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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に配置された複数の第１の導体と、前記第１の方向に対して交差する方向に
配置された複数の第２の導体を備える導体パターンと、
　符号列信号を生成して前記複数の第１の導体に供給する符号列信号生成回路と、
　前記複数の第２の導体に接続され、前記導体パターンと指示体との間の静電容量の変化
に対応した信号を検出する信号検出回路と、
　前記信号検出回路から出力された信号をデジタル信号に変換するアナログ・デジタル変
換回路と、
　前記アナログ・デジタル変換回路から出力されたデジタル信号と、前記複数の第１の導
体に供給された符号列に対応した相関演算用符号列との相関値を求める相関検出回路を、
備え、
　前記相関値に基づいて、前記導体パターン上で操作される指示体の位置を検出するとと
もに、
　前記符号列信号生成回路から供給される前記符号列信号は、符号長が４Ｎ－１（Ｎ≧２
の整数）の直交性を有する符号列から生成されるとともに前記複数の第１の導体のそれぞ
れに対して所定の時間差で供給されるように生成され、および前記符号列信号生成回路か
らは前記４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号長との和が偶数となる所定数の補償用信号が生
成されるとともに、前記補償用信号は、前記導体パターン上で操作される指示体が存在し
ない場合に前記相関検出回路によって求められる相関値が所定の値となるように、前記複
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数の第１の導体に供給される前記符号長が４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号列信号に対応
した信号であることを特徴とする指示体検出装置。
【請求項２】
　前記補償用信号は、前記複数の第１の導体であって、前記符号列信号が供給されない導
体に供給されることを特徴とする請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項３】
　前記補償用信号は、前記複数の第１の導体に供給されることなく、前記信号検出回路に
供給されることを特徴とする請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項４】
　前記符号列信号生成回路は、変調された符号列信号を生成して前記複数の第１の導体に
供給するとともに、前記信号検出回路は、前記複数の第２の導体から出力される信号に対
し前記変調された符号列信号を復調するように構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の指示体検出装置。
【請求項５】
　前記導体パターン上で指示体が検出されない場合には、前記複数の第２の導体は所定の
シーケンスに対応して選択的に間引かれて前記信号検出回路に接続されることを特徴とす
る請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項６】
　前記導体パターンの前記第１の方向には少なくとも２×（４Ｎ－１）（Ｎ≧２の整数）
の数の第１の導体が配置されており、前記２×（４Ｎ－１）の数の第１の導体のうち、一
方の（４Ｎ－１）の数の第１の導体には前記符号列信号生成回路にて生成された符号長が
（４Ｎ－１）の符号列信号が供給されるとともに、
　前記符号長が（４Ｎ－１）の符号列信号の波形反転を行うための波形反転回路を備え、
　前記波形反転回路から出力された符号列信号が、他方の（４Ｎ－１）の数の第１の導体
に供給されることを特徴とする請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項７】
　前記信号検出回路は差動増幅回路を備えており、前記複数の第２の導体における互いが
近接する位置に配置された第２の導体が前記差動増幅回路に選択的に接続されることを特
徴とする請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項８】
　前記差動増幅回路に選択的に接続された前記第２の導体の間には少なくとも１本の第２
の導体が介在配置されることを特徴とする請求項７に記載の指示体検出装置。
【請求項９】
　前記相関検出回路によって求められた前記相関値の３次元空間分布に基づいて、前記導
体パターン上で前記指示体が指示した位置の指示圧を求めるようにしたことを特徴とする
請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項１０】
　前記相関検出回路によって求められた前記相関値の３次元空間分布と、前記指示体の前
記導体パターン上での接触面積とに基づいて、前記導体パターン上で前記指示体が指示し
た位置の指示圧を求めるようにしたことを特徴とする請求項１に記載の指示体検出装置。
【請求項１１】
　第１の方向に配置された複数の第１の導体と、前記第１の方向に対して交差する方向に
配置された複数の第２の導体を備える導体パターンの前記複数の第１の導体に、符号長が
４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の直交性を有する符号列から生成された符号列信号を供給し、
　前記複数の第２の導体から前記導体パターンと指示体との間の静電容量の変化に対応し
た信号を検出し、
　前記導体パターンと指示体との間の静電容量の変化に対応した前記信号に対応したデジ
タル信号と、前記複数の第１の導体に供給の符号列に対応した相関演算用符号列との相関
値を求め、前記相関値に基づいて前記導体パターン上で操作される指示体の位置を検出す
るとともに、
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　前記複数の第１の導体に供給される符号列信号を形成する前記４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数
）の符号長との和が偶数となる所定数の補償用信号を生成するとともに、
前記補償用信号は、前記導体パターン上でに指示体が存在しない場合に前記相関演算用符
号列に基づいて求められた相関値が所定の値となるように、前記符号長が４Ｎ－１（Ｎ≧
２の整数）の符号列信号に対応した信号であることを特徴とする指示体検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指示体検出装置及び指示体検出方法に関し、より詳細には、静電結合方式に
より指示体を検出する指示体検出装置及び指示体検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネル等に用いられる指示体の位置検出の方式として、例えば、抵抗膜方
式、静電結合方式（静電容量方式）等の種々のセンサー方式が提案されている。そのなか
で、近年、静電結合方式の指示体検出装置の開発が盛んに行われている。
【０００３】
　静電結合方式には、表面型（Surface Capacitive Type）と投影型（Projected Capacit
ive Type）の２種類の方式がある。表面型は、例えばＡＴＭ（Automated Teller Machine
：現金自動預入支払機）等に適用されており、投影型は、例えば携帯電話機等に適用され
ている。なお、両方式ともセンサー電極と指示体（例えば、指、静電ペン等）との間の静
電結合状態の変化を検出して、指示体の位置を検出する。
【０００４】
　投影型静電結合方式の指示体検出装置は、例えばガラスなどの透明基板や透明フィルム
上に電極を所定パターンで形成して構成し、指示体が接近した際の指示体と電極との静電
結合状態の変化を検出する。従来、このような方式の指示体検出装置に関しては、その構
成を最適化するための様々な技術が提案されている（例えば、特許文献１－３を参照のこ
と）。なお、特許文献１には、直交拡散符号を用いた符号分割多重化方式を、マルチユー
ザタッチシステムに適用する技術が記載されている。特許文献２には、疑似ランダム信号
を使用した座標入力装置が記載されている。また、特許文献３には、静電容量型座標装置
で使用されるペンが記載されている。
【０００５】
　さらに、従来、投影型静電結合方式を発展させたクロスポイント静電結合方式と呼ばれ
る方式の指示体検出装置が提案されている。ここで、クロスポイント静電結合方式の指示
体検出装置の動作を、図面を参照しながら簡単に説明する。図８４（ａ）及び（ｂ）に、
クロスポイント静電結合方式の指示体検出装置におけるセンサ部近傍の概略構成及び出力
信号波形をそれぞれ示す。
【０００６】
　一般に、センサ部６００は、複数の送信導体６０２からなる送信導体群６０１と、複数
の受信導体６０４からなる受信導体群６０３とを備える。なお、送信導体群６０１と、受
信導体群６０３との間には絶縁層が形成される。送信導体６０２は、所定方向（図８４（
ａ）中のＸ方向）に延在した所定の形状を有する導体であり、複数の送信導体６０２は、
互いに所定間隔離して並列配置される。また、受信導体６０４は、送信導体６０２の延在
方向に交差する方向（図８４（ａ）中のＹ方向）に延在した所定の形状を有する導体であ
り、複数の受信導体６０４は、互いに所定間隔離して並列配置される。
【０００７】
　このような構成のセンサ部６００では、所定の送信導体６０２に所定の信号を供給し、
その所定の送信導体６０２と、受信導体６０４との交差点（以下、クロスポイントという
）に流れる電流の変化を各クロスポイントで検出する。センサ部６００上において、指等
の指示体６１０が置かれている位置では、電流が指示体６１０を介して分流され、受信導
体６０４に流入する電流が変化する。それゆえ、電流が変化するクロスポイントを検出す
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ることにより、指示体６１０の位置を検出することができる。また、クロスポイント静電
結合方式の指示体検出装置では、図８４（ａ）及び（ｂ）に示すように、センサ部６００
上に複数のクロスポイントが形成されるので、同時的に指示体の多点検出が可能になる。
【０００８】
　ここで、より具体的に、クロスポイント静電結合方式の位置検出の原理を説明する。例
えば、いま、図８４（ａ）に示すように、送信導体Ｙ６に所定の信号を供給し、送信導体
Ｙ６上での指示体６１０（例えば指）の指示位置を検出する例を考える。送信導体Ｙ６に
信号を供給した状態で、まず、受信導体Ｘ１及びＸ２に流れる電流の差を差動増幅器６０
５を介して検出する。次いで、所定時間経過後、受信導体をＸ２及びＸ３に切替えて、両
受信導体間の電流差を検出する。この動作を受信導体ＸＭまで繰り返す。
【０００９】
　この際、送信導体Ｙ６上の各クロスポイントの位置における差動増幅器６０５の出力信
号のレベル変化を求める。その特性を示したのが図８４（ｂ）である。図８４（ｂ）の特
性は、受信導体Ｘ１～ＸＭが時間的に順次選択されて差動増幅器６０５に接続されて出力
された検出信号を示す。なお、図８４（ｂ）中の破線で示す特性は、差動増幅器６０５か
ら出力される信号のレベル変化を示しており、実線の特性は差動増幅器６０５の出力信号
の積分値の変化を示している。
【００１０】
　図８４（ａ）及び（ｂ）に示す例において、送信導体Ｙ６上では受信導体Ｘ５及びＸＭ

－５とのクロスポイント付近に指示体６１０（指）が置かれているので、このクロスポイ
ント付近に流れる電流が変化する。それゆえ、図８４（ｂ）に示す例では、送信導体Ｙ６

上の受信導体Ｘ５及びＸＭ－５のクロスポイント付近に対応する位置で、差動増幅器６０
５の出力信号が変化し、その積分値が変化する。この積分値の変化に基づいて、指示体６
１０の位置を検出することができる。従来の指示体検出装置では、上述のような検出を送
信導体６０２を１本毎に切り替えながら行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－２２１５８号公報
【特許文献２】特開平９－２２２９４７号公報
【特許文献３】特開平１０－１６１７９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述のような従来のクロスポイント静電結合方式の指示体検出装置では、各クロスポイ
ント毎に指示体の位置検出処理を行うので、全クロスポイントに対する検出時間が長くな
るという問題がある。例えば、６４本の送信導体及び１２８本の受信導体を備えるセンサ
部において、各クロスポイントでの検出処理時間を２５６μｓｅｃとすると、全クロスポ
イント（８１９２個）で約２ｓｅｃの検出時間がかかることとなり実用的ではない。
【００１３】
　上記問題に鑑み、本発明は、指示体をより高速に検出することができるクロスポイント
静電結合方式の指示体検出装置及び指示体検出方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記問題を解決するために、本発明の指示体検出装置は、導体パターンと、符号列信号
生成回路と、信号検出回路と、アナログ・デジタル変換回路と、相関検出回路と、メモリ
回路とを備え、メモリ回路に記憶された相関値に基づいて、導体パターン上の指示体を検
出するようにした。
　なお、本発明の指示体検出装置を構成する各部の構成及び機能は次の通りとした。導体
パターンは、第１の方向に配置された複数の第１導体と、第１の方向に対して交差する方
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向に配置された複数の第２導体とからなる。符号列信号生成回路は、直交性を備え且つ互
いに位相の異なる１あるいは複数の符号列に基づいて生成された複数の信号のそれぞれを
、第１導体に供給する。信号検出回路は、複数の第２導体に接続され、導体パターンと指
示体との間の静電容量の変化に対応した信号を検出する。アナログ・デジタル変換回路は
、信号検出回路から出力された信号を１ワードが複数ビットから成るデジタル信号に変換
する。相関検出回路は、アナログ・デジタル変換回路から出力された、各ワードが複数ビ
ットから成るワード列と符号列との相関値を求める。そして、メモリ回路は、相関検出回
路から出力された相関値を記憶する。
　そして、この相関値に基づいて、導体パターン上で操作される指示体の位置を検出する
とともに、符号列信号生成回路は、複数の第１導体に供給される、符号長が４Ｎ－１（Ｎ
≧２の整数）の符号列信号と、前記４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号長との和が偶数とな
る所定数の補償用信号を生成する。
　なお、この補償用信号は、導体パターン上で操作される指示体が存在しない場合に相関
検出回路によって求められる相関値が所定の値となるように、複数の第１の導体に供給さ
れる符号長が４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号列信号に対応した信号である。
【００１５】
　なお、本明細書でいう「直交性を備える符号列に基づいて生成された信号」とは、該信
号が、符号列そのものである場合だけでなく、符号列に対して例えば変調等の所定の処理
を施した信号も含む意味である。
【００１６】
　また、本発明の指示体検出方法は、次のような手順で行う。まず、第１の方向に配置さ
れた複数の第１導体と、第１の方向に対して交差する方向に配置された複数の第２導体と
からなる導体パターンにおける、複数の第１導体に直交性を備え且つ互いに位相の異なる
１あるいは複数の符号列に基づいて生成された複数の信号のそれぞれを供給する。次いで
、複数の第２の導体から導体パターンと指示体との間の静電容量の変化に対応した信号を
検出し、導体パターンと指示体との間の静電容量の変化に対応したデジタル信号と、複数
の第１導体に供給の符号列に対応した相関演算用符号列との相関値を求める。
　そして、この相関値に基づいて導体パターン上で操作される指示体の位置を検出すると
ともに、前記複数の第１導体に供給される、符号長が４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号列
信号と、前記４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号長との和が偶数となる所定数の補償用信号
を生成する。
　なお、ここで生成される補償用信号は、導体パターン上で操作される指示体が存在しな
い場合に相関演算用符号列に基づいて求められた相関値が所定の値となるように、複数の
第１導体に供給される前記符号長が４Ｎ－１（Ｎ≧２の整数）の符号列信号に対応した信
号である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、直交性を備え且つ互いに位相の異なる１あるいは複数の符号列に基づいて
生成された複数の信号を複数の送信導体のそれぞれに同時に供給して、導体パターン上の
指示体の存在およびその指示位置を検出する。すなわち、複数のクロスポイントに対して
同時に指示体の検出処理を行うことができる。それゆえ、本発明によれば、クロスポイン
ト静電結合方式の指示体検出装置において、より高速に指示体の存在およびその指示位置
を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施形態に係る指示体検出装置の概略ブロック構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る指示体検出装置のセンサ部の概略断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る指示体検出装置の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図４】第１の実施形態に係る指示体検出装置のＩ／Ｖ変換回路及びＡ／Ｄ変換器の概略
構成図である。
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【図５】第１の実施形態に係る指示体検出装置の信号検出回路の別の構成例である。
【図６】第１の実施形態に係る指示体検出装置における相関回路の概略構成図である。
【図７】第１の実施形態に係る指示体検出装置の相関器のブロック構成図である。
【図８】第１の実施形態に係る指示体検出装置の位置検出回路の概略構成図である。
【図９】図９（ａ）～（ｇ）は、第１の実施形態に係る指示体検出装置の各部の動作を説
明するためのタイムチャートである。
【図１０】第１の実施形態に係る指示体検出装置における位置検出の原理を説明するため
の図である。
【図１１】図１１（ａ）は、受信導体Ｙ１２４で検出される信号波形であり、図１１（ｂ
）は、拡散符号の波形であり、図１１（ｃ）は、送信導体Ｙ９に供給される拡散符号に対
する相関特性である。
【図１２】センサ部上に指示体が存在しない場合の相関器の出力信号波形である。
【図１３】第１の実施形態に係る指示体検出装置における位置検出の原理を説明するため
の図である。
【図１４】図１４（ａ）は、センサ部上に指示体が存在しない場合の送信導体及び受信導
体間の静電結合状態を示す図であり、図１４（ｂ）は、センサ部上に指示体が存在する場
合の送信導体及び受信導体間の静電結合状態を示す図である。
【図１５】センサ部上に指示体が存在する場合の相関器の出力信号波形である。
【図１６】第１の実施形態に係る指示体検出装置における位置検出の原理を説明するため
の図である。
【図１７】センサ部上に指示体が存在する場合の相関器の出力信号波形である。
【図１８】第１の実施形態に係る指示体検出装置における位置検出の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１９】変形例１の指示体検出装置の概略ブロック構成図である。
【図２０】図２０（ａ）は、第２の実施形態におけるＰＳＫ変調前の拡散符号の波形であ
り、図２０（ｂ）は、ＰＳＫ変調後の信号波形である。
【図２１】第２の実施形態の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図２２】第２の実施形態の相関回路のブロック構成図である。
【図２３】変形例２の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図２４】図２４（ａ）は、第３の実施形態におけるＦＳＫ変調前の拡散符号の波形であ
り、図２４（ｂ）は、ＦＳＫ変調後の信号波形である。
【図２５】第３の実施形態に係る拡散符号供給回路のブロック構成図である。
【図２６】第３の実施形態の相関回路のブロック構成図である。
【図２７】図２７（ａ）及び（ｂ）は、変形例３の指示体検出装置における送信導体に供
給する拡散符号の送信シーケンスの様子を示す図である。
【図２８】変形例３の送信部のブロック構成図である。
【図２９】変形例４の指示体検出装置における送信部の概略構成図である。
【図３０】第４の実施形態の指示体検出装置の概略ブロック構成図である。
【図３１】第４の実施形態の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図３２】第４の実施形態の送信導体選択回路の概略構成図である。
【図３３】第４の実施形態の送信導体選択回路における送信導体の切替え動作の様子を示
す図である。
【図３４】送信導体選択回路における送信導体の別の切替え動作の様子を示す図である。
【図３５】第４の実施形態の受信導体選択回路及び信号検出回路の概略構成図である。
【図３６】第４の実施形態の受信導体選択回路における受信導体の切替え動作の様子を示
す図である。
【図３７】第４の実施形態に係る指示体検出装置の信号検出回路の別の構成例である。
【図３８】第４の実施形態の相関回路の概略構成図である。
【図３９】第４の実施形態に係る指示体検出装置における位置検出の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
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【図４０】変形例５の指示体検出装置の概略ブロック構成図である。
【図４１】変形例６の送信導体選択回路における送信導体の切替え動作の様子を示す図で
ある。
【図４２】変形例６の送信導体選択回路の概略構成図である。
【図４３】変形例６の送信導体選択回路における送信導体の別の切替え動作の様子を示す
図である。
【図４４】変形例７の受信導体選択回路における受信導体の切替え動作の様子を示す図で
ある。
【図４５】変形例７の受信導体選択回路の概略構成図である。
【図４６】変形例８のセンサ部の概略断面図である。
【図４７】変形例９のセンサ部の概略断面図である。
【図４８】変形例１０における送信導体の導体形状を示す図である。
【図４９】変形例１１における送信導体の導体形状を示す図である。
【図５０】変形例１２のセンサ部の概略構成図である。
【図５１】図５１（ａ）は、変形例１２のセンサ部における送信導体側の透明電極膜の配
置を示す図であり、図５１（ｂ）は、受信導体側の透明電極膜の配置を示す図である。
【図５２】変形例１３のセンサ部の概略構成図である。
【図５３】変形例１４の受信部における信号の検出形態を示す図である。
【図５４】変形例１５の受信部における信号の検出形態を示す図である。
【図５５】変形例１６の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図５６】変形例１６における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の関係を示す模式図である。
【図５７】図５７（ａ）及び（ｂ）は、変形例１６における送信導体の切替え動作の様子
を示す図である。
【図５８】図５８（ａ）～（ｃ）は、変形例１６における送信導体の別の切替え動作の様
子を示す図である。
【図５９】変形例１７の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図６０】変形例１８の拡散符号供給回路の概略構成図である。
【図６１】変形例１９における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の関係を示す模式図である。
【図６２】変形例２０における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の関係を示す模式図である。
【図６３】変形例２１における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の関係を示す模式図である。
【図６４】変形例２１における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の別の関係を示す模式図である。
【図６５】変形例２２における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の関係を示す模式図である。
【図６６】変形例２２における送信部の拡散符号の供給形態と受信部の信号の検出形態と
の別の関係を示す模式図である。
【図６７】変形例２３において、指示体がホバーリング状態にない場合の送信部の拡散符
号の供給形態と受信部の信号の検出形態との関係を示す模式図である。
【図６８】変形例２３において、指示体がホバーリング状態にある場合の送信部の拡散符
号の供給形態と受信部の信号の検出形態との関係を示す模式図である。
【図６９】図６９（ａ）及び（ｂ）は、変形例２４におけるホバーリング状態の識別原理
を説明するための図である。
【図７０】図７０（ａ）及び（ｂ）は、変形例２４におけるホバーリング状態の識別原理
を説明するための図である。
【図７１】変形例２４におけるホバーリング状態の識別原理を説明するための図である。
【図７２】変形例２６において、位置検出時の検出面における検出レベル分布のアパーチ
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ャ比の調整方法を説明するための図である。
【図７３】変形例２６において、位置検出時の検出面における検出レベル分布のアパーチ
ャ比の調整方法を説明するための図である。
【図７４】変形例２７の指示体検出装置の概略ブロック構成図である。
【図７５】図７５（ａ）は、拡散符号を送信導体の片側から供給した場合の様子を示す図
であり、図７５（ｂ）は、その場合における受信導体の位置と、検出信号のレベル及び位
相遅れの比（レベル／位相）との関係を示す図である。
【図７６】図７６（ａ）は、変形例２８において、拡散符号を送信導体の両側から供給し
た場合の様子を示す図であり、図７６（ｂ）は、その場合における受信導体の位置と、検
出信号のレベル及び位相遅れの比（レベル／位相）との関係を示す図である。
【図７７】変形例２９の指示体検出装置における受信ゲイン値設定回路のブロック構成図
である。
【図７８】変形例２９の絶対値検波回路の概略構成図である。
【図７９】変形例３０において、指示体の指示圧を求める原理を説明するための図である
。
【図８０】変形例３０において、指示体の指示圧を求める原理を説明するための図である
。
【図８１】変形例３０において、指示体の指示圧を求める原理を説明するための図である
。
【図８２】変形例３１の指示体検出装置の概略構成図である。
【図８３】変形例３１の指示体検出装置の別の概略構成図である。
【図８４】図８４（ａ）は、従来のクロスポイント静電結合方式の指示体検出装置の概略
構成図であり、図８４（ｂ）は、出力信号波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の指示体検出装置及び指示体検出方法の実施形態を、図面を参照しながら
、以下の順で説明する。なお、以下の実施形態では、指示体検出装置を例に挙げて説明す
るが、本発明はこの実施形態に限定されるものではない。
１．第１の実施形態：基本構成例
２．第２の実施形態：ＰＳＫ変調された拡散符号を用いる構成例
３．第３の実施形態：ＦＳＫ変調された拡散符号を用いる構成例
４．第４の実施形態：送信導体群及び受信導体群をエリア分割する構成例
【００２０】
＜１．第１の実施形態＞
　第１の実施形態では、本発明の指示体検出装置及び指示体検出方法の基本構成例を説明
する。なお、本発明の位置検出方式は、センサ部の送信導体及び受信導体間の静電結合状
態の変化に基づいて指示体の位置を検出する静電結合方式を採用する。また、本実施形態
では、全ての送信導体に拡散符号（符号列）を同時に供給し、それぞれの受信導体で同時
に信号検出を行う構成例について説明する。
【００２１】
［指示体検出装置の構成］
　図１に、第１の実施形態に係る指示体検出装置の概略構成を示す。指示体検出装置１０
０は、主に、センサ部１０（導体パターン）と、送信部２０と、受信部３０と、位置検出
回路３４と、拡散符号生成回路４０と、制御回路５０とで構成される。以下、各部の構成
について説明する。
【００２２】
　まず、センサ部１０の構成を図１及び２を参照しながら説明する。なお、図２は、セン
サ部１０の概略断面図であり、図１中センサ部１０のＸ方向から見た断面図である。セン
サ部１０は、第１ガラス基板１５と、複数の送信導体１２（第１導体）からなる送信導体
群１１と、複数の受信導体１４（第２導体）からなる受信導体群１３と、スペーサ１６と
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、第２ガラス基板１７とを備える。そして、送信導体群１１（送信導体１２）、スペーサ
１６、受信導体群１３（受信導体１４）及び第２ガラス基板１７が、第１ガラス基板１５
上に配置される。
【００２３】
　なお、本実施形態では、指や静電ペン等の指示体（被検出体）の検出面は、第２ガラス
基板１７側の表面になる。また、本実施形態では、第１ガラス基板１５及び第２ガラス基
板１７の代わりに、合成樹脂等からなるシート状（フィルム状）基材を用いてもよい。
【００２４】
　送信導体１２及び受信導体１４は、例えば、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）膜からなる透
明電極膜、あるいは銅箔等で形成される。送信導体１２の電極パターンは、例えば、次の
ように形成することができる。まず、上述した材料等で形成された電極膜を、例えば、ス
パッタ法、蒸着法、塗布法等により第１ガラス基板１５上に形成する。次いで、形成した
電極膜をエッチングして、所定の電極パターンを形成する。受信導体１４の電極パターン
も同様にして第２ガラス基板１７上に形成することができる。
【００２５】
　また、送信導体１２及び受信導体１４を銅箔で形成する場合には、銅粒子を含むインク
をガラス板等上に吹き付けて所定の電極パターンを形成することもできる。
【００２６】
　なお、送信導体１２及び受信導体１４の形状に関しては、例えば直線状（ライン形状）
導体で形成することができる。また、送信導体１２の形状に関してはダイヤモンド形状、
直線パターンなどがある。なお、受信導体１４の幅より広くすることが好ましい。
【００２７】
　スペーサ１６は、例えば、ＰＶＢ（ポリビニルブチラール）、ＥＶＡ（エチレン酢酸ビ
ニルコポリマー）、アクリル系樹脂等の合成樹脂で形成することができる。また、スペー
サ１６は、高屈折率（高誘電率）のシリコン樹脂等で構成することもできる。この場合、
スペーサ１６での視差を抑制することができ光学特性が改善される。
【００２８】
　スペーサ１６を合成樹脂で形成する場合、例えば、次のようにして形成することができ
る。まず、プラスチックシートを送信導体１２及び受信導体１４間を挟み込む。次いで、
導体間を真空引きしながら加圧及び加熱してスペーサ１６を形成する。また、例えば、液
体状の合成樹脂を送信導体１２及び受信導体１４間に流し込み、その後、合成樹脂を固化
してスペーサ１６を形成してもよい。
【００２９】
　送信導体群１１は、所定方向（図１中のＸ方向）に延在した複数の送信導体１２から構
成される。そして、複数の送信導体１２は、図１中のＹ方向（第１の方向）に、互いに所
定間隔離して並列配置される。また、受信導体群１３は、送信導体１２の延在方向に交差
する方向に延在した複数の受信導体１４から構成される。そして、複数の受信導体１４は
、図１中のＸ方向に、互いに所定間隔離して並列配置される。
【００３０】
　なお、本実施形態では、送信導体１２の延在方向と受信導体１４の延在方向とが直交す
る例を説明するが、本発明はこれに限定されない。両導体の延在方向が必ずしも直交する
必要はなく、位置検出のためのクロスポイントが生成されるように、送信導体１２の延在
方向と受信導体１４の延在方向とが交差していればよい。
【００３１】
　本実施形態では、送信導体１２の本数を６４本とし、受信導体１４の本数を１２８本と
する。また、本実施形態では、送信導体１２及び受信導体１４の配置間隔（ピッチ）は、
ともに３．２ｍｍとする。ただし、本発明はこれに限定されず、送信導体１２及び受信導
体１４の本数及びピッチは、センサ部１０のサイズや必要とする検出精度等に応じて適宜
設定される。
【００３２】
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　また、図１の例では、送信導体群１１において、受信部３０が接続される側の送信導体
１２からそのインデックスｎを「１」～「６４」とし、以下では、適宜、各インデックス
ｎに対応する送信導体１２を送信導体Ｙｎとも記す。また、図１の例では、受信導体群１
３において、送信部２０が接続される側に対して遠い側の受信導体１４からそのインデッ
クスｍを「１」～「１２８」とし、以下では、適宜、各インデックスｍに対応する受信導
体１４を受信導体Ｘｍとも記す。
【００３３】
　送信部２０は、主に、送信導体群１１に所定チップ長の直交符号を供給する。この例で
は、直交符号の一例として拡散符号（符号列）が採用されており、拡散符号（符号列）を
供給する拡散符号供給回路２１（符号列信号生成回路）で構成される。なお、後述するよ
うに、本実施形態では、６３チップ長の拡散符号を送信導体群１１に供給する。
【００３４】
　図３に、拡散符号供給回路２１の概略構成、並びに、拡散符号供給回路２１と拡散符号
生成回路４０、制御回路５０及び送信導体群１１との接続関係を示す。拡散符号供給回路
２１は、シフトレジスタ２２と、補償信号生成回路２３とを備える。シフトレジスタ２２
は、並列（パラレル）入出力型のシフトレジスタであり、本実施形態では６３個のフリッ
プフロップ２２ａ（レジスタ）が多段接続されて構成される。
【００３５】
　各フリップフロップ２２ａは、制御回路５０に接続され、制御回路５０から供給される
送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄ及びクロック信号Ｓｃｌｋによりその動作が制御される。送
信ロード信号Ｓｔｌｏａｄは、拡散符号生成回路４０から出力される６３ビット（チップ
）の拡散符号をシフトレジスタ２２に入力するタイミングを制御する信号であり、本実施
形態では、後述するように、６３ビット（チップ）のデータが、送信ロード信号Ｓｔｌｏ

ａｄの入力に基づいて、各フリップフロップ２２ａに同時に入力される。クロック信号Ｓ

ｃｌｋは、１チップ周期のクロック信号である。
【００３６】
　各フリップフロップ２２ａは、保持された１チップ長の信号（符号）をクロック信号Ｓ

ｃｌｋをトリガーとして１チップ周期毎に次段のフリップフロップ２２ａにシフトする。
また、各フリップフロップ２２ａの出力端子は対応する送信導体１２に接続されており、
各フリップフロップ２２ａが保持した１チップ長の信号を次段のフリップフロップ２２ａ
にシフトする際に、その信号を対応する送信導体１２に出力する。なお、ＣＤＭＡを採用
した無線通信世界では一般的にはチップという表現が見受けられる。また、最終段のフリ
ップフロップ２２ａ（Ｄｔ６３）の出力信号は、初段のフリップフロップ２２ａ（Ｄｔ１

）に供給される構成を備えることで、６３ビットから成る符号列が巡回的に使用される。
【００３７】
　なお、図３の例では、拡散符号生成回路４０から出力される拡散符号の１チップ目の符
号ＰＮ１～６３チップ目の符号ＰＮ６３がそれぞれ入力されるフリップフロップ２２ａの
インデックスｉをそれぞれ「１」～「６３」とし、以下では、適宜、インデックスｉに対
応するフリップフロップ２２ａをＤｔｉとも記す。
【００３８】
　補償信号生成回路２３は、指示体がセンサ部１０上に存在しない場合に、各受信導体１
４で検出される電流が均衡（例えば零）するように調整するための補償信号（補償用信号
）を生成し、所定の送信導体１２にその補償信号を出力する。本実施形態では、補償信号
生成回路２３の出力端子を受信部３０の接続位置に対し最も遠い位置に配置された送信導
体１２、すなわち、送信導体Ｙ６４に接続する。このような補償信号を送信導体１２の一
つに出力する理由は、次の通りである。
【００３９】
　送信導体１２に供給される拡散符号のチップ長は、後述するように、奇数（４Ｎ－１：
Ｎは２以上の整数）であり、拡散符号の１チップ毎のレベル状態（ＨｉｇｈまたはＬｏｗ
）の信号値を足し合わせると、Ｌｏｗレベル状態の信号値になるという性質を有する。そ
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れゆえ、拡散符号の符号長（チップ数）と同じ本数の送信導体１２のそれぞれに、位相を
１チップ長分ずらした拡散符号を供給した場合、補償信号を供給しないとすれば受信導体
１４から出力される電流値は、Ｌｏｗレベル状態の信号値に対応した値となる。
【００４０】
　そこで、本実施形態では、拡散符号が供給されない送信導体１２（送信導体Ｙ６４）に
、各受信導体１４から出力される電流値の総和が零となるような補償信号を送信導体Ｙ６

４に供給する。具体的には、Ｈｉｇｈレベル状態の信号値に対応した補償信号を送信導体
Ｙ６４に供給する。これにより、受信の際に生じ得る検出レベルのオフセットを補償する
ことができる。従って、指示体がセンサ部１０上に存在する場合、指示体の位置における
電流の変動量に対応した信号を首尾良く検出することができ、指示体の検出感度が高くす
ることができる。なお、本実施形態の位置検出の詳細な原理は後で詳述する。
【００４１】
　拡散符号供給回路２１を上述のような構成にすることにより、フリップフロップＤｔ１

からＤｔ６３に向かって１チップ長ずつ位相のずれた拡散符号が送信導体Ｙ１～Ｙ６３に
供給される。換言すれば、送信導体Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙ６３には、それぞれ、同位相（Ｐ
ｈ１）、１チップの位相差（Ｐｈ２）、…、６２チップの位相差（Ｐｈ６３）有する拡散
符号が供給される。
【００４２】
　なお、送信導体１２が６３本で構成されている場合には、補償信号を送信導体１２に供
給せず、後述する信号検出回路３１に直接入力する。また、拡散符号の符号長（チップ長
）が送信導体１２の本数より大きい場合には、送信導体１２に供給されない拡散符号及び
補償信号は、後述する信号検出回路３１に直接入力する。
【００４３】
　拡散符号生成回路４０は、チップ長が４Ｎ－１（Ｎは２以上の整数）の拡散符号を生成
する。本実施形態では、拡散符号生成回路４０は、チップ長が「６３」の拡散符号を生成
する。なお、拡散符号生成回路４０で生成する拡散符号のチップ数は、送信導体１２の本
数や、後述する送信導体群１１のエリア分割数等に応じて適宜設定される。なお、通常は
、拡散符号のチップ長は、拡散符号が供給される送信導体１２の本数と同数あるいはそれ
以上の値に設定される。これは、拡散符号が供給される送信導体１２のそれぞれの導体間
で位相が同じ拡散符号が存在しないようにするためである。
【００４４】
　また、拡散符号生成回路４０の出力端子は、図３に示すように、拡散符号供給回路２１
内の各フリップフロップ２２ａに接続される。そして、拡散符号生成回路４０で生成した
拡散符号の１チップ目の符号ＰＮ１から６３チップ目の符号ＰＮ６３が送信ロード信号Ｓ
ｔｌｏａｄの入力タイミングにてそれぞれフリップフロップＤｔ１～Ｄｔ６３の入力端子
にそれぞれ同時的に供給される。
【００４５】
　図１に戻り、受信部３０は、信号検出回路３１と、Ａ／Ｄ（Analog to Digital）変換
回路３２（アナログ・デジタル変換回路）と、相関値算出回路３３とを備える。
【００４６】
　信号検出回路３１は、受信導体１４から出力された電流信号を取得し、その電流信号を
電圧信号に変換するとともに増幅する。信号検出回路３１は、例えば受信導体１４と同数
のＩ／Ｖ（電流／電圧）変換回路を備える。図４に、Ｉ／Ｖ変換回路の回路構成を示す。
Ｉ／Ｖ変換回路３１ａは、１入力１出力の増幅器３１ｂ（オペアンプ：Operational Ampl
ifier）と、コンデンサ３１ｃと、抵抗３１ｄとを並列接続して構成する。
【００４７】
　なお、本実施形態では、上述のように、信号検出回路３１内に受信導体１４と同数のＩ
／Ｖ変換回路３１ａを設ける例を説明したが、本発明はこれに限定されない。図５に、信
号検出回路３１の別の構成例を示す。図５に示す例では、信号検出回路３１内に、スイッ
チ等からなる時分割動作する受信導体選択回路３１ｆをＩ／Ｖ変換回路３１ａと受信導体
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群１３との間に設ける。図５に示す信号検出回路３１では、受信導体選択回路３１ｆで所
定時間毎に受信導体１４を順次切替えてＩ／Ｖ変換回路３１ａに選択的に接続する。信号
検出回路３１を、このような構成にすると、受信部３０内には、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａ及
びそれより後段に配置される後述の回路群を共有できる。それゆえ、この場合には受信部
３０の回路構成がより簡易になる。
【００４８】
　図１におけるＡ／Ｄ変換回路３２は、信号検出回路３１に接続され、信号検出回路３１
から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する。Ａ／Ｄ変換回路３２は、例えば
受信導体１４と同数のＡ／Ｄ変換器３２ａで構成される。図４に示すように、各Ａ／Ｄ変
換器３２ａの入力端子は信号検出回路３１内の対応する一つのＩ／Ｖ変換回路３１ａの出
力端子に接続される。なお、Ａ／Ｄ変換器３２ａの入力端子は、複数のＩ／Ｖ変換回路３
１ａの出力端子にスイッチなどの切替回路を介して選択的に接続されてもよい。この構成
によれば、Ａ／Ｄ変換器３２ａを時分割動作させることで、Ａ／Ｄ変換器３２ａを共用す
ることもできる。
【００４９】
　また、本実施形態のＡ／Ｄ変換器３２ａは、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａから出力された信号
を１ワードが複数ビット（例えば１０ビット等）から成るデジタル信号に変換するアナロ
グ－デジタル変換器である。
【００５０】
　図１における相関値算出回路３３は、Ａ／Ｄ変換回路３２に接続され、Ａ／Ｄ変換回路
３２からの出力信号と、拡散符号生成回路４０で生成される拡散符号と同じ拡散符号の相
関値を算出する。相関値算出回路３３は、受信導体１４と同数の相関回路（相関検出回路
）と、相関値記憶回路（メモリ回路）とで構成される。そして、図４あるいは図５に示す
ように、各相関回路の入力端子は、Ａ／Ｄ変換回路３２内の対応する一つのＡ／Ｄ変換器
３２ａの出力端子に接続される。
【００５１】
　図６に、相関回路及び相関値記憶回路の構成、並びに、それらの回路とＩ／Ｖ変換回路
３１ａ、Ａ／Ｄ変換器３２ａ、拡散符号生成回路４０、制御回路５０との接続関係を示す
。相関値記憶回路３３ｍは、相関回路３３ａの出力端子に接続される。
【００５２】
　相関回路３３ａは、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力されたデジタル信号と、拡散符号生成
回路４０から出力される拡散符号と同じ符号を用いて相関値を算出して出力する。
【００５３】
　相関回路３３ａは、主に、第１のシフトレジスタ３３ｂと、第２のシフトレジスタ３３
ｄと、相関器３３ｆとで構成される。
【００５４】
　なお、図６の例では、第２のシフトレジスタ３３ｄ内において、Ａ／Ｄ変換器３２ａ側
に最も近い位置のフリップフロップ３３ｅから最も遠い位置のフリップフロップ３３ｅの
インデックスをそれぞれ「１」～「６３」する。そして、以下では、適宜、インデックス
ｉに対応するフリップフロップ３３ｅをＤｒｉとも記す。
【００５５】
　第１のシフトレジスタ３３ｂは、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力される１ワードが複数ビ
ットから構成されているワードが順次供給される、直列（シリアル）入力型のシフトレジ
スタであり、複数のフリップフロップ３３ｃを多段接続して構成される。なお、本実施形
態では、第１のシフトレジスタ３３ｂは、拡散符号の符号長と同数、すなわち６３個のフ
リップフロップ３３ｃを多段接続して構成される。
【００５６】
　また、各フリップフロップ３３ｃには、マルチビット、例えば１ワードが１０ビットで
構成される情報を保持できるフリップフロップを用いる。各フリップフロップ３３ｃは、
制御回路５０から供給される１チップ周期のクロック信号Ｓｃｌｋによりその動作が制御
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される。そして、各フリップフロップ３３ｃは、保持する１チップ毎の信号を１チップ周
期毎に、次段のフリップフロップ３３ｃに出力する。
【００５７】
　第２のシフトレジスタ３３ｄは、並列（パラレル）入力型のシフトレジスタであり、複
数のフリップフロップ３３ｅを多段接続して構成される。なお、本実施形態では、第２の
シフトレジスタ３３ｄを、拡散符号の符号長と同数、すなわち６３個のフリップフロップ
３３ｅを多段接続して構成する。
【００５８】
　また、各フリップフロップ３３ｅには、フリップフロップ３３ｃと同様に、マルチビッ
ト、例えば１ワードが１０ビットで構成される情報を保持できるフリップフロップを用い
る。各フリップフロップ３３ｅは、制御回路５０から供給される受信ロード信号Ｓｒｌｏ

ａｄ及びクロック信号Ｓｃｌｋによりその動作が制御される。受信ロード信号Ｓｒｌｏａ

ｄは、第１のシフトレジスタ３３ｂから出力される信号を第２のシフトレジスタ３３ｄに
入力するタイミングを制御する信号であり、本実施形態では、後述するように６４チップ
周期で受信ロード信号Ｓｒｌｏａｄが各フリップフロップ３３ｅに入力される。すなわち
、第２のシフトレジスタ３３ｄは、受信ロード信号Ｓｒｌｏａｄに対応して、第１のシフ
トレジスタ３３ｂを構成する各フリップフロップ３３ｃの出力される拡散符号の符号長（
６３チップ）に対応した６３ワードのデータを並列データとして受信し保持する。また、
クロック信号Ｓｃｌｋは、１チップ周期のクロック信号である。
【００５９】
　また、各フリップフロップ３３ｅの出力端子は、次段のフリップフロップ３３ｅ及び後
述する相関器３３ｆ内の対応する積算器３３ｇに接続されている。各フリップフロップ３
３ｅは、保持した信号を１チップ周期毎に次段のフリップフロップ３３ｅにシフトすると
共に、相関器３３ｆ内の対応する積算器３３ｇに出力する。また、第２のシフトレジスタ
３３ｄを構成する最終段のシフトレジスタＤｒ６３から出力される信号は初段のシフトレ
ジスタＤｒ１に帰還する構成を有している。すなわち、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力され
る各ワードが順次第１のシフトレジスタ３３ｂに供給される。拡散符号の符号長に対応し
たワード数が第１のシフトレジスタ３３ｂに保持されると、受信ロード信号Ｓｒｌｏａｄ

に対応して第１のシフトレジスタ３３ｂに保持された６３ワードの信号が第２のシフトレ
ジスタ３３ｄに同時的に転送される。第２のシフトレジスタ３３ｄに保持されたデータは
、相関器３３ｆにて、拡散符号生成回路４０から出力される拡散符号との相関処理が行わ
れる。なお、相関器３３ｆに供給されたクロック信号Ｓｃｌｋに基づいて、第２のシフト
レジスタ３３ｄから供給される拡散符号と拡散符号生成回路４０から出力される拡散符号
と同じ拡散符号との間で互いの符号パターンが１チップ単位で順次シフトされることで両
者の相関が求められる。この構成を備えることで、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力される各
ワードを順次第１のシフトレジスタ３３ｂへ保持できるとともに、第２のシフトレジスタ
３３ｄは第１のシフトレジスタ３３ｂへのデータ保持動作とは独立して相関演算を行うこ
とができる。
【００６０】
　本実施形態では、上述のように、シフトレジスタを２段構成にする。これにより、第２
のシフトレジスタ３３ｄに保持された情報を用いて相関値を算出する処理と、相関値算出
に必要な検出信号を第１のシフトレジスタ３３ｂに取り込む処理を独立させることができ
る。すなわち、上述のようにシフトレジスタを２段構成にすることにより、高速に、かつ
拡張性を備えた位置検出が可能になる。
【００６１】
　また、図７に、相関器３３ｆの概略構成を示す。相関器３３ｆは、主に、複数の積算器
３３ｇと、加算器３３ｈとで構成される。本実施形態では、拡散符号の符号長と同数、す
なわち、６３個の積算器３３ｇを用いる。そして、各積算器３３ｇは、図６に示す第２の
シフトレジスタ３３ｄ内の対応する各フリップフロップ３３ｅの出力端子に接続される。
なお図７の例では、フリップフロップＤｒ１～Ｄｒ６３からそれぞれ出力される信号ＰＳ
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１～ＰＳ６３が入力される積算器３３ｇをそれぞれ、積算器Ｉ１～Ｉ６３と記す。また、
積算器Ｉ１～Ｉ６３には、拡散符号生成回路４０で生成された拡散符号（ＰＮ１～ＰＮ６

３）を構成する１チップ目の符号ＰＮ１～６３チップ目の符号ＰＮ６３がそれぞれ並列入
力される。そして、積算器Ｉ１～Ｉ６３は、例えば拡散符号生成回路４０から出力される
１チップ目の符号ＰＮ１～６３チップ目の符号ＰＮ６３と、第２のシフトレジスタ３３ｄ
から出力される信号ＰＳ１～ＰＳ６３とをそれぞれ積算する。
【００６２】
　積算器３３ｇの動作をより具体的にすると、例えばｉ段目の積算器Ｉｉにおいて、入力
される拡散符号のｉチップ目の符号ＰＮｉがＨｉｇｈレベルの符号であれば、第２のシフ
トレジスタ３３ｄの出力信号ＰＳｉに「＋１」を掛け合わせる。この場合、積算器Ｉｉは
、第２のシフトレジスタ３３ｄの出力信号ＰＳｉをそのまま出力する。一方、ｉ段目の積
算器Ｉｉにおいて、入力される拡散符号のｉチップ目の符号ＰＮｉがＬｏｗレベルの符号
であれば、第２のシフトレジスタ３３ｄの出力信号ＰＳｉに「－１」を掛け合わせる。こ
の場合、積算器Ｉｉは、第２のシフトレジスタ３３ｄの出力信号ＰＳｉの２の補数を取っ
て出力する。
【００６３】
　加算器３３ｈは、複数の積算器３３ｇからの出力信号を加算して、その値を相関値とし
て相関値記憶回路３３ｍに出力する。第２のシフトレジスタ３３ｄから相関器３３ｆに入
力される複数の信号ＰＳ１～ＰＳ６３からなる信号列のレベルパターンが、拡散符号の符
号パターンと一致した際には、各積算器Ｉｉから同じ極性の信号が出力されるので、この
場合に加算器３３ｈから出力される相関値が最大あるいは最小となる。
【００６４】
　なお、本実施形態では、第２のシフトレジスタ３３ｄから相関器３３ｆに入力される各
信号は１ワードがマルチビット（例えば１０ビット）である信号であるため、相関値もマ
ルチビットで処理される。従って、相関値の最大値及び最小値だけでなく、その中間値を
求めることができる。この場合、後述する補間処理により、クロスポイント以外の位置で
の相関値を精緻に計算することができ、より精度の高い位置検出が可能になる。
【００６５】
　相関値記憶回路３３ｍは、ＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成され、相関回路３
３ａから出力された相関値を記憶する。また、相関値記憶回路３３ｍでは、入力された各
クロスポイントにおける相関値がセンサ部１０全面に対応してマッピングされ、相関値の
空間分布（マッピングデータ）が生成される。
【００６６】
　図８に、図１に示す位置検出回路３４の概略構成を示す。位置検出回路３４は、主に、
補間処理回路３４ａと、位置算出回路３４ｂとで構成される。
【００６７】
　補間処理回路３４ａは、相関値記憶回路３３ｍに記憶された各クロスポイントにおける
相関値から、クロスポイント間の相関値を算出する。これにより高解像度の相関値のマッ
ピングデータが得られる。なお、本実施形態では、補間処理回路３４ａを備える例を説明
するが、本発明はこれに限定されない。例えば、センサ部１０上のクロスポイントの間隔
が十分に小さい場合や、高解像度を必要としない用途に本実施形態の指示体検出装置を用
いる場合には、補間処理回路３４ａを設けなくてもよい。
【００６８】
　位置算出回路３４ｂは、補間処理回路３４ａで算出された相関値のマッピングデータか
ら、所定の閾値を超える相関値の領域を求め、その領域の例えば中心点を指示体の位置と
して算出する。
【００６９】
　図１に示す制御回路５０は、上述した指示体検出装置１００を構成する各部の動作を制
御する。具体的には、クロック信号Ｓｃｌｋ、送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄ及び受信ロー
ド信号Ｓｒｌｏａｄを適宜生成及び出力して、上記各部の動作タイミングを制御する。



(15) JP 5396167 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

【００７０】
［指示体検出装置の動作］
　ここで、上述した指示体検出装置１００を構成する各部の動作の流れを簡単に説明する
。図９（ａ）～（ｇ）に、指示体検出装置１００を構成する各部の動作のタイミングチャ
ートを示す。図９（ａ）～（ｃ）は、制御回路５０から出力される、クロック信号Ｓｃｌ

ｋ、送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄ及び受信ロード信号Ｓｒｌｏａｄの信号波形である。な
お、クロック信号Ｓｃｌｋの周期は、拡散符号の１チップ長である。図９（ｄ）は、拡散
符号供給回路２１から送信導体１２に拡散符号を送信する際の動作を示すタイミングチャ
ートである。図９（ｅ）は、相関値算出回路３３内の第１のシフトレジスタ３３ｂの動作
を示すタイミングチャートであり、図９（ｆ）は、第２のシフトレジスタ３３ｄの動作を
示すタイミングチャートである。そして、図９（ｇ）は、相関値算出回路３３内の相関器
３３ｆの動作を示すタイミングチャートである。
【００７１】
　拡散符号を送信導体１２に供給する際の各部の動作は次の通りである。まず、クロック
信号Ｓｃｌｋの所定の立ち上がり時間ｔ０で、制御回路５０から拡散符号供給回路２１に
送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄが入力される（図９（ａ）及び（ｂ）参照）。送信ロード信
号Ｓｔｌｏａｄの入力に対応して、拡散符号生成回路４０によって生成された拡散符号（
ＰＮ１～ＰＮ６３）が同時的に拡散符号供給回路２１を構成する各フリップフロップ２２
ａに供給される（時刻ｔ０）。次いで、この時刻ｔ０から、送信導体１２への拡散符号（
ＰＮ１～ＰＮ６３）の供給が開始される（図９（ｄ）参照）。そして、送信導体１２への
拡散符号（ＰＮ１～ＰＮ６３）の供給が完了した後の時刻ｔ３にて再度、拡散符号供給回
路２１に送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄが入力されることで、送信導体１２への拡散符号（
ＰＮ１～ＰＮ６３）の供給が繰り返し実行される。なお、図３に示すように、本発明にお
いては、シフトレジスタ２２を構成する各フリップフロップ２２ａの最終段のフリップフ
ロップＤｔ６３からの出力を初段のフリップフロップＤｔ１に帰還させる構成を備えてお
り、送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄに対応して拡散符号生成回路４０によって生成された拡
散符号（ＰＮ１～ＰＮ６３）が同時的に拡散符号供給回路２１に供給された以降において
は、拡散符号（ＰＮ１～ＰＮ６３）が循環的に送信導体１２へ供給される構成を備える。
換言すれば、拡散符号生成回路で生成される拡散符号の符号パターンを変更する場合には
、送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄによって新たな符号パターンが同時的にシフトレジスタに
供給される構成を有している。
【００７２】
　また、受信導体１４から信号を検出する際の各部の動作は次の通りである。まず、時刻
ｔ１に、制御回路５０は、図１に示す相関値算出回路３３に受信ロード信号Ｓｒｌｏａｄ

を入力する（図９（ｃ）参照）。次いで、この時刻ｔ１から、受信導体１４からの信号検
出が開始される。相関値算出回路３３内の第１のシフトレジスタ３３ｂはＡ／Ｄ変換器３
２ａから供給される検出信号を１チップ周期毎に順次取得し、各フリップフロップ３３ｃ
を順次シフトさせて保持する（図９（ｅ）参照）。そして、信号の取得開始時刻ｔ１から
６３チップ長経過後の時刻ｔ２において、第１のシフトレジスタ３３ｂを構成する各フリ
ップフロップ３３ｃには、６３チップ長から成る拡散符号に対応した検出信号が保持され
る。
【００７３】
　次いで、時刻ｔ２から１チップ長後の時刻ｔ３のタイミングで出力された受信ロード信
号Ｓｒｌｏａｄに対応して、第１のシフトレジスタ３３ｂは、保持した６３チップ長の検
出信号を第２のシフトレジスタ３３ｄへ出力する。時刻ｔ３から６３チップ長後の時刻ｔ

５まで、第２のシフトレジスタ３３ｄは、第１のシフトレジスタ３３ｂから入力される検
出信号を１チップ毎に第２のシフトレジスタ３３ｄに順次保持する（図９（ｆ）参照）。
なお、図３の説明で述べた構成と同様に、受信ロード信号Ｓｒｌｏａｄの入力に対応して
、第１のシフトレジスタ３３ｂを構成する各フリップフロップ３３ｃからの各出力信号を
第２のシフトレジスタ３３ｄを構成する各フリップフロップ３３ｅに同時的に供給する構
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成を有することもできる。
【００７４】
　また、第２のシフトレジスタ３３ｄは、時刻ｔ３のタイミングで、相関器３３ｆへの検
出信号の出力を開始し、相関器３３ｆは相関値の算出を開始する。そして、時刻ｔ４から
６３チップ長後の時刻ｔ６までの時間では、第２のシフトレジスタ３３ｄから順次読み出
された検出信号と拡散符号生成回路４０から供給された拡散符号とが相関器３３ｆにて順
次相関演算されて、その結果が出力される。
【００７５】
［位置検出の原理］
　次に、本実施形態の指示体検出装置１００における指示体の検出原理を、図面を参照し
ながら説明する。上述のように、本実施形態の検出方式はクロスポイント静電結合方式で
あり、センサ部の送信導体及び受信導体間の静電結合状態の変化に基づいて指示体を検出
する。
【００７６】
　まず、指１９（指示体）がセンサ部１０上に存在しない場合に受信導体１４で得られる
検出信号について説明する。図１０に、指１９がセンサ部１０上に存在しない状態のセン
サ部１０の様子を示す。なお、以下の原理説明では、送信導体Ｙ１～Ｙ６３に、互いが所
定の位相差を有する同一の直交符号（ここでは拡散符号で例示する）を供給するものであ
る。このために、図１における拡散符号生成回路４０は、拡散符号そのものを直接に発生
させる拡散符号発生回路を備えておらず、ＲＯＭ（Read-Only Memory）などに拡散符号に
基づいて生成されたデータを保持しておき、ＲＯＭの読み出しアドレスを制御することで
送信導体Ｙ１～Ｙ６３に供給するための信号を出力する構成を備えている。
【００７７】
　本発明の動作原理を容易に理解できるように、まずは送信導体Ｙ９のみにＰｈ６３から
５４チップ長の位相差Ｐｈ９の拡散符号を供給し、受信導体Ｘ１２４のみで、信号を検出
する場合を考える。すなわち、送信導体Ｙ９と受信導体Ｘ１２４とのクロスポイント（図
１０中の白丸印の格子点）での相関値を算出する場合を考える。図１１（ａ）～（ｃ）に
、この状態における受信導体Ｘ１２４の出力信号、相関演算のために供させる拡散符号及
び相関値の関係を示す。
【００７８】
　図１１（ｂ）は、相関回路３３ａ内の相関器３３ｆに、拡散符号生成回路４０から入力
される相関演算のために供させる拡散符号の波形を示す。なお、図１１（ｂ）に示す相関
演算のために供させる拡散符号の波形は、位相に違いはあるものの、各送信導体（Ｙ１～
Ｙ６３）に供給される拡散符号と同じ波形である。また、図１１（ｃ）は、受信導体Ｘ１

２４からの信号に基づいて、相関器３３ｆから出力される相関値の時間変化特性（以下、
相関特性という）を示す。
【００７９】
　指１９がセンサ部１０上に存在しない場合、送信導体Ｙ９に供給される拡散符号は、相
関演算のために供させる拡散符号に対して５４チップ分だけ位相が遅れているので、受信
導体Ｘ１２４から出力される信号は、図１１（ａ）に示すように、相関演算のために供さ
せる拡散符号（図１１（ｂ））と同様の符号パターンで変化し、且つ、相関演算のために
供させる拡散符号に対して５４チップ分だけ位相が遅れた信号となる。
【００８０】
　そして、受信導体Ｘ１２４からの信号に基づいて相関器３３ｆで、受信導体Ｘ１２４の
出力信号（図１１（ａ））と、相関演算のために供させる拡散符号（図１１（ｂ））との
相関をとると、図１１（ｃ）に示すように、その相関特性６０は、５４チップの位相差に
対応する遅延時間５４τ（τ：１チップ分の位相差に対応する遅延時間）で相関値のピー
ク「＋６３」が求められ、それ以外の時間では、相関値は「－１」として求められる。
【００８１】
　図１２は、指１９がセンサ部１０上に存在しない場合において、送信導体Ｙ１～Ｙ６３
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に、それぞれ位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３を有する拡散符号が同時に供給された場合の相関器
３３ｆから出力される相関値の特性を示す。受信導体Ｘ１２４に接続された相関器３３ｆ
から得られる相関特性は、受信導体Ｘ１２４と、送信導体Ｙ１～Ｙ６３のそれぞれとの間
のクロスポイントで得られる各相関特性を時間的に重ね合わせたものとなる。
【００８２】
　図１２中の破線で示した特性６１が、受信導体Ｘ１２４と、送信導体Ｙ１～Ｙ６３のそ
れぞれとの間のクロスポイントで得られる各相関特性である。図６を参照して説明したよ
うに、第２のシフトレジスタ３３ｄから出力される検出信号（ＰＳ１～ＰＳ６３）と拡散
符号生成回路４０から供給される拡散符号の信号（ＰＮ１－ＰＮ６３）とが相関器３３ｆ
に供給されて、一方の信号に対し他方の信号を６３回、順次シフトさせ図７に示すように
積算器３３ｇにて各信号を積算する。積算器３３ｇで得られた結果は加算器３３ｈにて加
算されて相関器３３ｆの出力信号として相関器記憶回路３３ｍに供給される。すなわち、
各クロスポイント（拡散符号の各位相差）に対応したピーク位置の異なる相関特性６１が
得られるが、その時点における他のクロスポイントにおいては非相関であるため、図１２
中の破線で示す各相関特性６１（例えば、所定のクロスポイントにおいて相関値：＋６３
）に他のクロスポイントにおける相関特性（例えば、他の６２クロスポイントの各々にお
いて相関値：－１及び後述する補償信号に基づく補正値：＋１）を合成すると、図１２中
の太実線で示す特性６２となり、指１９がセンサ部１０上に存在しない場合においては、
相関器から出力される相関値は時間軸上平坦な特性となる。なお、単純に、受信導体Ｘ１

２４と、送信導体Ｙ１～Ｙ６３のそれぞれとの間のクロスポイントで得られる各相関特性
６１を重ね合わると、その特性は相関値が「－１」とされる平坦な特性が得られるが、本
実施形態では、直交符号として例示的に使用した拡散符号の符号長（チップ長）：６３に
対応して備えられた６３本の送信導体とは別に、補償信号を供給するための送信導体Ｙ６

４を設けている。この補償信号を供給するための送信導体Ｙ６４を備え、この送信導体に
Ｙ６４に適宜補償信号を供給することで、図１２に示すように、相関器３３ｆから実際に
出力される相関値の相関特性６２は、相関値：０の平坦な特性に調整されている。
【００８３】
　次に、送信導体Ｙ１～Ｙ６３に、それぞれ所定の位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３を有する拡散
符号が同時に供給された状態で、送信導体Ｙ９及び受信導体Ｘ１２４間のクロスポイント
上に、指１９が置かれた場合を考える。図１３に、そのような状態におけるセンサ部１０
の様子を示す。この場合、送信導体Ｙ９及び受信導体Ｘ１２４間の静電結合状態が変化し
、受信導体Ｘ１２４に流れる電流が減少するなどの変化が生じる。この現象の様子を図１
４（ａ）及び（ｂ）に示す。
【００８４】
　図１４（ａ）及び（ｂ）は、センサ部１０上に指１９が存在する場合及びしない場合に
おける送信導体１２及び受信導体１４間の静電結合状態を示す図である。センサ部１０上
に指１９が存在しない場合には、第１ガラス板１５に配置された送信導体１２及び第２ガ
ラス板１７に配置された受信導体１４間はスペーサ１６を介して容量結合しており、送信
導体１２から出た電界は受信導体１４に収束する（図１４（ａ）参照）。一方、センサ部
１０上に指１９が存在する場合には、受信導体１４は、送信導体１２だけでなく、指１９
を介してグラウンドと容量結合した状態となる（図１４（ｂ）参照）。このような状態で
は、送信導体１２から出た電界の一部は、指１９に収束し、送信導体１２及び受信導体１
４間に流れる電流の一部が指１９を介してグラウンドに分流する。その結果、受信導体１
４に流入する電流が減少するといった変化が生じる。
【００８５】
　それゆえ、図１３に示すように、送信導体Ｙ９と受信導体Ｘ１２４との間のクロスポイ
ント上に、指１９が置かれた場合には、そのクロスポイントを流れる電流が少なくなると
いった変化が生じる。この場合、図１１（ｃ）に示す、送信導体Ｙ９と受信導体Ｘ１２４

とのクロスポイントにおける相関特性６０の遅延時間５４τでのピーク値が小さくなる。
その結果、受信導体Ｘ１２４に接続された相関器３３ｆで得られる相関特性は、遅延時間
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５４τで相関値が低下する。図１５に、送信導体Ｙ９及び受信導体Ｘ１２４間のクロスポ
イント上に指１９が置かれた場合における、受信導体Ｘ１２４からの信号に基づいて相関
器３３ｆから得られる相関特性６３を示す。この場合、相関特性６３は、遅延時間５４τ
においてマイナスのピーク値が現れ、それ以外の時間では、送信導体Ｙ９及び受信導体Ｘ

１２４間のクロスポイントで変化した電流値の影響に対応した所定の相関値が得られる。
【００８６】
　また、図１５に示す相関特性６３において、相関演算のために供させる拡散符号を基準
とした場合の遅延時間０～６２τにおける相関値の値が、受信導体Ｘ１２４と、送信導体
Ｙ６３～Ｙ１のそれぞれとの間の各クロスポイントにおける相関値に対応する。従って、
上記原理に従って、各受信導体１４で相関特性を求めることで、センサ部１０の全クロス
ポイントにおける相関値を得ることができる。すなわち、センサ部１０の指示体の検出可
能領域に対応した相関値をマッピングすることができ、相関値の空間分布として求めるこ
とができる。例えば図１３に示す例では、送信導体Ｙ９と受信導体Ｘ１２４とのクロスポ
イント付近において、相関値がマイナスの大きなピーク領域が生成される。そして、その
相関値の空間分布において、所定の閾値より相関値が小さい領域を特定することにより、
センサ部１０上の指１９の位置（座標）を検出することができる。なお、この相関値のマ
ッピングデータは、上述したように、相関値算出回路３３内の相関値記憶回路３３ｍにて
記憶される。
【００８７】
　次に、１本の指１９がセンサ部１０の複数のクロスポイント上に置かれている場合の位
置検出の原理を図１６及び１７を参照しながら説明する。なお、ここでは、説明を簡略化
するため、図１６に示すように、受信導体Ｘ１２４と送信導体Ｙ１～Ｙ４との間の複数の
クロスポイントに渡って１本の指１９が置かれている場合を考える。また、図１７には、
図１６の状態において受信導体Ｘ１２４からの信号に基づいて相関器３３ｆから得られる
相関特性６５を示す。なお、図１６に示す例においても、相関演算に供せられる拡散符号
を基準とした場合に０チップ長（同位相）の位相差Ｐｈ１～６２チップ長の位相差Ｐｈ６

３を有する拡散符号をそれぞれ送信導体Ｙ１～Ｙ６３に同時供給するものとする。
【００８８】
　図１６に示す状態では、受信導体Ｘ１２４と、送信導体Ｙ１～Ｙ４のそれぞれとの間に
形成される複数のクロスポイントにおいて、受信導体Ｘ１２４に流入する電流が減少する
などの変化が生じる。この場合、指１９が接触しているクロスポイントで得られる各相関
特性のピーク値が小さくなる。より具体的には、受信導体Ｘ１２４及び送信導体Ｙ４間の
クロスポイントから得られる相関特性で現れる相関値のピーク値が小さくなる遅延時間を
基準（＝０）とすると、受信導体Ｘ１２４及び送信導体Ｙ１間のクロスポイントから得ら
れる相関特性では、遅延時間３τで相関値のピーク値が小さくなる。また、受信導体Ｘ１

２４及び送信導体Ｙ２間のクロスポイントから得られる相関特性では、遅延時間２τで現
れる相関値のピーク値が小さくなる。さらに、受信導体Ｘ１２４及び送信導体Ｙ３間のク
ロスポイントから得られる相関特性では、遅延時間τで現れる相関値のピーク値が小さく
なる。図１７中の破線に示す特性はこれらの各クロスポイントで得られる相関特性６４を
示す。
【００８９】
　図１６に示す状態では、遅延時間０～３τに渡って相関値がマイナスになる領域が現れ
、３τ以降の時間領域では、指１９が置かれた各クロスポイントで変化した電流値の影響
に対応した所定の値となるような相関特性６５（図１７中の太実線）が得られる。
【００９０】
　そして、図１６に示す状態において、相関値をセンサ部１０の指示体の検出可能領域に
対応してマッピングして、相関値の空間分布を求めると、所定の閾値より相関値が小さく
なる領域が複数のクロスポイントに渡って連続的に得られる。その結果、指１９が置かれ
ている領域を検出することができる。
【００９１】
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　この場合、所定の閾値より相関値が小さい領域が複数のクロスポイントに渡って連続的
に形成されるので、指１９が置かれている位置だけでなく、センサ部１０上の置かれてい
る指１９の形状を推定することも可能になる。すなわち、本実施形態では、センサ部１０
上に配置された指示体１９が指示する位置だけでなく、指示体１９のセンサ部１０上での
形状を推定することができる。例えば、センサ部１０上、手のひらを載せた場合には、手
のひらの形状を推定することが可能になる。
【００９２】
［位置検出の処理手順］
　次に、本実施形態の指示体検出装置１００における位相多重送信方式の位置検出処理の
手順を、図面を参照しながら説明する。図１８に、本実施形態における指示体の位置検出
の手順を説明するためのフローチャートを示す。
【００９３】
　図３を参照し、拡散符号生成回路４０は、所定の符号長（チップ長）の拡散符号を生成
する（ステップＳ１）。本実施形態では、６３チップ長の拡散符号を生成する。次いで、
拡散符号生成回路４０は、生成した拡散符号を拡散符号供給回路２１に供給する。拡散符
号供給回路２１は、拡散符号供給回路２１内の互いがパラレル接続されたフリップフロッ
プ２２ａから構成されるシフトレジスタ２２により、各送信導体１２に供給する種々の位
相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３を有する複数の拡散符号を生成する（ステップＳ２）。拡散符号供
給回路２１は、送信導体Ｙ１～Ｙ６３にそれぞれ位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３の拡散符号を同
時に供給する（ステップＳ３）。この際、拡散符号供給回路２１内の補償信号生成回路２
３は、拡散符号（Ｐｈ１～Ｐｈ６３）を構成する６３の信号に所定の補償信号を加算した
結果が同一となるように補償信号が生成されて送信導体Ｙ６４に供給される。
【００９４】
　次いで、図１を参照し、受信部３０は、全受信導体１４のそれぞれからの出力電流を検
出する（ステップＳ４）。具体的には、まず、信号検出回路３１は、受信導体１４のそれ
ぞれから得られる電流信号を電圧信号に変換して増幅し、その増幅信号をＡ／Ｄ変換回路
３２に出力する。この際、図４に示すように、各受信導体１４に接続されたＩ／Ｖ変換回
路３１ａで電流信号を電圧信号に変換して増幅する。
【００９５】
　次いで、Ａ／Ｄ変換回路３２は、入力された電圧信号をＡ／Ｄ変換する（ステップＳ５
）。この際、受信導体１４のそれぞれから検出した信号を各Ｉ／Ｖ変換回路３１ａに接続
されたＡ／Ｄ変換器３２ａで、Ａ／Ｄ変換する。また、この際、Ａ／Ｄ変換回路３２は、
Ｉ／Ｖ変換回路３１ａから出力された電圧信号を１ワード（１符号）が複数ビット（例え
ば１０ビット等）から成るデジタル信号に変換する。そして、Ａ／Ｄ変換回路３２は、変
換したデジタル信号を相関値算出回路３３に出力する。
【００９６】
　次いで、相関値算出回路３３は、入力されたデジタル信号と、送信導体に供給する拡散
符号と同じ拡散符号との相関値を算出する（ステップＳ６）。具体的には、各受信導体１
４にＡ／Ｄ変換器３２ａ等を介して接続された各相関回路３３ａ内の第１のシフトレジス
タ３３ｂ、第２のシフトレジスタ３３ｄ及び相関器３３ｆが、例えば図９で説明したタイ
ミングチャートに従って動作し、受信導体１４で検出した信号と相関演算のための拡散符
号との相関演算が行われることで、相関特性が求められる。
【００９７】
　相関値算出回路３３は、受信導体１４のそれぞれに対して算出した相関特性を相関器記
憶回路３３ｍに記憶し（ステップＳ７）、相関値のマッピングデータ（空間分布）を生成
する。なお、本実施形態では、上述のように相関回路３３ａは、マルチビットで情報を保
持及び処理を行うことができるので、相関値記憶回路３３ｍに記憶される相関値の値も２
値ではなく、マルチビット（例えば１０ビット等）の多値情報として記憶される。これに
より、高解像度を備えた相関値の空間分布を生成することができる。
【００９８】
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　次いで、図８に示されるように、相関値記憶回路３３ｍは、記憶された相関値のマッピ
ングデータを位置検出回路３４内の補間処理回路３４ａに出力する。補間処理回路３４ａ
は、入力された相関値のマッピングデータからクロスポイント以外の位置における相関値
を補間演算処理により算出する（ステップＳ８）。これにより、クロスポイント以外の位
置での相関値を求めることができ、一層の高解像度を備えた相関値の空間分布が得られ、
これにより高精度の位置検出が可能になる。
【００９９】
　そして、位置検出回路３４内の位置算出回路３４ｂは、ステップＳ８で得られた補間処
理後の相関値のマッピングデータから、所定の閾値を超える相関値の領域を検出し、指示
体の位置を特定する（ステップＳ９）。
【０１００】
　本実施形態では、このようにしてセンサ部１０上に配置された指示体の位置検出を行う
。なお、図５に示す例で説明したように、信号検出回路３１内に受信導体選択回路３１ｆ
を設け、受信導体選択回路３１ｆで所定時間毎に受信導体１４を順次切替えて電流信号を
検出する場合には、受信導体選択回路３１ｆで所定時間毎に受信導体１４を順次切替えな
がら、上述したステップＳ４～Ｓ７の処理を繰り返す。
【０１０１】
　上述のように、本実施形態では、全ての送信導体１２に互いに位相差の異なる拡散符号
を同時供給（多重位相送信）し、受信導体１４で指示体の位置を検出する。すなわち、送
信導体１２及び受信導体１４で形成される全てのクロスポイントに対して位置検出処理を
行う。それゆえ、送信部ではそれぞれの送信導体に同時的に拡散信号を供給し、受信部で
は各受信導体単位で信号を受信することで各クロスポイントにおける静電結合の変化を検
出することができるために高速に処理できる。
【０１０２】
　また、本実施形態の受信部３０では、検出した信号の処理をマルチビットで処理できる
。さらに、本実施形態では、補間処理によりクロスポイント以外の位置での相関値を求め
ることができる。それゆえ、本実施形態によれば、より高精度の位置検出が可能になる。
【０１０３】
　また、上記実施形態では、指示体の位置を検出する例を説明したが、本発明はこれに限
定されない。本実施形態の指示体検出装置１００を、相関値のマッピングデータから指示
体がセンサ部上に存在するか否かを認識する装置として用いることができる。なお、この
場合には、位置検出回路３４を設けなくてよい。
【０１０４】
［変形例１］
　上記第１の実施形態では、相関器３３ｆ及び送信導体１２に供給する拡散符号は、拡散
符号生成回路４０及び拡散符号供給回路２１内のシフトレジスタを用いて生成する例を説
明したが、本発明はこれに限定されない。送信部に、ＲＯＭ、あるいはＡＮＤ回路、ＯＲ
回路、インバータ、フリップフロップなどの論理回路を組み合わせて所定の論理機能を構
成したランダムロジック等からなる記憶回路を設け、その記憶回路から送信導体１２に供
給すべきデータを保持し、読み出すようにすることで実現できる。また、互いに位相差の
異なる拡散符号を予め記憶しておき、位置検出時に、所定のシーケンスに従って記憶回路
から各拡散符号に基づいた信号を送信導体または相関器に供給してもよい。変形例１では
、そのような指示体検出装置の一構成例を説明する。
【０１０５】
　図１９に、変形例１の指示体検出装置の概略構成を示す。なお、図１９において、第１
の実施形態の指示体検出装置（図１）と同じ構成には、同じ符号で示す。
【０１０６】
　この例の指示体検出装置１０１では、送信部１０２の拡散符号供給回路１０３内に送信
導体１２に供給すべき符号列が記憶された記憶回路１０４を設ける。記憶回路１０４は、
ＲＯＭ等から構成され、予め、位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３の拡散符号、及び、相関値算出回
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路３３内の相関器３３ｆに供給する相関演算用拡散符号が記憶される。そして、位置検出
時には、所定のシーケンスに従って、記憶回路１０４から位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３の拡散
符号が、それぞれの送信導体Ｙ１～Ｙ６３に供給され、相関演算用拡散符号が相関器３３
ｆに供給される。その後は、第１の実施形態と同様にして位置検出を行うことができる。
このような構成にすると、第１の実施形態の指示体検出装置１００で用いられていた拡散
符号生成回路４０及び拡散符号供給回路２１内のシフトレジスタ２２が必要なくなる。
【０１０７】
　なお、この例の指示体検出装置１０１では、拡散符号供給回路１０３内に記憶回路１０
４を設けたこと、拡散符号生成回路４０及び拡散符号供給回路２１内のシフトレジスタ２
２を設けないこと以外は、第１の実施形態と同様の構成である。
【０１０８】
　上述のように、この例によれば、種々の拡散符号を生成するための拡散符号生成回路４
０及び拡散符号供給回路２１内のシフトレジスタ２２を用いる必要がなくなるので、指示
体検出装置１０１の構成をより簡易にすることができる。
【０１０９】
　なお、この例では、種々の拡散符号を記憶する記憶回路１０４を拡散符号供給回路１０
３の内部に設ける例を説明したが、本発明はこれに限定されず、記憶回路１０４を拡散符
号供給回路１０３の外部に設けてもよい。
【０１１０】
＜２．第２の実施形態＞
　上記第１の実施形態では、拡散符号を直接、送信導体群１１に供給する例を説明したが
、本発明はこれに限定されない。拡散符号に対して所定の変調を施し、その変調した信号
を送信導体群１１に供給してもよい。第２の実施形態では、送信導体群１１に供給する拡
散符号をＰＳＫ（Phase Shift Keying）変調する構成例を説明する。
【０１１１】
［ＰＳＫ変調］
　図２０（ａ）及び（ｂ）に、拡散符号のＰＳＫ変調前後の波形を示す。なお、図２０（
ａ）がＰＳＫ変調前の拡散符号の波形であり、図２０（ｂ）がＰＳＫ変調後の拡散符号の
波形である。
【０１１２】
　本実施形態では、変調前の拡散符号のクロック周期（チップ周期）の２倍のクロック周
期の信号で、拡散符号をＰＳＫ変調する例を説明する。なお、本発明は、これに限定され
ず、変調時のクロック周期とチップ周期との比は用途等に応じて適宜変更可能である。こ
の例のＰＳＫ変調では、変調前の拡散符号（図２０（ａ））において、信号レベルがＨｉ
ｇｈのときは、Ｌｏｗから始まるタイミングで位相を反転させ、信号レベルがＬｏｗのと
きは、Ｈｉｇｈから始まるタイミングで位相を反転させることによりＰＳＫ変調信号（図
２０（ｂ））を得る。
【０１１３】
［指示体検出装置の構成］
　本実施形態の指示体検出装置では、送信部の拡散符号供給回路内に拡散符号に対してＰ
ＳＫ変調を施す処理回路を設け、受信部の相関回路内にＰＳＫ変調された拡散符号を復調
する処理回路を設ける。それ以外の構成は、第１の実施形態（図１）と同様である。それ
ゆえ、ここでは、送信部の拡散符号供給回路及び受信部の相関回路以外の構成についての
説明は省略する。
【０１１４】
　図２１に、本実施形態の拡散符号供給回路の概略構成、並びに、拡散符号供給回路と拡
散符号生成回路４０、制御回路５０及び送信導体群１１との接続関係を示す。なお、図２
１において、第１の実施形態の拡散符号供給回路２１（図３）と同じ構成には、同じ符号
で示す。
【０１１５】
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　拡散符号供給回路１１０は、ＰＳＫ変調回路１１１（信号変調回路）と、シフトレジス
タ１１２と、補償信号生成回路２３とを備える。なお、補償信号生成回路２３は、上記第
１の実施形態と同様の構成である。
【０１１６】
　ＰＳＫ変調回路１１１は、拡散符号生成回路４０と、シフトレジスタ１１２との間に設
けられる。ＰＳＫ変調回路１１１は、通信技術の分野で従来用いられているＰＳＫ変調回
路で構成することができる。ＰＳＫ変調回路１１１は、拡散符号生成回路４０で生成され
た６３チップ長の拡散符号に対して位相変調を施す。この際、本実施形態では、上述のよ
うに、第１実施形態の２倍のクロック信号を用いてＰＳＫ変調を施すので、ＰＳＫ変調回
路１１１は、１拡散符号（６３チップ長）当たり１２６クロック長の変調信号を生成する
。そして、ＰＳＫ変調回路１１１は、変調後の信号を構成する各１クロック長の信号をシ
フトレジスタ１１２内の対応するフリップフロップに並列出力する。
【０１１７】
　シフトレジスタ１１２は、並列（パラレル）入出力型のシフトレジスタであり、本実施
形態では、１２６個のフリップフロップ１１２ａが多段接続されて構成される。また、シ
フトレジスタ１１２は、２つのフリップフロップ１１２ａ間隔に出力端子を備え、各出力
端子は対応する送信導体群１１を構成する送信導体１２のそれぞれに接続される。すなわ
ち、シフトレジスタ１１２は、２つのフリップフロップ１１２ａ毎に出力される信号（１
チップ長の信号に対応）を送信導体群１１に並列出力する。
【０１１８】
　各フリップフロップ１１２ａは、制御回路５０に接続され、制御回路５０から供給され
る送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄ及びクロック信号Ｓｃｌｋによりその動作が制御される。
送信ロード信号Ｓｔｌｏａｄは、ＰＳＫ変調回路１１１から出力される変調信号をシフト
レジスタ１２２に入力するタイミングを制御する信号である。本実施形態では、１２８ク
ロック周期（６４チップ周期）で各フリップフロップ１１２ａに同時的に入力される。ま
た、クロック信号Ｓｃｌｋは、１／２チップ周期のクロック信号である。なお、各フリッ
プフロップ１１２ａは、保持された１クロック長の変調信号を１クロック周期毎に次段の
フリップフロップ１１２ａに順次シフトする。
【０１１９】
　図２２に、本実施形態の相関回路及び相関値記憶回路の構成、並びに、それらの回路と
、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａ、Ａ／Ｄ変換器３２ａ及び拡散符号生成回路４０との接続関係を
示す。なお、図２２において、第１の実施形態の相関回路３３ａ及び相関値記憶回路３３
ｍ（図６）と同じ構成には、同じ符号で示す。
【０１２０】
　相関回路１１５は、主に、ＰＳＫ復調回路１１６（信号復調回路）と、第１のシフトレ
ジスタ３３ｂと、第２のシフトレジスタ３３ｄと、相関器３３ｆとを備える。ＰＳＫ復調
回路１１６以外の構成は、第１の実施形態と同様である。
【０１２１】
　ＰＳＫ復調回路１１６は、Ａ／Ｄ変換器３２ａと、第１のシフトレジスタ３３ｂとの間
に設けられる。ＰＳＫ復調回路１１６は、通信技術の分野で従来用いられているＰＳＫ復
調回路で構成することができる。ＰＳＫ復調回路１１６は、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力
されたデジタル信号に対してＰＳＫ復調を施す。そして、ＰＳＫ復調回路１１６は、復調
した信号、すなわち、元の拡散符号を第１のシフトレジスタ３３ｂに出力する。その後は
、相関回路１１５は、第１の実施形態と同様に、相関器３３ｆで復調した信号と相関演算
用拡散符号との相関値を算出し、その相関値を相関値記憶回路３３ｍに出力する。
【０１２２】
　上述のように、本実施形態では、互いに位相差の異なる複数の拡散符号をそれぞれＰＳ
Ｋ変調し、それらの変調信号を送信導体群１１に同時的に供給（多重位相送信）し、受信
導体１４のそれぞれにて指示体の位置検出を行う。それゆえ、本実施形態では、第１の実
施形態と同様の効果が得られる。
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【０１２３】
　さらに、本実施形態では、送信導体１２に供給する拡散符号をＰＳＫ変調する際、拡散
符号のチップ周期より短い周期のクロック信号を用いる。この場合、受信部で拡散符号を
復調した際、復調した拡散符号の立ち上がり及び立ち下がり時の信号遷移の頻度をより大
きくすることができる。それゆえ、本実施形態では、指示体の位置検出の誤差をより小さ
くすることができる。また、拡散符号をＰＳＫ変調することにより、送信導体群１１に供
給する信号の帯域幅を狭くすることができ、ノイズ耐性を向上させることができる。
【０１２４】
　なお、上記第２の実施形態では、互いに異なる位相差を有する拡散符号をＰＳＫ変調し
た複数の信号を、拡散符号生成回路４０、並びに、拡散符号供給回路１１０内のＰＳＫ変
調回路１１１及びシフトレジスタ１１２を用いて生成する構成例を説明したが、本発明は
これに限定されない。また、本実施形態の受信部では、Ａ／Ｄ変換した後のデジタル信号
に対してＰＳＫ復調する（デジタル処理する）例を説明したが、本発明はこれに限定され
ない。Ａ／Ｄ変換する前のアナログ信号に対してＰＳＫ復調を行ってもよい。この場合に
は、Ａ／Ｄ変換器３２ａの前段にＰＳＫ復調回路（アナログ処理回路）が設けられる。
【０１２５】
　上記変形例１（図１９）で説明したように、送信部に、ＲＯＭ、ランダムロジック等か
らなる記憶回路（信号記憶回路）を設ける。その記憶回路に予め、互いに異なる位相差を
有する複数の拡散符号をＰＳＫ変調した信号を記憶しておき、位置検出時に、所定のシー
ケンスに従って、記憶回路から送信導体１２のそれぞれに供給すべき変調信号を読み出し
て信導体１２に供給し、及びＰＳＫ変調に供された拡散符号を相関器３３ｆに供給する構
成を採用してもよい。すなわち、変形例１の構成を第２の実施形態に適用してもよい。こ
の場合、拡散符号生成回路４０、並びに、拡散符号供給回路１１０内のＰＳＫ変調回路１
１１及びシフトレジスタ１１２を用いる必要がなくなるので、指示体検出装置の構成をよ
り簡易にすることができる。
【０１２６】
［変形例２］
　上記第２の実施形態では、図２１に示される、拡散符号供給回路１１０内において、シ
フトレジスタ１１２の前段にＰＳＫ変調回路１１１を設け、ＰＳＫ変調された拡散符号を
シフトレジスタ１１２に入力する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。拡散符
号をシフトレジスタで保持し、シフトレジスタから出力される信号に対してＰＳＫ変調を
施してもよい。変形例２では、そのような構成の一例を説明する。
【０１２７】
　図２３に、変形例２としての拡散符号供給回路の概略構成、並びに、拡散符号供給回路
と拡散符号生成回路４０、制御回路５０及び送信導体群１１との接続関係を示す。なお、
図２２において、第１の実施形態の拡散符号供給回路２１（図３）と同じ構成には、同じ
符号で示す。
【０１２８】
　この例の拡散符号供給回路１１７は、シフトレジスタ２２と、補償信号生成回路２３と
、ＰＳＫ変調用信号生成回路１１８と、複数の排他的論理和回路１１９（以下、ＥＸＯＲ
回路という）とを備える。この例では、拡散符号生成回路４０で生成された拡散符号（Ｐ
Ｎ１～ＰＮ６３）を直接シフトレジスタ２２に入力するので、この例では、第１の実施形
態と同様のシフトレジスタ２２を用いる。
【０１２９】
　また、この例では、シフトレジスタ２２内のフリップフロップ２２ａと同数のＥＸＯＲ
回路１１９を設ける。また、補償信号生成回路２３から出力される信号のためのＥＸＯＲ
回路１１９もまた設ける。そして、各ＥＸＯＲ回路１１９の一方の入力端子を対応するフ
リップフロップ２２ａの出力端子、および補償信号生成回路の出力端子に接続する。各Ｅ
ＸＯＲ回路１１９の他方の入力端子は、ＰＳＫ変調用信号生成回路１１８の出力端子に接
続される。
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【０１３０】
　ＰＳＫ変調用信号生成回路１１８は、シフトレジスタ２２から並列出力される６３の出
力信号および補償信号生成回路２３から出力される信号に対してＰＳＫ変調を施すための
ＰＳＫ変調用のキャリア信号を出力する。なお、この例では、上記第２の実施形態と同様
に、変調前の拡散符号のクロック周期（チップ周期）の２倍のクロック周期の信号でＰＳ
Ｋ変調するものとする。それゆえ、この例では、ＰＳＫ変調用信号生成回路１１８は、１
／２チップ周期のクロック信号で制御される。なお、変調時のクロック周期とチップ周期
との比は用途等に応じて適宜変更可能である。
【０１３１】
　各ＥＸＯＲ回路１１９は、対応するフリップフロップ２２ａからの出力信号と補償信号
生成回路２３からの出力信号、ＰＳＫ変調用信号生成回路１１８から出力されるＰＳＫ変
調信号との排他的論理和を算出する。このような構成にすることにより、第２の実施形態
と同様に、拡散符号生成回路４０から出力される拡散符号に対してＰＳＫ変調を施すこと
ができる。それゆえ、この例においても、第２の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１３２】
＜３．第３の実施形態＞
　第３の実施形態では、送信導体群１１に供給する拡散符号をＦＳＫ（Frequency Shift 
Keying）変調する構成例を説明する。
【０１３３】
［ＦＳＫ変調］
　図２４（ａ）及び（ｂ）に、拡散符号のＦＳＫ変調前後の波形を示す。なお、図２４（
ａ）はＦＳＫ変調前の拡散符号の波形であり、図２４（ｂ）が拡散符号のＦＳＫ変調後の
信号波形である。
【０１３４】
　本実施形態では、変調前の拡散符号のクロック周期（チップ周期）の２倍及び４倍のク
ロック周期の信号を用いてＦＳＫ変調する例を説明する。なお、本発明は、これに限定さ
れず、変調時のクロック周期とチップ周期との比は用途等に応じて適宜変更可能である。
本実施形態のＦＳＫ変調では、変調前の拡散符号（図２４（ａ））中のＨｉｇｈレベル状
態の信号を、変調前の拡散符号の４倍の周期信号に対応させ、Ｌｏｗレベル状態の信号を
変調前の拡散符号の２倍の周期信号に対応させて変調信号（図２４（ｂ））を得る。
【０１３５】
［指示体検出装置の構成］
　本実施形態の指示体検出装置では、送信部の拡散符号供給回路内に拡散符号に対してＦ
ＳＫ変調を施す処理回路を設け、受信部の相関回路内にＦＳＫ変調された信号を復調する
処理回路を設ける。それ以外の構成は、第１の実施形態（図１）と同様である。それゆえ
、ここでは、送信部の拡散符号供給回路及び受信部の相関回路以外の構成についての説明
は省略する。
【０１３６】
　図２５に、本実施形態の拡散符号供給回路の概略構成、並びに、拡散符号供給回路と拡
散符号生成回路４０及び送信導体群１１との接続関係を示す。なお、図２５において、第
１の実施形態の拡散符号供給回路２１（図３）と同じ構成には、同じ符号で示す。
【０１３７】
　拡散符号供給回路１２０は、ＦＳＫ変調回路１２１（信号変調回路）と、シフトレジス
タ１２２と、補償信号生成回路２３とを備える。なお、補償信号生成回路２３は、上記第
１の実施形態と同様の構成である。
【０１３８】
　ＦＳＫ変調回路１２１は、拡散符号生成回路４０と、シフトレジスタ１２２との間に設
けられる。ＦＳＫ変調回路１２１は、通信技術の分野で従来用いられているＦＳＫ変調回
路で構成することができる。ＦＳＫ変調回路１２１は、拡散符号生成回路４０で生成され
た６３チップ長の拡散符号および補償信号生成回路２３で生成された信号に対してＦＳＫ
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変調を施す。この際、本実施形態では、上述のように、第１実施形態の最大４倍のクロッ
ク周期の信号を用いてＦＳＫ変調を施すので、ＦＳＫ変調回路１２１は、１拡散符号（６
３チップ長）当たり２５２クロック長の変調信号を生成する。そして、ＦＳＫ変調回路１
２１は、変調後の信号を構成する各１クロック長の信号をシフトレジスタ１２２内の対応
する各フリップフロップに並列出力する。
【０１３９】
　シフトレジスタ１２２は、並列入出力型の２５６段のシフトレジスタである。すなわち
、本実施形態では、図示しないが、２５２個のフリップフロップに補償信号のための４個
のフリップフロップを多段接続して構成する。また、シフトレジスタ１２２は、４つのフ
リップフロップ間隔で出力端子を備え、各出力端子は対応する送信導体１２に接続される
。すなわち、シフトレジスタ１２２は、４つのフリップフロップ毎に出力される信号（１
チップ長の信号に対応）を送信導体群１１に並列出力する。
【０１４０】
　各フリップフロップは、制御回路５０に接続され、制御回路５０から供給される送信ロ
ード信号Ｓｔｌｏａｄ及びクロック信号Ｓｃｌｋによりその動作が制御される。送信ロー
ド信号Ｓｔｌｏａｄは、ＦＳＫ変調回路１２１から出力される変調信号をシフトレジスタ
１２２に入力するタイミングを制御する信号である。本実施形態では、２５６クロック周
期（６４チップ周期）で各フリップフロップに入力される。また、クロック信号Ｓｃｌｋ

は、１／４チップ周期のクロック信号である。なお、各フリップフロップは、保持された
１クロック長の変調信号を１クロック周期毎に次段のフリップフロップに順次シフトする
。
【０１４１】
　図２６に、本実施形態の相関回路及び相関値記憶回路の構成、並びに、それらの回路と
Ｉ／Ｖ変換回路３１ａ、Ａ／Ｄ変換器３２ａ及び拡散符号生成回路４０との接続関係を示
す。なお、図２６において、第１の実施形態の相関回路３３ａ及び相関値記憶回路３３ｍ
（図６）と同じ構成には、同じ符号で示す。
【０１４２】
　相関回路１２５は、主に、ＦＳＫ復調回路１２６（信号復調回路）と、第１のシフトレ
ジスタ３３ｂと、第２のシフトレジスタ３３ｄと、相関器３３ｆとを備える。ＦＳＫ復調
回路１２６以外の構成は、第１の実施形態と同様である。
【０１４３】
　ＦＳＫ復調回路１２６は、Ａ／Ｄ変換器３２ａと、第１のシフトレジスタ３３ｂとの間
に設けられる。ＦＳＫ復調回路１２６は、通信技術の分野で従来用いられているＦＳＫ復
調回路で構成することができる。ＦＳＫ復調回路１２６は、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力
されたデジタル信号に対してＦＳＫ復調を施す。そして、ＦＳＫ復調回路１２６は、復調
した信号を第１のシフトレジスタ３３ｂに出力する。その後、相関回路１２５は、第１の
実施形態と同様にして、相関器３３ｆで復調した信号と相関演算に供せられる拡散符号と
の相関値を算出し、その相関値を相関値記憶回路３３ｍに出力する。
【０１４４】
　上述のように、本実施形態では、互いに位相差の異なる複数の拡散符号をそれぞれＦＳ
Ｋ変調し、それらの変調信号を送信導体群１１を構成する送信導体１２のそれぞれに同時
的に供給し、受信導体１４のそれぞれにて受信された信号に基づいて、指示体の位置検出
を行う。それゆえ、本実施形態では、第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【０１４５】
　さらに、本実施形態では、送信導体１２のそれぞれに供給する拡散符号をＦＳＫ変調す
る際、拡散符号のチップ周期より短い周期のクロック信号を用いる。それゆえ、本実施形
態では、第２の実施形態と同様に、指示体の位置検出の誤差を低減させることができる。
また、拡散符号をＦＳＫ変調することにより、送信導体群１１に供給する信号の帯域幅を
狭くすることができ、ノイズ耐性を向上させることができる。
【０１４６】



(26) JP 5396167 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　なお、上記第３の実施形態では、互いに異なる位相差を有する拡散符号をＦＳＫ変調し
た複数の信号を、拡散符号生成回路４０、並びに、拡散符号供給回路１２０内のＦＳＫ変
調回路１２１及びシフトレジスタ１２２を用いて生成する構成例を説明したが、本発明は
これに限定されない。また、本実施形態の受信部では、Ａ／Ｄ変換した後のデジタル信号
に対してＦＳＫ復調する（デジタル処理する）例を説明したが、本発明はこれに限定され
ない。Ａ／Ｄ変換する前のアナログ信号に対してＦＳＫ復調を行ってもよい。この場合に
は、Ａ／Ｄ変換器３２ａの前段にＦＳＫ復調回路（アナログ処理回路）が設けられる。
【０１４７】
　上記変形例１（図１９）で説明したように、送信部に、ＲＯＭ、ランダムロジック等か
らなる記憶回路を設け、その記憶回路に予め、互いに異なる位相差を有する複数の拡散符
号をＦＳＫ変調した結果として得られる信号を記憶しておき、位置検出時に、所定のシー
ケンスに従って、記憶回路からＦＳＫ変調信号を読み出して送信導体１２のそれぞれに供
給し、及び相関器３３ｆには、ＦＳＫ変調のために供せられた拡散符号と同じ拡散符号を
供給する構成でもよい。すなわち、変形例１の構成を第３の実施形態に適用してもよい。
この場合、拡散符号生成回路４０、並びに、拡散符号供給回路１２０内のＦＳＫ変調回路
１２１及びシフトレジスタ１２２を用いる必要がなくなるので、指示体検出装置の構成を
より簡易にすることができる。
【０１４８】
［変形例３］
　上記第１～第３の実施形態では、送信導体１２のそれぞれに供給する拡散符号の位相差
は固定されているが、本発明はこれに限定されず、例えば所定時間毎に、送信導体１２の
それぞれに供給する拡散符号の位相差を変化させてもよい。図２７（ａ）及び（ｂ）に、
その位相差を変化させるためのシーケンスの一例（変形例３）を示す。なお、図２７（ａ
）及び（ｂ）には、この例の拡散符号の供給形態を第１の実施形態に適用した例を示すが
、この例の拡散符号の供給形態を上記第２及び第３の実施形態に対しても同様に適用可能
である。
【０１４９】
　図２７（ａ）及び（ｂ）は、送信導体１２のそれぞれに供給する拡散符号の位相差を生
成するシーケンスの様子を示す。図２７（ａ）の例では、まず、送信導体｛Ｙ１，Ｙ２，
…，Ｙ２９，Ｙ３０，…Ｙ６２，Ｙ６３｝にそれぞれ位相差｛Ｐｈ１，Ｐｈ２，…，Ｐｈ

２９，Ｐｈ３０，…Ｐｈ６２，Ｐｈ６３｝の拡散符号を供給する。次いで、所定の時間後
、送信導体｛Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙ２９，Ｙ３０，…Ｙ６２，Ｙ６３｝には、それぞれ位相
差｛Ｐｈ２，Ｐｈ３，…，Ｐｈ３０，Ｐｈ３１，…Ｐｈ６３，Ｐｈ１｝の拡散符号を供給
する。そして、その後も、所定時間毎に、所定位相差の拡散符号を供給する送信導体１２
をそのインデックスが小さくなる方向にずらしながら送信導体群１１に拡散符号を供給す
る。すなわち、送信信号のそれぞれは時間の経緯とともに送信信号が供給されるべき送信
導体を所定のシーケンスにて循環的に切り換える。なお、図２７（ｂ）は、図２７（ａ）
の送信導体（あるいは送信信号）を選択するための選択シーケンスの例とは逆の方向にシ
ーケンスが実行される例を示している。
【０１５０】
　ただし、この例では、所定時間毎に、送信導体１２のそれぞれに供給する信号の位相差
を切替える必要がある。それゆえ、この例では、上述した拡散符号の位相差を生成するシ
ーケンスを実現するための処理回路を送信部に設ける。
【０１５１】
　図２８に、この例の送信部１３０の概略構成を示す。なお、図２８において、第１の実
施形態の送信部２０（図１）と同じ構成には、同じ符号で示す。この例の送信部１３０は
、主に、拡散符号供給回路２１と、選択回路１３１とで構成される。そして、選択回路１
３１は、拡散符号供給回路２１と送信導体群１１との間に配置される。
【０１５２】
　選択回路１３１は、例えば半導体スイッチ等により構成される。そして、選択回路１３
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１は、図２７（ａ）または（ｂ）に示す位相差を有する拡散信号を選択するシーケンスに
従って、所定時間毎に、送信導体１２と拡散符号供給回路２１の出力端子との接続関係を
切り替える。選択回路１３１の切換動作は、制御回路５０により制御される。
【０１５３】
［変形例４］
　上記第１～第３の実施形態では、送信導体Ｙ１～Ｙ６３のそれぞれに、所定の位相差を
有する拡散符号を供給し、送信導体Ｙ６４には送信導体Ｙ１～Ｙ６３のそれぞれに供給さ
れる拡散信号に応じた補償信号を供給する例を説明した。ここでは、ノイズ耐性を向上さ
せるために、受信部において受信導体１４からの信号を差動増幅回路で処理するに好適な
送信部の構成を示す。変形例４では、このような課題を解消するための拡散符号の供給形
態について説明する。
【０１５４】
　図２９に、この例の送信部の概略構成及び、各位相差を有する拡散符号の供給形態を示
す。なお、図２９には、この例の拡散符号の供給形態を第１の実施形態に適用した例を示
すが、この例の拡散符号の供給形態を上記第２及び第３の実施形態に対しても同様に適用
可能である。また、後述する実施形態で斯かる構成に好適な受信部の構成を示す。
【０１５５】
　この例において、送信部１４０は、拡散符号供給回路１４１から出力される拡散符号（
Ｐｈ１～Ｐｈ６３）のそれぞれの信号の位相（あるいは極性）を反転させるための信号反
転回路１４２を備える。すなわち、拡散符号供給回路１４１は、位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３

の拡散符号を並列に出力するとともに、それぞれの拡散符号は信号反転回路１４２のそれ
ぞれを介することでその位相が反転された拡散符号が生成される。送信導体群１１を構成
する送信導体１２には位相が反転された拡散信号が供給される更なる送信導体（Ｙ１’～
Ｙ６３’）が送信導体（Ｙ１～Ｙ６３）のそれぞれの導体間に順次配置される。従って、
この例の場合には、符号長が６３である場合には、本来の拡散符号と、この拡散符号の位
相が反転した符号が供給される６３ペアからなる１２６本の送信導体（Ｙ１、Ｙ１’・・
・Ｙ６３、Ｙ６３’）が少なくともセンサ部１０に配置される。補償信号を供給するため
の送信導体１２を更を配置しても良い。
【０１５６】
　なお、反転器１４２のそれぞれは同じ構成を備えており、入力された信号を反転する。
反転器１４２へは、拡散符号供給回路１４１から拡散符号が供給され、反転器１４２から
出力される信号もまた送信導体１２に供給される。
【０１５７】
　すなわち、この例では、位相差Ｐｈ１～Ｐｈ６３の拡散符号のそれぞれを信号反転させ
た拡散符号を生成し、送信導体群１１を構成する送信導体（Ｙ１、Ｙ１’・・・Ｙ６３、

Ｙ６３’）のそれぞれに供給する。この構成によれば、例えば送信導体Ｙ１上のクロスポ
イントに流れる電流信号と、送信導体Ｙ１’上のクロスポイントに流れる電流信号とが互
いに位相反転の関係を有している。従って、受信信号を差動増幅回路を採用して処理する
ことができ、これによって、耐ノイズ性を向上に好適である。また、元の拡散信号とその
反転信号とは互いに相補関係を有するため、指示体がセンサ部１０に存在しない場合等で
はその合算した振幅レベルはゼロあるいは極めて小さくなるため、複数の信号が同一の受
信導体１４で受信される場合の、各信号の加算値を小さく抑えることができ、よって、入
力信号のダイナミックレンジが大きな受信アンプを必要としない。
【０１５８】
　なお、既述したように、補償信号を供給するための送信導体１２に関しては、補償信号
用の送信導体を配置してもよいし、後述するように、補償信号は、送信導体１２を介さず
、直接に受信部に供給するような構成を採用することもできる。
【０１５９】
＜４．第４の実施形態＞
　第４の実施形態では、送信導体群１１及び受信導体群１３をそれぞれ複数のブロックに
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エリア分割する。各ブロックを構成する送信導体１２のそれぞれに拡散符号を同時供給（
多重送信）する。また、各ブロックを構成する受信導体１４のそれぞれからの信号を使用
して位置検出を行う構成例を説明する。なお、本実施形態では、上記第１の実施形態の指
示体検出装置において、送信導体群１１及び受信導体群１３のそれぞれを複数のブロック
にエリア分割する例を説明するが、第２及び第３の実施形態に対しても同様に適用するこ
とができ、同様の効果が得られる。また、送信導体群１１及び受信導体群１３の一方を対
象として、ブロック分割の構成を適用できることはいうまでもない。
【０１６０】
［指示体検出装置の構成］
　図３０に、本実施形態の指示体検出装置の概略構成図を示す。なお、図３０において、
第１の実施形態（図１）と同じ構成には、同じ符号で示す。指示体検出装置２００は、主
に、センサ部１０と、送信部２１０と、受信部２３０と、位置検出回路３４と、拡散符号
生成回路２２０と、制御回路５０とで構成される。以下、各部の構成について説明する。
なお、位置検出回路３４は、第１の実施形態（図８）と同様の構成であるので、ここでは
位置検出回路３４の説明は省略する。
【０１６１】
　センサ部１０は、第１の実施形態と同様に、６４本の送信導体１２からなる送信導体群
１１と、１２８本の受信導体１４からなる受信導体群１３とを備える。そして、本実施形
態では、送信導体群１１を、隣り合う（インデックスが連続する）９本の送信導体１２が
１個のブロックとして構成された、７個のブロックに分割する。なお、残りの１本の送信
導体１２（Ｙ６４）には、第１の実施形態と同様に、補償信号を供給する。また、本実施
形態では、受信導体群１３を１６個の検出ブロックに分割し、８本の隣り合う（インデッ
クスが連続する）受信導体１４で１個の検出ブロックを構成する。なお、送信導体群１１
及び受信導体群１３の分割数はこれに限定されず、用途等に応じて適宜変更できる。
【０１６２】
　より具体的には、本実施形態では、送信導体群１１を、送信ブロック｛Ｙ１～Ｙ９｝、
｛Ｙ１０～Ｙ１８｝、…、｛Ｙ４６～Ｙ５４｝及び｛Ｙ５５～Ｙ６３｝に７分割する。そ
して、送信ブロック｛Ｙ１～Ｙ９｝、｛Ｙ１０～Ｙ１８｝、…、｛Ｙ４６～Ｙ５４｝及び
｛Ｙ５５～Ｙ６３｝のそれぞれの送信ブロックから選択された７本から成る所定の送信導
体１２に、位相差Ｐｈ１、Ｐｈ２、…、Ｐｈ６及びＰｈ７の拡散符号をそれぞれ同時的に
供給する。また、本実施形態では、受信導体群１３を検出ブロック｛Ｘ１～Ｘ８｝、｛Ｘ

９～Ｘ１６｝、…、｛Ｘ１１３～Ｘ１２０｝及び｛Ｘ１２１～Ｘ１２８｝に１６分割する
。そして、検出ブロック｛Ｘ１～Ｘ８｝、｛Ｘ９～Ｘ１６｝、…、｛Ｘ１１３～Ｘ１２０

｝及び｛Ｘ１２１～Ｘ１２８｝のそれぞれの検出ブロックから選択された１６本から成る
所定の受信導体１４を用いて位置検出を行う。
【０１６３】
　送信部２１０は、拡散符号供給回路２１１と、送信導体選択回路２１２とを備える。ま
た、送信導体選択回路２１２は、拡散符号供給回路２１１と送信導体群１１との間に配置
される。図３１に、拡散符号供給回路２１１の概略構成、並びに、拡散符号供給回路２１
１と拡散符号生成回路２２０、制御回路５０及び送信導体選択回路２１２との接続関係を
示す。なお、図３１において、第１の実施形態（図３）と同じ構成には、同じ符号で示す
。
【０１６４】
　拡散符号供給回路２１１は、シフトレジスタ２１１ａと、補償信号生成回路２３とを備
える。シフトレジスタ２１１ａは、並列入出力型のシフトレジスタであり、７個のフリッ
プフロップ２２ａ（レジスタ）が多段接続されて構成される。本実施形態では、送信導体
群１１は、１送信ブロックが９本から成る送信導体１２で構成される。すなわち、７個の
送信ブロックに分割されており、それぞれの送信ブロックから選択された７本の送信導体
１２に対して符号長（チップ長）７の拡散符号が同時的に供給される。従って、各送信ブ
ロックに供給する拡散符号の位相差の種類は、同位相も含めて７種類となる。それゆえ、
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本実施形態では、拡散符号生成回路２２０で生成する拡散符号のチップ長は少なくとも「
７」であればよく、フリップフロップ２２ａの数も７個設ければよい。
【０１６５】
　各フリップフロップ２２ａは、制御回路５０から供給される７チップ周期の送信ロード
信号Ｓｔｌｏａｄ及び１チップ周期のクロック信号Ｓｃｌｋによりその動作が制御される
。そして、各フリップフロップ２２ａは、保持された１チップ長の信号（符号）を１チッ
プ周期毎に次段のフリップフロップ２２ａ、及び最終段に設けられた補償信号生成回路に
順次シフトするとともに、対応する送信導体選択回路２１２の入力端子に出力する。
【０１６６】
　拡散符号供給回路２１１を上述のような構成にすることにより、７個のフリップフロッ
プＤｔ１～Ｄｔ７には、拡散符号生成回路４０で生成された拡散符号を構成する１チップ
目の符号ＰＮ１～７チップ目の符号ＰＮ７がそれぞれ入力される。そして、フリップフロ
ップＤｔ１～Ｄｔ７からそれぞれ出力される位相差Ｐｈ１（同位相）～Ｐｈ７（６チップ
長の位相差）の拡散符号は、対応する送信導体選択回路２１２の入力端子に入力される。
【０１６７】
　なお、この例では、拡散符号生成回路２２０は、チップ長が「７」の拡散符号を生成す
る。例えば、７チップ長（Ｎ＝２）の拡散符号としては例えば「０００１０１１」の符号
列を用いることができる。
【０１６８】
　また、拡散符号生成回路４０で生成する拡散符号の符号長を示すチップ長は、送信導体
群１１を構成する送信導体の数およびその分割数に応じて適宜設定される。例えば、送信
導体群１１を１１個の送信ブロックに分割する場合、拡散符号生成回路４０は、１１チッ
プ長の拡散符号を生成する。１１チップ長の拡散符号としては「０００１００１０１１１
」の符号列を用いることができる。また、例えば、送信導体群１１を１５個の送信ブロッ
クに分割する場合、拡散符号生成回路４０は、１５チップ長の拡散符号を生成する。１５
チップ長の拡散符号としては「００００１０１００１１０１１１」の符号列を用いること
ができる。さらに、例えば、送信導体群１１を１９個の送信ブロックに分割する場合、拡
散符号生成回路４０は、１９チップ長の拡散符号を生成する。１９チップ長の拡散符号と
しては「００００１０１０１１１１００１００１１」の符号列を用いることができる。
【０１６９】
　送信導体選択回路２１２は、送信導体群１１の分割ブロック数（本実施形態では７個）
と同数の半導体スイッチ等を含み、送信導体を選択的に切り換える。図３２に、送信導体
選択回路２１２の内部構成を示す。
【０１７０】
　送信導体選択回路２１２内では、拡散符号を供給する各送信ブロック２１４にスイッチ
２１３が設けられる。各スイッチ２１３の出力側には９つの端子２１３ｂが設けられ、各
端子２１３ｂは、それぞれ対応する送信導体１２に接続される。なお、各スイッチ２１３
の入力端子２１３ａは拡散符号供給回路２１１内の対応するフリップフロップ２２ａの出
力端子に接続される。
【０１７１】
　そして、７個の送信ブロック｛Ｙ１～Ｙ９｝、｛Ｙ１０～Ｙ１８｝、…、｛Ｙ４６～Ｙ

５４｝及び｛Ｙ５５～Ｙ６３｝を構成するそれぞれの入力端子には、拡散符号供給回路２
１１から並列出力された位相差Ｐｈ１、Ｐｈ２、…、Ｐｈ６、Ｐｈ７の拡散符号が入力さ
れる。また、拡散符号供給回路２１１から出力された補償信号は、送信導体Ｙ６４に供給
される。
【０１７２】
　なお、各送信ブロック２１４内のスイッチ２１３は、所定時間間隔で、選択された送信
導体１２と、対応する所定の位相差Ｐｈｋの（ｋ＝１～７）の拡散符号を出力する拡散符
号供給回路２１１の出力端子との接続状態を順次切替える。このスイッチ２１３の切替え
動作は制御回路５０により制御される。
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【０１７３】
　図３３に、本実施形態における各送信ブロック２１４内における送信導体１２の切替え
動作の一例を示す。この例では、まず、各送信ブロック２１４内において、最小インデッ
クスを備えた送信導体１２が、スイッチ２１３を介して拡散符号供給回路２１１の対応す
る出力端子に接続されている場合を考える。すなわち、７本の送信導体（Ｙ１、Ｙ１０、
…、Ｙ５５）に、スイッチ２１３を介してそれぞれ位相差Ｐｈ１、Ｐｈ２、…、Ｐｈ７の
拡散符号が供給されている（図３３の状態）。そして、この状態で、所定時間の間、指示
体の位置検出を行う。なお、この際、選択されていない送信導体１２は、基準電位または
グラウンドに接続することが好ましい。この場合には、送信導体選択回路２１２を構成す
る半導体スイッチ２１３によって、送信導体非選択時には基準電位またはグラウンドに接
続されるように成し、所望の送信導体を選択する際には、基準電位またはグラウンドに接
続された状態から、拡散符号供給回路２１１の対応する出力端子と接続する状態へとその
接続を切り換えるように構成される。この構成を採用することによりノイズ耐性が向上す
る。
【０１７４】
　次いで、所定時間が経過すると、送信導体選択回路２１２は、選択する送信導体１２を
、例えばそのインデックスが増大する方向に位置する隣の送信導体１２、すなわち、送信
導体Ｙ２、Ｙ１１、…、Ｙ５６に切替える。そして、送信導体を切替え後、その７本の送
信導体１２に同時に互いに位相差の異なる拡散符号を供給して位置検出を行う。各送信ブ
ロック２１４を構成する送信導体１２を巡回的に選択することで、指示体の位置検出が行
われる。
【０１７５】
　また、図３４に、送信導体１２の選択操作に関し別の例を説明する。図３４に示す例で
は、まず、送信導体選択回路２１２は、拡散符号を供給する送信導体Ｙ１～Ｙ６３におい
て、９本間隔で配置された７本の送信導体１２を選択する。例えば、図３４に示すように
、送信導体選択回路２１２は、送信導体Ｙ１、Ｙ１０、…、Ｙ４６、Ｙ５５を選択する。
拡散符号供給回路２１１は選択された送信導体Ｙ１、Ｙ１０、…、Ｙ４６、Ｙ５５に、そ
れぞれ位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７の拡散符号を同時に供給する。そして、この状態で、所定時
間の間、位置検出を行う。
【０１７６】
　その後、送信導体選択回路２１２は、送信導体１２のインデックスが例えば増大する方
向に１本だけずらした送信導体１２を選択する。すなわち、前回選択した７本の送信導体
Ｙ１、Ｙ１０、…、Ｙ４６、Ｙ５５を対し、それぞれの近傍に位置する送信導体Ｙ２、Ｙ

１１、…、Ｙ４７、Ｙ５６を選択する。拡散符号供給回路２１１はあらたに選択された送
信導体Ｙ２、Ｙ１１、…、Ｙ４７、Ｙ５６にそれぞれ位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７の拡散符号を
同時に供給する。その後は、上述した送信導体１２の選択動作を巡回的に行うことで、位
置検出を行う。
【０１７７】
　すなわち、図３３に示す例では、送信導体群１１を、１送信ブロックが所定数の送信導
体１２から構成される、複数の送信ブロックに分割し、それぞれの送信ブロック内から巡
回的に所定の送信導体１２を選択し、各送信ブロックから選択された送信導体１２のそれ
ぞれに拡散符号を同時的に供給する。これに対し、図３４に示す例では、送信導体群１１
を構成する、補償信号が供給される送信導体を除いた全ての送信導体１２を１つの送信ブ
ロックとして、この送信ブロックから同時的に所定数の送信導体１２を選択し、各送信ブ
ロックから選択された送信導体１２のそれぞれに拡散符号を同時的に供給する。また、制
御回路５０からの制御信号に基づいてスイッチ２１３の切換動作を制御することで、送信
導体１２の選択動作は巡回的に行われる。また、図３３及び３４に例示する送信導体１２
の選択動作では、送信導体選択回路２１２は、所定時間毎に、接続する送信導体１２を、
そのインデックスが増大する方向に切替える例を説明したが、本発明はこれに限定されな
い。所定時間毎に、接続する送信導体１２を、そのインデックスが減少する方向に切替え
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てもよい。さらには、送信導体１２を所定の選択シーケンスに従いランダムに選択しても
よい。
【０１７８】
　次に、本実施形態の受信部２３０の構成について説明する。受信部２３０は、図３０に
示すように、受信導体選択回路２３１と、信号検出回路３１と、Ａ／Ｄ変換回路３２と、
相関値算出回路２３３とを備える。本実施形態では、受信導体選択回路２３１を備えるこ
と、及び、相関値算出回路２３３の内部構成が異なること以外は、第１の実施形態と同様
の構成である。それゆえ、ここでは、受信導体選択回路２３１及び相関値算出回路２３３
の構成についてのみ説明する。
【０１７９】
　図３５に、受信導体選択回路２３１の概略構成、並びに、受信導体選択回路２３１と信
号検出回路３１及び制御回路５０との接続関係を示す。
【０１８０】
　受信導体群１３（Ｘ１～Ｘ１２８）は、１検出ブロックが所定数の受信導体１４から構
成された、複数の検出ブロック（本実施形態では１６ブロック）に分割されている。各検
出ブロックは、各検出ブロックを構成する８本の受信導体１４のそれぞれを選択するため
の、半導体スイッチ２３２を備える。すなわち、受信導体選択回路２３１は、各検出ブロ
ック２３６から構成されており、各検出ブロックにて選択された１６本の受信導体のそれ
ぞれからの信号を信号検出回路３１に供給する。各スイッチ２３２の入力側には８つの入
力端子２３２ａが設けられる。各入力端子２３２ａは、対応する受信導体１４に接続され
る。また、各スイッチ２３２の出力端子２３２ｂは、信号検出回路３１内の対応するＩ／
Ｖ変換回路３１ａの入力端子に接続される。
【０１８１】
　各スイッチ２３２は、所定時間間隔で、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａと受信導体１４との接続
状態を切り替える。このスイッチ２３２による受信導体選択動作は、制御回路５０から入
力されるスイッチ切替信号Ｓｓｗにより制御される。各Ｉ／Ｖ変換回路３１ａからは、電
流が電圧に変換された信号（Ｓ１～Ｓ１６）が出力される。
【０１８２】
　図３６は、各検出ブロック２３６内における受信導体１４の選択動作の一例を示す。こ
の例では、まず、各検出ブロック２３６において、最小インデックスの受信導体１４、す
なわち、受信導体Ｘ１、Ｘ９、…、Ｘ１２１が、スイッチ２３２を介して信号検出回路３
１内の対応するＩ／Ｖ変換回路３１ａの入力端子に接続されている場合を考える（図３６
の状態）。この状態で所定時間の間、選択されている１６本の受信導体１４からの信号に
基づいて、指示体の位置検出を行う。なお、この際、選択されていない受信導体１４は、
既述した一般的回路構成を採用して、基準電位またはグラウンドに接続することが好まし
い。
【０１８３】
　次いで、所定時間が経過すると、スイッチ２３２は、接続すべき受信導体１４を、その
インデックスが例えば増大する方向に位置する隣の受信導体１４、すなわち、受信導体Ｘ

２、Ｘ１０、…、Ｘ１２２に切替える。そして、その１６本の受信導体１４からの信号に
もとづいて指示体の位置検出を行う。このような受信導体の選択動作を、各検出ブロック
２３６を構成する８本の受信導体１４に対して巡回的に行うことで指示体の位置検出を行
う。さらには、受信導体１４を所定の選択シーケンスに従いランダムに選択してもよい。
【０１８４】
　なお、本実施形態では、上述のように、信号検出回路３１内に検出ブロック２３６と同
数のＩ／Ｖ変換回路３１ａを設ける例を説明したが、本発明はこれに限定されない。図３
７に、信号検出回路３１の別の構成例を示す。図３７に示す例では、信号検出回路３１内
に、半導体スイッチ等から構成される信号選択回路３１ｇをＩ／Ｖ変換回路３１ａの出力
側に設ける。そして、図３７に示す信号検出回路３１では、信号選択回路３１ｇで所定時
間毎に、Ａ／Ｄ変換器３２ａと接続するＩ／Ｖ変換回路３１ａを順次切替えて電圧信号を
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Ａ／Ｄ変換器３２ａに出力する。信号検出回路３１に信号選択回路３１ｇを備えることで
、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａから出力されるそれぞれの信号を時分割処理し、Ａ／Ｄ変換器３
２ａに供給することができる。従って、受信部２３０内には、Ａ／Ｄ変換器３２ａ及びそ
れより後段に配置される後述の回路群を１系統設ければよい。それゆえ、この場合には受
信部２３０の回路構成がより簡易になる。
【０１８５】
　相関値算出回路２３３は、第１の実施形態と同様に、Ａ／Ｄ変換回路３２に接続され、
Ａ／Ｄ変換回路３２からの出力信号と、拡散符号生成回路４０で生成される拡散符号と同
じ拡散符号を用いて両者の相関値を算出する。相関値算出回路２３３は、検出ブロック２
３６の数と同数の相関回路と、相関値記憶回路とで構成される。なお、各相関回路の入力
端子は、Ａ／Ｄ変換回路３２内の対応する一つのＡ／Ｄ変換器３２ａの出力端子に接続さ
れる。
【０１８６】
　図３８に、本実施形態の相関回路及び相関値記憶回路の構成、並びに、それらの回路と
、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａ、Ａ／Ｄ変換器３２ａ、拡散符号生成回路４０及び制御回路５０
との接続関係を示す。なお、図３８において、第１の実施形態（図６）と同じ構成には、
同じ符号で示す。本実施形態の相関値記憶回路３３ｍは、第１の実施形態のそれと同様の
構成である。
【０１８７】
　相関回路２３３ａは、主に、第１のシフトレジスタ２３３ｂと、第２のシフトレジスタ
２３３ｄと、相関器２３３ｆとで構成される。すなわち、本実施形態においても、第１の
実施形態と同様に、相関回路２３３ａ内では、シフトレジスタを２段構成にする。
【０１８８】
　第１のシフトレジスタ２３３ｂは、直列（シリアル）入力型のシフトレジスタであり、
拡散符号の符号長（チップ長）と同数（本実施形態では７個）のフリップフロップ３３ｃ
を備え、それらのフリップフロップ３３ｃを多段接続して構成される。なお、各フリップ
フロップ３３ｃは、第１の実施形態の相関回路３３ａ内で用いたフリップフロップ３３ｃ
と同様の構成である。
【０１８９】
　第２のシフトレジスタ２３３ｄは、並列（パラレル）入力型のシフトレジスタであり、
拡散符号のチップ長と同数（本実施形態では７個）のフリップフロップ３３ｅを備え、そ
れらのフリップフロップ３３ｅを多段接続して構成される。なお、各フリップフロップ３
３ｅは、第１の実施形態の相関回路３３ａ内で用いたフリップフロップ３３ｅと同様の構
成である。第２のシフトレジスタ２３３ｄの最終段のフリップフロップ３３ｅの出力信号
が初段のフリップフロップ３３ｅに巡回的に供給されることに関しても同様である。
【０１９０】
　また、相関器２３３ｆは、図示しないが、既述したように、本実施形態では拡散符号の
チップ長に対応した７個の積算器と、加算器とで構成される。積算器の個数が異なること
以外は、第１の実施形態の相関回路３３ａ内で用いた相関器３３ｆと同様の構成（図７）
である。相関器２３３ｆでは、第２のシフトレジスタ２３３ｄから並列出力される１チッ
プ長の各信号ＰＳ１～ＰＳ７と、拡散符号生成回路４０で生成された拡散符号と同じ拡散
符号で構成される１チップ長の各符号ＰＮ１～ＰＮ７との相関値を算出する。
【０１９１】
［位置検出の処理手順］
　次に、本実施形態の指示体検出装置２００における位置検出の手順を、図３９を参照し
ながら説明する。図３９は、本実施形態の指示体検出装置２００における指示体の位置検
出の手順を説明するためのフローチャートである。
【０１９２】
　拡散符号生成回路２２０は、チップ長「７」の拡散符号を生成する（ステップＳ４１）
。次いで、拡散符号供給回路２１１は、各送信ブロック２１４に供給するための、種々の
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位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７を有する複数の拡散符号を生成する（ステップＳ４２）。
【０１９３】
　受信部２３０の受信導体選択回路２３１は、半導体スイッチ２３２により、各検出ブロ
ック２３６内で所定の受信導体１４を選択し、その選択した受信導体１４を対応するＩ／
Ｖ変換回路３１ａに接続する（ステップＳ４３）。
【０１９４】
　送信導体選択回路２１２は、送信ブロック２１４のそれぞれにおいて、拡散符号を供給
する所定の送信導体１２を選択する（ステップＳ４４）。次いで、拡散符号供給回路２１
１は、送信ブロック２１４のそれぞれにおいて選択された所定の送信導体１２に対応する
位相差Ｐｈｋ（ｋ＝１～７）の拡散符号を、所定時間の間、同時に供給する（ステップＳ
４５）。なお、この際、拡散符号供給回路２１１内の補償信号生成回路２３は、既述した
ように、拡散符号の符号パターンに対応した、所定の補償信号を送信導体Ｙ６４に供給す
ることで、算出される相関値が好適な値となるようにされる。
【０１９５】
　受信部２３０は、ステップＳ４３において、検出ブロック２３６のそれぞれから選択さ
れた所定の受信導体１４から出力される電流信号を検出する（ステップＳ４６）。そして
、信号検出回路３１は、選択された受信導体１４から得られた電流信号を電圧信号に変換
して増幅し、その増幅信号をＡ／Ｄ変換回路３２に出力する。この際、各受信導体１４か
ら得られた電流信号は、Ｉ／Ｖ変換回路３１ａで電圧信号に変換される。
【０１９６】
　Ａ／Ｄ変換回路３２は、入力された電圧信号をＡ／Ｄ変換する（ステップＳ４７）。な
お、この際、各Ｉ／Ｖ変換回路３１ａに接続されたＡ／Ｄ変換器３２ａで、各受信導体１
４から検出した電圧信号がＡ／Ｄ変換される。この際、Ａ／Ｄ変換回路３２は、Ｉ／Ｖ変
換回路３１ａから出力された電圧信号を１ワード（１符号）が複数ビットから成るデジタ
ル信号に変換する。Ａ／Ｄ変換回路３２は、１ワードがマルチビットから成るデジタル信
号を相関値算出回路２３３に出力する。
【０１９７】
　相関値算出回路２３３は、入力されたデジタル信号と、拡散符号との相関値を算出する
（ステップＳ４８）。具体的には、選択された各受信導体１４からの信号がＡ／Ｄ変換器
３２ａ等を介してデジタル信号に変換された信号が入力され、相関回路３３ａ内の第１の
シフトレジスタ２３３ｂ、第２のシフトレジスタ２３３ｄ及び相関器２３３ｆが、例えば
図９で説明したタイミングチャートに従って動作することで、選択した受信導体１４から
の信号と拡散符号との相関演算が行われ相関特性を求められる。
【０１９８】
　相関値算出回路２３３は、選択された受信導体１４に対して算出した相関特性を相関値
記憶回路３３ｍに記憶する（ステップＳ４９）。なお、本実施形態では、上述のように相
関回路２３３ａは、マルチビットで検出信号を保持及び処理を行うことができるので、相
関値記憶回路３３ｍに記憶される相関値の値も２値ではなく、マルチビット（例えば１０
ビット等）の多値信号として記憶される。これにより、高解像度の相関値の空間分布を生
成することができる。
【０１９９】
　次いで、制御回路５０は、全ての送信導体１２で位置検出が終了したか否かを判定する
（ステップＳ５０）。全ての送信導体１２で位置検出が終了していない場合、すなわち、
ステップＳ５０がＮＯ判定となった場合には、ステップＳ４４に戻り、送信導体選択回路
２１２内の各送信ブロック２１４内のスイッチ２１３を切り替えて、前回とは異なる送信
導体１２を選択する。その後は、全ての送信導体１２で位置検出が終了するまで、ステッ
プＳ４４～Ｓ５０を繰り返す。
【０２００】
　全ての送信導体１２が使用されて指示体１９の位置検出が終了した場合、すなわち、ス
テップＳ５０でＹＥＳ判定となった場合には、制御回路５０は、全ての受信導体１４で位
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置検出が終了したか否かを判定する（ステップＳ５１）。
【０２０１】
　全ての受信導体１４が使用されての指示体１９の位置検出が終了していない場合、すな
わち、ステップＳ５１がＮＯ判定となった場合には、ステップＳ４３に戻り、受信導体選
択回路２３１内の各検出ブロック２３６内のスイッチ２３２を切り替えて、前回とは異な
る受信導体１４を選択する。その後は、全ての受信導体１４で位置検出が終了するまで、
ステップＳ４３～Ｓ５１を繰り返す。
【０２０２】
　全ての受信導体１４を使用して指示体１９の位置検出が終了した場合、すなわち、ステ
ップＳ５１でＹＥＳ判定となった場合には、補間処理回路３４ａは、相関値記憶回路３３
ｍに記憶された相関値のマッピングデータを読み出し、クロスポイントの間の位置におけ
る相関値を所定の補間処理により算出する（ステップＳ５２）。これにより、クロスポイ
ント以外の位置での相関値を求めることができ、より高精度の位置検出が可能になる。
【０２０３】
　そして、位置算出回路３４ｂは、ステップＳ５２で得られた補間処理後の相関値の空間
分布（マッピングデータ）から、所定の閾値を超える相関値の領域を検出し、あるいは空
間分布におけるピークレベル及びその位置を求めることで、指示体の位置を特定する（ス
テップＳ５３）。本実施形態では、このようにしてセンサ部１０上に配置された指示体の
位置検出を行う。
【０２０４】
　上述のように、本実施形態では、送信ブロック２１４のそれぞれから選択された送信導
体１２に互いに位相差の異なる拡散符号を同時的に供給（多重位相送信）し、検出ブロッ
クのそれぞれから選択された受信導体１４からの信号に基づいて指示体の位置検出を行う
。すなわち、送信導体１２及び受信導体１４間の複数のクロスポイントに対して同時に位
置検出処理を行う。それゆえ、本実施形態によれば、より高速に指示体の位置検出が可能
となる。
【０２０５】
　より具体的には、本実施形態では、送信導体群１１を７個の送信ブロック２１４に分割
し、受信導体群１３を１６個の検出ブロック２３６に分割し、各ブロックを並列処理する
。それゆえ、本実施形態では、例えば、従来のように全クロスポイントを順次検出処理を
行う場合の検出時間に比べて、その検出時間は、１／（７×１６）に短縮することができ
る。
【０２０６】
　また、本実施形態の受信部２３０では、検出した信号の処理をマルチビットで処理でき
る。さらに、本実施形態では、補間処理によりクロスポイントの間の位置での相関値を求
めることができる。それゆえ、本実施形態によれば、より高精度の位置検出が可能になる
。
【０２０７】
　さらに、本実施形態では、送信導体群１１及び受信導体群１３を複数のブロックにエリ
ア分割するので、拡散符号供給回路２１１及び相関回路２３３ａ内のフリップフロップの
数を減らすことができる。それゆえ、本実施形態では、第１の実施形態に比べて、指示体
検出装置２００の回路構成をより簡易にすることができる。
【０２０８】
［変形例５］
　上記第４の実施形態では、送信導体選択回路２１２及び相関器２３３ｆに供給する拡散
符号を、拡散符号生成回路２２０及び拡散符号供給回路２１１内のシフトレジスタ２１１
ａを用いて生成する構成例を説明したが、本発明はこれに限定されない。上述した変形例
１と同様に、送信部に、ＲＯＭ等からなる記憶回路を設け、その記憶回路に予め、互いに
位相差の異なる拡散符号を記憶しておき、位置検出時に所定のシーケンスに従って、記憶
回路から各拡散符号を読み出して、対応する送信導体または相関器に供給してもよい。変
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形例５では、そのような指示体検出装置の一構成例を説明する。
【０２０９】
　図４０に、この例の指示体検出装置の概略構成を示す。なお、図４０において、第４の
実施形態の指示体検出装置（図３０）と同じ構成には、同じ符号で示す。
【０２１０】
　この例の指示体検出装置２０１では、送信部２０２の拡散符号供給回路２０３内に記憶
回路２０４を設ける。記憶回路２０４は、ＲＯＭ等から構成され、予め、位相差Ｐｈ１～
Ｐｈ７の拡散符号、及び、相関器２３３ｆに供給する相関演算に供される拡散符号が記憶
される。そして、位置検出時には、所定のシーケンスに従って、記憶回路２０４から位相
差Ｐｈ１～Ｐｈ７の拡散符号がそれぞれ読み出され、送信導体選択回路２１２内の対応す
るスイッチ２１３の入力端子２１３ａに供給される。読み出された拡散符号は相関器２３
ｆにも供給される。その後は、第４の実施形態と同様にして位置検出を行うことができる
。このような構成にすると、変形例１と同様に、第４の実施形態の指示体検出装置２００
で用いられていた拡散符号生成回路２２０及び拡散符号供給回路２１１内のシフトレジス
タ２１１ａは必要なくなる。
【０２１１】
　なお、この例の指示体検出装置２０１では、拡散符号供給回路２０３内に記憶回路２０
４を設けたこと、拡散符号生成回路２２０及び拡散符号供給回路２１１内にシフトレジス
タ２１１ａを設けることが必要なくなること以外は、第４の実施形態と同様の構成である
。
【０２１２】
　上述のように、この例によれば、種々の拡散符号を生成するための拡散符号生成回路２
２０及び拡散符号供給回路２１１にシフトレジスタ２１１ａを用いる必要がなくなるので
、指示体検出装置２０１の構成をより簡易にすることができる。
【０２１３】
　この例では、拡散符号生成回路２２０を不要とすべく、種々の拡散符号を記憶する記憶
回路２０４を拡散符号供給回路２０３の内部に設ける例を説明したが、本発明はこれに限
定されず、記憶回路２０４を拡散符号供給回路２０３の外部に設けてもよい。
【０２１４】
［変形例６］
　上記第４の実施形態では、送信導体群１１を構成する送信ブロック２１４のそれぞれか
ら所定時間毎に送信導体１２を選択する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。
例えば、各送信ブロックを構成する全ての送信導体１２にそれぞれ互いに位相差の異なる
複数の拡散符号をまとめて供給して位置検出を行ってもよい。この場合には、所定時間毎
に、送信ブロックを切り替えて同様の位置検出を繰り返す。変形例６では、そのような送
信導体１２の切替え動作の一例を説明する。
【０２１５】
　なお、この例の指示体検出装置では、送信導体１２の切替え動作及び送信導体選択回路
の構成以外は、上記第４の実施形態と同様の動作及び構成（図３０）である。
【０２１６】
　また、この例では、送信導体群１１を構成する１つの送信ブロックが、隣り合う７本の
送信導体１２で構成されている例を説明する。この場合、供給する拡散符号のチップ長は
「７」であり、送信部の拡散符号供給回路及び受信部の相関回路内の各シフトレジスタの
フリップフロップの数は７個となる。
【０２１７】
　この例の送信導体選択回路の具体的な構成を説明する前に、この例における送信導体１
２の切替え動作の一例を説明する。図４１に、この例の送信導体１２の切替え動作の一例
を示す。
【０２１８】
　送信導体選択回路は、複数の送信ブロックから、まずは、例えば送信ブロック｛Ｙ１～
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Ｙ７｝を選択する（図４１の状態）。次いで、拡散符号供給回路は送信ブロック｛Ｙ１～
Ｙ７｝を構成する送信導体Ｙ１～Ｙ７に対し、位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７の拡散符号をそれぞ
れ同時に供給する。この状態で所定時間の間、指示体の位置検出を行った後、送信導体選
択回路は、送信ブロック２５０を次の送信ブロック｛Ｙ８～Ｙ１４｝に切替える。そして
、選択された送信導体Ｙ８～Ｙ１４に、拡散符号供給回路は位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７の拡散
符号をそれぞれ同時供給して指示体の位置検出を行う。この切替え動作及び位置検出動作
を所定時間毎に繰り返して行う。そして、送信ブロック｛Ｙ５７～Ｙ６３｝での位置検出
が終了すれば、送信ブロック｛Ｙ１～Ｙ７｝に戻って上記切替え動作を繰り返す。
【０２１９】
　図４２に、上述の切替え動作を実現するための送信導体選択回路の構成例を示す。送信
導体選択回路２５２は、拡散符号供給回路２５１から供給された拡散符号を７本の送信導
体１２へ供給するための各送信ブロック２５０を構成する半導体スイッチ２５３を備える
。なお、送信導体１２と、拡散符号供給回路２５１の出力端子との間の接続を行うスイッ
チ２５３の切替え動作は、制御回路５０により制御される。また、この例では、補償信号
は、スイッチ２５３を介さず、直接送信導体Ｙ６４に供給される。
【０２２０】
　このような構成の送信導体選択回路２５２を備え、送信導体１２の選択動作を図４１に
示す手順で行うことにより、次のような効果が得られる。例えば、第４の実施形態のよう
に、送信導体群１１を構成する各送信ブロックから所定時間ΔＴ毎に１本の送信導体１２
を選択した場合、送信ブロック間の境界に位置する送信導体１２のそれぞれの間で検出時
間の差が大きくなる。より具体的に説明すると、最初、送信ブロック｛Ｙ１～Ｙ７｝、｛
Ｙ８～Ｙ１４｝、…、｛Ｙ５７～Ｙ６３｝のそれぞれから送信導体Ｙ１、Ｙ８、…、Ｙ５

７を選択し、拡散符号を供給することで指示体の位置を検出し、その後、所定時間ΔＴ毎
にインデックスが例えば増える方向に順次送信導体１２を切替えて指示体の位置を検出す
ると、送信導体Ｙ７及びＹ８との間での検出時間差は７ΔＴとなる。この場合、例えば、
送信導体Ｙ７及びＹ８といった、送信ブロック間の境界付近で指示体が移動した場合には
、指示体の位置検出の開始タイミングに時間差が生じることになり、指示体の移動に対し
て位置検出処理が適切に追随できなくなることが起こり得る。従って、その指示体の検出
精度が低下する。
【０２２１】
　それに対して、この例では、送信ブロック２５０毎に、送信導体１２をまとめて切替え
るので、送信ブロック２５０間の境界に位置する送信導体１２間での検出時間の差が短く
（ΔＴ）なる。その結果、この例では、送信ブロック２５０間の境界付近で指示体が移動
していても、指示体の位置検出の開始タイミングが待機状態になることがなく、これによ
ってより精度良く、その指示体を検出することができる。
【０２２２】
　なお、変形例６において、送信導体１２の切替え動作は、図４１の動作例に限定されな
い。図４３に、この例における送信導体１２の切替え動作の別の例を示す。
【０２２３】
　図４３に示す切替え動作例では、まず、送信導体選択回路２５２は、例えば送信ブロッ
ク｛Ｙ１～Ｙ７｝を選択する（図４３の状態）。次いで、拡散符号供給回路２５１は送信
ブロック｛Ｙ１～Ｙ７｝を構成する送信導体Ｙ１～Ｙ７にそれぞれ位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７

の拡散符号を同時に供給する。
【０２２４】
　この状態で所定時間の間、位置検出を行った後、送信導体選択回路２５２は、選択する
送信導体１２を、例えばそのインデックスが増大する方向に１本だけずらして切り替える
。すなわち、送信導体選択回路２５２は、前回選択した７本の送信導体Ｙ１～Ｙ７をそれ
ぞれ送信導体Ｙ２～Ｙ８に切り替える。そして、拡散符号供給回路２５１は、あらたに選
択された送信導体Ｙ２～Ｙ８にそれぞれ位相差Ｐｈ１～Ｐｈ７の拡散符号を同時に供給す
る。その後は、上述した送信導体１２の切替え動作を順次繰り返し、位置検出を行う。
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【０２２５】
　なお、図４１及び４３に示す送信導体１２の切替え動作例において、送信導体選択回路
２５２は、所定時間毎に、接続する送信導体１２を、そのインデックスが増大する方向に
切替える例を説明したが、本発明はこれに限定されない。所定時間毎に、接続する送信導
体１２を、そのインデックスが減少する方向に切替えてもよい。さらには、送信導体１２
を所定の選択シーケンスに従いランダムに選択してもよい。
【０２２６】
［変形例７］
　上記第４の実施形態では、受信導体群１３の各検出ブロックから所定時間毎に１本の受
信導体１４を選択する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、検出ブロ
ック毎にまとめて位置検出を行い、所定時間後は、検出ブロックを別の検出ブロックに切
替えて位置検出を行うようにしてもよい。図４４に、そのような受信導体１４の切替え動
作の一例（変形例７）を示す。
【０２２７】
　なお、この例の指示体検出装置では、受信導体１４の切替え動作及び受信導体選択回路
の構成以外は、上記第４の実施形態（図３０）と同様の動作及び構成である。
【０２２８】
　この例では、１つの検出ブロック２６０が隣り合う１６本の受信導体１４で構成されて
いる例を説明する。最初、受信導体選択回路は、所定の検出ブロック２６０、例えば検出
ブロック｛Ｘ１～Ｘ１６｝を選択する（図４４の状態）。そして、信号検出回路は、選択
した検出ブロック｛Ｘ１～Ｘ１６｝内の全ての受信導体１４を用いて、同時に指示体の位
置検出を行う。そして、この状態で、所定時間の間、位置検出を行う。
【０２２９】
　次いで、所定時間後、受信導体選択回路は、検出ブロック２６０を検出ブロック｛Ｘ１

７～Ｘ３２｝に切替える。そして、信号検出回路は、あらたに選択された検出ブロック２
６０内の全ての受信導体１４を用いて同時に指示体の位置検出を行う。その後は、上述し
た切替え動作を所定時間毎に繰り返して行い、検出ブロック｛Ｘ１１３～Ｘ１２８｝での
位置検出が終了すれば、検出ブロック｛Ｘ１～Ｘ１６｝に戻って、位置検出を行う。
【０２３０】
　図４５に、上述した検出ブロック２６０の切替え動作を実現するための受信導体選択回
路の一構成例を示す。受信導体選択回路２６１は、各検出ブロック２６０内の１６本の受
信導体１４と、それらに対応する信号検出回路２６２内の各Ｉ／Ｖ変換回路２６２ａの入
力端子とを選択的に接続するためのスイッチ２６３を備える。なお、このスイッチ２６３
の切替え動作は制御回路５０により制御される。
【０２３１】
　なお、この例では、検出ブロック２６０毎に受信導体１４を切替えるので、信号検出回
路２６２内のＩ／Ｖ変換回路２６２ａの数は、検出ブロック２６０内の受信導体１４の本
数と同数とされる。すなわち、この例のように、１つの検出ブロック２６０が１６本の受
信導体１４で構成される場合には、信号検出回路２６２内のＩ／Ｖ変換回路２６２ａの数
は１６個になる。なお、各Ｉ／Ｖ変換回路２６２ａは、第１の実施形態と同様に、例えば
増幅器と、コンデンサと、抵抗とを並列接続した構成を備える。
【０２３２】
　受信導体選択回路２６１をこのような構成にし、受信導体１４の切替え動作を図４４に
示す手順で行うことにより、変形例６と同様に、検出ブロック２６０間の境界に位置する
受信導体１４間での検出時間の差が短くなる。その結果、この例では、変形例６と同様に
、検出ブロック間の境界付近で指示体が移動していても、指示体の位置検出の開始タイミ
ングが待機状態が少なく、これによってより精度良く、その指示体を検出することができ
る。
【０２３３】
［変形例８］
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　上記第１の実施形態では、図２に示すように、第１ガラス基板１５の一方の表面上に、
受信導体１４と送信導体１２とがスペーサ１６を介して形成される構成のセンサ部１０に
ついて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、受信導体及び送信導体を一枚
のガラス基板の両面にそれぞれ形成しても良い。図４６に、その一構成例（変形例８）を
示す。
【０２３４】
　図４６は、この例のセンサ部の概略断面図である。この例のセンサ部３００は、ガラス
基板３０１と、ガラス基板３０１の一方の表面（図４６に示される、指等の指示体１９に
よって指示される側の面）上に形成された複数の受信導体３０４と、ガラス基板３０１の
他方の表面（図４６における下側の面）上に形成された複数の送信導体３０２を備える。
送信導体３０２は第１保護層３０３によって保護される。さらに、受信導体３０４は、第
２保護層３０５に保護されるとともに、第２保護層３０５はさらに保護シート３０６が備
えられている。保護シート３０６は、指示体１９による操作に対して受信導体３０４が損
傷を受けないように保護するものである。
【０２３５】
　この例では、ガラス基板３０１、送信導体３０２及び受信導体３０４は、上記第１の実
施形態と同様の形成材料で形成することができる。この例では、第１の実施形態と同様に
、ガラス基板３０１の代わりに合成樹脂で形成されたシート状（フィルム状）基材を用い
てもよい。また、第１保護層３０３及び第２保護層３０５は、例えば、ＳｉＯ２膜や合成
樹脂膜等で形成することができ、保護シート３０６としては、例えば、合成樹脂等からな
るシート部材を用いることができる。
【０２３６】
　この例のセンサ部３００では、上記第１の実施形態（図２）のセンサ部１０に比べて、
ガラス基板の枚数を減らすことができるので、センサ部３００の厚さをより薄くすること
ができる。また、この例のセンサ部３００では、ガラス基板の枚数を減らすことができる
ので、より安価なセンサ部を提供することできる。
【０２３７】
［変形例９］
　変形例９では、変形例８とは別のセンサ部の変形例を説明する。変形例９では、例えば
、ガラス基板の一面の表面上に送信導体及び受信導体を形成するセンサ部の構成例を説明
する。図４７に、この例のセンサ部の概略断面を示す。
【０２３８】
　この例のセンサ部３１０では、ガラス基板３１１の一面において、送信導体３１４と受
信導体３１５が交差する構造を備えるため、互いが交差する箇所においては互いを電気的
に絶縁するための絶縁材を介して交差させる。一例としては、ガラス基板３１１の一面上
にジャンパー部材としての金属層３１２が所定のパターンで形成されている。金属層３１
２上には絶縁層３１３を介して所定の導体パターンを備えた受信導体３１５が形成される
。送信導体３１４は、受信導体３１５と交差するように配置されるが、互いが交差する箇
所においては受信導体３１５によって分断された例えばランド形状の導体パターンで構成
されている。このため、分断された送信導体３１４のそれぞれは、金属層３１２によって
互いが電気的に接続される構造を備える。なお、上記の例では、ガラス基板３１１の一面
と受信導体３１５の間に絶縁層３１３が配置された構造を備えているが、ガラス基板３１
１の一面に受信導体３１５を形成し、受信導体３１５を覆うように絶縁層３１３を形成し
、受信導体３１５によって分断された送信導体３１４のそれぞれがジャンパー部材として
の金属層３１２を介して互いが電気的に接続される構造であってもよい。更には、送信導
体３１４と受信導体３１５とは、送信と受信の関係が互いに置換可能である。なお、この
例では、指示体が位置指示のためにガラス基板３１１に接近する一面に送信導体３１４と
受信導体３１５等が配置されているが、指示体が位置指示のためにガラス基板３１１に接
近する一面に対向する他面に、送信導体３１４と受信導体３１５等が配置されている構成
でも良い。
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【０２３９】
　この例では、受信導体３１５は、上記第１の実施形態と同様に、直線状導体で形成する
。一方、ランド形状の送信導体３１４は、金属層３１２の絶縁層３１３にて覆われていな
い露出部と、電気的に接続されている。金属層３１２によって電気的に接続された、ラン
ド形状を備えた送信導体３１４は、絶縁層３１３を介して受信導体３１５とは電気的に絶
縁されるように、立体的に配線される。
【０２４０】
　また、この例では、ガラス基板３０１、送信導体３１４及び受信導体３１５は、上記第
１の実施形態と同様の形成材料で形成することができる。なお、この例においても、第１
の実施形態と同様に、ガラス基板３０１の代わりに合成樹脂で形成されたシート状（フィ
ルム状）基材を用いてもよい。
【０２４１】
　金属層３１２は、高導電率を有する金属材料、例えば、Ｍｏ（モリブデン）等で形成す
ることができる。金属層３１２と送信導体３１４との接触面積は微小であるので、これら
の接続部分での電気抵抗を小さくするため、金属層３１２には高導電率を有する金属材料
を用いることが好ましい。また、絶縁層３１３は、例えば、レジスト等で形成することが
できる。
【０２４２】
　この例のセンサ部３１０では、上記第１の実施形態（図２）のセンサ部１０に比べて、
ガラス基板の枚数を減らすことができるので、センサ部３１０の厚さをより薄くすること
ができる。また、この例のセンサ部３１０では、ガラス基板の枚数を減らすことができ、
送信導体３１４及び受信導体３１５を実質的に一層で構成することができるので、より安
価なセンサ部を提供することできる。
【０２４３】
　さらに、この例のセンサ部３１０では、変形例８のセンサ部３００に比べて、次のよう
な利点が得られる。この例のセンサ部３１０において、指示体１９が位置指示のためにガ
ラス基板３１１に接近する一面に対向する他面に、送信導体３１４と受信導体３１５等が
配置されている場合には、指示体とこれらの導体との間にガラス基板３１１が介在するこ
とになるので、変形例８のセンサ部３００の場合に比べて、指示体及び導体間の距離が広
がり、指示体からのノイズの影響が低減される。
【０２４４】
［変形例１０］
　上記第１～４の実施形態では、送信導体及び受信導体が所定方向に延在した導体で形成
することができることを説明したが、変形例１０では、送信導体の形状に関しより具体的
な構成例を説明する。
【０２４５】
　図４８に、この例のセンサ部における送信導体及び受信導体の概略構成を示す。この例
では、受信導体３２４は直線形状の導体とする。送信導体３２１は、受信導体３２４が配
置された方向に対し交差する方向に配置されている。送信導体は、受信導体３２４を交差
する例えば線形状の導体部３２２と、それより幅広のランド導体部３２３とが電気的に接
続された構成を有している。受信導体３２４と線形状の導体部３２２との間には絶縁層が
介在することで互いが電気的に絶縁されている。
【０２４６】
　なお、図４８には、受信導体３２４の延在方向と、送信導体３２１の延在方向とが直交
する例を示すが、本発明はこれに限定されない。両導体の延在方向が必ずしも直交する必
要はなく、位置検出のためのクロスポイントが生成されるように、送信導体３２１の延在
方向と受信導体３２４の延在方向とが交差していればよい。
【０２４７】
　送信導体３２１を構成するランド導体部３２３の中央部は、受信導体３２４の延在方向
に沿って凹形状に形成されている。すなわち、ランド導体部３２３は、略Ｈ字状の形状を
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有する。また、ランド導体部３２３の線形状の導体部３２２側の端辺部は線形状の導体部
３２２側に向かってその幅が連続的に狭くなる凸形状になっている。
【０２４８】
　送信導体３２１のランド導体部３２３の形状を上述のような略Ｈ字状にすることにより
、次のような効果が得られる。
【０２４９】
　上記実施形態及び変形例では、静電結合方式の指示体検出装置について説明しているが
、本発明は、電磁誘導方式と組み合わせた指示体検出装置にも適用可能である。この場合
、電磁誘導方式では、指示体と指示体検出装置との間で電磁波を送受信して、指示体の位
置を検出する。そこで、センサ部上のランド導体部の形状に関し、その幅が均一の幅広導
体である場合には、センサ部を介して電磁波の送受信を行う時にそのランド導体部内に渦
電流が発生し、電磁誘導方式での位置検出に悪影響を与える。それに対して、この例のよ
うにランド導体部３２３を略Ｈ字状あるいは凹形状にすることにより、電磁誘導方式を用
いての位置検出を併用した場合でも、ランド導体部３２３内での渦電流の発生を抑制する
ことができ、上述のような問題を解消することができる。
【０２５０】
　なお、この例の構成は、クロスポイント静電結合方式の指示体検出装置のセンサ部に限
られるものではなく、クロスポイント静電結合方式と同様の導電パターン、すなわち、第
１の方向に配置された複数の第１導体と、前記第１の方向に対して交差する方向に配置さ
れた複数の第２導体とからなる導体パターンを備え、クロスポイント静電結合方式におけ
るクロスポイントに対応した指示位置を求めるのではなく、各方向に配設されたそれぞれ
の導体から得られた検出信号に基づいて各方向に配設された導体における、指示位置に対
応したそれぞれの導体を特定し、配設された位置が特定されたこれらの導体のそれぞれが
交差する位置から指示体の指示する位置を求める投影型静電結合方式の指示体検出装置の
センサ部などにも適用できる。また、この例では、送信導体を線形状の導体部とランド中
央部に凹部を有する、略Ｈ字状のランド導体部とで構成する例を説明したが、受信導体に
ついても所定の形状を有する導体パターンであってもよい。
【０２５１】
　また、この例の送信導体３２１及び受信導体３２４の構成は、第１の実施形態（図２）
、変形例８（図４６）及び変形例９（図４７）で説明したセンサ部に適用することができ
る。さらに、指示体検出装置が液晶パネル等の表示装置と一体構成の場合は、液晶パネル
から受ける影響を抑制するため、受信導体３２４を液晶パネルの画素走査方向と交差する
方向に配置することで、受信導体３２４が画素走査に起因する信号を受信しない構成とす
ることが好ましい。
【０２５２】
［変形例１１］
　送信導体のランド導体部の形状は、図４８に示す例に限定されない。図４９に、ランド
導体部の形状の他の例（変形例１１）を示す。なお、図４９において、図４８に示す例と
同じ構成には、同じ符号で示す。
【０２５３】
　変形例１０のセンサ部３２０と、この例のセンサ部３２５との比較から明らかなように
、この例では、送信導体３２６のランド導体部３２７の形状が変更されている。それ以外
の構成は、変形例１０のセンサ部３２０と同様である。それゆえ、この例では、ランド導
体部３２７の構成についてのみ説明する。
【０２５４】
　この例の送信導体３２６のランド導体部３２７は、変形例１０と同様に、ランド導体部
３２７は、その中央部に凹部を備えた、すなわち、略Ｈ字状の形状を有する。しかしなが
ら、変形例１０のランド導体部３２３では、その線形状の導体部３２２側の端辺部が鋭角
形状であったが、この例では、ランド導体部３２７の線形状の導体部３２２側の端辺部を
平坦に、あるいは図示せずも丸みを持たせることで、端辺部の導体部３２２との接合面を
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大きくする。
【０２５５】
　ランド導体部３２７の線形状の導体部３２２側の端辺部を平坦にしあるいは丸みをもた
せることで、導体部３２２との間で電流集中が生じにくい構造とされる。このような構造
を備えることで、ランド導体部３２７の線形状の導体部３２２側の端辺部に鋭部を備えた
変形例１０に比べて、ランド導体部３２７の線形状の導体部３２２側の端辺部における電
流の流路を広く確保することができ、よって、ランド導体部３２７と線形状の導体部３２
２との接合部分での電流集中が低減される。すなわち、ランド導体部３２７と線形状の導
体部３２２との接合部分における抵抗値の増大を抑制することができ、変形例１０に比べ
て、さらに電気伝導特性を向上させることができる。
【０２５６】
　なお、この例の構成は、クロスポイント静電結合方式の指示体検出装置のセンサ部に限
られるものではなく、投影型静電結合方式の指示体検出装置のセンサ部などにも適用でき
る。また、この例では、送信導体を線形状の導体部と、その中央部に凹部を備えた略Ｈ字
状のランド導体部とで構成する例を説明したが、受信導体を送信導体と同様の構成にして
もよい。
【０２５７】
　また、この例の送信導体３２６及び受信導体３２４の構成は、第１の実施形態（図２）
、変形例８（図４６）及び変形例９（図４７）で説明したセンサ部に適用することができ
る。さらに、指示体検出装置が液晶パネル等の表示装置と一体構成の場合は、液晶パネル
から受ける影響を抑制するため、既述したように、受信導体３２４を液晶パネルの走査方
向と交差する方向に配置することが好ましい。
【０２５８】
［変形例１２］
　クロスポイント静電結合方式を採用した指示体検出装置では、センサ部を指示体を操作
する面側、すなわち上方から見た場合、複数の受信導体と送信導体が交差し、導体パター
ンが存在する領域と存在しない領域がある。各導体はＩＴＯ膜等の透明電極膜で形成され
るが、導体パターンが存在する領域の透過率は、導体パターンが存在しない領域のそれに
比べて低下する。その結果、センサ部上では透過率のむらが生じる。利用者によってはこ
の透過率のむらが気になることがある。そこで、変形例１２では、このようなセンサ部上
での透過率のむらを解消する構成を説明する。
【０２５９】
　図５０に、この例のセンサ部の概略構成を示す。なお、ここでは、変形例８（図４６）
のセンサ部３００に、この例の構成を適用した例を説明する。この例のセンサ部３３０で
は、送信導体３３１及び受信導体３３２が存在しない領域に、例えば導体と同じ材料から
なる第１透明電極膜３３３及び第２透明電極膜３３４を設ける。それ以外の構成は、変形
例８（図４６）のセンサ部３００と同様の構成である。
【０２６０】
　図５１（ａ）に、センサ部３３０のガラス基板の一面（下面）に形成される送信導体３
３１及び第１透明電極膜３３３の構成を示す。この例では、送信導体３３１と同じ面であ
って、互いが近傍に配置された２つの送信導体３３１の間に矩形状の第１透明電極膜３３
３を配置する。第１透明電極膜３３３は送信導体３３１と接触しないように送信導体間の
寸法よりも多少小さな寸法を有しており、送信導体３３１とは多少の空隙を介して離間さ
れている。一方、第１透明電極膜３３３の送信導体３３１の長さ方向の寸法に関しては、
互いが近傍に配置された受信導体３３２間の寸法に１本の受信導体３３２の導体幅を加算
した寸法よりも多少小さく設定され、互いが近傍に位置する２本の受信導体３３２の間に
、それぞれの受信導体３３２の導体幅の略１／２の位置まで延伸された位置関係を持って
配置される。
【０２６１】
　また、図５１（ｂ）に、センサ部３３０のガラス基板の他の面（上面）に形成される受
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信導体３３２及び第２透明電極膜３３４の構成を示す。この例では、第２透明電極膜３３
４は、受信導体３３２が配置される同じ面に配置され、その寸法に関しては第１透明電極
膜３３３の寸法を規定する場合と同様のアプローチが適用できる。すなわち、第２透明電
極膜３３４は受信導体３３２と接触しないように受信導体間の寸法よりも多少小さな寸法
を有しており、受信導体３３２とは多少の空隙を介して離間されている。一方、第２透明
電極膜３３４の受信導体３３２の長さ方向の寸法に関しては、互いが近傍に配置された送
信導体３３１を部分的に覆うように設定される。第１透明電極膜３３３および第２透明電
極膜３３４の寸法および配置に関しては、要は、例えば指示体を操作する面側（上方側）
からセンサ部３３０を見た際に、送信導体３３１、受信導体３３２、第１透明電極膜３３
３、第２透明電極膜３３４の重畳関係が、電気的絶縁を維持しつつ、できる限り均質とな
るような構成とすることで、センサ部３３０全体に対し、透過率のむらが抑制された、均
質な光学特性を保持できるように配置されればよい。
【０２６２】
　センサ部３３０のガラス基板の各面に形成する導体及び透明電極膜をそれぞれ図５１（
ａ）及び（ｂ）のように配置すると、センサ部３３０を上方から見たとき、図５０に示す
ように、導体パターンが存在しない領域にも、導体と同じ材料からなる第１透明電極膜３
３３及び第２透明電極膜３３４が形成される。その結果、センサ部３３０上における透過
率のむらが抑制される。
【０２６３】
　なお、透過率むらを抑制するための第１透明電極膜３３３及び第２透明電極膜３３４の
形状は矩形に限定されない。センサ部３３０を上方から見たときに、各透明電極膜から成
る導体パターンと、第１透明電極膜３３３及び第２透明電極膜３３４との重畳関係が光学
的に均質であればよく、第１透明電極膜３３３及び第２透明電極膜３３４の形状は各透明
電極膜から成る導体パターンの形状に関連して適宜決定される。例えば、この例では、矩
形状の複数の透明電極膜を送信導体あるいは受信導体が延在される方向に沿って所定間隔
で配置する例をしたが、その複数の透明電極膜を１枚の電極膜として形成してもよい。
【０２６４】
　また、この例の構成は、第１の実施形態（図２）及び変形例９～１１（図４７～４９）
で説明したセンサ部に適用することができる。さらに、例えば、透過率むら防止用の透明
電極膜が所定領域に形成されたガラス基板を別途用意し、そのガラス基板をセンサ部に追
設するようにしてもよい。また、上述したように、ガラス基板に換えてフィルム上の基材
を採用しても同様に適用可能である。
【０２６５】
［変形例１３］
　上記第１～４の実施形態では、送信導体及び受信導体がともに線形状の導体である例を
説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、送信導体及び受信導体の少なくとも
一方が曲線状あるいは同心円状の導体で構成されていてもよい。図５２に、その一例（変
形例１３）を示す。
【０２６６】
　図５２は、この例におけるセンサ部３４０の送信導体３４１と受信導体３４２の配置パ
ターンを示す図である。この例では、送信導体群は、複数の径の異なる同心円状の送信導
体３４１で構成される。そして、各同心円状の送信導体３４１は、複数配置され且つ半径
方向に隣り合う送信導体３４１間の間隔は等間隔となるように構成される。ただし、本発
明は、これに限定されず、送信導体３４１間の間隔を等間隔にしなくてもよい。
【０２６７】
　一方、受信導体群は、送信導体群の中心から放射状に延在した複数の例えば直線形状の
受信導体３４２で構成される。そして、複数の受信導体３４２は、周方向に等間隔で配置
される。ただし、本発明は、これに限定されず、受信導体３４２間の間隔を等間隔にしな
くてもよい。このように構成することにより、送信導体３４１と受信導体３４２との延在
方向を交差させて、位置検出のクロスポイントを生成する。
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【０２６８】
　図５２に示すセンサ部３４０は、例えば、センサ部３４０の位置検出領域が円形状であ
るような場合に好適ある。
【０２６９】
　また、本発明では、例えば、送信導体及び受信導体の少なくとも一方がその延在方向に
対して蛇行するような、ジグザグ形状の導体であってもよい。
【０２７０】
［変形例１４］
　上記第１～４の実施形態では、例えば図４に示すように、信号検出回路３１内の増幅器
３１ｂとして１入力１出力の増幅器を用いる例を説明したが、本発明はこれに限定されな
い。例えば、増幅器として差動増幅器を用いてもよい。図５３に、その一例（変形例１４
）を示す。
【０２７１】
　図５３は、この例の増幅器の概略構成図である。この例の増幅器３５０は２入力１出力
の差動増幅器である。この例では、差動増幅器３５０の各入力端子に接続される受信導体
１４は、それぞれ１本であり、センサ部において互いが隣り合って配置された受信導体１
４が１対とされて、順次選択される。図５３では、選択された受信導体（Ｘｍ，Ｘｍ＋１

）からの信号はＩ／Ｖ変換回路３１ａを介して電流信号が電圧信号に変換されて差動増幅
器３５０の各入力端子に供給されているが、以降に述べる差動増幅器を用いた実施例にお
いては、図面の煩雑さを回避するためにＩ／Ｖ変換回路３１ａの存在を割愛して説明する
。
【０２７２】
　受信側に差動増幅器３５０を用いた場合には、各受信導体１４に重畳したノイズを差動
増幅器３５０で差動増幅することで除去できるので、ノイズ耐性を向上させることができ
る。
【０２７３】
［変形例１５］
　上記変形例１４では、差動増幅器に接続する受信導体１４の本数が２本の場合を説明し
たが、差動増幅器に接続する受信導体１４の本数をさらに増やしてもよい。図５４に、そ
の一例（変形例１５）を示す。
【０２７４】
　図５４は、この例の差動増幅器の概略構成図である。この例の差動増幅器３５１では、
実質的に接続する受信導体１４を５本とする。そして、この例では差動増幅器３５１に接
続する受信導体１４として、互いに隣り合う５本の受信導体１４を用いる。なお、図５４
の例では、差動増幅器３５１に接続する５本の受信導体１４をそれぞれ受信導体Ｘｍ－２

～Ｘｍ＋２と表記する。
【０２７５】
　この例では、受信導体Ｘｍ－２及びＸｍ－１を差動増幅器３５１の極性が「－」の入力
端子に接続し、受信導体Ｘｍ＋２及びＸｍ＋１を差動増幅器３５１の極性が「＋」の入力
端子に接続する。そして、中央に配置された受信導体Ｘｍを、差動増幅器３５１の内部に
おいて所定の参照電圧レベル（例えばグラウンドレベルあるいは供給電圧レベル：Ｖｃｃ
）に設定された入力端子に接続する。なお、差動増幅器３５１が単電源である場合には、
受信導体Ｘｍの電圧レベルは所定の参照電圧レベルに設定され、差動増幅器３５１が正電
圧及び負電圧から構成される両電源である場合には、受信導体Ｘｍの電圧レベルは一般的
には零、すなわちグラウンドレベルに設定させる。所定の入力端子がグラウンドレベルあ
るいは所定の参照電圧に設定された複数入力を備える差動増幅器を使用することで、既述
したように、受信導体を選択するための受信導体選択回路で実現した受信導体の選択、受
信に供していない受信導体をグラウンドあるいは所定の参照電圧に接続する機能を、この
差動増幅器の入力端子の選択というアプローチで代用することができる。
【０２７６】
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　このように、複数の受信導体を同時的に使用することで、差動増幅器３５１から出力さ
れる差分信号が増大するため検出感度を向上させることができる。また、指示体の検出領
域を広げることができる。また、この例では、差動増幅器３５１を用いるので、変形例１
４と同様に、ノイズ耐性を向上させることができる。
【０２７７】
　なお、この例において、差動増幅器３５１に接続する、中央に配置された受信導体Ｘｍ

を所定の参照電圧レベルに設定する理由は、次の通りである。上記第１の実施形態で説明
したように、クロスポイント静電結合方式では、指示体が配置されているクロスポイント
では、例えば指示体を介してグラウンドに電流が分流され、クロスポイントに流入する電
流が低下するといった電流の変化を検出する。しかしながら、指示体が十分グラウンドに
接地されていない環境にある場合には、クロスポイントでの電流の分流が不十分になる。
この場合、クロスポイントでの電流変化が小さくなり、位置検出の感度が低下する。
【０２７８】
　それに対して、この例のように、差動増幅器３５１に接続する複数の受信導体１４のう
ち、中央に配置された受信導体Ｘｍが参照電圧レベル（例えば、所定の参照電圧またはグ
ラウンド接地電圧）になるように構成すると、指示体が十分グラウンドに接地されていな
い場合であっても、指示体が受信導体Ｘｍ上に配置された場合には、電流の一部を指示体
及び受信導体Ｘｍを介して分流させることができる。その結果、上述した感度の低下を抑
制することができる。
【０２７９】
［変形例１６］
　上記第１～３の実施形態では、送信導体群１１に供給する拡散符号のチップ長を「６３
」として、送信導体１２の１本毎に１チップ分位相をずらした拡散符号を供給する例を説
明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、複数本の送信導体１２に対して同じ位
相差を有する拡散符号を供給してもよい。
【０２８０】
　変形例１６では、隣り合う２本の送信導体１２に同じ位相差を有する拡散符号を供給す
る例を示す。なお、この例では、送信導体１２の本数は、第１の実施形態と同様に、補償
信号を供給するための例えば２本の送信導体を加えた６４本とする。
【０２８１】
　この例では、２本の送信導体１２をペアとして、同じ位相差の拡散符号を供給するので
、送信導体群１１に供給する拡散符号の位相差の種類は同位相を含めて３１通りあればよ
い。それゆえ、この例では、チップ長が少なくとも「３１」である拡散符号を用いること
ができる。よって、この例では、チップ長「３１」の拡散符号を用いる。ただし、この場
合、６４本の送信導体１２のうち、拡散符号を供給する送信導体１２は６２本となるので
、残りの２本の送信導体１２には、補償信号を供給する。
【０２８２】
　図５５に、上記拡散符号の供給形態を実現するための指示体検出装置の拡散符号供給回
路の概略構成を示す。また、図５５の例では、送信導体群１１の両端に位置する送信導体
Ｙ１及びＹ６４に補償信号を供給し、残りの送信導体Ｙ２～Ｙ６３に互いに位相差の異な
る拡散符号を供給する。なお、以下では、隣り合う２本毎にペアと成した送信導体１２の
組み合わせを送信導体［Ｙｋ，Ｙｋ＋１］（ｋ＝２～６２）と記す。
【０２８３】
　この例の拡散符号供給回路３６０は、シフトレジスタ３６１と、補償信号生成回路３６
２とを備える。なお、拡散符号生成回路３６４は、チップ長が「３１」の拡散符号を生成
し、拡散符号を構成する各１チップ長の符号をシフトレジスタ３６１に並列出力する。
【０２８４】
　シフトレジスタ３６１は、並列入出力型のシフトレジスタであり、拡散符号生成回路３
６４で生成される拡散符号のチップ長と同数、すなわち、３１個のフリップフロップ３６
１ａを備え、それらが多段接続されて構成される。フリップフロップＤｔ１～Ｄｔ３１の
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入力端子は、それぞれ、拡散符号を構成する１チップ目の符号ＰＮ１～３１チップ目の符
号ＰＮ３１が出力される拡散符号生成回路３６４の出力端子にそれぞれ接続される。また
、フリップフロップＤｔＬ（Ｌ：整数１～３１）の出力端子は、１組の送信導体［Ｙ２Ｌ

，Ｙ２Ｌ＋１］に接続される。
【０２８５】
　各フリップフロップ３６１ａは、拡散符号生成回路３６４から並列出力される１チップ
長の符号を同時的に保持するとともに、その保持された１チップ長の信号（符号）を１チ
ップ周期毎に次段のフリップフロップ３６１ａにシフトする。また、その際、各フリップ
フロップ３６１ａは、保持していた信号を対応する一組の送信導体［Ｙｋ，Ｙｋ＋１］に
出力する。また、シフトレジスタ３６１を構成する最終段のフリップフロップＤｔ３１の
出力信号はフリップフロップＤｔ１に巡回的に供給される。
【０２８６】
　拡散符号供給回路３６０を上述のような構成にすることにより、フリップフロップＤｔ

１、…、ＤｔＬ、…Ｄｔ３１からは、それぞれ位相差Ｐｈ１（同位相）、…、ＰｈＬ、…
、Ｐｈ３１（３０チップ長の位相差）の拡散符号が出力される。そして、拡散符号供給回
路３６０から出力された位相差Ｐｈ１、…、ＰｈＬ、…、Ｐｈ３１の拡散符号は、それぞ
れ送信導体［Ｙ２，Ｙ３］、…、［Ｙ２Ｌ，Ｙ２Ｌ＋１］、…、［Ｙ６２，Ｙ６３］に出
力される。
【０２８７】
　なお、この例の指示体検出装置の受信部の相関値算出回路の構成は、３１チップ長の検
出信号と拡散符号生成回路３６４から出力される３１チップ長の拡散符号との相関値が算
出できるような構成にすればよい。具体的には、相関回路内の各シフトレジスタを構成す
るフリップフロップの数を３１とし、相関器内の積算器の数も３１個にすればよい（図６
及び７参照。）
【０２８８】
　この例のように複数本の送信導体１２を１ペアとして、同じ位相差の拡散符号を供給す
ることにより、検出される出力信号のレベルが増大するので、検出感度を向上させること
ができる。また、この例のように、複数本の送信導体１２に同じ位相差の拡散符号を供給
する場合、拡散符号のチップ長を短くすることができるので、検出時間をより短縮するこ
とができる。さらに、この例では、拡散符号のチップ長を短くすることができるので、上
述のように、相関回路内の各シフトレジスタを構成するフリップフロップの数や、相関器
内の積算器の数を減らすことができ、受信部の構成をより簡易にすることができる。
【０２８９】
　また、この例のように、２本の送信導体１２毎に、同じ位相差の拡散符号を供給する場
合、受信部の信号検出回路に用いる増幅器も、２本の受信導体１４毎に出力電流を検出す
る構成にすることが好ましい。その一構成例を図５６に示す。
【０２９０】
　図５６によって、この例における拡散信号の供給形態と検出信号の検出形態との関係を
概念的に説明する。この例のように、２本の送信導体１２毎に、同じ位相差の拡散符号を
供給する場合には、受信部の増幅器３６５には、２つの入力端子がともに同一極性である
、例えば「＋」端子である２入力１出力の増幅器３６５を用いることが好ましい。また、
図５６に示す例のように隣り合う２本の送信導体１２（Ｙｎ，Ｙｎ＋１）に同じ位相差の
拡散符号を供給する場合には、その供給パターンに合わせて、受信部の増幅器３６５の２
つの入力端子も隣り合う２つの受信導体１４（Ｘｍ，Ｘｍ＋１）にそれぞれ接続すること
が好ましい。
【０２９１】
　なお、この例では、同じ位相差の拡散符号を供給する送信導体１２を２本単位とし、受
信側では２本の受信導体１４の出力信号を加算する例を説明したが、本発明はこれに限定
されない。同じ位相差の拡散符号を供給する送信導体１２の単位を３本以上にし、それに
合わせて、受信側の増幅器で加算する受信導体１４の本数も３本以上としてもよい。なお
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、ペアと成す送信導体１２の本数と、ペアと成す受信導体の本数は同数である必要はない
。
【０２９２】
　上述のように複数本の送信導体１２を１ペアとして、同じ位相差の拡散符号を供給し、
複数本の受信導体１４からの出力信号を加算した場合には、検出される信号のレベルを増
大させることができるだけでなく、指示体の検出範囲を拡げることができるので、センサ
部１０上の位置検出領域が大きい場合に好適である。
【０２９３】
　なお、上述のように送信部での拡散符号の供給形態と、受信部での検出形態とを同じに
する構成を、例えば、変形例９（図４７）で説明したセンサ部３１０を備える指示体検出
装置に適用した場合には、次のような利点が得られる。
【０２９４】
　同じ位相差の拡散符号の送信する送信導体の本数と、増幅器で加算する受信導体１４の
本数とが異なる場合、センサ部上における最小の検出エリアは長方形状となり、感度分布
に異方性が生じる。この場合、例えば、センサ部と対向する面（以下、単に、対向面とい
う）が円形状の指示体を検出すると、その指示体の対向面が円形状でなく楕円形状等に歪
んで検出されることがある。これに対して、この例のように、同じ位相差の拡散符号の送
信する送信導体１２の本数と、増幅器で加算する受信導体１４の本数とが同じ場合、図５
６に示すように、センサ部上における最小の検出エリアＳｍｉｎが正方形状となり、等方
的な感度分布が得られる。この場合、対向面が円形状の指示体がセンサ部上に配置されて
も、その指示体の対向面を円形状で検出することができる。
【０２９５】
　また、図５５に示す例では、各送信導体１２に供給する拡散符号の位相差は固定されて
いるが、本発明はこれに限定されず、例えば所定時間毎に、各送信導体１２に供給する拡
散符号の位相差を変化させてもよい。その例を、図５７及び５８に示す。
【０２９６】
　図５７（ａ）及び（ｂ）に示す送信導体選択シーケンスの例では、まず、或る時刻に位
相差Ｐｈ１（同位相）の拡散符号を送信導体Ｙ２及びＹ３に供給する（図５７（ａ）の状
態）。次いで、所定時間後、位相差Ｐｈ１の拡散符号をＹ４及びＹ５に供給する（図５７
（ｂ）の状態）。すなわち、図５７（ａ）及び（ｂ）の送信導体選択シーケンスの例では
、所定時間毎に、同じ位相差の拡散符号を供給する送信導体１２を所定の本数（この例で
は２本）を単位として選択する。
【０２９７】
　また、図５８（ａ）～（ｃ）に示す送信導体選択シーケンスの例では、まず、或る時刻
に位相差Ｐｈ１の拡散符号を送信導体Ｙ２及びＹ３に供給する（図５８（ａ）の状態）。
次いで、所定時間後、位相差Ｐｈ１の拡散符号をＹ３及びＹ４に供給する（図５８（ｂ）
の状態）。次いで、さらに所定時間が経った後、位相差Ｐｈ１の拡散符号をＹ４及びＹ５

に供給する（図５８（ｃ）の状態）。すなわち、図５８（ａ）～（ｃ）の送信導体選択シ
ーケンスの例では、所定時間毎に、同じ位相差の拡散符号を供給する送信導体１２を所定
の本数（この例では２本）単位で選択するとともに、先の選択動作で選択された複数の送
信導体１２を構成する一部の送信導体１２が、次の選択動作で選択された複数の送信導体
１２として含まれるように選択制御される。
【０２９８】
　なお、図５７及び５８に示すような送信導体１２の切替え動作を行う場合には、変形例
３や第４の実施形態で説明した指示体検出装置のように、送信部に送信導体選択回路を設
けて上記切替え動作を行う。
【０２９９】
［変形例１７］
　変形例１６（図５５）では、送信導体２本毎に同じ位相の拡散符号を供給する例を説明
したが、この場合、位置検出の分解能が低下する。変形例１７では、そのような問題を解
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決することのできる構成例を説明する。
【０３００】
　この例では、送信導体１２の本数は、第１の実施形態と同様に６４本とし、送信する拡
散符号の符号長は「６２」とする。ただし、この例で供給する拡散符号では、符号長「３
１」の拡散符号を符号長「６２」に拡張して用いる。具体的には、符号長「３１」の拡散
符号「ＰＮ１，ＰＮ２，…，ＰＮ３０，ＰＮ３１」を本実施形態では、「ＰＮ１，ＰＮ１

，ＰＮ２，ＰＮ２，…，ＰＮ３０，ＰＮ３０，ＰＮ３１，ＰＮ３１」という符号列の拡散
符号を送信導体１２に供給する。すなわち、この例では、２チップ続けて１符号長の同じ
符号ＰＮｉ（ｉ＝１～３１）を供給する。
【０３０１】
　図５９に、この例の拡散符号供給回路３７０の概略構成を示す。拡散符号供給回路３７
０は、拡散符号のチップ長と同数（６２個）のフリップフロップ３７１ａ（図５９中のＤ
ｔ１～Ｄｔ６２）で構成されたシフトレジスタ３７１を備える。そして、各フリップフロ
ップＤｔ１～Ｄｔ６２は、送信導体Ｙ１～Ｙ６２にそれぞれ接続される。また、拡散符号
供給回路３７０は、補償信号生成回路３７２を備え、補償信号生成回路３７２の出力端子
は、互いが近傍に配置された送信導体Ｙ６３とＹ６４に接続される。
【０３０２】
　そして、この例では、図５９に示すように、拡散符号生成回路３７３で生成した拡散符
号を構成する各符号ＰＮ１ＰＮ２、…、ＰＮｉ、…ＰＮ３１を互いに隣り合うフリップフ
ロップ３７１ａのペア［Ｄｔ１，Ｄｔ２］、［Ｄｔ３，Ｄｔ４］、［Ｄｔ２ｉ－１，Ｄｔ

２ｉ］、…［Ｄｔ６１，Ｄｔ６２］にそれぞれ供給する。次いで、各フリップフロップ３
７１ａは、保持した信号を１符号長周期で次段のフリップフロップ３７１ａに順次シフト
する。
【０３０３】
　この例の拡散符号の供給形態では、各送信導体１２に供給される拡散符号は互いに１符
号長の位相差を有するので、分解能を低下させることなく指示体の位置検出が可能になる
。
【０３０４】
　また、この例の供給形態では、符号の供給タイミングによりペアとなる送信導体１２は
異なるものの、隣り合う送信導体１２には同じ符号が供給される。このことを、例えば、
送信導体Ｙ６０～Ｙ６２に供給される拡散符号列を参照しながら具体的に説明する。送信
導体Ｙ６２～Ｙ６０に供給される拡散符号の符号列を時系列で１符号長毎に列記すると次
のようになる。
　送信導体Ｙ６２：「ＰＮ３１，ＰＮ３１，ＰＮ３０，ＰＮ３０，…」
　送信導体Ｙ６１：「ＰＮ３１，ＰＮ３０，ＰＮ３０，ＰＮ２９，…」
　送信導体Ｙ６０：「ＰＮ３０，ＰＮ３０，ＰＮ２９，ＰＮ２９，…」
【０３０５】
　ここで、送信導体Ｙ６１の拡散符号の符号列に着目すると、１チップ目に符号ＰＮ３１

が送信導体Ｙ６１に供給された際には、同じタイミングで送信導体Ｙ６２に符号ＰＮ３１

が供給される。２チップ目に符号ＰＮ３０が送信導体Ｙ６１に供給された際には、同じタ
イミングで送信導体Ｙ６０に符号ＰＮ３０が供給される。３チップ目に符号ＰＮ３０が送
信導体Ｙ６１に供給された際には、同じタイミングで送信導体Ｙ６２に符号ＰＮ３０が供
給される。そして、４チップ目に符号ＰＮ２９が送信導体Ｙ６１に供給された際には、同
じタイミングで送信導体Ｙ６０に符号ＰＮ２９が供給される。５チップ目以降も、同様に
して符号の供給タイミングによりペアとなる送信導体１２は異なるが、隣り合う送信導体
１２には同じ符号が供給される。このような供給形態では、送信レベルが増大し、検出感
度を向上させることができる。
【０３０６】
　さらに、図５５に示す例（変形例１６）では、補償信号生成回路３６２から出力された
信号は、送信導体群１１を構成する各送信導体１２の両端に配置された送信導体Ｙ１とＹ



(48) JP 5396167 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

６４、すなわち互いの送信導体１２が他の所定数の送信導体１２を介して離間された送信
導体１２に供給される。これに対し、この例では、補償信号生成回路３６２から出力され
た信号は、互いが近傍に配置された送信導体Ｙ６３とＹ６４に供給される。
【０３０７】
　図５５に示す例では、補償信号生成回路３６２から出力された信号は、互いの送信導体
１２が他の所定数の送信導体１２を介して離間された送信導体１２に供給される構成を有
しているため、一方の送信導体に外来ノイズなどによる影響があった場合でも他方の送信
導体に供給される補償信号を利用することができるという利点がある。これに対し、図５
９に示す例では、補償信号生成回路３７２から出力された信号は、互いが近傍に配置され
た送信導体Ｙ６３とＹ６４に供給されるために、図５５に示す例とは異なり、互いの送信
導体を選択するための配線が簡単であるという利点がある。
【０３０８】
　なお、この例においても、変形例１６（図５７及び５８）で説明したように、例えば所
定時間毎に、各送信導体１２に供給する拡散符号の位相差を変化させてもよい。
【０３０９】
［変形例１８］
　変形例１７では、１符号長の同じ符号ＰＮｉ（ｉ＝１～３１）を２チップ続けて同相で
送信導体１２に供給する供給形態について説明したが、変形例１８では、１符号長の同じ
符号ＰＮｉを２チップ続けて供給する際に、その一方の符号を反転させて供給する構成例
を説明する。
【０３１０】
　この例では、送信導体１２の本数を６２本とし、送信する拡散符号の符号長は「６２」
とする。ただし、この例で供給する拡散符号には、変形例１７と同様に、符号長「３１」
の拡散符号を符号長「６２」に拡張して用いるが、２チップ続けて配列される２つの符号
ＰＮｉのうち一方の符号を反転させる。具体的には、本実施形態では、「－ＰＮ１，ＰＮ

１，－ＰＮ２，ＰＮ２，…，－ＰＮ３０，ＰＮ３０，－ＰＮ３１，ＰＮ３１」という符号
列の拡散符号を用いる。
【０３１１】
　図６０に、この例の拡散符号供給回路３７５の概略構成を示す。拡散符号供給回路３７
５は、拡散符号のチップ長と同数（６２個）のフリップフロップ３７１ａ（図６０中のＤ
ｔ１～Ｄｔ６２）で構成されたシフトレジスタ３７１を備える。そして、各フリップフロ
ップＤｔ１～Ｄｔ６２は、送信導体Ｙ１～Ｙ６２にそれぞれ接続される。
【０３１２】
　この例では、拡散符号生成回路３７６において、拡散符号を構成する非反転符号ＰＮ１

、ＰＮ２、…、ＰＮｉ、…、ＰＮ３１と、その反転符号－ＰＮ１、－ＰＮ２、…、－ＰＮ

ｉ、…、－ＰＮ３１とを生成する。そして、非反転符号ＰＮ１、ＰＮ２、…、ＰＮｉ、…
、ＰＮ３１を、それぞれフリップフロップＤｔ２、Ｄｔ４、…、Ｄｔ２ｉ、…Ｄｔ６２に
供給し、反転符号－ＰＮ１、－ＰＮ２、…、－ＰＮｉ、…、－ＰＮ３１をそれぞれフリッ
プフロップＤｔ１、Ｄｔ３、…、Ｄｔ２ｉ－１、…Ｄｔ６１に供給する。次いで、各フリ
ップフロップ３７１ａは、保持した信号を１符号長周期で次段のフリップフロップ３７１
ａに順次シフトする。
【０３１３】
　なお、図６０に示す例では、非反転符号を偶数インデックスのフリップフロップ３７１
ａに供給し、反転符号を奇数インデックスのフリップフロップ３７１ａに供給する例を説
明したが、本発明はこれに限定されない。非反転符号を奇数インデックスのフリップフロ
ップ３７１ａに供給し、反転符号を偶数インデックスのフリップフロップ３７１ａに供給
してもよい。
【０３１４】
　この例の供給形態では、変形例１７と同様に、各送信導体１２に供給される拡散符号は
互いに１符号長の位相差を有するので、分解能を低下させることなく指示体の位置検出が
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可能になる。
【０３１５】
　また、この例の供給形態では、符号の供給タイミングによりペアとなる送信導体１２は
異なるものの、隣り合う送信導体１２間で符号が位相反転（あるいは極性反転）して供給
される。このことを、例えば、送信導体Ｙ６０～Ｙ６２に供給される拡散符号列を参照し
ながら具体的に説明する。送信導体Ｙ６２～Ｙ６０に供給される拡散符号の符号列を時系
列で１符号長毎に列記すると次のようになる。
　送信導体Ｙ６２：「ＰＮ３１，－ＰＮ３１，ＰＮ３０，－ＰＮ３０，…」
　送信導体Ｙ６１：「－ＰＮ３１，ＰＮ３０，－ＰＮ３０，ＰＮ２９，…」
　送信導体Ｙ６０：「ＰＮ３０，－ＰＮ３０，ＰＮ２９，－ＰＮ２９，…」
【０３１６】
　ここで、送信導体Ｙ６１の拡散符号列に着目すると、１チップ目に反転符号－ＰＮ３１

が送信導体Ｙ６１に供給された際には、同じタイミングで送信導体Ｙ６２に非反転符号Ｐ
Ｎ３１が供給される。２チップ目に非反転符号ＰＮ３０が送信導体Ｙ６１に供給された際
には、同じタイミングで送信導体Ｙ６０に反転符号－ＰＮ３０が供給される。３チップ目
に反転符号－ＰＮ３０が送信導体Ｙ６１に供給された際には、同じタイミングで送信導体
Ｙ６２に非反転符号ＰＮ３０が供給される。そして、４チップ目に非反転符号ＰＮ２９が
送信導体Ｙ６１に供給された際には、同じタイミングで送信導体Ｙ６０に反転符号－ＰＮ

２９が供給される。５チップ目以降も、同様にして符号の供給タイミングによりペアとな
る送信導体１２は異なるが、隣り合う送信導体１２間で符号が位相反転して供給される。
この場合、隣り合う送信導体１２間で、クロスポイントに流れる電流が互いに打ち消し合
うので、各受信導体１４から出力される電流信号は相殺される。この場合、受信（検出）
感度を向上させることができる。
【０３１７】
　さらに、この例の供給形態では、指示体がセンサ部上に存在しない場合には、各受信導
体１４で検出される電流信号は零となるので、補償信号を供給する補償信号生成回路を設
ける必要がない。
【０３１８】
　なお、この例においても、変形例１６（図５７及び５８）で説明したように、例えば所
定時間毎に、各送信導体１２に供給する拡散符号の位相差を変化させてもよい。
【０３１９】
［変形例１９］
　変形例１６では、隣り合う複数本の送信導体１２に同じ位相差の拡散符号を供給し、隣
り合う複数本の受信導体１４の検出信号を増幅器で加算する構成例を説明したが、本発明
はこれに限定されない。例えば、送信部では、所定本数間隔で配置された複数本の送信導
体１２に同じ位相差の拡散符号を供給し、受信部においても同様に、所定本数間隔で配置
された複数本の受信導体１４で検出した信号を増幅器で加算する構成にしてもよい。図６
１に、その一例（変形例１９）を示す。
【０３２０】
　図６１は、ペアと成す送信導体１２の間に他の送信導体が配置された構成を模式的に示
す。具体的な例としては、選択された２本の送信導体１２の間に１本の送信導体１２を介
在させ、選択された２本の送信導体１２毎に同じ位相差の拡散符号を供給する。拡散符号
が供給される送信導体１２の間に配置された送信導体１２には拡散符号を供給しない。具
体的には、送信導体Ｙｎ＋１及びＹｎ＋３に位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給し、送信導体
Ｙｎ＋１及びＹｎ＋３間に配置された送信導体Ｙｎ＋２、並びに、送信導体Ｙｎ＋１及び
Ｙｎ－１（不図示）間に配置された送信導体Ｙｎはグラウンドに接続する。例えば、１２
８本の送信導体１２を配置し、その６４本は拡散符号と補償信号を供給するために使用さ
れ、他の６４本はグランドに接続される。なお、所定の参照電圧に接続してもよい。
【０３２１】
　また、図６１に示す例のように１本の送信導体１２を介在させて離間されて隣り合う２
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本の送信導体１２毎に同じ位相差の拡散符号を供給する場合、受信部の信号検出回路に用
いられる増幅器も、１本の受信導体１４を介在させて離間されて隣り合う２本の受信導体
１４毎に得られる出力電流を加算する増幅器を用いることが好ましい。図６１には、その
ような増幅器の一例を示す。
【０３２２】
　図６１に示す例では、受信部の増幅器３７８として、４入力１出力の増幅器３７８を用
いる。この増幅器３７８の４つの入力端子は、同一極性である、例えば「＋」端子と、接
地または参照電圧（例えば駆動電圧）に接続される端子（以下、「０」端子と表記する。
またこの例では、この端子は内部的に接地されているものとするが、内部的に参照電圧が
供給されている場合であっても良い）とが交互に配置されて構成される。そして、図６１
に示す例では、受信導体Ｘｍ及びＸｍ＋２が「＋」端子に接続され、受信導体Ｘｍ及びＸ

ｍ＋２間に配置された受信導体Ｘｍ＋１と、受信導体Ｘｍ＋２及びＸｍ＋４（不図示）間
に配置された受信導体Ｘｍ＋３とが「０」端子に接続される。なお、本発明はこれに限定
されず受信導体Ｘｍ及びＸｍ＋２が「０」端子に接続され、受信導体Ｘｍ＋１及びＸｍ＋

３が「＋」端子に接続されるような構成にしてもよい
【０３２３】
　この例では、変形例１６と同様に、複数本の送信導体１２に同じ位相差の拡散符号を供
給し、複数本の受信導体１４からの出力信号を増幅器で加算する。それゆえ、検出範囲を
拡げることができ且つ検出される信号レベルを増大させることができるので、検出感度を
向上させることができる。また、この例では、最小の検出範囲Ｓｍｉｎを拡げることがで
きるので、センサ部上の位置検出領域が大きい場合に好適である。
【０３２４】
　また、この例では、上述のように、変形例１６と同様に、送信部の拡散符号の供給形態
と、受信部の１つの増幅器で加算する信号の検出形態とを同じパターンにする。その結果
、この例の構成では、センサ部上における最小の検出エリアＳｍｉｎは正方形状となる。
それゆえ、この例の構成を、例えば、変形例９（図４７）で説明したセンサ部３１０を備
える指示体検出装置に適用した場合には、変形例１６と同様に、センサ部上における最小
の検出エリアでは等方的な感度分布を得ることができる。この場合、例えば対向面が円形
状の指示体がセンサ部上に配置されても、その指示体の対向面を円形状で検出することが
できる。
【０３２５】
［変形例２０］
　変形例２０では、例えば図３３あるいは図３４に適用して特に好適な、差動増幅器を用
いて隣り合う複数本（この例では４本）の受信導体１４をまとめて使用して信号検出する
構成例について説明する。
【０３２６】
　図６２に、この例の差動増幅器の構成例を示す。この例では、実線で示される指示体１
９が、Ｙｎ＋２～Ｙｎ＋３に配置された送信導体１２とＸｍ＋１～Ｘｍ＋２に配置された
受信導体１４に近傍に位置するものとする。差動増幅器３８０の４つの入力端子のうち、
左側２つの入力端子の極性と右側２つの入力端子の極性とが異なる。この例では、差動増
幅器３８０の４つの入力端子の極性を、受信導体１４のインデックスの小さい方から「＋
＋－－」の順で配置する。そして、隣り合う４本の受信導体Ｘｍ～Ｘｍ＋３のうち、受信
導体Ｘｍ及びＸｍ＋１を極性が「＋」である端子に接続し、受信導体Ｘｍ＋２及びＸｍ＋

３を極性が「－」である端子に接続する。なお、以下では、図６２に示す差動増幅器３８
０における信号の検出形態（検出パターン）を「＋＋－－」と記す。
【０３２７】
　また、この例のように受信部の信号検出形態を「＋＋－－」とする場合には、送信部の
信号供給形態も、受信部の信号検出形態に対応させることが好ましい。具体的には、例え
ば、４本の隣り合う送信導体Ｙｎ～Ｙｎ＋３にまとめて同じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供
給し、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方から拡散符号の位相を「逆相，逆
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相，同相,同相」にして供給する。それを実現するためには、図６２に示すように、送信
導体Ｙｎ＋２及びＹｎ＋３には位相差Ｐｈｋの拡散符号の位相を変えずに供給する。一方
、送信導体Ｙｎ及びＹｎ＋１には、位相反転器３８１を介して位相差Ｐｈｋの拡散符号を
供給する。なお、以下では、図６２に示す拡散符号の供給形態（供給パターン）を「＋＋
－－」と記す。
【０３２８】
　信号の供給形態及び検出形態をともに「＋＋－－」とした場合には、差動増幅器３８０
から出力される信号のレベル変化は、指示体１９の存在によって、破線で示す曲線３８３
のようにＳ字状になり、その信号を積分するとその積分値の変化は実線で示す曲線３８３
Ｘのようになる。この例では、曲線３８３Ｘの窪み部分の中心を算出して、指示体の位置
検出を行う。また、波線で示す指示体１９が、Ｙｎ～Ｙｎ＋１に配置された送信導体１２
とＸｍ＋１～Ｘｍ＋２に配置された受信導体１４に近傍に位置すると、位相反転器３８１
によって、差動増幅器３８０から出力される信号のレベル変化は曲線３８３とは位相が反
転した波形となり、その積分値も同様に位相が反転した波形となる。図６２（ｂ）は、図
６２（ａ）に示す、送信導体を選択するための送信導体選択回路３８２の構成例である。
図６２（ｂ）においては、位相差Ｐｈｋと位相差Ｐｈk+1の信号およびその位相反転信号
を、Ｙｎ～Ｙｎ＋２０で示される所定の送信導体１２に選択的に供給する例を示す。送信
導体選択回路３８２には、位相差Ｐｈｋおよび位相差Ｐｈk+1の信号とそれぞれが位相反
転した４つの信号が供給される。スイッチＳＷ０，ＳＷ１はそれぞれ半導体スイッチで構
成され、４つの入力端子を備えている。各入力端子に供給された信号を、１２本の出力端
子の中の４本の出力端子を順次選択することで、４つの入力端子に供給された信号を、選
択された４本の送信導体１２に順次供給する。また、スイッチＳＷ０，ＳＷ１は同期して
動作する。すなわち、スイッチＳＷ０，ＳＷ１によって送信導体１２の中のＹｎ～Ｙｎ＋

３とＹｎ＋９～Ｙｎ＋１２がそれぞれ選択されると、その次には、Ｙｎ＋１～Ｙｎ＋４と
Ｙｎ＋１０～Ｙｎ＋１３がそれぞれ選択される。このような送信導体選択シーケンスが繰
り返し実行される。また、図６２（ｂ）に図示するように、スイッチＳＷ０で選択される
一部の出力端子（この例では３本）は送信導体１２に接続されずスイッチＳＷ１の一部の
入力端子に接続される。従って、送信導体１２の総数が６６本で構成される場合には、送
信導体選択回路３８２には７個のスイッチ（ＳＷ０～ＳＷ６）が備えられている。なお、
送信導体選択回路３８２を構成するスイッチの数は、送信導体選択回路３８２に供給され
る入力信号Ｐｈの数及び送信導体１２の数に依存する。
【０３２９】
　この構成例を用いた場合には、複数の送信導体１２あるいは複数の受信導体１４を使用
するため差動増幅器３８０から出力される差分信号が増大し、且つ、同時に検出する範囲
が広がるので、検出感度を向上させることができる。また、この例では、所定の信号とそ
の位相反転信号をペアとして送信導体１２に供給する構成を有しており、指示体１９が存
在しない状況においては、互いの信号がキャンセルされるために、差動増幅器３８０の入
力信号のダイナミックレンジを抑制でき、更には、ノイズもキャンセルされるので、ノイ
ズ耐性を向上させることができる。
【０３３０】
　また、この例では、上述のように、変形例１６と同様に、送信部での拡散符号の供給形
態と、受信部での信号の検出形態とを同じパターンにする。その結果、この例の構成では
、センサ部上における最小の検出エリアＳｍｉｎが正方形状となる。それゆえ、この例の
構成を、例えば、変形例９（図４７）で説明したセンサ部３１０を備える指示体検出装置
に適用した場合には、変形例１６と同様に、センサ部上における最小の検出エリアでは等
方的な感度分布を得ることができる。この場合、例えば対向面が円形状の指示体がセンサ
部上に配置されても、その指示体の対向面を円形状で検出することができる。
【０３３１】
　なお、検出対象の導体は４本（偶数）に限られず、３本や５本（奇数）を単位としても
よい。この場合、図示せずも、既述したように、検出対象の導体のうち、中央に配置され
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た送信導体をグラウンドまたは参照電圧に接続することが好ましい。
【０３３２】
　さらに、この例では、受信部での信号の供給形態及び送信部での信号の検出形態の両方
において位相反転（あるいは極性反転）を行う例を説明したが、位相反転を行うのは受信
部及び送信部のいずれか一方だけでもよい。また、この例では信号の供給形態及び検出形
態を「＋＋－－」としたが、「－－＋＋」としてもよい。
【０３３３】
［変形例２１］
　変形例２１では、隣り合う４本の受信導体１４をまとめて信号検出する際の構成例を説
明する。
【０３３４】
　図６３に、この例の差動増幅器の構成例を示す。この例も例えば図３３あるいは図３４
に適用して特に好適である。この例の受信部の構成を採用することで、図６２の場合とは
異なり、差動増幅器からの出力信号を積分する機能を持たせることができる。すなわち、
例えば、４入力１出力の差動増幅器３９０を用い、差動増幅器３９０の４つの入力端子の
極性を、受信導体１４のインデックスの小さい方から「－＋＋－」の順で配置する。すな
わち、この例では入力１出力の差動増幅器３９０において、左側２つの入力端子の極性と
、右側２つの入力端子の極性とが対称となるように構成にする。そして、隣り合う４本の
受信導体Ｘｍ～Ｘｍ＋３のうち、受信導体Ｘｍ＋１及びＸｍ＋２を「＋」端子に接続し、
受信導体Ｘｍ及びＸｍ＋３を「－」端子に接続する。
【０３３５】
　また、この例のように受信部の信号検出形態を「－＋＋－」とする場合には、送信部の
信号供給形態も、受信部の信号検出形態に合わせることが好ましい。具体的には、例えば
、４本の隣り合う送信導体Ｙｎ～Ｙｎ＋３にまとめて同じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給
し、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方から拡散符号の位相を「逆相，同相
,同相,逆相」にして供給する。それを実現するためには、図６３に示すように、送信導体
Ｙｎ＋１及びＹｎ＋２には位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給する。一方、送信導体Ｙｎ及び
Ｙｎ＋３には、位相反転器３９１を介して位相反転した位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給す
る。
【０３３６】
　図６２（変形例２０）における曲線３８２Ｙと同様に、図６３に示す曲線３９３は、信
号の供給形態及び検出形態をともに「－＋＋－」とした場合に、４本の送信導体１２から
差動増幅器３９０を介して出力される信号のレベル変化を示しており、図６２（変形例２
０）における差動増幅器３８０の出力信号を積分した値と同様な特性の信号が出力される
。すなわち、この例のように信号の検出形態を「－＋＋－」（左右対称）とすることによ
り、積分処理を行ったと同様の出力が得られる。それゆえ、この例の検出形態を採用した
場合には、積分処理を行ったと同様な出力が得られるとともに、積分処理を行った場合に
起こり得るノイズの蓄積が無くなる。また、差動増幅処理を行っているために、ノイズ耐
性をより向上させることができる。なお、この例において、送信導体１２を順次選択する
ための送信導体選択シーケンスを実行する送信導体選択回路３９２は、図６２における送
信導体選択回路３８２を適用できるためその動作の詳細は割愛する。
【０３３７】
　また、この例では、上述のように、変形例１６と同様に、送信部での拡散符号の供給形
態と、受信部での信号の検出形態とを同じパターンにする。その結果、この例の構成では
、センサ部上における最小の検出エリアＳｍｉｎが正方形状となる。それゆえ、この例の
構成を、例えば、変形例９（図４７）で説明したセンサ部３１０を備える指示体検出装置
に適用した場合には、変形例１６と同様に、センサ部上における最小の検出エリアでは等
方的な感度分布を得ることができる。この場合、例えば対向面が円形状の指示体がセンサ
部上に配置されても、その指示体の対向面を円形状で検出することができる。
【０３３８】
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　なお、検出対象の導体は４本（偶数）に限られず、３本や５本（奇数）を単位としても
よい。この場合、検出対象の導体のうち、中央に配置された送信導体をグラウンドまたは
参照電圧に接続することが好ましい。
【０３３９】
　さらに、この例では、受信部での信号の供給形態及び送信部での信号の検出形態の両方
において位相反転を行う例を説明したが、位相反転を行うのは受信部及び送信部のいずれ
か一方だけでもよい。
【０３４０】
　また、図６３に示す例では信号の供給形態及び検出形態を「－＋＋－」としたが、「＋
－－＋」としてもよい。図６４に、その構成例を示す。
【０３４１】
　図６４に示す例では、差動増幅器３９５の４つの入力端子の極性を、受信導体１４のイ
ンデックスの小さい方から「＋－－＋」の順で配置する。そして、隣り合う４本の受信導
体Ｘｍ～Ｘｍ＋３のうち、受信導体Ｘｍ＋１及びＸｍ＋２を「－」端子に接続し、受信導
体Ｘｍ及びＸｍ＋３を「＋」端子に接続する。
【０３４２】
　また、この例のように受信部の信号検出形態を「＋－－＋」とする場合には、送信部の
信号供給形態も、受信部の信号検出形態に合わせることが好ましい。具体的には、例えば
、４本の隣り合う送信導体Ｙｎ～Ｙｎ＋１にまとめて同じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給
し、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方から拡散符号の位相を「同相，逆相
,逆相,同相」にして供給する。それを実現するためには、図６４に示すように、送信導体
Ｙｎ及びＹｎ＋３には位相差Ｐｈｋの拡散符号の位相を変えずに供給する。一方、送信導
体Ｙｎ＋１及びＹｎ＋２には、位相反転器３９６を介して位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給
する。
【０３４３】
　図６４に示す例においても、差動増幅器３９５の４つの入力端子のうち、左側２つの入
力端子の極性と、右側２つの入力端子の極性とは対称になる。それゆえ、図６３に示す例
と同様の効果が得られる。
【０３４４】
［変形例２２］
　変形例２２では、隣り合う３本の受信導体１４をまとめて信号検出する際の構成例を説
明する。
【０３４５】
　図６５（ａ）に、この例の構成を示す。この例も例えば図３３あるいは図３４に適用し
て特に好適である。この例の受信部では、例えば３入力１出力の差動増幅器４００を用い
、差動増幅器４００の３つの入力端子の極性を、受信導体１４のインデックスの小さい方
から「＋－＋」の順で配置する。すなわち、この例の差動増幅器４００では、中央の入力
端子の極性に対してその両隣の入力端子の極性が左右対称となるように構成する。そして
、隣り合う３本の受信導体Ｘｍ～Ｘｍ＋２のうち、受信導体Ｘｍ及びＸｍ＋２を「＋」端
子に接続し、受信導体Ｘｍ＋１を「－」端子に接続する。
【０３４６】
　また、この例の差動増幅器４００では、「－」端子が１つであるのに対して、「＋」端
子が２つであるので、各端子に入力される信号レベルのバランスを考え、「－」端子に入
力される信号に対しては信号レベルの補正を行うべく、レベルを例えば差動増幅器４００
の内部にて２倍に増幅する。なお、少数派の極性の入力端子（図６５では「－」端子）に
入力される信号のレベルの倍率は、小数派の極性の入力端子の数と多数派の極性の入力端
子（図６５では「＋」端子）の数とを考慮して適宜決定される。
【０３４７】
　また、この例のように受信部の信号検出形態を「＋－＋」とする場合には、送信部の信
号供給形態も、受信部の信号検出形態に合わせることが好ましい。具体的には、例えば、
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３本の隣り合う送信導体Ｙｎ～Ｙｎ＋２にまとめて同じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給し
、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方から拡散符号の位相を「同相,逆相,同
相」にして供給する。それを実現するためには、図６５に示すように、送信導体Ｙｎ及び
Ｙｎ＋２には位相差Ｐｈｋの拡散符号の位相を変えずに供給する。一方、送信導体Ｙｎ＋

１には、位相反転器４０１を介して位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給する。図６５（ｂ）は
、図６５（ａ）に示す、送信導体を選択するための送信導体選択回路４０２の構成例であ
る。図６５（ｂ）においては、位相差Ｐｈｋと位相差Ｐｈk+1の信号およびその位相反転
信号を、Ｙｎ～Ｙｎ＋１９で示される所定の送信導体１２に選択的に供給する例を示す。
送信導体選択回路４０２には、位相差Ｐｈｋおよび位相差Ｐｈk+1の信号とそれぞれが位
相反転した３つの信号が供給される。スイッチＳＷ１０，ＳＷ１１はそれぞれ半導体スイ
ッチで構成され、３つの入力端子を備えている。各入力端子に供給された信号を、１１本
の出力端子の中の３本の出力端子を順次選択することで、３つの入力端子に供給された信
号を、選択された３本の送信導体１２に順次供給する。また、スイッチＳＷ１０，ＳＷ１

１は同期して動作する。すなわち、スイッチＳＷ１０，ＳＷ１１によって送信導体１２の
中のＹｎ～Ｙｎ＋２とＹｎ＋９～Ｙｎ＋１１がそれぞれ選択されると、その次には、Ｙｎ

＋１～Ｙｎ＋３とＹｎ＋１０～Ｙｎ＋１２がそれぞれ選択される。このような送信導体選
択シーケンスが繰り返し実行される。また、図６５（ｂ）に図示するように、スイッチＳ
Ｗ１０で選択される一部の出力端子（この例では２本）は送信導体１２に接続されずスイ
ッチＳＷ１１の一部の入力端子に接続される。従って、送信導体１２の総数が６５本で構
成される場合には、送信導体選択回路４０２には７個のスイッチ（ＳＷ１０～ＳＷ１６）
が備えられている。なお、送信導体選択回路４０２を構成するスイッチの数は、送信導体
選択回路４０２に供給される入力信号Ｐｈの数及び送信導体１２の数に依存する。
【０３４８】
　この例のように信号の検出形態を「＋－＋」とすることにより、差動増幅器４００の３
つの入力端子の極性の配置は、中央の入力端子の極性に対して左右対称となる。それゆえ
、この例においても、変形例２１と同様に、位置検出の際の積分処理を行ったと同様の結
果を得ることができる。また、この例においても、変形例２１と同様に、積分処理を行っ
た際に起こり得るノイズ蓄積が無くなり、差動信号処理を行っているためにノイズ耐性を
より向上させることができる。
【０３４９】
　また、この例では、上述のように、変形例１６と同様に、送信部での拡散符号の供給形
態と、受信部での信号の検出形態とを同じパターンにする。その結果、この例の構成では
、センサ部上における最小の検出エリアＳｍｉｎが正方形状となる。それゆえ、この例の
構成を、例えば、変形例９（図４７）で説明したセンサ部３１０を備える指示体検出装置
に適用した場合には、変形例１６と同様に、センサ部上における最小の検出エリアでは等
方的な感度分布を得ることができる。この場合、例えば対向面が円形状の指示体がセンサ
部上に配置されても、その指示体の対向面を円形状で検出することができる。
【０３５０】
　さらに、この例では、受信部での信号の供給形態及び送信部での信号の検出形態の両方
において位相反転を行う例を説明したが、位相反転を行うのは受信部及び送信部のいずれ
か一方だけでもよい。
【０３５１】
　また、図６５に示す例では信号の供給形態及び検出形態を「＋－＋」としたが、「－＋
－」としてもよい。図６６に、その構成例を示す。
【０３５２】
　図６６に示す例では、差動増幅器４０５の３つの入力端子の極性を、受信導体１４のイ
ンデックスの小さい方から「－＋－」の順で配置する。そして、隣り合う３本の受信導体
Ｘｍ～Ｘｍ＋２のうち、受信導体Ｘｍ及びＸｍ＋２を「－」端子に接続し、受信導体Ｘｍ

＋１を「＋」端子に接続する。なお、図６６に示す差動増幅器４０５では、各入力端子に
入力される信号レベルのバランスを考え、中央の「＋」端子に入力される信号に対しては
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レベルを２倍する。
【０３５３】
　また、この例のように受信部の信号検出形態を「－＋－」とする場合には、送信部の信
号供給形態も、受信部の信号検出形態に合わせることが好ましい。具体的には、例えば、
３本の隣り合う送信導体Ｙｎ～Ｙｎ＋２にまとめて同じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給し
、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方から拡散符号の位相を「逆相,同相,逆
相」にして供給する。それを実現するためには、図６６に示すように、送信導体Ｙｎ＋１

には位相差Ｐｈｋの拡散符号の位相を変えずに供給する。一方、送信導体Ｙｎ及びＹｎ＋

２には、位相反転器４０６を介して位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給する。
【０３５４】
　図６６に示す例においても、差動増幅器４０５の３つの入力端子の極性の配置は、中央
の入力端子の極性に対して左右対称となる。それゆえ、図６５に示す例と同様の効果が得
られる。なお、この例において、送信導体１２を順次選択するための送信導体選択シーケ
ンスを実行する送信導体選択回路４０２は、図６５における送信導体選択回路４０２を適
用できるためその動作の詳細は割愛する。
【０３５５】
［変形例２３］
　上記第１～４の実施形態及び各種変形例では、センサ部の送信導体及び受信導体の本数
等は静的に選択する。すなわち、最小の検出エリアで用いる送信導体及び受信導体の本数
を一旦選択すると、その後は、各導体の本数は変更しない。しかしながら、このような構
成では、指などの指示体がホバーリング状態にある場合、すなわち、指示体がセンサ部１
０から少し浮いている状態においては、位置検出時の検出感度が低くなり、ノイズの影響
も大きくなるので、ホバーリング状態時の位置検出を確実に行うことが困難になる。
【０３５６】
　そこで、変形例２３では、指示体がホバーリング状態にある場合においても、指示体の
位置検出を確実に行うことのできる構成例について説明する。
【０３５７】
　この例では、指示体がホバーリング状態にある場合、すなわち指示体がセンサ部１０か
ら所定の距離離れている状態においても、指示体の位置検出を確実に行うため、位置検出
時において、最小の検出エリアで用いる送信導体及び受信導体の本数を動的に選択する。
図６７及び６８を参照して、その動作を説明する。
【０３５８】
　図６７は、指示体がセンサ部の近くにある場合における最小検出エリアＳｍｉｎの拡散
符号の供給形態及び出力信号の検出形態の関係を示す図である。また、図６８は、指示体
がセンサ部から比較的遠くに位置する場合における最小検出エリアＳｍｉｎの拡散符号の
供給形態及び出力信号の検出形態の関係を示す図である。
【０３５９】
　指示体がセンサ部の近くにある場合には、図６７に示すように、送信部では同じ位相差
Ｐｈｋの拡散符号を２本の送信導体１２毎に供給し、受信部では２本の受信導体１４から
の出力信号をまとめて検出する。なお、この際、送信部における拡散符号の供給形態及び
受信部における信号の検出形態は、例えば「＋＋」または「＋－」とすることができる。
【０３６０】
　それに対して、指示体がセンサ部から比較的遠くに位置する場合には、図６８に示すよ
うに、送信部では、同じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給する送信導体１２の本数を増加さ
せ、例えば４本とする。一方、受信部では、検出対象となる受信導体１４の本数を例えば
４本に増加し、４本の受信導体１４からの出力信号をまとめて検出する。なお、この際、
送信部における拡散符号の供給形態及び受信部における信号の検出形態は、例えば「＋＋
＋＋」または「＋＋－－」とすることができる。
【０３６１】
　なお、上記動作における送信導体１２及び受信導体１４の選択本数の切替え動作は例え
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ば、次のようにして行われる。まず、センサ部と指示体の距離の情報は、制御回路にて信
号検出回路から出力される信号のレベルに基づいて判定する。次いで、制御回路は、その
判定結果に基づいて送信導体選択回路及び受信導体選択回路に選択する導体の位置と本数
を指示する。
【０３６２】
　上述のように、この例では、指示体がホバーリング状態にあると判断された場合には、
送信導体１２及び受信導体１４の本数を増やすように制御し、検出感度を維持もしくは上
げるなどの変更を行うことにより、ホバーリング状態の指示体の位置検出をより確実に行
うことができる。
【０３６３】
　なお、この例では、選択する導体の本数を２本又は４本としたが、選択する導体の本数
はこれに限定されず、任意に設定することができる。例えば、センサ部と指示体の距離が
遠くなるにつれて選択する本数を徐々に増やすように設定してもよい。また、送信導体の
増加、あるいは受信導体の増加を選択的に制御することもできる。
【０３６４】
［変形例２４］
　変形例２４では、指示体がホバーリング状態にあるか否かをより精度良く識別するため
の手法について、図６９～７１を参照しながら説明する。
【０３６５】
　図６９（ａ）は、指１９がセンサ部１０上にタッチされている状態を示し、図６９（ｂ
）は、その状態において受信部で得られる検出信号（相関値）のレベル曲線を示す。指１
９がセンサ部１０上にタッチされている状態では、レベル曲線４２０において、指１９が
タッチしている領域で急峻なピークが得られる。
【０３６６】
　また、図７０（ａ）は、指１９がセンサ部１０上に浮いている状態（ホバーリング状態
）を示し、図７０（ｂ）は、その状態において受信部で得られる検出信号のレベル曲線を
示す。指１９がホバーリング状態にある場合には、レベル曲線４２１において、指１９が
タッチしている領域でピークが得られるが、そのピーク形状は、指１９がセンサ部１０上
にタッチされている状態のそれ（図６９（ｂ））に比べて、ブロード化し、ピーク値も低
下する。
【０３６７】
　図６９及び７０に示すレベル曲線の変化において、レベル曲線中のピーク部の立ち上が
り時の傾きを検出して、指示体がホバーリング状態にあるか否かを判定することも可能で
ある。この手法では、例えば、ピーク部の傾きが所定の値以上であるときには指１９等の
指示体がセンサ部と接触していると判断し、ピーク部の傾きが所定の値より小さいときは
指示体がセンサ部から浮いている判断する。しかしながら、この手法では、次のような問
題がある。
【０３６８】
　例えば、指示体が移動するなどして得られる出力信号の強度が変化するとホバーリング
状態を正確に識別することが困難になる。また、増幅器の利得等の変化によりホバーリン
グ状態を正確に識別することが困難になる。さらに、上述した変形例等で説明した構成の
ように、受信部において信号の検出形態を変えた場合、出力信号のレベル曲線がブロード
化する。このような場合、センサ部に対する指示体の接触状態が同じでもピーク部のエッ
ジの傾きが変化したり、逆にピーク部のエッジの傾きが同じでも接触状態やセンサ部と指
示体との距離や接触状態などにより出力信号のレベルが異なったりするなど現象が生じる
。この場合、指示体の接触状況の正確な識別が困難になる。
【０３６９】
　そこで、この例では、上述した問題を解消するために、受信部で検出された検出信号（
相関値）のレベル曲線４２１におけるピーク曲線部のエッジの傾き（図７０（ｂ）の破線
）とピーク値（図７０（ｂ）中の黒矢印の長さ）との比（エッジの傾き／ピーク値）に基
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づいて、検出信号の傾きをその最大振幅値で正規化することで、指示体がホバーリング状
態あるいはセンサ部１０にタッチしている状態にあるか否かを識別する。
【０３７０】
　それゆえ、この例では、上記識別手法を実現するために、図示せずも、受信部には、検
出したレベル曲線からピーク部のエッジの傾きとピーク値との比を算出する比算出回路と
、比算出回路で算出した比と、所定の閾値とを比較して、指示体がホバーリング状態にあ
るか否かを識別するホバーリング識別回路と設ける。なお、比算出回路及びホバーリング
識別回路は、例えば位置検出回路に設けることができる。
【０３７１】
　そして、ホバーリング識別回路は、比算出回路で求めた比が所定の閾値以上であるとき
は、指示体が非ホバーリング状態すなわちセンサ部に接触した状態であると識別し、求め
た比が所定の閾値より小さいときは、指示体がホバーリング状態にあると識別する。さら
に、ホバーリング状態の有無の識別に用いる所定の閾値よりも小さい第２の閾値を設け、
比算出回路で求めた比をこの第２の閾値と比較することにより、ホバーリング状態の程度
（センサ部と指示体との距離等）をより詳細に識別することも可能である。
【０３７２】
　ここで、受信部で検出された信号（相関値）のレベル曲線のピーク部のエッジの傾き及
びピーク値、並びに、両者の比（エッジの傾き／ピーク値）の求め方の具体例を、図７１
を用いて説明する。
【０３７３】
　図７１は、指示体としての指１９が存在するクロスポイント付近の領域で、ある時刻に
得られた検出信号（相関値）のレベル値をマッピングしたものである。図７１には、３×
３のクロスポイントで得られたレベル値を示し、そのレベル値は正規化されている。
【０３７４】
　図７１に示すようなレベル値の空間分布では、中央のクロスポイントでレベルの最大値
「１００」が得られ、その左右上下に位置するクロスポイントでレベル値「５０」が検出
されている。この場合、レベル曲線のピーク値は中央グリッドの「１００」となり、エッ
ジの傾きは１００－５０＝５０となる。それゆえ、図７１に示す例では、レベル曲線のピ
ーク部のエッジの傾きとピーク値との比は、（エッジの傾き／ピーク値）＝（５０／１０
０）＝０．５となる。
【０３７５】
　この例におけるホバーリング状態の識別手法では、上述のように、レベル曲線のピーク
部のエッジの傾きと最大値とを用いて識別する。それゆえ、上述した問題を解消すること
ができ、より安定したホバーリング状態の識別が可能になる。
【０３７６】
　なお、上記例では、検出信号のレベル曲線（レベル値のマッピングデータ）に基づいて
直接ホバーリング状態の識別を行う例を説明したが、本発明はこれに限定されない。検出
信号のレベル曲線を非線形処理し、非線形処理後の後の特性に基づいてホバーリング状態
を識別してもよい。ここで、検出信号（相関値）のレベル曲線に対して、非線形処理とし
て対数変換を行う例を説明する。
【０３７７】
　非線形処理を行わない場合、指示体のタッチにより得られた検出信号のレベルは、指示
体とセンサ部１０の接触部では極端に大きく、指示体がセンサ部１０から浮いているとこ
ろでは極端に小さくなる。それゆえ、指示体がセンサ部１０から僅かに浮いている状態を
含めて認識処理したくても、検出信号のレベルが上記２つの場合で極端に違うので正確な
認識が困難である。
【０３７８】
　それに対して、検出信号（相関値）のレベル曲線に対して、所定の信号変換処理、例え
ば対数変換を行うと、検出信号中の小さいレベルの信号部分を浮き立たせ、レベルの大き
い信号部分を抑えることができる。すなわち、対数変換後のレベル曲線においては、ピー
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ク部の形状がブロード化し、その最大値が抑制される。この場合、指示体の接触状態と非
接触状態との境界付近のレベル値の変化が連続的となり、指示体がセンサ部１０から僅か
に浮いている状態であっても容易にホバーリング状態を認識することができ、認識特性を
向上させることができる。
【０３７９】
　また、この例の認識手法では、センサ部１０上において指示体が接触している領域と非
接触の領域との境界においても検出信号のレベル値の変化が連続的になるので、指示体の
境界部の認識も容易になる。このような、指示体の境界部を含めた接触面積の抽出は、後
述する指示体の座標あるいはセンサ部１０に対する押圧などの認識において重要である。
特に、指示体がセンサ部上を移動し、受信導体を乗り換えた際に生じる座標誤差、すなわ
ち乗り換え前後での受信導体の選択間違いなどを低減することができる。
【０３８０】
　さらに、検出信号（相関値）のレベル曲線を、図示せずも、対数変換回路を備えて対数
変換する手法では、上述したレベル曲線のピーク部のエッジの傾きとピーク値との比（エ
ッジの傾き／ピーク値）を、割り算でなく引き算で計算することができ、比（エッジの傾
き／ピーク値）の算出も容易になる。
【０３８１】
［変形例２５］
　変形例２５では、本発明において、オールスキャンをより感度良く且つ高速に行うため
の構成について説明する。すなわち、センサ部によって検出された検出信号の信号レベル
に対応して指示体の検出を粗くあるいは細かく求める動作について説明する。
【０３８２】
　オールスキャンとは、指示体を検出すべく、センサ部上の全クロスポイントに渡って随
時、電流変化の検出処理（スキャン）を行うことをいう。オールスキャンに対しては、感
度を上げて高速に行うことが望まれる。しかしながら、１本毎もしくは少数本毎の送信導
体及び受信導体に対して、オールスキャンを行ったのではスキャンすべきポイントが多く
なりオールスキャンが完了するまでの時間が長くなる。
【０３８３】
　そこで、この例では、センサ部から出力信号が検出されないときは、一度の検出処理（
最小検出エリア）に使用する送信導体及び受信導体の本数を増やすことでスキャンポイン
トを粗くする（以下、「スキップスキャン」という）。スキップスキャンでは、最小検出
エリアを大きくし、この最小検出エリアを移動の最小単位として電流変化の検出処理を行
うようにする。
【０３８４】
　このスキップスキャンでは、センサ部上に指示体が存在するか否かを確認するために実
行される。なお、この処理は位置検出部で行う。また、スキップスキャンにおいて選択す
る導体の本数は、センサ部のサイズや必要とする感度等に応じて任意に設定することがで
きる。
【０３８５】
　なお、本数を増減する導体は、送信導体及び受信導体の両方であってもよいし、いずれ
か一方であってもよい。なお、送信導体及び受信導体の両方の本数を増減する場合、両者
の本数が異なっていてもよい。本発明では、実際に信号検出する有効面積（最小検出エリ
ア）が増減する方法であれば種々の方法が適用可能である。
【０３８６】
　なお、検出信号の有無のみならず、当該検出信号のレベルに基づいて、使用する送信導
体及び受信導体の本数を変更してもよい。例えば、検出信号のレベルが予め設定した所定
の閾値より大きいときは本数を減少させ、当該検出信号のレベルが所定の閾値より小さい
ときは本数を増大させる。閾値は一つだけでなく、２つ以上設定してもよい。検出信号の
レベルを検出する方法としては、変形例２４（図７０及び７１）で説明した手法を用いる
ことができる。
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【０３８７】
　この例では、センサ部から検出信号が得られないときは、最小検出エリアで用いる送信
導体及び受信導体の本数を増やすことで検出感度を上げ、かつ、スキャンポイントを粗く
する。これにより、高感度で且つ高速にオールスキャンを実現することができる。
【０３８８】
［変形例２６］
　上記変形例１６（図５６）、１９（図６１）、２０（図６２）、２１（図６３及び６４
）及び２２（図６５及び６６）では、同じ位相差の拡散符号を供給する送信導体１２の供
給形態と、１つの増幅器で加算する受信導体１４の検出形態とを同じパターンにする例を
説明したが、本発明はこれに限定されない。
【０３８９】
　上記各種変形例で説明したように、送信部における拡散符号の供給形態と、受信部にお
ける信号の検出形態とを同じパターンにすることにより、センサ部上における最小の検出
エリアを正方形状となる。それゆえ、この例の構成を、例えば、変形例９（図４７）で説
明したセンサ部３１０を備える指示体検出装置に適用した場合には、センサ部上における
最小の検出エリアでは等方的な感度分布を得ることができる。この場合、例えば対向面が
円形状の指示体がセンサ部上に配置されても、その指示体の対向面を円形状で検出するこ
とができる。
【０３９０】
　しかしながら、送信部における拡散符号の供給形態と、受信部における信号の検出形態
とを同じパターンにする構成を、例えば、第１の実施形態で説明したセンサ部１０（図２
）に適用すると、送信導体群１１と受信導体群１３との間に設けられるスペーサ１６の厚
さが厚い場合には、次のような問題が生じる。
【０３９１】
　第１の実施形態のセンサ部１０では、送信導体群１１上にスペーサ１６を介して受信導
体群１３が配置される。この場合、送信導体群１１は、受信導体群１３より、指示体の検
出面から遠い位置に配置されるので、検出面と送信導体１２との間に作用する電界の強度
と、検出面と受信導体１４との間のそれとは異なる。検出面からより遠い位置に配置され
た送信導体１２による出力信号のレベル曲線は、より検出面側に配置されている受信導体
１４による出力信号のレベル曲線よりブロードになる。すなわち、検出面からより遠い位
置に配置された送信導体１２による出力信号のレベル曲線のエッジの傾きは小さくなり、
検出面により近い受信導体１４による出力信号のレベル曲線のエッジの傾きは大きくなる
。
【０３９２】
　ここで、図７２に、送信部における拡散符号の供給形態と、受信部における信号の検出
形態とを同じパターンにする構成を、例えば、第１の実施形態で説明したセンサ部１０（
図２）に適用した場合の構成を示す。
【０３９３】
　図７２に示す例では、受信部の差動増幅器４３０には、５入力１出力の差動増幅器４３
０を用い、差動増幅器４３０の５つの入力端子の極性を、受信導体Ｘｍ～Ｘｍ＋４のイン
デックスの小さい方から「－－０＋＋」の順で配置する。なお、検出形態「－－０＋＋」
中の「０」はグラウンドまたは参照電圧に接続することを意味する。すなわち、差動増幅
器４３０の中央の入力端子はグラウンドまたは参照電圧に差動増幅器４３０の内部で接続
されている。なお、図７２では、送信導体Ｙｎ＋２及び受信導体Ｘｍ＋２がグラウンドに
接続される構成を示しているが、既述した送信導体選択回路および受信導体選択回路によ
ってこれらの導体をグラウンドに接続する制御を行うこともできる。
【０３９４】
　一方、図７２に示す例では、実質５本の隣り合う送信導体Ｙｎ～Ｙｎ＋４にまとめて同
じ位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給し、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方か
ら拡散符号の位相を「同相，同相，グラウンド，逆相，逆相」にして供給する。それを実
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現するためには、図７２に示すように、送信導体Ｙｎ及びＹｎ＋１には位相差Ｐｈｋの拡
散符号の位相を変えずに供給する。中央の送信導体Ｙｎ＋２はグラウンドに接続する。そ
して、送信導体Ｙｎ＋３及びＹｎ＋４には位相反転器４３１を介して位相差Ｐｈｋの拡散
符号を供給する。
【０３９５】
　図７２に示す構成では、上述のように、送信導体１２による出力信号のレベル曲線の広
がりが、受信導体１４による出力信号のレベル曲線より広くなる。その結果、センサ部１
０上に対向面が円形状の指示体が配置された場合には、図７２に破線で示すように、楕円
状に検出されてしまう可能性がある。
【０３９６】
　そこで、この例では、上記問題を解消するために、センサ部１０の検出面からより遠い
位置に配置された送信導体群１１側の検出幅を狭くし、検出面に近い受信導体群１３側の
検出幅は広くする構成にして、検出面において、受信側による出力信号のレベル曲線の広
がり（検出幅）と、受信側によるそれとの間に差が生じないようにする。これを実現する
ための一構成例を図７３に示す。
【０３９７】
　図７３は、この例における送信部の拡散符号の供給形態と、受信部の信号の検出形態と
の関係を示す図である。
【０３９８】
　図７３に示す例では、受信部の構成は図７２に示す例と同様とする。一方、送信部にお
いては、実質３本の隣り合う送信導体Ｙｎ＋１～Ｙｎ＋３にまとめて同じ位相差Ｐｈｋの
拡散符号を供給し、その際、送信導体１２のインデックスの小さい方から拡散符号の位相
を「同相，グラウンド，逆相」にして供給する。それを実現するためには、図７３に示す
ように、送信導体Ｙｎ＋１には位相差Ｐｈｋの拡散符号の位相を変えずに供給し、中央の
送信導体Ｙｎ＋２はグラウンドに接続する。そして、送信導体Ｙｎ＋３には位相反転器４
３１を介して位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給する。
【０３９９】
　このように、検出面からより遠い位置に配置された送信導体群１１内で、同じ位相差Ｐ
ｈｋの拡散符号を供給する送信導体１２の本数を、受信部でまとめて検出する受信導体１
４の本数より少なくすることにより、検出面における受信側による出力信号のレベル曲線
の広がりと、受信側によるそれとをほぼ同じにすることができる。すなわち、送信側及び
受信側によるレベル曲線の広がりのアパーチャ比（縦横比）を１に近づけることができる
。その結果、センサ部１０上に対向面が円形状の指示体が配置された場合にも、図７３中
の破線で示すように、指示体を楕円状でなく円状で検出することができる。
【０４００】
　なお、この例では、最小検出エリアにおいて選択する送信導体及び受信導体の本数を変
える例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、送信導体及び受信導体の形
状（幅など）、その配置パターン（円形状や亀の子状など）、各導体間のピッチを変更し
て、送信側及び受信側によるレベル曲線の広がりのアパーチャ比（縦横比）を調整しても
よい。また、図７３では、受信部の増幅器として差動増幅器を用いる例を示したが、シン
グルエンド入力の増幅器を用いてもよい。さらに、この例では、まとめて拡散符号を供給
する複数の送信導体１２内の中央の送信導体１２、及び、１つの差動増幅器にまとめて接
続する複数の受信導体１４内の中央の受信導体１４をグラウンドに接続する例を説明した
が、それらの中央の送信導体１２及び／又は中央の受信導体１４をグラウンドに接続しな
くてもよい。例えば、中央の送信導体１２及び／又は中央の受信導体１４を所定の参照電
圧端子に接続してもよい。
【０４０１】
［変形例２７］
　上記変形例１４～２６では、拡散符号の種々の供給形態及び検出信号の種々の検出形態
を、それぞれ別個に実施する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。上記変形例
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１４～２６で説明した構成を、用途や必要とする感度等に応じて、一台の指示体検出装置
で適宜切り替えて適用するようにしてもよい。
【０４０２】
　図７４に、上述のような機能を有する指示体検出装置の構成例（変形例２７）を示す。
なお、図７４において、第１の実施形態（図１）と同じ構成には、同じ符号で示す。
【０４０３】
　この例の指示体検出装置４５０は、センサ部１０と、送信部４６０と、受信部４７０と
、拡散符号生成回路４０と、これらの各部の動作を制御する制御回路５０とで構成される
。センサ部１０、位置検出回路３４、拡散符号生成回路４０及び制御回路５０は、第１の
実施形態と同様の構成である。
【０４０４】
　送信部４６０は、拡散符号供給回路２１と、送信導体選択回路４６２とを備える。送信
導体選択回路４６２は、拡散符号供給回路２１の出力側に配置される。なお、拡散符号供
給回路２１は、第１の実施形態と同様の構成である。
【０４０５】
　送信導体選択回路４６２は、拡散符号供給回路２１から供給される拡散符号を所定の送
信導体１２へ供給するために備えられている。具体的には、送信導体選択回路４６２では
、同じ位相差の拡散符号を供給する送信導体１２の本数や供給位置、供給する拡散符号の
位相関係、１符号長の符号ＰＮｉを続けて供給するチップ数等を用途等に応じて適宜選択
する。例えば、送信導体選択回路４６２は、上記変形例１４～２６で説明した拡散符号の
供給形態等の中のいずれかの供給形態に対応して所定の送信導体１２を選択する。なお、
送信導体選択回路４６２における供給形態の選択及び切替え動作は、制御回路５０により
制御される。
【０４０６】
　また、受信部４７０は、受信導体選択回路４７１と、信号検出回路３１と、Ａ／Ｄ変換
回路３２と、相関値算出回路３３、位置検出回路３４とを備える。受信導体選択回路４７
１によって選択された受信導体１４からの信号は信号検出回路３１に供給される。信号検
出回路３１から出力された信号は、Ａ／Ｄ変換回路３２でアナログ信号からデジタル信号
に変換された後に、相関値算出回路３３はに供給される。なお、信号検出回路３１、Ａ／
Ｄ変換回路３２及び相関値算出回路３３は、第１の実施形態と同様の構成である。
【０４０７】
　受信導体選択回路４７１は、例えば、送信導体１２への拡散符号の供給形態に応じて、
受信導体群１３からの出力信号の検出形態を選択して切り替える。具体的には、受信導体
選択回路４７１では、信号検出回路３１内に備えられたＩ／Ｖ変換回路の入力端子に接続
する受信導体１４の本数や位置関係、差動増幅器での処理（加算または減算）等を、拡散
符号の供給形態、用途等応じて適宜選択する。例えば、受信導体選択回路４７１は、上記
変形例１４～２６で説明した出力信号の検出形態等の中からいずれかの検出形態を選択す
る。なお、受信導体選択回路４７１における供給形態の選択及び切替え動作は、制御回路
５０により制御される。
【０４０８】
　上述のような構成にすることにより、一台の指示体検出装置４５０において、用途や必
要とする感度等に応じて、送信導体群１１への拡散符号の供給形態、及び、受信導体群１
３からの出力信号の検出形態を適宜設定することができる。それゆえ、この例の指示体検
出装置４５０では、一台の指示体検出装置で様々な用途に適用可能になる。
【０４０９】
　なお、ここでは、第１の実施形態にこの例の構成を適用する例を説明したが、本発明は
これに限定されない。この例の構成は、上記第２～４の実施形態に対しても同様に適用可
能であり、同様の効果が得られる。
【０４１０】
［変形例２８］
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　上記実施形態及び各種変形例では、送信導体１２の一方の端部から拡散符号を供給する
構成例を説明した。しかしながら、このような構成では、拡散符号の伝送路の浮遊容量に
よる検出信号のレベル低下や検出信号の位相遅れ等の問題が生じる。この問題を、図７５
（ａ）及び（ｂ）を参照しながらより具体的に説明する。
【０４１１】
　図７５（ａ）は、所定の送信導体Ｙｋに位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給する際の様子を
示す図であり、図７５（ｂ）は、送信導体Ｙｋに位相差Ｐｈｋの拡散符号を供給した際に
、各受信導体１４で得られる検出信号のレベルと位相遅れとの比の変化を示す図である。
なお、図７５（ｂ）では、横軸に受信導体１４の位置をとり、縦軸には検出信号のレベル
と位相遅れとの比（レベル／位相）をとる。また、図７５（ｂ）では、説明を簡略化する
ため、受信導体Ｘｍ、Ｘｍ＋２、Ｘｍ＋４、Ｘｍ＋６及びＸｍ＋８の４本の受信導体１４
からの検出信号における比（レベル／位相）の変化を示す。
【０４１２】
　図７５（ａ）に示すように、送信導体Ｙｋの一方の端部（図７５（ａ）の例では送信導
体１２の右端）から拡散符号（供給信号）を供給すると、供給信号に対する伝送路の浮遊
容量の影響により、拡散符号の供給側から位置が離れるほど、すなわち、供給側に近い受
信導体Ｘｍ＋８から遠い受信導体Ｘｍに向かうほど、受信導体１４からの検出信号のレベ
ルが低下する。また、この際、検出信号の位相遅れも、拡散符号の供給側から位置が離れ
るほど大きくなる。その結果、図７５（ｂ）に示すように、受信導体Ｘｍ＋８から受信導
体Ｘｍに向かって検出信号のレベルと位相遅れとの比（レベル／位相）は直線的に低下す
る。このように、拡散符号の供給側に近い受信導体Ｘｍ＋８と遠い受信導体Ｘｍとの間で
発生する検出信号のレベル差や位相差は、位置検出時の座標ずれの一因になる。特に、送
信導体１２及び受信導体１４にＩＴＯ膜を用いたセンサ部では、それらの導体の抵抗値が
高く、拡散符号に対する伝送路の影響が大きくなる。
【０４１３】
　そこで、変形例２８では、上述した問題を解消することのできる構成について説明する
。図７６（ａ）及び（ｂ）に、この例における拡散符号の供給形態及び検出信号のレベル
と位相遅れとの比（レベル／位相）の変化特性をそれぞれ示す。
【０４１４】
　この例では、図７６（ａ）に示すように、送信導体１２の両端から同時に同じ位相差Ｐ
ｈｋの拡散符号を供給する。この供給形態を実現するためには、例えば第１～３の実施形
態の構成では、拡散符号供給回路の各出力端子を対応する送信導体１２の両端に接続すれ
ばよい。また、第４の実施形態では、送信導体選択回路の各出力端子を対応する送信導体
１２の両端に接続すればよい。
【０４１５】
　この場合、図７６（ｂ）に示すように、拡散符号の供給側（送信導体１２の両端）から
最も遠くなる例えば受信導体Ｘｍ＋４で検出信号のレベルと位相遅れとの比（レベル／位
相）が最も小さくなる。しかしながら、拡散符号の供給端から最も遠くなる受信導体Ｘｍ

＋４までの距離は、図７５（ａ）及び（ｂ）に示す片側供給の場合に比べて半分となるの
で、検出信号のレベルと位相遅れとの比（レベル／位相）の低下量が改善される。
【０４１６】
　上述のように、この例では、拡散符号を送信導体１２の両端から同時に供給することに
より、従来の片側供給に比べて検出信号のレベル低下や位相遅れを改善することができる
。それゆえ、この例では、受信導体１４間のレベル差や位相差が大幅に減少し、検出感度
の低下を抑制することができる。
【０４１７】
　なお、この例では、１本の送信導体１２の両端から同時に拡散符号を供給する例を説明
したが、本発明はこれに限定されない。上記変形例１４～２６で説明したような複数本の
送信導体に同位相の拡散符号を供給する形態においても同様に適用可能であり、同様の効
果が得られる。
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【０４１８】
［変形例２９］
　第１の実施形態の指示体検出装置１００において、受信ゲイン値は、相関値算出回路３
３の出力信号（相関値）のレベルを参照して決め、その値を信号検出回路３１にフィード
バックして受信ゲイン値を設定することができる。しかしながら、このような受信ゲイン
値の設定手法では、信号検出回路３１で受信する信号にノイズ等が重畳されると、検出信
号のレベルが設定した受信ゲイン値を超えてしまう場合がある。この場合、信号検出回路
３１で検出信号が飽和し、その結果、検出したい信号成分のレベルも低下する可能性があ
る。
【０４１９】
　そこで、変形例２９では、上記問題を解消し、受信ゲイン値を良好に制御できる構成に
ついて説明する。なお、ここでは、この例の構成を第１の実施形態の指示体検出装置１０
０に適用する例を説明するが、本発明はこれに限定されず、上記第２～４の実施形態の指
示体検出装置に対しても同様に適用可能であり、同様に効果が得られる。
【０４２０】
　図７７に、この例の受信ゲイン値設定回路付近のブロック構成を示す。この例の受信ゲ
イン値設定回路４８０は、絶対値検波回路４８１と、その出力側に配置された自動利得制
御回路４８２とを備える。受信ゲイン値設定回路４８０は、Ａ／Ｄ変換器３２ａの出力端
子に接続され、例えば図７４に示す受信導体選択回路４７１によって選択された受信導体
１４からの信号の受信ゲインを制御する。そして、受信ゲイン値設定回路４８０内の絶対
値検波回路４８１の入力端子はＡ／Ｄ変換器３２ａの出力端子に接続されて、自動利得制
御回路４８２の出力端子は信号検出回路３１に接続されて、信号検出回路３１に備えられ
たＩ／Ｖ変換回路３１ａなどの増幅器のゲインを制御する。
【０４２１】
　絶対値検波回路４８１は、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力される信号のエネルギー成分の
信号強度を検出する。なお、Ａ／Ｄ変換器３２ａから出力される信号には、検出すべき信
号（拡散符号）成分だけでなくノイズ等の不要な信号成分も含まれるので、絶対値検波回
路４８１では、ノイズ等の不要な信号成分を含む検出信号全体のエネルギー成分の信号強
度が検出される。
【０４２２】
　図７８に、絶対値検波回路４８１の内部構成を示す。絶対値検波回路４８１は、積算器
４８３と、積算器４８３の出力端子に接続された積分器４８４とを備える。
【０４２３】
　積算器４８３は、Ａ／Ｄ変換器３２ａの出力信号を２乗演算し、演算後の信号を積分器
４８４に出力する。なお、積算器４８３の２つの入力端子には、Ａ／Ｄ変換器３２ａの出
力信号が分岐して入力され、互いの信号が乗算される。また、積分器４８４は、積算器４
８３の出力信号を時間的に積分し、その積分信号を自動利得制御回路４８２に出力されて
利得制御に供される。
【０４２４】
　自動利得制御回路４８２は、絶対値検波回路４８１から出力されるエネルギー成分の信
号強度を参照して受信ゲイン値を設定する。この際、絶対値検波回路４８１のエネルギー
成分の信号強度には、検出すべき信号（拡散符号）成分だけでなくノイズ等も含まれるの
で、自動利得制御回路４８２は、信号検出回路３１で検出する信号全体のエネルギー成分
の信号強度に基づいて受信ゲイン値を設定することになる。そして、自動利得制御回路４
８２は、その設定した受信ゲイン値を信号検出回路３１に出力する。
【０４２５】
　上述のように、この例の受信ゲイン値の設定手法では、検出すべき信号（拡散符号）成
分だけでなくノイズ等も含まれる信号のエネルギー成分の信号強度を検出し、その信号強
度に基づいて受信ゲイン値を設定する。この場合、信号検出回路３１で受信する信号にノ
イズ等が重畳されていても、適切に受信ゲイン値を設定することができる。
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【０４２６】
　なお、絶対値検波の手法としては、検出すべき信号成分及びノイズを含む信号のレベル
を検出できる手法であれば任意の手法を用いることができる。例えば、上述した手法以外
では、出力信号のレベルの絶対値を積分する手法等を用いることができる。また、絶対値
検波処理には、デジタル信号処理及びアナログ信号処理のいずれを用いてもよい。
【０４２７】
［変形例３０］
　変形例３０では、本発明の指示体検出装置において、指等の指示体がセンサ部の検出面
にタッチした際の押圧力（以下、指示圧という）を検出する好適な手法について説明する
。
【０４２８】
　従来の手法では、指示圧は、センサ部の検出面における指示体の接触面積に基づいて計
算される。しかしながら、この手法では、例えば指の細いユーザがセンサ部の検出面を強
くタッチしても、その際の接触面積は小さいので、軽いタッチと識別されてしまうという
問題が生じる。
【０４２９】
　そこで、この例では、上述のような問題を解消するために、指示体の位置検出の際に得
られる各クロスポイントでの検出信号（相関値）のレベルの空間分布（マッピングデータ
）を用いて指示圧を検出する。以下、その手法を、図７９及び８０を参照しながら具体的
に説明する。なお、この指示圧の検出は、受信部の位置検出回路で行う。
【０４３０】
　図７９に、指示体がセンサ部の検出面をタッチした際に相関値記憶回路で生成される信
号（相関値）のレベルの空間分布の模式図を示す。なお、図７９中の横軸は受信導体１４
の位置を表し、図面上で手前から奥に向かう方向の軸は送信導体１２の位置を表し、そし
て、図７９中の縦軸は検出信号（相関値）のレベルを表す。なお、縦軸のレベルは正規化
した値である。また、図７９に示す例では、送信導体Ｙｎと受信導体Ｘｍのクロスポイン
ト上に指示体がタッチしている場合の検出信号のレベルの空間分布である。また、図７９
では、説明を簡略化するために、送信導体Ｙｎ－４～Ｙｎ＋４と、受信導体Ｘｍ－４～Ｘ

ｍ＋４とで囲まれるエリアのみのレベルの空間分布を示す。
【０４３１】
　まず、位置検出回路は、相関値記憶回路に記憶された検出信号のマッピングデータを読
み出し、各クロスポイントにおける検出信号の信号レベルに補間処理などを施すことで各
クロスポイント間の信号レベルを補間し、指示体がタッチしたクロスポイント［Ｘｍ，Ｙ

ｎ］上で頂点（もしくは頂上）となる山形状のレベル曲面４９０を算出する。このレベル
曲面４９０は、位置検出回路で検出信号を解析して算出する。
【０４３２】
　なお、図７９に示す例では、各クロスポイントの相関値に補間処理を施してレベル曲面
４９０を生成しているが、本発明はこれに限定されない。すなわち、クロスポイント毎に
求めた相関値をマッピングデータとして保持し、その後このマッピングデータに補間処理
を施すことでレベル曲面４９０を生成することができる。あるいはクロスポイント毎に求
めた相関値に補間処理を施してマッピングデータとして保持し、補間処理されたマッピン
グからレベル曲面４９０を生成することもできる。
【０４３３】
　次いで、レベル曲面４９０を所定のレベル面４９０ａ（図７９中の斜線領域）で切り取
る信号処理を行う。更には、レベル面４９０ａより上のレベル曲面４９０で囲まれた領域
の体積を求める信号処理を行う。なお、ここでは、所定のレベル面４９０ａの面積を指示
体の接触面積とする。
【０４３４】
　ここで、図８０を参照しながら、レベル面４９０ａより上のレベル曲面４９０で囲まれ
た領域の体積を簡易に求める手法を説明する。まず、レベル曲面４９０を、送信導体１２



(65) JP 5396167 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

の延在方向に沿う方向の平面に分割する（図８０の状態）。これにより、図８０に示すよ
うに、例えば、送信導体Ｙｎ－４～Ｙｎ＋４の延在方向に沿って、それぞれ分割平面４９
１～４９９が生成される。
【０４３５】
　次いで、分割平面４９１～４９９の面積Ｓａ１～Ｓａ９をそれぞれ求める。なお、この
際、分割平面４９１～４９９の面積Ｓａ１～Ｓａ９としては、所定のレベル値（レベル面
４９０ａの値）以上の領域の平面で面積を求めることが好ましい。そして、算出した面積
Ｓａ１～Ｓａ９を加算してその加算値を、レベル曲面４９０で囲まれた領域の体積の近似
値とする。このレベル曲面４９０で囲まれた領域の体積は、指示圧に対応する値であり、
指示圧が大きくなればその体積も増加する。それゆえ、このレベル曲面４９０で囲まれた
領域の体積に基づいて指示圧を求めることができる。この例では、このような信号処理を
行うことで指示体の指示圧を求める。
【０４３６】
　なお、上述のようにして求めたレベル曲面４９０で囲まれた領域の体積をさらに、接触
面積で割り算してもよい。この場合、接触領域の単位面積当たりの指示圧に対応する値が
求まる。
【０４３７】
　上述のように、この例では、指示体がセンサ部の検出面をタッチした際に、位置検出回
路において検出信号（相関値）の３次元のレベル曲面を算出し、そのレベル曲面で囲まれ
る領域の体積を算出して指示圧を特定する。それゆえ、上述した従来の指示圧の検出手法
で生じる問題を解消することができ、ユーザのタッチ感にあった指示圧の検出が可能にな
る。
【０４３８】
　なお、上述した指示圧の検出手法では、レベル曲面４９０を複数の平面に分割し、その
複数の分割平面の面積の合計値、すなわち積分値をそのレベル曲面４９０の体積としたが
、本発明はこれに限定されない。レベル曲面４９０の体積をより精度良く算出するために
、数値解析的に分割平面の面積を重み付け加算してもよい。さらに、体積の計算方法は分
割した平面の合計値に限られるものではなく、多次元曲面近似（例えば、台形近似や２乗
近似等）を適用して体積を計算するようにしてもよい。
【０４３９】
　ここで、分割平面の面積を重み付け加算する手法において、台形近似を用いてレベル曲
面４９０で囲まれた領域の体積を求める手順を、図８１を参照しながら説明する。
【０４４０】
　図８１は、送信導体１２の位置と、図８０で説明した手法により求めた分割平面４９１
～４９９の面積Ｓａ１～Ｓａ９との関係を示すグラフである。なお、図８１では、横軸に
送信導体１２の位置をとり、縦軸に分割平面の面積をとる。図８１中の曲線５００は、面
積Ｓａ１～Ｓａ９のデータ点間をつなぎ合わせたものである。
【０４４１】
　レベル曲面４９０で囲まれた領域の体積は、図８１中の横軸と、曲線５００とにより囲
まれる部分の面積に相当する。また、図８１の特性において、面積Ｓａ１～Ｓａ９のデー
タ点間を直線で繋ぐと、送信導体Ｙｍ－２～Ｙｍ＋２の間のエリアに４つの台形領域が形
成される。台形近似では、図８１中の横軸と曲線５００とにより囲まれる部分の面積を、
図８１中の送信導体Ｙｍ－２～Ｙｍ＋２の間に生成される４つの台形領域の面積の合計値
（図８１中の斜線部の面積）として近似する。より具体的には、次のようにして体積を求
める。
【０４４２】
　まず、図８１中の斜線部領域を構成するデータ点Ｓａ３～Ｓａ７に対して台形近似に従
い重み値を付与する。例えばデータ点Ｓａ３に重み１、同様にデータ点Ｓａ４に重み２、
データ点Ｓａ５に重み２、データ点Ｓａ６に重み２、データ点Ｓａ７に重み１を与える。
そして、レベル曲面４９０の体積Ｖ１は、「重み付けした分割平面の面積の合計値」を、



(66) JP 5396167 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

「各台形に含まれる重み値の平均値」で割り算して求められる。すなわち、レベル曲面４
９０の体積Ｖ１は、
　　体積Ｖ１＝（１×Ｓａ３＋２×Ｓａ４＋２×Ｓａ５＋２×Ｓａ６＋１×Ｓａ７）／２
で与えられる。ここで、「重み値の平均値」（上記式の分母の値）は、「各データ点の重
み値の合計」を「台形の数」で除算することにより求められ、この例では（１＋２＋２＋
２＋１）／４＝２となる。
【０４４３】
　上述した台形近似の手法を用いると、図８１中の４つの台形を構成する斜辺と曲線５０
０との誤差は小さいので、台形近似を用いて得られる計算結果（斜線部の面積）と実際の
レベル曲面４９０の体積との誤差が小さくなる。それゆえ、この手法を用いることにより
、比較的正確にレベル曲面４９０の体積を求めることができる。また、このような近似計
算を用いてレベル曲面４９０の体積を求めることにより、位置検出回路に掛かる負荷を軽
減することができる。
【０４４４】
　また、上述した分割平面を重み付け加算する手法において、台形近似の代わりに２乗近
似を用いてもよい。この場合、図８１中の斜線部領域を構成するデータ点Ｓａ３～Ｓａ７

に対して２乗近似に従い重み値を付与する。例えばデータ点Ｓａ３に重み１、同様にデー
タ点Ｓａ４に重み４、データ点Ｓａ５に重み２、データ点Ｓａ６に重み４、データ点Ｓａ

７に重み１を与える。この場合、レベル曲面４９０の体積Ｖ２は、
　　体積Ｖ２＝（１×Ｓａ３＋４×Ｓａ４＋２×Ｓａ５＋４×Ｓａ６＋１×Ｓａ７）／３
で与えられる。ここで、「重み値の平均値」（上記式の分母の値）は、「各データ点の重
み値の合計」を「台形の数」で除算することにより求められ、（１＋４＋２＋４＋１）／
４＝３となる。
【０４４５】
［変形例３１］
　上記第１の実施形態において、例えば図１６及び１７で説明したように、所定の受信導
体１４に沿って手のひら等で同一受信導体１４上にタッチした場合、受信部で算出した相
関特性の基準レベル（例えば図１７中の時刻０～３τ以外の時間領域のレベルであり、指
示体１９とセンサ部１０との相互作用が生じていない状態で得られるレベルを指す）が変
動し、タッチ位置を正確に検出することが困難になる場合がある。
【０４４６】
　変形例３１では、上述のような問題を解消するための一構成例を説明する。なお、ここ
では、第１の実施形態の指示体検出装置にこの例の構成を適用する例を説明するが、本発
明はこれに限定されず、第２～４の実施形態の指示体検出装置に対しても同様に適用可能
であり、同様の効果が得られる。
【０４４７】
　上記第１の実施形態では、拡散符号供給回路２１で生成した位相差が互いに異なる複数
の拡散符号を、それぞれ対応する送信導体１２に供給した。しかしながら、この例では、
複数の拡散符号のうち、所定（例えば一つ）の拡散符号を送信導体１２を介さず、直接的
に受信部に供給し、その拡散符号を相関特性の基準レベルのキャリブレーション信号（参
照信号）として用いる。
【０４４８】
　図８２に、この例の指示体検出装置における拡散符号の供給形態と、受信部の検出形態
との関係を示す。なお、図８２において、第１の実施形態の指示体検出装置の各構成（図
１～８）と同じ構成には同じ符号で示す。また、図８２では、変形例３１の一構成例の特
徴部分を詳細に説明し、既に説明した回路構成と同じ回路構成の箇所についてはその説明
を簡略化する。具体的には、センサ部１０上の送信導体Ｙ１～Ｙ６と受信導体Ｘ１２３～
Ｘ１２８とが交差する領域のみを示す。さらに、図８２では、既に説明した回路構成と同
じ箇所の説明を簡略化するため、信号検出回路３１の内部構成としては増幅器３１ｂのみ
を例示的に示す。
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【０４４９】
　図８２に示す例では、拡散符号供給回路の位相差Ｐｈ１の拡散符号の出力端子を、送信
導体１２に接続することなく、コンデンサ５１０を介して信号検出回路３１の各出力端子
に接続する。すなわち、図８２に示す例では、相関特性の基準レベルのキャリブレーショ
ン信号として位相差Ｐｈ１の拡散符号を用いる。なお、拡散符号供給回路の位相差Ｐｈ１

の拡散符号の出力端子と信号検出回路３１の各出力端子との間には、コンデンサ５１０の
代わりに抵抗を用いてもよい。
【０４５０】
　この例の構成では、各受信導体１４からは、第１の実施形態と同様に位相差Ｐｈ２～Ｐ
ｈ７の拡散符号の合成信号に対応する電流が出力されるので、第１の実施形態と同様にし
て指示体の位置検出を行うことができる。
【０４５１】
　また、図８２に示す例では、位相差Ｐｈ１の拡散符号（位相差Ｐｈ１の拡散符号に対応
する電流信号）は、送信導体１２及び受信導体１４を通さずに受信部に入力するので、位
相差Ｐｈ１の拡散符号の信号成分は、指示体１９の影響やセンサ部１０を構成する送信導
体１２および受信導体１４へのノイズの影響からは無縁となる。それゆえ、位相差Ｐｈ１

の拡散符号に対しては安定した相関特性が得られる。すなわち、位相差Ｐｈ１の拡散符号
に対する相関特性の基準レベルは変動せず安定した値となる。位相差Ｐｈ１の拡散符号は
、拡散符号と同位相（または最も近い位相）の拡散符号であるので、図８２に示す例では
、位置検出開始直後に検出される相関特性の基準レベルが位相差Ｐｈ１の拡散符号に対す
る相関特性の基準レベルとして使用される。
【０４５２】
　それゆえ、図８２に示す例では、位置検出処理の開始直後の基準レベルを検出する。そ
して、その基準レベル基準にして、それ以降の相関特性の基準レベルを補正する。このよ
うにして相関特性の基準レベルを考慮することにより、相関特性の基準レベルの変動を抑
制することができる。この結果、手のひら等で同一受信導体１４上をタッチした場合であ
っても、送信導体１２に供給される拡散符号を送信導体１２に供給することなく、信号検
出回路３１に供給して相関処理を行う信号経路を備えることで相関特性への影響を抑制し
、これによりタッチ位置を正確に検出することができる。
【０４５３】
　また、センサ部が指示体でタッチされていない場合、原理的には相関特性は所定の値（
例えば補償信号を生成・供給することで零となす）となるが、この場合にもセンサ部１０
が受けるノイズ等で、相関特性のレベルが変動する。しかしながら、この例ではセンサ部
１０の影響を受けないキャリブレーション信号として位相差Ｐｈ１の拡散符号を用いるの
で、センサ部が指示体でタッチされていない場合においても基準レベルに基づいて、相関
特性を一定の特性（例えば零）に調整（ＮＵＬＬ調整）することができる。
【０４５４】
　それゆえ、この例の構成では、センサ部が指示体でタッチされていない場合に、予め位
相差Ｐｈ１の拡散符号を用いてＮＵＬＬ調整を行っておくことにより、センサ部１０のノ
イズの影響を受けずに、補正した状態で位置検出及び相関特性の基準レベルを設定するこ
とができる。この場合、手のひら等で同一受信導体１４上をタッチした場合であっても、
タッチ位置を一層正確に検出することができる。
【０４５５】
　また、図８２の例では、位相差Ｐｈ１の拡散符号（位相差Ｐｈ１の拡散符号に対応する
電流信号）を、コンデンサ５１０等を介して信号検出回路３１の各出力端子に入力する例
を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、位相差Ｐｈ１の拡散符号を、コン
デンサ５１０等を介してＡ／Ｄ変換回路内の各Ａ／Ｄ変換器３２ａの出力信号に合成して
もよい。図８３に、その一構成例を示す。
【０４５６】
　図８３に示す例では、図８２に示すアナログ信号の段階で相関特性の基準レベルの補正
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を行う構成とは異なり、アナログ信号をデジタル信号に変換した後に相関特性の基準レベ
ルの補正を行うものである。図８３において、信号検出回路５１１内に、位相差Ｐｈ１の
拡散符号に対応する電流信号を増幅するとともに電圧信号に変換するためのＩ／Ｖ変換回
路（信号検出回路については既に説明しており、図８３では、その回路を構成する増幅器
５１１ｂのみを例示するに止める）を設ける。また、Ａ／Ｄ変換回路５１２内には、セン
サ部１０を構成する送信導体１２を介することなく供給された、位相差Ｐｈ１の拡散符号
をアナログデジタル変換するためのＡ／Ｄ変換器５１２ａを設ける。そして、Ａ／Ｄ変換
器５１２ａから出力された信号と、受信導体１４からの受信信号をアナログデジタル変換
するための、Ａ／Ｄ変換器３２ａを構成するその他のＡ／Ｄ変換器５１２ａから出力され
た信号との間で基準レベルの補正を行うデジタル演算処理が行われる。基準レベルの補正
を行うデジタル演算処理が行われた、各受信導体からの信号が相関値算出回路に供給され
て相関値の算出が行われる。
【０４５７】
　図８３に示す構成例においても、図８２に示す例と同様にして、位置検出、ＮＵＬＬ調
整及び相関特性の基準レベル調整を行うことができる。
【０４５８】
　なお、この例では、相関特性の基準レベル調整用のキャリブレーション信号として、１
つの拡散符号を用いる例を説明したが、本発明はこれに限定されず、拡散符号供給回路で
生成された複数の拡散符号をキャリブレーション信号として用いてもよい。
【０４５９】
［変形例３２］
　上記第１～４の実施形態及び変形例１～３１では、１本の送信導体１２に１種類の拡散
符号（直交性を有する符号）を供給する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。
種類の異なる複数の直交性を有する符号（以下、直交性符号という）を１本の送信導体１
２に供給してもよい。変形例３２では、図示せずもその構成について説明する。
【０４６０】
　この例の位置検出器の送信部には、種類の異なる複数の直交性符号を生成する直交性符
号生成回路を設ける。または、直交性符号生成回路を設けることなく、送信部に送信導体
１２に供給される信号を前もって記憶回路に記憶されておき、記憶回路の読み出し制御を
行うことでも実現できる。更には、その記憶回路に予め、送信導体１２に供給される種類
の異なる複数の直交性符号を記憶させておき、読み出し制御を行うことで種類の異なる複
数の直交性符号を送信導体１２に供給する構成を採用することもできる。
【０４６１】
　また、この例の位置検出器の受信部には、図示せずも、複数の直交性符号のそれぞれに
対応する相関回路を別個に設け、各直交性符号に対して別個に相関特性を算出する構成に
する。また、この例の受信部では、検出された相関特性に基づいてノイズの少ない相関特
性が得られる直交性符号を選択して使用する回路等が設けられている。
【０４６２】
　上述のような構成にすることにより、特定の直交性符号に対してノイズが大きい場合に
も、別の直交性符号を採用しその直交性符号の相関特性を用いて位置検出を行うことがで
きるためノイズの影響を低減させて、指示体の位置検出を良好に行うことができる。
【０４６３】
［変形例３３］
　上記第１～４の実施形態及び変形例１～３１では、直交性を有する符号として拡散符号
を用いる例を説明したが、本発明はこれに限定されない。拡散符号と同様に位相多重可能
な符号であれば、任意の符号を用いることができる。例えば、コンプリメンタリ－コード
と呼ばれる符号、アダマール符号等を用いることができる。
【０４６４】
　上記変形例１～３３では、各変形例を別個に第１～４の実施形態のいずれかに適用する
例を説明したが、上記変形例１～３３を適宜組み合わせて第１～第４の実施形態のいずれ
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【符号の説明】
【０４６５】
　１０…センサ部、１１…送信導体群、１２…送信導体、１３…受信導体群、１４…受信
導体、１９…指（指示体）、２０，１０２，２０２，２１０…送信部、２１，１０３，１
１０，１１７，１２０，２０３，２１１…拡散符号供給回路、２２，１１２，１２２，２
１１ａ…シフトレジスタ、２２ａ，３３ｃ，３３ｅ，１１２ａ…フリップフロップ、２３
…補償信号生成回路、３０，２３０…受信部、３１…信号検出回路、３１ａ…Ｉ／Ｖ変換
回路、３１ｂ…増幅器、３１ｃ…コンデンサ、３１ｄ…抵抗、３１ｆ，３１ｇ…受信導体
選択回路、３２…Ａ／Ｄ変換回路、３２ａ…Ａ／Ｄ変換器、３３，２３３…相関値算出回
路、３３ａ，１１５，１２５，２３３ａ…相関回路、３３ｂ，２３３ｂ…第１のシフトレ
ジスタ、３３ｄ，２３３ｄ…第２のシフトレジスタ、３３ｆ，２３３ｆ…相関器、３３ｇ
…積算器、３３ｈ…加算器、３３ｍ…相関値記憶回路、３４…位置検出回路、３４ａ…補
間処理回路、３４ｂ…位置算出回路、４０，２２０…拡散符号生成回路、５０…制御回路
、６０～６４…相関特性、１００，１０１，２００，２０１…指示体検出装置、１０４，
２０４…記憶回路、１１１…ＰＳＫ変調回路、１１６…ＰＳＫ復調回路、１１８…ＰＳＫ
変調用信号生成回路、１１９…ＥＸＯＲ回路、１２１…ＦＳＫ変調回路、１２６…ＦＳＫ
復調回路、２１２…送信導体選択回路、２１３，２３２…スイッチ、２１４…送信ブロッ
ク、２３１…受信導体選択回路、２３６…検出ブロック
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