの信号によ
って中心信号の中心回りでタッチが検出される図７２及び図１０６で分るように、ビーム
１６７の中心の周りで重なり合うようにそれぞれの光学要素によって構成される。主な検
出信号が１つのビーム内に集中される場合に、左右両方の隣接ビームからの検出信号は、
タッチ位置計算の微調節するのに使用される。具体的には、隣接ビーム１６８及び１６９
のフィルタリングされた信号は、ビーム１６７の中心からのオフセットを判断するのに使
用される。
【０３２９】
　光学要素が２組の軸線に沿って光ビームを生成する３方向レンズを有する実施形態にお
いて、同様の計算は、第２の軸線システム上の位置を判断するために斜めの検出ビームに
対して行われる。本明細書で上述したように、タッチ物体は、典型的には、直交する信号
より大きい斜めの信号の部分を遮断する。
【０３３０】
　シフト位置合せ式エミッタ－レシーバ構成を参照して本明細書で上述した時空間フィル
タは、同様に位置合せ式エミッタ－レシーバ構成においても適用される。
【０３３１】
　タッチスクリーン構成要素の較正
　本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンの較正及びタッチ検出の方法の略
示流れ図である図１５４を参照する。一般的に、各エミッタ／レシーバ対信号は、機械式
公差及び構成要素公差のために有意に他の対の信号と異なっている。全ての信号レベルが
許容可能なＳＮ比を有する予め指定された範囲にあることを保証するために個々のエミッ
タ及びレシーバの較正が行われる。
【０３３２】
　本発明の実施形態により、（ｉ）パルス持続時間及び（ｉｉ）パルス強度、すなわち、
エミッタ電流を個々に設定することによって較正を提供する。電力消費の理由から、大き



(70) JP 5593006 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

い電流及び短いパルス持続時間が好ましい。信号が予め指定された範囲未満である時に、
パルス持続時間及び／又はパルス強度を増大させる。信号が予め指定された範囲よりも大
きい時に、パルス持続時間及び／又はパルス強度を低減する。
【０３３３】
　図１５４に示すように、較正（作動１０５１）を起動時に行い（作動１０５０）、かつ
信号が予め指定された範囲外と検出された時に行う（作動１０５５）。タッチが検出され
ない時（作動１０５３）及び同じ軸線上の全ての信号が安定している、すなわち、信号差
が時間持続時間にわたってノイズレベル内である時にのみ較正を行う（作動１０５４）。
【０３３４】
　各エミッタ／レシーバ対の基準信号値は、タッチを識別し、かつ近傍にわたるタッチ座
標の重みつけ平均を計算するために比較の基準として使用される。エミッタ／レシーバ対
の基準信号値は、通常信号レベルである。基準信号値は、起動で収集され、かつ周囲光の
変化又は機械的変化のような変化が検出された時に更新される。一般的に、図１５４に示
すように、信号が安定している時（作動１０５４）、すなわち、信号変動が時間と共にい
くつかのＮ個のサンプルに対して予想された範囲にある時に基準信号値を更新する（作動
１０５６）。
【０３３５】
　スクリーンのタッチ区域の内側のタッチは、スクリーン面を僅かに曲げる場合があり、
タッチ区域の外側のフォトダイオードで検出された信号値に影響を与える反射が発生する
。このような曲げは、スタイラスのようなタッチ物体が微細又は尖っている時の方が顕著
である。このような曲げに適合するように、タッチが検出された時（作動１０５３）、タ
ッチ区域の外側の全ての安定した信号（作動１０５８）には基準更新が行われる（作動１
０５９）。タッチが存在せず、全ての信号が安定しているが（作動１０５４）、軸線に沿
った信号が予想騒音レベルを上回って基準値と異なる時（作動１０５５）、エミッタを較
正する（作動１０５１）。基準値の再較正及び更新には、スクリーンフレームの曲げ又は
捩りによる機械的応力のため信号値のような一時的な信号値の影響を回避するために安定
した信号が必要である。
【０３３６】
　ノイズにより更に誤差を回避するために、エミッタ／レシーバ対の結果が予想騒音レベ
ルを上回って前回の結果と異なる場合に、新しい測定が行われ、最良の位置合せを得るた
めに両方の結果が前回の結果と比較される。最終値が予想騒音レベル内である場合に、カ
ウンタは増分される。そうでなければ、カウンタは、クリアされる。カウンタは、次に、
基準値を更新する時及び再較正する時に、信号が安定か又は不安定かを判断するのに使用
される。
【０３３７】
　毎回の完全な走査後に、信号は、それぞれの基準値で正規化される。正規化信号がタッ
チ閾値未満ではない場合、再較正又は基準値の更新が必要な場合に点検が行われる。正規
化信号がタッチ閾値未満である場合に、タッチが検出される（作動１０５３）。
【０３３８】
　突然の外乱による擬似警報タッチ検出の危険性を低減するために、指が最初にスクリー
ンに触れる時のようなスクリーンとの初期タッチ点を検出する閾値は、スクリーンに触れ
る間のスクリーンに沿った指の滑りのようなタッチ点の移動を検出する閾値よりも厳しい
。すなわち、スクリーン面に沿った物体の移動を検出するのに必要とされる差と比較して
、初期タッチを検出するためにはより高い信号差が必要である。更に、再走査によりタッ
チが有効であり、かつタッチ位置がほぼ同じ位置で残ると確認するまで初期接触は未処理
として処理される。
【０３３９】
　タッチ物体のサイズを判断するために（作動１０５７）、遮断された信号の範囲及び振
幅が測定される。大きい物体に対しては、タッチが落ち着くまでスクリーンとの初期タッ
チ点を検出するための待ちがあり、その理由は、大きい物体のタッチは、一般的に、スク
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リーンに実際に触れる前に物体がスクリーンの近くにある時に検出されるからである。更
に、大きい物体がタッチ区域に垂直ではない方向でスクリーンに近づく時に、その後の位
置は、第１の接触位置から僅かに移動する。
【０３４０】
　しかし、ペン又はスタイラスのような小さい接触の区域を有する物体は、典型的には意
図するスクリーン位置に直接に置かれる。従って、本発明の一部の実施形態において、微
細な物体の初期接触を検出する待ちは、短縮されるか又は完全に省略される。
【０３４１】
　タッチスクリーンを有するデバイスが小袋又はポケットに保管された時の常にタッチ状
態の検出を防止するために、タッチを生成する物体のサイズを制限することが有利である
と見出されている。
【０３４２】
　作動１０５３で、有効なタッチを表す信号と機械式効果から生じる信号とを区別するこ
とも必要である。この点に関して、本発明の実施形態によりタッチによって生成された信
号と機械式効果によって生成された信号との差を示す図である図１５５を参照する。図１
５５の４つのグラフの各々は、１つのスクリーン軸線に沿った走査中の検出ビーム１～１
０を示している。図１５５で分るように、信号勾配により、有効なタッチと機械式効果が
区別される。
【０３４３】
　本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンを較正する時にパルス強度を設定
する制御回路の略示図である図１５６を参照する。本発明の実施形態により光ベースのタ
ッチスクリーンを較正する最小電流から最大電流に至るパルス強度の較正パルスのプロッ
トである図１５７も参照する。図１５７は、６つの異なるパルス持続時間（ＰＵＬＳＥＴ
ＩＭＥ１～ＰＵＬＳＥＴＩＭＥ６）のプロット及び各プロットの１６個のパルス強度レベ
ル（１～１６）を示している。
【０３４４】
　図１５６の制御回路は、それぞれの可変抵抗器Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、及びＲ４を有する４
つのトランジスタを含む。抵抗器の値は、信号レベルを制御し、その値の比率は、図１５
６に示すパルス曲線の勾配を制御する。
【０３４５】
　本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンを較正する略示パルス図及び対応
する出力信号グラフである図１５８を参照する。略示パルス図は、図１５８では左にあり
、かつタッチスクリーンを較正する時に制御回路により管理される異なるパルス持続時間
ｔ0，…，ｔNを示している。図１５８に示すように、複数の漸次的変化は、パルスの持続
時間を制御するのに使用され、複数の漸次的変化は、パルス電流を制御するのに使用され
る。対応する出力信号グラフは、図１５８では右にある。
【０３４６】
　図１５８に示すように、異なるパルス持続時間により、結果的に異なる立上り時間及び
異なる振幅が得られる。アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）サンプラがサンプル及びホールド
回路を閉じる時間の近くに信号ピークが発生する。最大出力信号を取得するために、エミ
ッタパルス持続時間は、Ａ／Ｄをサンプリング窓の端部で又はその近くで終了するように
制御される。Ａ／Ｄサンプリング時間が一定であるので、Ａ／Ｄサンプリングの開始とパ
ルス起動時間の間のタイミングｔdが重要なファクタである。
【０３４７】
　タッチスクリーン構成要素のアセンブリ
　本明細書で上述したように、それぞれの光エミッタ及び光レシーバにフォーカスする光
導波路を位置合せさせる時に、光ベースのタッチスクリーンで正確な精度をもたらすため
に最小限の公差が必要である。小さい位置合せ不良は、光ビームを変えることにより、タ
ッチ検出の精度を大きく劣化させかねない。適切にそれぞれの導光体と位置合せされるよ
うに正確に面装着型レシーバ及びトランスミッタを置くことは困難である。
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【０３４８】
　この困難さのために、本発明の実施形態において、導光体及びトランスミッタ又はレシ
ーバは、図１１５～図１１８を参照して上述したように、単一のモジュール又は光学要素
に組み合わされる。
【０３４９】
　一部の事例では、例えば、標準的なエミッタ及びレシーバ構成要素を使用するために、
光学要素にエミッタ又はレシーバを組合せないことが有利である場合がある。このような
事例では、構成要素の精密配置が極めて重要である。
【０３５０】
　本発明の一部の実施形態において、フェザーパターンを含む光学レンズは、スクリーン
の上に装着されるフレームの一部である。図４６は、ＬＥＤ２００とは別々であるこのよ
うなフレーム４５５の断面を示している。
【０３５１】
　本発明の実施形態により基板、取りわけプリント回路基板又は光学要素上にエミッタ又
はレシーバのような構成要素を位置決めする精度を増大させるために毛細効果がどのよう
に使用されるかを示す図である図１５９を参照する。図１５９では、光学要素又は一時的
ガイド５１３と位置合せされなければならないエミッタ又はレシーバ３９８が示されてい
る。光学要素又は一時的ガイド５１３は、ガイドピン７６４によりプリント回路基板７６
３に固定される。半田パッド７６５が、構成要素半田パッド７６６からオフセットして置
かれる。プリント回路基板７６３は、次に、半田付けに向けて加熱オーブンに挿入される
。
【０３５２】
　本発明の実施形態により加熱オーブンを通過した後の図１５９のプリント回路基板７６
３を示す図である図１６０を参照する。図１６０に示すように、構成要素３９８は、光学
要素又は一時的ガイド５１３のノッチ７６８及び空洞７６９により案内された半田の毛細
効果により所定の位置に吸引される。一時的ガイドが使用される時に、それは、その後の
半田付けに向けて再利用することができる。
【０３５３】
　図１５９及び図１６０を参照して説明した工程は、電子デバイスの量産での使用に向け
て適切である。
【０３５４】
　光ベースのタッチスクリーンのためのＡＳＩＣコントローラ
　本発明の態様は、一連のエミッタ及び検出器に対して走査プログラムを実行する新しい
光ベースのタッチスクリーンＡＳＩＣコントローラのためのプログラマブル状態機械の設
計及び使用に関する。走査プログラムは、走査シーケンス、電流レベル、及びパルス幅を
判断する。コントローラは、ＬＥＤ電流制御のための一体型ＬＥＤドライバ、光検出器電
流測定値のための一体型レシーバドライバ、及びシリアル周辺インタフェース（ＳＰＩ）
のような標準的なバスインタフェースを使用してコントローラとホストプロセッサの間の
通信を可能にする一体型Ａ／Ｄコンバータを含む。
【０３５５】
　本発明により、プログラムは、例えば、ＳＰＩでコントローラ上に取り込まれる。次に
、システム全体電力消費量を最適化するホストプロセッサとは独立して走査実行が実行さ
れる。走査データが準備された時に、コントローラは、ＴＮＴピンを通じてホストプロセ
ッサに割り込みを出す。
【０３５６】
　本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンシステム及びそのＡＳＩＣコント
ローラの略示図である図１６１を参照する。
【０３５７】
　本発明の実施形態により光ベースのタッチスクリーンのコントローラのためのチップパ
ッケージの回路図である図１６２を参照する。
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【０３５８】
　図１６２に示すように、チップパッケージ７３１は、チップパッケージの外側にある複
数のフォトエミッタ２００を選択的に起動するエミッタドライバ回路７４０、及びエミッ
タドライバ回路７４０にフォトエミッタ２００を接続する信号伝導ピン７３２を含む。エ
ミッタドライバ回路７４０は、２００９年２月１５日出願の「光ベースのタッチスクリー
ン」という名称の本出願人の現在特許出願中の米国特許出願出願番号第１２／３７１，６
０９号明細書に説明されており、この特許の内容は、引用により本明細書に組み込まれて
いる。取りわけ、２００９年７月３０日に米国特許公開第２００９／０１８９８７８　Ａ
１号明細書で公開されているように、この出願のパラグラフ［００７３］、パラグラフ［
００８７］～［００９１］及び図１１を参照されたい。
【０３５９】
　エミッタドライバ回路７４０は、プログラマブル電流ソースを通じて各エミッタ－検出
器対に対して個々のフォトエミッタパルス持続時間及びパルス電流を設定する回路７４２
を含む。回路７４２は、２０１１年３月２１日出願の「シフト位置合せ式エミッタ及びレ
シーバレンズを有する光ベースのタッチスクリーン」という名称の本出願人の現在特許出
願中の特許出願出願番号第１３／０５２，５１１号明細書に説明されており、この特許の
内容は、引用により本明細書に組み込まれている。取りわけ、２０１１年７月７日に米国
特許公開第２０１１／０１６３９９８号明細書で公開されているように、この出願のパラ
グラフ［０３４３］～［０３５８］及び図９９～図１０１を参照されたい。
【０３６０】
　チップパッケージ７３１は、チップパッケージの外側にある複数の光検出器３００を選
択的に起動する検出器ドライバ回路７５０、及び検出器ドライバ回路７５０に光検出器３
００を接続する信号伝導ピン７３３を含む。検出器ドライバ回路７５０は、連続フィード
バック帯域通過フィルタを実行することによって光検出器３００から受け取られた電流を
フィルタリングする回路７５５、及び帯域通過フィルタリング後の電流をデジタル化する
回路７５６を含む。回路７５５は、取りわけ、先に参照した米国特許公開第２００９／０
１８９８７８　Ａ１号明細書のパラグラフ［００７６］、パラグラフ［１０７］～［０１
６３］及び図１４～２３Ｂに説明されている。チップパッケージ７３１は、光検出器３０
０上で検出された測定された光量を表す検出信号を生成する検出器信号処理回路７５３も
含む。
【０３６１】
　チップパッケージ７３１は、更に、ホストプロセッサ７７２と通信する入出力ピン７３
６を含む。チップパッケージ７３１は、更に、エミッタドライバ回路７４０、及び検出器
ドライバ回路７５０を制御する制御回路７５９を含む。コントローラ回路７５９は、シリ
アル周辺インタフェース（ＳＰＩ）７７５のバス規格を使用してホストプロセッサ７７２
と通信する。チップパッケージ７３１は、更に、光ベースのタッチスクリーンのための少
なくとも１つの付加的なコントローラ７７４との制御回路７５９の作動を調節するチップ
選択（ＣＳ）ピン７３７を含む。
【０３６２】
　図１６２に示すコントローラは、チップパッケージ７３１内に上述の要素の全てをパッ
ケージ化し、（ｉ）それによって５２個のエミッタ－レシーバ対のような走査シーケンス
全体の自動的な実行が可能であり、かつ（ｉｉ）それによってホストプロセッサ７７２に
よるその後の解析に向けて制御回路７５９に位置するレジスタアレイ内に検出信号が記憶
される。このレジスタアレイにより、少なくとも５２個の１２ビットレシーバ結果が記憶
される。個々のエミッタ－レシーバ対に向けて個々のパルス持続時間及びパルス電流を設
定する制御回路７５９内の付加的なレジスタが設けられる。５２個の独特なエミッタ－レ
シーバ対をサポートするために、少なくとも１０４個のレジスタ、すなわち、個々のパル
ス持続時間を設定する５２個のレジスタ及び個々のパルス電流を設定する５２個のレジス
タが置かれる。
【０３６３】
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　本発明の実施形態によりチップパッケージ７３１のピン７３２への接続のための４つ又
は５つの光エミッタが各列内にある６列の光エミッタの回路図である図１６３を参照する
。１１本の線ＬＥＤ_ＲＯＷ１、ＬＥＤ_ＲＯＷ６、及びＬＥＤ_ＣＯＬ１、．．．、ＬＥ
Ｄ_ＣＯＬ５は、２６個の光エミッタの２次元アドレス指定を示すが、光エミッタは、図
１５０に示すように、タッチスクリーンの２つの縁部周りに物理的に配置される。表ＩＶ
は、光エミッタＬＥＤからＬＥＤ_ＲＯＷ及びＬＥＤ_ＣＯＬピンまでのＬＥＤマルチプレ
ックスマッピングを示している。より一般的には、ＬＥＤマトリックスは、コントローラ
上のｍ＋ｎ個のＩ／ＯピンによりサポートされるＬＥＤのｍｘｎ個のアレイを含むことが
できる。
【０３６４】
　従って、ＬＥＤは、横列及び縦列入出力ピンの選択によりアクセスされる。コントロー
ラは、横列及び縦列を選択するプッシュプルドライバを含む。ＬＥＤの横列及び縦列座標
は、ＬＥＤ及びプッシュプルドライバの物理配置に無関係であることは、当業者により認
められるであろう。特に、ＬＥＤは、物理的に矩形マトリックスに位置決めする必要はな
い。
【０３６５】
　本発明のコントローラの代替的な実施形態において、電流ソースドライバが、プッシュ
プルドライバの代わりに使用される。本発明のコントローラの別の実施形態において、プ
ッシュプルドライバの一部は、電流ソースドライバと組み合わされ、プッシュプルドライ
バの他のものは、電流シンクドライバと組み合わされる。
【０３６６】
（表ＩＶ）
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【０３６７】
　光ベースのタッチスクリーンにおいてエミッタ及びレシーバのための専用コントローラ
を有する長所は、省電力化及び性能である。従来のシステムは、テキサス州ダラス所在の
テキサス・インストルメンツにより製造されるＭＳＰ４３０チップのような従来のチップ
によりエミッタ及びレシーバが制御される。省電力化に関して、従来のチップは、電力消
費チップ要素の全てにアクセスするわけではない。更に、従来のチップでは、エミッタと
同期して外部要素の電源投入及び電源切断を行うことが可能ではない。例えば、従来のチ
ップでは、レシーバとレシーバ光検出電流をデジタル化するアナログ／デジタルコンバー
タ（ＡＤＣ）とに接続された増幅器ユニットをエミッタの起動と同期して電源投入及び電
源切断することができない。従来のシステムでは、これらの要素は、全ての走査シーケン
スを通して電源が投入され続ける。これとは対照的に、本発明の専用コントローラは、エ
ミッタ起動と同期してマイクロ秒の分解能でこれらの要素を電源投入及び電源切断するこ
とができる。コントローラブロックのこの及び他のこのような選択的な起動により、タッ
チシステムの全電力消費量がかなり低減する。実際には、増幅器、ＡＤＣ、及び他のコン
トローラブロックの電力消費量は、集合的な電力消費量がフォトエミッタ起動電源と比較
すると取るに足りないという範囲まで低減される。従って、システム電源消費量は、フォ
トエミッタを起動する電力消費量とほぼ同じである。
【０３６８】
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　本発明の専用コントローラが一連のエミッタ－レシーバ対を走査する時に、ＬＥＤドラ
イバは、ＬＥＤ電流制御レジスタ及びＬＥＤパルス幅制御レジスタ内の設定に従ってＬＥ
Ｄにある量の電流を供給する。表Ｖは、２．７Ｖの電源による１００Ｈｚ時の５０個のエ
ミッタ－レシーバ対に関する専用コントローラの電力消費量を示している。パルス持続時
間及びパルス電流は、構成レジスタを使用して回路７４２を通じて設定される。電流消費
量は、以下のように計算される。
１００Ｈｚ×５０個の起動対ｘパルス持続時間（μｓ）×パルス電流（μＡ）＝＝バッテ
リからの電力消費量（μＡ）
電力消費量は、以下のように計算される。
電力消費量（μＡ）*電圧（Ｖ）＝電力（ｍＷ）
【０３６９】
（表Ｖ）

【０３７０】
　性能に関して、スクリーン周りでの全てのエミッタ－レシーバ対の走査を完了するのに
必要とされる時間は、特に高速スタイラストレースに対して極めて重要である。本発明の
実施形態によりエミッタ２００及びレシーバ３００によって取り囲まれたタッチスクリー
ンの略示図である図１６４を参照する。エミッタ２００は、走査シーケンスで走査され、
例えば、エミッタ２００を図１６４に示す付番された順番１～１６で走査することができ
る。タッチ点９００は、微細な点スタイラスを使用して高速走り書きで署名する人によっ
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て行われるタッチに対応する。３つの位置が、タッチ点９０のために示されている。時間
ｔ１で、エミッタ１が起動した時に、スタイラスは、位置ａに位置する。時間ｔ２で、エ
ミッタ１６が起動した時に、スタイラスは、ユーザが名称を署名する時の迅速な移動のた
めに位置ｂに位置する。しかし、時間ｔ２でのスクリーン上での検出された位置は、位置
ｂと異なる位置ｃであり、その理由は、時間ｔ２で、エミッタ１６が起動した時に、スタ
イラスは、時間ｔ１でその位置から移動しているからである。ｘ座標検出とｙ座標検出間
のこのようなタイムラグにより、スクリーン上のスタイラスのタッチ位置を検出する際に
誤差が生成される。これらの誤差は、高速スタイラス書き込みで最も顕著である。従って
、できるだけ速く全ての走査シーケンスを完了することが望ましい。
【０３７１】
　本発明の専用コントローラは、従来のチップよりも速く走査シーケンスを完了する。本
発明の専用コントローラは、自動的に全ての走査シーケンスを実行するのに必要なパラメ
ータを記憶するレジスタアレイを含む。専用コントローラは、更に、走査シーケンスに向
けてフィルタリング後のデジタル結果を記憶するレジスタアレイを含む。これとは対照的
に、従来のチップでは、全てのレジスタが利用可能であるというわけではなく、レジスタ
内の構成データは、自動的には構文解析されない。従って、従来のチップを使用する走査
シーケンス中、いくつかのサイクルが、エミッタ起動を更に構成するためにかつ結果を読
み取るのに必要とされる。
【０３７２】
　本発明の実施形態により、エミッタ及びレシーバの個数が単一の専用コントローラによ
りサポートすることができる個数よりも多い構成に対しては、複数のコントローラが使用
される。複数のコントローラは、走査を実行する前に各々構成され、次に、走査は、迅速
に連続して各コントローラによって実行される。この実施形態に対して、全てのコントロ
ーラにおいてレジスタを形成した後に、ホストは、図１６２に示すチップ選択（ＣＳ）ピ
ンを使用して第１のコントローラチップを選択し、そのチップを起動する。そのチップ上
の走査シーケンスが完了した時に、チップは、ホストに割り込みを送る。ホストは、次に
、そのＣＳピンを使用して第２のコントローラチップを選択し、第２のチップの走査シー
ケンスを実行する。コントローラチップの全てがそれぞれの走査を完了した後に、ホスト
は、各チップから結果を読み取ってタッチ位置を計算する。
【０３７３】
　この点に関して、本発明の実施形態により２つのコントローラで構成されたタッチスク
リーンを示す略示適用図である図１６５を参照する。図１６５では、ＬＥＤ及びシフト位
置合せ式ＰＤで取り囲まれたタッチスクリーン８００が示されている。２６個のＬＥＤ、
ＬＥＤ1～ＬＥＤ26が、デバイス１からのＬＥＤピンに第１のスクリーン縁部に沿って接
続され、付加的なＬＥＤ、ＬＥＤ1～ＬＥＤCRが、この縁部に沿ってデバイス２からのＬ
ＥＤピンに接続される。反対側の縁部に沿って、ＰＤは、ＬＥＤとシフト位置合せされる
。デバイス１ＬＥＤから光を検出するＰＤが、デバイス１ＰＤピンに接続され、デバイス
２ＬＥＤから光を検出するＰＤが、デバイス２ＰＤピンに接続される。２つのＰＤ５に各
ＬＥＤを接続する破線は、各ＬＥＤからの光がどのように２つのＰＤにより検出されるか
を示している。各ＰＤは、２つのＬＥＤ５から光を検出する。
【０３７４】
　図１６５に示すように、デバイス１のＰＤ27は、デバイス１のＬＥＤ26から、及びデバ
イス２のＬＥＤ1からも光を検出する。従って、ＰＤ２７は、デバイス１のＰＤ２７ピン
に、及びデバイス２のＰＤ１ピンにも接続される。デバイス１のＬＥＤ26から光を検出し
た時に、ＰＤ27は、デバイス１のＰＤ27ピン上でサンプリングされ、その結果は、デバイ
ス１上に記憶され、デバイス２のＬＥＤ1から光を検出した時に、ＰＤ27は、デバイス２
のＰＤ1ピン上でサンプリングされ、その結果は、デバイス２上に記憶される。従って、
各コントローラは、それぞれのＰＤ起動とＬＥＤ起動を調節する。ホストプロセッサは、
２つのデバイスからのＰＤ結果を補間することによってデバイス１～デバイス２の境界に
沿ったタッチ位置を計算する。
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【０３７５】
　従来のチップを使用する走査シーケンスの性能対本発明の専用コントローラを使用する
走査の性能を示すグラフである図１６６を参照する。各々の完全なスクリーン走査の持続
時間は、専用コントローラでよりも従来のチップでの方が長い。専用コントローラでは、
走査シーケンス間のエネルギ消費量を下げることができて更なる省電力化が得られ、その
理由は、特に、走査シーケンス間の時間の範囲が、従来のチップを使ってよりも専用コン
トローラを使っての方が増加させることができるからである。複数の走査のタッチ点を接
続するために、ホストプロセッサは、スプライン補間又はそのような他の予想的符号化ア
ルゴリズムを使用してユーザのペンストロークに適合する平滑な線を生成することができ
る。本発明の専用コントローラを使用する時に、各タッチ点は非常に正確であることが重
要である。
【０３７６】
　更に、従来のチップを使用する時には、本発明の専用コントローラを使用するホストが
起こり得る限度の域を超えて走査周波数を増大させる場合があることが図１６６から明ら
かである。例えば、ホストは、本発明のコントローラを用いて、１０００Ｈｚで５０個の
エミッタ－レシーバ対を走査することができる。これとは対照的に、従来チップを使用す
るタッチスクリーンは、典型的には、１００Ｈｚ又はそれ未満の周波数で作動する。１０
００Ｈｚに対応する高いサンプリング速度は、時間と共に正確なタッチ位置計算を可能に
する。その結果、スタイラス位置とスクリーンに沿ってスタイラスの経路を表す線との間
に、上述のラグ時間を実質的に低減すると同時にスタイラスが停止したままの時に実質的
に上述のジッタ効果を排除するタッチ座標の時間的フィルタリングが可能である。
【０３７７】
　１０００Ｈｚでの５０個程度のエミッタ－レシーバ対このような高いサンプリング速度
は、個々のＬＥＤが起動の前に構成を必要とする場合には達成することができない。本発
明の専用コントローラは、自動的に全ての走査シーケンスを起動するためにレジスタ及び
回路を設けることによってこのような高いサンプリング速度をもたらす。
【０３７８】
　短い時間に複数の走査シーケンスを完了する更に別の長所は、タッチ信号の曖昧性除去
である。不明瞭な信号の問題は、図１５及び１６を参照して上述している。上述したよう
に、図１５及び１６に示すようなスクリーン斜線に沿った２つの同時タッチに向けて光検
出器の同じ検出パターンが受け取られる。スクリーン上に２つの指を置いた時に、固有の
ラグが、第１及び第２のタッチの間に存在する。非常に短い時間に複数の走査シーケンス
を完了すると、システムは、明確である第１のタッチを判断することができる。次に、第
２のタッチが検出された時に第１のタッチが維持されると仮定して、第２のタッチ位置が
簡単に解像される。例えば、１つのタッチが左上コーナにあり、タッチ検出パターンが図
１５及び１６に示すように見えると判断された場合に、第２のタッチ位置は、スクリーン
の右下コーナであることは間違いない。
【０３７９】
　従って、本発明による専用コントローラは、電源効率が高く、非常に正確であり、かつ
高いサンプリング速度を可能にすることが当業者により認められるであろう。ホストは、
１００Ｈｚ又はそれ未満に対応する低電力に向けて、又は５００Ｈｚ～１０００Ｈｚのよ
うな高周波数走査に向けてコントローラを構成する。
【０３８０】
　どの構成が適切であるかの判断は、取りわけ、タッチポインタによって覆われるタッチ
スクリーンの面積に基づいており、その理由は、ジッタ及びラグが、指タッチのような相
対的に広い領域の上に重なるタッチの場合に、スタイラスタッチのような比較的小さい区
域の上に重なるタッチの場合ほど顕著でないからである。光ベースのタッチスクリーン信
号の影付き区域のサイズにより判断される時のポインタによって覆われる面積に基づいて
、ホストは、指又はスタイラスが使用されたか否かを判断し、電源と精度の間の妥協に基
づいて適切な走査速度を構成する。
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【０３８１】
　本発明の実施形態により、専用コントローラは、ＬＥＤを選択的に起動する走査範囲レ
ジスタと、各起動に対して電流の量及び持続時間を指定する電流制御及びパルス持続時間
レジスタとを含む。走査範囲レジスタは、各スクリーン縁部に沿って起動すべき第１のＬ
ＥＤ及び第１のＰＤと、各縁部に沿って起動すべきＬＥＤの数と、起動ＬＥＤ間のステッ
プ係数とを指定する。０のステップ係数は、各ステップで次のＬＥＤが起動することを示
し、１のステップ係数は、あらゆる他のＬＥＤが起動することを示している。従って、奇
数のみ又は偶数のみのＬＥＤを起動するために、１のステップ係数が使用される。２又は
それよりも大きいステップ係数は、それぞれ、２つ又はそれよりも多くのＬＥＤのステッ
プに使用することができる。付加的なレジスタは、各ＬＥＤで起動するＰＤの数を構成す
る。０の値は、各ＬＥＤが単一の対応するＰＤで起動することを示し、１の値は、各ＬＥ
Ｄが２つのＰＤで起動することを示している。各ＬＥＤで起動するＰＤの数は、タッチス
クリーンの周りで利用可能であるＰＤの数と同じとすることができる。
【０３８２】
　省電力化するために、初期タッチ位置を検出する低分解能走査モードを有することが有
利である。ホストは、例えば、タッチが検出されない時にこのモードで作動させることが
できる。タッチが検出された時に、ホストは、図１３６を参照して上述したように、正確
なタッチ位置を計算するために高分解能走査モードに切り換わる。コントローラ走査シー
ケンスレジスタの観点から、あらゆるエミッタが起動し、１つのレシーバでステップ＝０
である。図１３６（ｄ）の走査シーケンスは、各スクリーン縁部上でシーケンスに使用さ
れる初期ＰＤにおいて図１３６（ｅ）と異なっている。具体的には、第１のＰＤ、すなわ
ち、ＰＤ０が、図１３６（ｄ）に使用され、第２のＰＤ、すなわち、ＰＤ１が、図１３６
（ｅ）に使用される。各スクリーン縁部に沿って使用される初期ＰＤは、レジスタによっ
て構成される。
【０３８３】
　各ＬＥＤが１つよりも多いＰＤで起動する時に、ＬＥＤは、ＰＤの各々に対して別々に
起動する。各このような別々の起動は、それぞれの電流制御レジスタ及びパルス持続時間
レジスタを有する。
【０３８４】
　本発明のコントローラは、望ましいＬＥＤに電流を誘導するように自動的に多重通信回
路を制御する。ＬＥＤ多重通信回路制御は、走査制御レジスタにより設定される。コント
ローラは、ドライバがＬＥＤにパルスを与える時に自動的に正しいＰＤレシーバを同期さ
せる。１２ビットのＡＤＣレシーバ情報が、ＰＤデータレジスタに記憶される。走査が完
了すると、コントローラは、ホストプロセッサに割り込みを出して、自動的に待機モード
に入る。ホストは、次に、ＳＰＩインタフェースにわたって走査シーケンス全体のための
レシーバデータを読み取る。
【０３８５】
　一部のタッチスクリーン構成では、エミッタは、レシーバとシフト位置合せされ、エミ
ッタは、１つよりも多いレシーバにより検出され、かつ各検出レシーバに対して１回又は
それよりも多くの回数で起動される。例えば、エミッタを迅速に連続して３回起動するこ
とができ、各起動で、異なるレシーバが起動される。更に、レシーバは、周囲光強度を判
断するためにエミッタ起動間の間隔中に更に起動される。
【０３８６】
　他のタッチスクリーン構成では、エミッタ及びレシーバが位置合せされるが、各エミッ
タは、１つよりも多いレシーバにより検出され、各エミッタは、各検出レシーバに対して
別々に起動される。エミッタ－レシーバ起動パターンは、２０１０年１月５日出願の「タ
ッチスクリーンの走査」という名称の本出願人の現在特許出願中の特許出願出願番号第１
２／６６７，６９２号明細書に説明されており、この特許の内容は、引用により本明細書
に組み込まれている。取りわけ、２０１１年２月２４日に米国特許公開第２０１１／００
４３４８５号明細書に公開されているようなこの出願のパラグラフ［００２９］、［００
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３０］、［００３３］、及び［００３４］を参照されたい。
【０３８７】
　本発明の実施形態によりエミッタ及びレシーバのシフト位置合せ構成を有するタッチス
クリーン８００の略示図である図１６７を参照する。図１６７では、スクリーン８００の
南縁部に沿ったエミッタ２０４～２０８、スクリーン８００の北縁部に沿ったシフト位置
合せ式レシーバ３０６～３１１、スクリーン８００の東縁部に沿ったエミッタ２０９～２
１１、及びスクリーン８００の西縁部に沿ったシフト位置合せ式レシーバ３１２～３１５
が示されている。レシーバの各縁部は、スクリーン８００のコーナでタッチを検出するた
めに反対側の縁部に沿ったエミッタの数よりも１つ又はそれよりも多くレシーバを有する
ことに注意されたい。ビーム１７４は、エミッタ２０４の起動及びレシーバ３０６による
検出を示している。表ＶＩは、エミッタ－レシーバ対の観点から起動シーケンスを説明し
ている。
【０３８８】
（表ＶＩ）

【０３８９】
　起動第１０、２０８－３１１は、スクリーン８００の水平寸法に沿った最終起動である
。起動第１１は、スクリーン８００の垂直寸法に沿った第１の起動である。コーナのこの
ような回転により、スクリーン縁部に沿って起動パターンが変化する。具体的には、スク
リーン縁部に沿った起動パターンは、形式ＡＡ－ＡＢ－ＢＢ－ＢＣ－ＣＣ－ＣＤ．．．で
あり、各対の第１の文字は、エミッタを指定し、第２の文字は、レシーバを指定する。従
って、ＡＡ－ＡＢでは、同じエミッタが、２つのレシーバで起動し、ＡＢ－ＢＢでは、２
つのエミッタが、同じレシーバで起動する。コーナを回った時に、起動第１１と同様に、
パターンがリセットされる。有効エミッタ２０９は、以前に起動したレシーバ３１１によ
り検出されず、その理由は、エミッタ２０９及びレシーバ３１１は、反対側のスクリーン
縁部に沿って位置していないからである。代替的に、エミッタ２０９は、レシーバ３１２
により検出され、従って、垂直のスクリーン寸法に沿った新しいＡＡ－ＡＢ－ＢＢ－ＢＣ
．．．起動パターンが開始される。コントローラは、走査シーケンスレジスタに基づいて
パターンリセットを処理し、これは、スクリーン縁部に沿った走査がいつ完了したかを示
すものである。
【０３９０】
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　本発明の実施形態により各スクリーン縁部に沿って交替するエミッタ及びレシーバを有
するタッチスクリーン８００の略示図である図１６８を参照する。図１６５に示すように
、各エミッタは、２つのレシーバの間に位置し、従って、何らかの番号ｎに対して、所定
の縁部に沿ってｎ個のエミッタ及びｎ＋１つのレシーバがある。図１６５は、１０個のエ
ミッタ２０４～２１３及び１４個のレシーバ３０６～３１９によって取り囲まれたタッチ
スクリーン８００を示している。図１６４を参照して上述したように、各エミッタは、２
つのレシーバと対にされる。図１６８内の破線の矢印１７４及び１７５は、エミッタ２０
４の２回の起動、すなわち、レシーバ３１６により検出された起動及びレシーバ３１５に
より検出された別の起動を示している。
【０３９１】
　本発明の実施形態により、起動シーケンスがスクリーン縁部に沿って一連のエミッタの
端部に達した時に、起動パターンは、隣接した縁部に沿ったエミッタが起動する時に再開
される。本発明の別の実施形態により、検出レシーバによる各エミッタの向きの角度は、
垂線からエミッタが配置される縁部まで実質的に４５°である。このような場合に、隣接
した縁部に沿ったレシーバは、スクリーンコーナの近くのエミッタから光を検出するよう
に作動する。従って、起動パターンは再開されず、代わりに、一連の起動エミッタがコー
ナを回る時に続行される。代替的に、コントローラは、各スクリーン寸法に沿ってコント
ローラにより起動すべき最終ＬＥＤの索引を記憶するためにレジスタを使用してコーナを
回った時に起動パターンを再開することができる。
【０３９２】
　本発明の実施形態により、コントローラは、単純な状態機械であり、かつＡＲＭコアの
ようなプロセッサコアを含まない。従って、本発明のコントローラの費用は低い。本発明
のコントローラを使用する光ベースのタッチスクリーンは、同等の容量性タッチスクリー
ンほどは費用が掛からず、その理由は、容量タッチスクリーンには、多くの信号を積分し
てタッチ位置を計算するためにプロセッサコアが必要であるからである。迅速な応答時間
をもたらすために、容量タッチスクリーンは、ホストプロセッサにこの計算をアンロード
する代わりに、専用プロセッサコアを使用してタッチ位置を計算する。逆に、これは、容
量タッチスクリーンの材料費を増加させる。これとは対照的に、本発明の光ベースのタッ
チスクリーンでは、２つの隣接レシーバ値を使用して軸線に沿ったタッチ位置を計算し、
それによってホストは、タッチ位置を計算することができ、その結果、低コストコントロ
ーラの使用が可能である。
【０３９３】
　本発明の実施形態により、複数のコントローラは、タッチスクリーン８００を制御する
ように作動させることができる。上述したように、チップパッケージ７３１は、光ベース
のタッチスクリーンのための少なくとも１つの付加的なコントローラ７７４との走査コン
トローラ回路７５９の作動を調整するチップ選択（ＣＳ）ピン７３７を含む。
【０３９４】
　本発明の一実施形態により、コントローラは、本明細書で上述した構成第６のタッチス
クリーンに対して起動シーケンスをサポートする。第１の実施形態において、エミッタは
、２つのスクリーン縁部に沿った位置決めされ、直反対側のそれぞれのレシーバは、図６
３に示すように、残りの２つのスクリーン縁部に沿った位置決めされる。各エミッタは、
そのそれぞれのレシーバに２ピッチ幅の光ビームを送る。図６４を参照して本明細書で上
述した要素５３０のような光学要素は、隣接幅広ビームとこの幅広ビームをインターリー
ブしてスクリーンを覆う２組の重なり合う幅広ビームを生成し、例えば、１つ置きのビー
ムを含む組がスクリーンを覆う。図６９は、エミッタ２００が間にあってそれぞれのエミ
ッタ２０１及び２０２によって生成されたビーム１６８及び１６９によって覆われた隣接
区域を示している。
【０３９５】
　２つの起動シーケンス、すなわち、タッチが検出されない時の低分解能の検出のための
起動シーケンス、及び１つ又はそれよりも多くの検出されたタッチをトレースする高分解
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能検出のための起動シーケンスが供給される。低分解能の検出では、１つ置きのエミッタ
－レシーバ対が、１つのスクリーン縁部に沿って起動する。矩形スクリーンに対しては、
短い方の縁部が使用される。均一に構成要素の使用を配分するためにエミッタ－レシーバ
対の奇数と偶数の組が交互に起動される。従って、低分解能の検出では、各エミッタは、
１つのレシーバで起動するように構成され、ステップ係数は１であり、すなわち、１つ置
きのエミッタが起動される。高分解能検出モードでは、各エミッタは、１つのレシーバで
起動するように構成され、ステップ係数は０であり、すなわち、全てエミッタが起動され
る。このモード内の走査は、両方のエミッタを並べたスクリーン縁部に沿ってエミッタを
起動する。
【０３９６】
　代替的な実施形態において、エミッタ及びレシーバは、図７９に示すようにスクリーン
縁部に沿って交替している。各エミッタは、そのそれぞれのレシーバに２ピッチ幅の光ビ
ームを送る。図６４を参照して本明細書で上述した要素５３０のような光学要素は、隣接
幅広ビームとこの幅広ビームをインターリーブしてスクリーンを覆う２組の重なり合う幅
広ビームを生成し、例えば、１つ置きのビームを含む組がスクリーンを覆う。図７８は、
レシーバ３００が間にあってそれぞれのエミッタ２０１及び２０２によって生成されたビ
ーム１６８及び１６９によって覆われた隣接区域を示している。
【０３９７】
　この実施形態において、３つの起動シーケンス、すなわち、１つの軸線上の検出を使用
する低分解能検出のための起動シーケンス、２つの軸線上の検出を使用する高分解能検出
のための起動シーケンス、及び４本の軸線での検出を使用する高分解能検出のための起動
シーケンスが供給される。低分解能の検出では、１つ置きのエミッタ－レシーバ対が、１
つのスクリーン縁部に沿って起動される。矩形スクリーンに対しては、短い方の縁部が使
用される。均一に構成要素の使用を配分するために、奇数及び偶数の組のビームが交互に
起動される。しかし、隣接ビームが反対方向に向けられるので、エミッタは、エミッタの
指標が単一のスクリーン縁部に沿って増分されるように構成されるような方法でＡＳＩＣ
　ＬＥＤコネクタに接続される。従って、ステップ係数は０であり、すなわち、１つ置き
のビームが起動され、起動連続は、有効縁部に沿った最終エミッタで終了する。代替的な
実施形態において、エミッタは、エミッタの指標が一連のビームと共に増分するように構
成されるような方法でＡＳＩＣ　ＬＥＤコネクタに接続される。この場合に、ステップ係
数は１であり、すなわち、１つ置きのビームが起動される。
【０３９８】
　２つの軸線に沿ったビームを使用する高分解能検出モードでは、各エミッタは、１つの
それぞれのレシーバで起動するように構成され、従って、ステップ係数は０であり、起動
連続は、全てのエミッタをカバーする。
【０３９９】
　４本の軸線に沿ったビームを使用する高分解能検出モードでは、複数の起動が実行され
る。第１の起動は、水平及び垂直軸線に沿ったビームを起動する。初期エミッタ指標は、
初期レシーバ指標に適合し、エミッタ指標は、レシーバ指標と共に増分される。第２の起
動連続は、第１の組の斜めのビームを起動する。この場合に、初期エミッタ及びレシーバ
指数は、初期エミッタからの斜めビームの１つの終点を定義する。エミッタ指標は、次に
、スクリーン周りのレシーバ指標と共に増分される。第３の起動連続は、第２の組の斜め
のビームを起動する。この場合に、初期エミッタ及びレシーバ指数は、初期エミッタから
の第２の斜めビームの終点を定義する。
【０４００】
　弾力性タッチ面
　本発明の実施形態により可撓性圧縮性層が面の上にあるタッチ面の略示図である図１６
９を参照する。タッチ検出を供給するために面の上方で横断する光ビームは、圧縮性層を
通して誘導される。図１６９は、ＰＣＢ７００上のエミッタ２００及びレシーバ３００と
、ディスプレイ６４２の上方に位置して導光体の外縁に接合された弾力可撓性層６５０と
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を示している。導光体は、２つのユニット、すなわち、上側部分４６３及び下側部分４６
４を有する。一般的に、層６５０は、ディスプレイ４６２が見えるように透明である。
【０４０１】
　本発明の実施形態による図１６９のタッチ面の拡大図である図１７０を参照する。図１
７０に示すように、光ビーム１００は、エミッタ２００から導光体ユニット４６３及び４
６４を通って可撓性層６５０に進む。光ビーム１００は、図１６９に示すそれぞれのレシ
ーバ３００により面の反対側の縁部で検出される。
【０４０２】
　本発明の実施形態により図１６９のタッチ面の可撓性圧縮性層を押し下げてその上に圧
痕を生成する物体の略示図である図１７１を参照する。図１７１に示すように、ユーザは
、層６５０上で指９００を押圧し、ビームがレシーバ３００に到達することができる前に
圧痕の位置を横切って移動するあらゆるビーム１００を阻害又は抑圧する。ビーム１００
のこのような阻害又は抑圧は、２つの測定可能な効果、すなわち、（ｉ）ビームが向けら
れた対応するレシーバ又はレシーバ群３００での検出信号の減少、及び（ｉｉ）抑圧され
たビームを受け取るレシーバの他のものでの検出信号の増大を有する。更に、圧痕が大き
いほど、阻害が大きい。従って、一部のレシーバでの行方不明の予想された光の量及び他
のレシーバでの検出増大のパターンは、層６５０上で指９００により掛けられる圧力の量
を示している。
【０４０３】
　層６５０が単一のゲル状本体として形成された時に、大量の下向きの圧力により生成さ
れた深い圧痕は、浅い圧痕より広い半径を有する。次に、レシーバで検出される光量は、
この半径の幅を示し、それによって指９００によって印加された下向き力の量が決まる。
一般的に、本発明の実施形態の場合のように伝達体内への圧痕により生成される遮断かつ
抑圧されたビームのパターンは、物体が伝達体の面に到達するがそこに圧痕を形成しない
時に剛体内に伝達される光の抑圧された内部全反射よりもより有意である。
【０４０４】
　本発明の実施形態により可撓性圧縮性層が面の上にある代替タッチ面の略示図である図
１７２を参照する。図１７２のタッチ面では、可撓性層６５０は、導光体ユニット４６３
の上縁と面一であり、かつ空隙８４３を形成するためにディスプレイ６４２の面の上方に
吊される。図１７２は、エミッタ２００から放出された２つの光ビームを示している。第
１の光ビーム１００は、層６５０を通り、第２の光ビーム１０１は、空隙８４３を横切っ
て進む。
【０４０５】
　本発明の実施形態により図１７２のタッチ面の可撓性圧縮性層を押し下げてその上に圧
痕を生成する物体の略示図である図１７３を参照する。上から彼の指９００を層６５０に
押圧するユーザは、層を曲げてビーム１００を乱す。更に、湾曲した層は、空隙８４３に
延びてビーム１０１を遮断する。
【０４０６】
　本発明の代替的な実施形態において、層６５０は、薄い弾性膜であり、空隙８４３の内
側のビームのみがタッチ検出に使用される。この代替的な実施形態において、光は、膜を
通じて送られず、膜は、デバイスを包み込むことができる。
【０４０７】
　本発明の一部の実施形態において、薄い透明な弾性膜は、タッチ面にパチンと留まり、
パチンと外れるフレームの内側に置かれる。一実施形態において、警察又は消防署のため
の受話器は、上述したように光ベースのタッチ面を含み、この光ベースのタッチ面は、弾
性上層なしで一般的に使用される。しかし、警官又は消防士が水又はデブリが面に当たっ
て面でのタッチ検出を妨げる可能性がある悪環境に遭遇した時に、警官又は消防士は、透
明な弾性層をパチンと留める。弾性層は、面を保護し、かつ水及びデブリが光ビームに到
達して間違ったタッチ検出を引き起こすのを防止する。弾性層を通して行われるタッチは
、先が尖った物体によって面上へ押される時に弾性層にテーパが付くために、弾性層なし
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で行われるタッチよりも粗い分解能で検出され、更に、悪環境では、警官又は消防士は、
手袋を着用していることが多く、それによって手袋を着用した指の面積が素手の指よりも
大きいのでタッチの分解能も低減する。これらの理由から、本発明の実施形態により、こ
のタイプの受話器は、弾性膜なしに使用して高分解能ユーザインタフェースになり、弾性
膜と共に使用すると低分解能ユーザインタフェースになる。高分解能ユーザインタフェー
スと低分解能ユーザインタフェースの間の１つの差は、ディスプレイ上に示されているボ
タンの寸法及び密度であり、すなわち、低分解能ユーザインタフェースは、離間距離が遠
い大きいボタンを使用し、高分解能ユーザインタフェースは、互いに離間距離が接近して
いる小さいボタンを使用する。低分解能ユーザインタフェースは、高分解能ユーザインタ
フェースと比較すると、走査速度を低減し、かつ面を走査する時に使用されるエミッタの
数を低減する機会が得られ、その理由は、必要とされるタッチ精度が低いからである。本
発明の一部の実施形態において、パチンと留まるフレームは、受話器がいつ弾性層にぱち
んと留められるか又は外されたかを検出し、相応に自動的に低分解能／高分解能ユーザイ
ンタフェースを切り換えるようにＲＦＩＤチップ又はそのような他の識別子を含む。
【０４０８】
　本発明の実施形態により可撓性圧縮性層が面の上にある別の代替タッチ面の略示図であ
る図１７４を参照する。図１７４は、可撓性層６５０の上方に延びる導光体ユニット４６
３の縁部を示している。第１の光ビーム１００は、物体が層６５０に接触した時に、層６
５０の上方に進んで中断される。第２の光ビーム１０１は、層６５０を通過して、物体が
層６５０に下向きの圧力を掛けてその上に圧痕を形成した時に限り中断又は抑圧される。
従って、図１７４のタッチ面では、少なくとも２つのレベルのタッチ検出、すなわち、初
期タッチの検出及び圧力によるタッチの検出が得られる。
【０４０９】
　従って、本発明の実施形態には受話器及びディスプレイ製造業者に対していくつかの長
所があることが当業者により認められるであろう。第１の長所は、図１６９～図１７２に
示すように、スクリーン周りの隆起したベゼルなしで光ベースのタッチ面を有することで
ある。この長所は、上述したように、ディスプレイの上方に吊された弾性シートを使用し
て達成される。第２の長所は、水滴、埃、及び汚れの環境において作動する光ベースのタ
ッチ面を有することである。水、埃、及び汚れは、層６５０上に沈着するが、水、埃、及
び汚れは、層６５０に圧痕を生成しないのでタッチ信号を生成しない。第３の長所は、押
された物体を包み込む半硬質のゲルの上層を使用することによって面に指又はスタイラス
を押すユーザに触覚を与える光ベースのタッチ面を有することである。半硬質の層は、デ
バイスからのユーザの指又はスタイラスに触覚フィードバックを伝達する。半硬質の材料
は、 従来技術のタッチ面デバイスに使用される剛性プラスチッ及びガラス面よりも抗し
難い触覚的感覚をユーザに伝達する。
【０４１０】
　本発明によるタッチ面は、取りわけ、シリコンのような軟質材料、光学透明の接着剤、
又は液体で満たされた空気袋を用いて「オーバーモールド」と呼ばれる導光体の二重射出
成形を行うことによって製造することができる。オーバーモールドは、単一の工程又はツ
ールで導光体及び軟質材料を嵌め合わせ、２つの別々の工程で導光体及び可撓性層を製造
することと比較して費用が低減される。
【０４１１】
　本発明による導光体は、取りわけ、高いガラス転移温度を有するポリカーボネート又は
環状オレフィンコポリマー（ＣＯＣ）で製造することができる。ＣＯＣは、ポリカーボネ
ートよりも良好な光学特性、良好な耐化学性、モールドプロパティの良好な流れ、及び低
い収縮値を有し、ひけマークの危険性が低減する。従って、ＣＯＣは、導光体設計の柔軟
性、並びに高い収率を提供する。
【０４１２】
　本発明は、小型サイズ、中間サイズ、及び大型サイズスクリーンを含むタッチ感応スク
リーンを有する電子デバイスへの広い応用を有する。そのようなデバイスは、取りわけ、
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コンピュータ、家庭エンターテインメントシステム、自動車エンターテインメントシステ
ム、セキュリティシステム。ＰＤＡ、携帯電話、電子ゲーム及びオモチャ、デジタル写真
フレーム、デジタル楽器、電子ブックリーダー、ＴＶ、及びＧＰＳナビゲータを含む。
【０４１３】
　以上の本明細書では、本発明を特定の例示的な実施形態を参照して説明した。しかし、
特許請求の範囲に説明するような本発明のより広い精神及び範囲から逸脱することなく特
定の例示的な実施形態に様々な修正及び変形を行うことができることは明らかであろう。
従って、本明細書及び図面は、制限的な意味ではなく、例示的な意味で考えるものとする
。
【符号の説明】
【０４１４】
１００　検出チャンネル
２００　エミッタ
３００　レシーバ
６３５　スクリーン
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【図３】
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