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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　電子コンポーネントへ信号を送信するワイヤレス送信デバイスと、
　前記ワイヤレス送信デバイスにより送信された信号を介して前記電子コンポーネントを
コントロールする命令を前記装置のユーザが入力するためのコントロールインタフェース
と、
　前記ユーザが前記装置を動かすことにより生じた前記装置の角度、角速度、および加速
度の内の少なくとも１つを含む前記装置の動きを計測するように設定されたモーションセ
ンサと、
　前記ワイヤレス送信デバイス、前記コントロールインタフェース、および前記モーショ
ンセンサに電力を供給する電源と、
　前記ユーザが前記装置を持つことにより生じた静電容量を検出する静電容量センサであ
って、前記装置をユーザが持つことを検出した場合に、前記電源を前記モーションセンサ
に連結し、前記装置を前記ユーザが持つことを検出しない場合に、前記モーションセンサ
と前記電源との間の前記連結を切断する静電容量センサと
を含み、
　前記静電容量センサは、誘電体で隔てられた電極及び冗長電極を含み、前記電極及び前
記冗長電極を選択的に連結及び分離する事により、前記静電容量センサの総合静電容量を
、動作中に可変可能とする装置。
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【請求項２】
　前記静電容量の変化を検出した場合に、前記静電容量センサは、前記ワイヤレス送信デ
バイス、前記コントロールインタフェース、および前記モーションセンサの内の少なくと
も１つのコンポーネントに前記電源を連結し、前記静電容量の変化を検出しない場合に、
前記静電容量センサは、前記少なくとも１つのコンポーネントと前記電源との間の前記連
結を切断することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記静電容量センサが前記電源を前記少なくとも１つのコンポーネントに連結すること
は、所定の期間中に生じることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ワイヤレス送信デバイス、前記コントロールインタフェース、および前記モーショ
ンセンサの内の少なくとも１つを収容するプリント回路基板（ＰＣＢ）を更に含み、
　前記静電容量センサは、前記ＰＣＢ上のトレースを含むことを特徴とする請求項１に記
載の装置。
【請求項５】
　前記装置の内部に配置された前記ＰＣＢを覆う覆いを更に含み、前記ＰＣＢ上の前記ト
レースを含む前記静電容量センサは、前記覆いの周辺に沿って設置されることを特徴とす
る請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記電子コンポーネントは、スクリーンを含み、前記ユーザが前記装置を持つことによ
り生じた前記装置の動きは、前記スクリーン上に表示された1つ以上のユーザ選択メニュ
ーを動かすことに対応することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　リモート電子機器をコントロールする命令をコントロールインタフェースにより入力す
る動作と、
　ワイヤレスリモートコントロール装置をユーザが動かすことにより生じた前記ワイヤレ
スリモートコントロール装置の角度、角速度、および加速度の内の少なくとも１つを含む
前記ワイヤレスリモートコントロール装置の動きをモーションセンサが計測する動作と、
　前記コントロールインタフェースにより入力された前記命令および／または前記モーシ
ョンセンサにより計測された前記ワイヤレスリモートコントロール装置の動きに基づいて
1つ以上の信号を生成する動作と、
　生成された前記1つ以上の信号を前記リモート電子機器に送信する動作と、
　前記リモート電子機器をコントロールするために前記ユーザが前記ワイヤレスリモート
コントロール装置を持つことにより生じた静電容量を検出する動作と、
　前記静電容量を期待値と比較する動作と、
　前記静電容量が前記期待値と等しい場合に、前記モーションセンサと前記モーションセ
ンサに電力を供給する電源との間の連結を切断する低電力モードに入る動作と
を含み、
　誘電体で隔てられた電極及び冗長電極を含む静電容量センサを用いて前記静電容量を検
出する際、前記電極及び前記冗長電極を選択的に連結及び分離する事により、前記静電容
量センサの総合静電容量を、動作中に可変可能とする前記ワイヤレスリモートコントロー
ル装置の動作方法。
【請求項８】
　前記送信する動作は、前記ワイヤレスリモートコントロール装置の動きに基づいて、前
記リモート電子機器に含まれるスクリーン上に表示された１つ以上のユーザ選択メニュー
の位置をコントロールする動作を更に含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ワイヤレスリモートコントロール装置は、前記電源から電力の供給を受け且つ前記
信号を前記リモート電子機器に送信するワイヤレス送信デバイスを含み、
　前記低電力モードに入る動作は、前記静電容量が前記期待値と等しい場合に、前記モー
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ションセンサと前記電源との間の連結を切断する動作を更に含むことを特徴とする請求項
７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記静電容量が前記期待値と等しくない場合に、前記モーションセンサを電源に連結す
ることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記静電容量が前記期待値と所定の期間等しくない場合に前記モーションセンサの計測
値が変化するか否かを判定し、前記モーションセンサの前記計測値が前記所定の期間変化
しない場合に前記モーションセンサと前記電源との前記連結を切断することを特徴とする
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　切断された前記モーションセンサを前記電源に連結する動作は、所定の期間内に生じる
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記静電容量を検出する動作に基づいて検出された静電容量の値に前記期待値と比較さ
れる静電容量の値を更新する動作を更に含む請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　リモートコントロール装置から受信した無線信号に基づいて動作するセットトップボッ
クスレシーバと、
　　　前記セットトップボックスレシーバを前記無線信号を介してコントロールする命令
を入力する１つ以上のボタンと、
　　　前記リモートコントロール装置をユーザが持つことにより生じた前記リモートコン
トロール装置の角度、角速度、および加速度の内の少なくとも１つを含む前記リモートコ
ントロール装置の動きに対応してスクリーン上に表示されたユーザ選択メニューが動くよ
うに設定されたモーションセンサと、
　　　前記１つ以上のボタンおよび前記モーションセンサに電力を供給する電源と、
　　　前記ユーザが前記リモートコントロール装置を持つことにより生じた静電容量を検
出する静電容量センサであって、前記静電容量の変化を検出した場合に、前記モーション
センサに前記電源を連結する静電容量センサとを含む
　リモートコントロール装置と
を含み、
　前記静電容量センサは、誘電体で隔てられた電極及び冗長電極を含み、前記電極及び前
記冗長電極を選択的に連結及び分離する事により、前記静電容量センサの総合静電容量を
、動作中に可変可能とするブロードキャストレシーバシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してリモートコントロール電子装置に関し、より具体的にはリモートコン
トロール電子装置の電力消費を削減するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器は、社会に定着しており、オーブントースターからセットトップケーブルボッ
クスにいたるまでの全てにおいて見ることができる。集積回路が普及するにつれて、これ
らの電子機器は、ますます高機能化している。これらの電子機器の多く、とりわけ家庭用
電子機器の多くには、ユーザによりリモートコントロールされる能力がある。ユーザは、
特定の電子機器の全ての機能を遠隔操作で利用できることを期待しており、それ故、リモ
ートコントロール電子装置もまた、ますます高機能化している。リモートコントロール電
子装置は通常バッテリ駆動であるため、リモートコントロール電子装置のこの更なる高機
能化により、特に電力消費量の問題がある。
【０００３】
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　したがって、リモートコントロール電子装置の電力消費を削減するための装置および方
法が必要である。
【発明の概要】
【０００４】
　セットトップボックスレシーバ、ゲーム機器、またはディスプレイ画面などの複数個の
リモート電子機器をコントロールすることが可能なリモートコントローラが開示される。
リモートコントローラは、例えば、リモートコントローラ上のボタンを動作することによ
り、またはコントロールされている電子機器に対してリモートコントローラを空間的に動
かすことにより、リモート電子機器をコントロールし得る。
【０００５】
　このリモートコントローラは、静電容量センサを含む省電力機能を実装する。ここで、
静電容量センサは、リモートコントロール電子装置の少なくともいくつかの電力消費要素
を電源（バッテリであり得る）に選択的に連結する。静電容量センサは、リモートコント
ローラをユーザが持っているか否かに基づいて、電力消費要素を電源に選択的に連結する
。
【０００６】
　一実施形態は、電子コンポーネントをコントロールするための少なくとも１つのコント
ロールインタフェースと、少なくとも１つの電源と、装置の動きを感知するように設定さ
れた１つ以上のモーションセンサと、１つ以上のバッテリを１つ以上のモーションセンサ
もしくはその他の要素に選択的に連結する静電容量センサとを含む装置をさらに含む。
【０００７】
　別の実施形態は、ワイヤレスリモートコントロール装置の動作方法を含んでおり、その
方法は、ワイヤレスリモートコントロール装置の動きを示す１つ以上の信号を生成し、そ
の１つ以上の信号を１つ以上のリモート電子機器に送信し、静電容量を検出し、静電容量
を期待値と比較し、静電容量が期待値の範囲内にある場合には低電力モードに入る動作を
含む。
【０００８】
　更に別の実施形態は、セットトップボックスレシーバおよびリモートコントロール装置
を含むブロードキャストレシーバシステムを含んでいる。ここで、リモートコントロール
装置は、１つ以上のボタンと、１つ以上のバッテリと、スクリーンに対するユーザの動き
を示すように設定された１つ以上のモーションセンサと、１つ以上のバッテリを１つ以上
のモーションセンサに選択的に連結する静電容量センサとを更に含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】一実施形態に従った例示的なリモートコントローラの斜視図を表す。
【図１Ｂ】追加のコンポーネントを含むリモートコントローラの幻影透視図を示す。
【図１Ｃ】静電容量センサを備えたリモートコントローラの上面図を説明する。
【図２】１つ以上の例示的なリモート電子機器を操作するリモートコントローラを説明す
る。
【図３Ａ】静電容量センサを示すリモートコントローラの断面図を表す。
【図３Ｂ】静電容量センサの概略図を示す。
【図３Ｃ】上覆いを含む、図３Ａからのリモートコントローラの断面図を表す。
【図４】リモートコントローラのブロック図を表す。
【図５】例示的な検出回路を説明する。
【図６】リモートコントローラにより実行されるアルゴリズムを表す。
【００１０】
　異なる図面中の同じ参照記号は、同様もしくは同一の項目を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の記述では、ある電子装置中の電力消費を削減し得る多様な実施形態を説明する。
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これらの実施形態の１つ以上が詳述され得るが、開示される実施形態は、請求項を含む開
示の範囲の限定として解釈されたり用いられたりすべきではない。また、以下の記述は広
く適用され、何れの実施形態の記述も単に例示を意図とし、請求項を含む開示の範囲がこ
れらの実施形態に限定されることを意図しないことは、当業者には理解されるであろう。
「コントロールインタフェース」に関して言えば、ボタン、タッチパッド、スイッチ、な
どを含むが、これらに限定されないように解釈されるべきである。
【００１２】
　一実施形態は、リモートコントロール電子装置中の電力消費を削減するための装置とい
う形式を取る。実施形態は、セットトップボックスレシーバもしくはディスプレイ画面な
どの複数個のリモート電子機器をコントロールすることが可能なリモートコントローラを
含み得る。コントロールは、例えば、リモートコントローラ上のボタン動作もしくはタッ
チパッドとの接触により行われてよく、またはコントロールされている電子機器に対して
リモートコントローラを空間的に動かすことを通じて行われることがある。例えば、リモ
ートコントローラは、ディスプレイ画面に対してリモートコントローラを空間的に動かす
ことにより、その画面上に表示されるオブジェクトもしくはアイコンの位置をコントロー
ルする。
【００１３】
　実施形態は、リモートコントローラをユーザが持っているか否かに基づいて、リモート
コントロール電子装置の少なくともある電力消費要素を電源に選択的に連結する静電容量
センサを更に含んでよい。電源へ選択的に連結や離脱され得るリモートコントロール装置
の例示的な部分としては、ジャイロスコープ、加速度計、タッチパッド、データリンク回
路、などがある。
【００１４】
　図１Ａは、第１の実施形態に従った例示的なリモートコントローラ１００の上面斜視図
を表す。リモートコントローラ１００は、単一の携帯装置として示されるが、その他の実
施が可能であることに留意すべきである。例えば、リモートコントローラ１００は、リモ
ートキーボードまたは複数の携帯装置の形式で実施され得る。いずれにしても、リモート
コントローラ１００は、１つ以上のバッテリ（図示せず）により駆動され、１つ以上のボ
タン１１０を含む。これらのボタン１１０は、図２に示すように、リモートコントローラ
１００のユーザが１つ以上のリモート電子機器２００を作動もしくは停止できるようにす
る。リモートコントローラ１００によりコントロール可能なリモート電子機器２００は、
多様な何れの電子機器であってよく、任意の適切な有線もしくは無線のネットワークを通
じたテレビ番組の受信に使用される他方のレシーバのためのセットトップボックス（ＳＴ
Ｂ）、ＴＶ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）などであってよい。そのようなＳＴＢの
１つとしては、米国コロラド州エングルウッドのＥｃｈｏＳｔａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｉｅｓ　ＬＬＣ製造のＶｉＰ７２２Ｋｓｕ　Ｍｏｄｅｌがある。
【００１５】
　リモートコントローラ１００およびリモート電子機器２００は、様々な信号タイプおよ
び通信プロトコルを用いて通信する。例えば、図１Ａに示すように、リモートコントロー
ラ１００は、電子機器と通信するための送受信機１１５に、高周波（ＲＦ）、赤外線（Ｉ
Ｒ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＺｉｇＢｅｅ、ＥＣ-Ｎｅｔなどを利用し得る。送信および
受信のプロトコルの例としては、ＩＥＥＥ８０２．１５．１および８０２．１５．４があ
る。
【００１６】
　リモートコントローラ１００は、コントロールされているリモート電子機器の機能全体
を提供するように設定され得る。図２に示す例示的な実施形態について更に言及すると、
電子機器２００は、テレビジョン２１０に連結し得る。電子機器２００は、テレビジョン
２１０に様々な方法で、物理的にも電子的にも連結してよく、その上それらは単一のユニ
ットであってよい。さらに、電子機器は、別の機器に動作上で連結してよく、あるいは実
施形態によっては、全く機器に連結しなくてよい。それらの実施に係りなく、テレビジョ
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ン２１０および／またはリモート機器２００は、ユーザ選択メニュー２２０をユーザに提
示するように設定され得る。ユーザ選択メニュー２２０は、リモートコントローラ１００
のユーザにより、テレビジョン２１０上に提示される多様なオプションを選択するために
操作され得る。一実施例としては、図２に示すように、ユーザ選択メニュー２２０は、購
入可能な様々な映画を表示するために、スライダ２３０に適合するように用いられ得る。
実施形態によっては、ユーザ選択メニュー２２０は、ＸおよびＹ方向だけでなくＺ方向に
も動くように見え得る。ユーザ選択メニュー２２０をコントロールするために、リモート
コントローラ１００は、いくつかの異なる仕組みを用い得る。
【００１７】
　図１Ａに戻ると、ユーザ選択メニュー２２０をリモートコントローラ１００のユーザが
動かすことができるタッチパッド１２０が示される。また、３次元におけるユーザのリモ
ートコントローラの動き、ひいてはユーザ選択メニュー２２０のユーザの所望する動きを
検出するために、リモートコントローラ１００は、図１Ｂの幻影透視図に示すように、１
つ以上のジャイロスコープ１３０および／または加速度計１４０を含み得る。リモートコ
ントローラ１００がタッチパッド１２０、ジャイロスコープ１３０、もしくは加速度計１
４０を用いるか否かに係らず、これらのデバイスを動作することは、リモートコントロー
ラ１００にその内部の電源供給（バッテリなど）から大量に電力を供給させる。一実施形
態では、リモートコントローラ１００は、ユーザによりリモートコントローラ１００が持
たれているか否かを検出し、大電流が消費される回路の電力消費を適宜調整することを容
易にし得る１つ以上の静電容量センサ１５０を含む。一実施例では、静電容量センサ１５
０は、リモートコントローラ１００にユーザの手が触れるリモートコントローラ１００の
周辺に沿って配置されるが、リモートコンローラ１００のどこに配置されてもよい。図１
Ｃは、リモートコントローラ１００の上面図を示し、リモートコントローラ１００の両側
に位置する静電容量センサ１５０を示している。
【００１８】
　開示の精神および範囲から逸脱することなく、静電容量センサの代用品が用いられ得る
。例えば、実施形態によっては、ユーザの身体と電気回路網を形成することによってユー
ザの身体の電気特性を検出する誘導センサもしくは抵抗センサが用いられ得る。
【００１９】
　同様に、静電容量センサは、図１Ａ‐図１Ｃに表す携帯型リモートコントローラ以外の
リモート装置に用いられ得る。例えば、携帯型リモコン中に実装される代わりに、そのコ
ンセプトは、ユーザに身に付けられるヘッドギアやチェストストラップに適用され得る。
【００２０】
　図３Ａは、詳細に示した静電容量センサ１５０と共に、リモートコントローラ１００の
断面図を表す。一実施例では、静電容量センサ１５０は、１つ以上の正極３１０および１
つ以上の負電極３２０などの複数の電極３１０および３２０を含む。正極３１０および負
極３２０は、誘電材料３３０の間に挟まれる。正極３１０が負極３２０から間隔ｄ１およ
びｄ２離れていることに留意されたい。間隔ｄ１およびｄ２は、他の実施形態では等しく
なくてよいが、実施形態によっては互いに等しい。図３Ｂは、図３Ａからの静電容量セン
サ１５０の総静電容量ＣＴＯＴＡＬの概略図を示し、ノード３１０および３２０は、正の
接続および負の接続を意味する。総静電容量ＣＴＯＴＡＬは、式（１）に示すような間隔
ｄ１およびｄ２に対応するＣ１およびＣ２の寄与分に等しく、ここで、Ａは、電極３１０
および３２０が共有する表面積に対応し、εは、材料３３０の誘電率を示す。
【数１】
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【００２１】
　ここで留意すべきは、間隔ｄ１およびｄ２が等しくなく、かつ／または正極および負極
である３１０および３２０の間隙に異なる誘電率を有する異なる材料が使用される場合、
以下で式（２）に示すように、分けられた誘電率ε１およびε２が計算に反映され得ると
いうことである。そのような場合、ε１は、間隔ｄ１中の材料の誘電率を示し、ε２は、
間隔ｄ２中の材料の誘電率を示す。実施形態によっては、材料３３０の誘電材料の厚さを
変えることにより、すなわち間隔ｄ１およびｄ２を変更することにより、ＣＴＯＴＡＬの
値は変えられる。例えば、電極３１０もしくは３２０の何れかに代えて、または何れかに
加えて冗長の電極が実装され得、これらの冗長の電極を繰り返し選択的に連結および分離
することにより、ＣＴＯＴＡＬの値は動作中に変えられる。
【数２】

【００２２】
　図３Ｂについて更に言及すると、キャパシタＣＨＵＭＡＮは、リモートコントローラ１
００をユーザが手に取ることによって生じる静電容量を概略的に表す。キャパシタＣＨＵ

ＭＡＮは概して３００ｐＦより小さい値であるが、実施形態によってはさらに小さい値で
ある。ＣＨＵＭＡＮの具体的な実装サイズ如何に係らず、ＣＨＵＭＡＮは、リモートコン
トローラ１００を持つユーザに関連する静電容量の期待値に関係する。
【００２３】
　図３Ａについて再び言及すると、静電容量センサ１５０は、硬質回路基板上もしくはフ
レキシブル回路基板上のトレースを含む多様な形式で実装され得る。静電容量センサ１５
０が硬質回路基板上もしくはフレキシブル回路基板上または別の方法で実装されるか否か
に係らず、分離間隔ｄ１およびｄ２が分離面積Ａに渡って一定であるように、正および負
の電極である３１０および３２０は実質的に平行に保たれ得る。ある実施形態では、正極
および負極である３１０および３２０は、リモートコントローラ１００の付加的な電子コ
ンポーネントを収容する回路基板に沿って、未使用スペース中に実装される。また、ある
実施形態では、正極および負極である３１０および３２０を保護するための上覆い３４０
（図３Ｃ参照）によって、リモートコントローラの周辺に沿っている静電容量センサ１５
０は、覆われ得る。図３Ｃは、上覆いを含む、図３Ａからのリモートコントローラの断面
図を表す。上覆い３４０は、プラスチックもしくはガラスなどの多様な材料であり得、式
（１）および（２）は、上覆い３４０の誘電材料を説明するＣＴＯＴＡＬの新たな値を反
映するように適宜変更され得る。
【００２４】
　図４は、ある実施形態に従ったリモートコントローラ１００のブロック図である。図に
示すように、リモートコントローラは、ボタン１１０、タッチパッド１２０、ジャイロス
コープ１３０、加速度計１４０、送／受信機ブロック１１５、静電容量センサ１５０、バ
ッテリ４０５、ならびにセンス回路４１０に連結するマイクロプロセッサ４００を含む。
動作中、マイクロプロセッサ４００は、これらのシステムコンポーネントと信号を送受信
し、静電容量センサ１５０からの読み出しに応じてそれらの１つ以上が低電力状態に入る
ことを可能にする。低電力状態は、マイクロプロセッサ４００をバッテリ４０５に連結さ
せたままで、タッチパッド１２０、ジャイロスコープ１３０、および／または加速度計１
４０の１つ以上をバッテリ４０５から選択的に分離する。このように、マイクロプロセッ
サ４００は、リモートコントローラ１００をユーザが持っているか否かについての指標を
静電容量センサ１５０から受信し得る。
【００２５】
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　また、所定の静電容量の存在に基づいてリモートコントローラ１００の任意の部分を停
止するために、マイクロプロセッサ４００の代わりに、スイッチ４１５（単一のトランジ
スタなど）が用いられ得る。別の代替方法では、センス回路４１０によりコントロールが
可能な有効／無効機能を装置は有し得る。更に別の代替方法では、リモートコントローラ
に要求される電力がバッテリ４０５により供給される電力に適合しない場合には、リモー
トコントローラ１００への電力は、電圧レギュレータを介して供給され得る。それ故、ス
イッチ４１５は、バッテリ４０５に代わってそのようなレギュレータの有効／無効機能に
連結され得る。更に他の実施形態では、マイクロプロセッサ４００は、低電力モード中に
、送／受信機ブロック１１５とリモートコントローラ１００がコントロールしている機器
との間の通信頻度、またはリモートコントローラ１００とリモートコントローラ１００が
コントロールしている機器との間で通信される情報を調整し得る。
【００２６】
　図５は、センス回路４１０として実装され得る多くの例示的な検出回路の内の１つを示
す。例示的な回路４１０は、電源に連結する電流源５１０を含み、リモートコントローラ
１００の場合、電源はバッテリ４０５である。電流源５１０は、図３Ｂに示す静電容量Ｃ

ＴＯＴＡＬおよび任意的に存在する場合はＣＨＵＭＡＮに、増幅器５３０によりコントロ
ールされるスイッチ５２０を通じて連結する。ある実施形態では、増幅器５３０は、マイ
クロプロセッサ４００内に組み込まれる。増幅器５３０は、基準電圧Ｖｒｅｆに連結され
る負端子ならびにＣＴＯＴＡＬ（および任意的に存在する場合はＣＨＵＭＡＮ）に連結さ
れる正端子を有する。負帰還をかけて、増幅器の正端子の電圧をＶｒｅｆに維持するため
に、増幅器５３０の出力により、スイッチ５２０をコントロールする。リモートコントロ
ーラ１００をユーザが持っている場合には、静電容量ＣＨＵＭＡＮが存在し、ＣＨＵＭＡ

Ｎは、ＣＴＯＴＡＬと電気的に並列であり、増幅器５３０の正のノードにおける静電容量
の値を増加させる。増幅器５３０の正端子における静電容量を増加させることは、全体の
電圧を減少させる。ＣＴＯＴＡＬとＣＨＵＭＡＮの組み合わせの中で電流を増大できるよ
うにスイッチ５２０を調整することによって、増幅器５３０は負帰還をかける。このこと
は、ひいては、電圧Ｖｒｅｆに再び等しくなるまで増幅器５３０の正端子の電圧を増加さ
せる。増幅器５３０がＣＨＵＭＡＮの存在を補正するための動作を取っているか否かを監
視するために、増幅器５３０の出力には（図４からの）マイクロプロセッサも連結する。
マイクロプロセッサ４００は、リモコン１００をユーザが持っているか否かを判定するこ
と、回路４１０のデバウンスを処理すること、かつ／または上述した冗長の接続を用いて
ＣＴＯＴＡＬを再調整することを含む、データ上の多様な信号処理タスクを実行し得る。
【００２７】
　図６は、いくつかの実施形態に従ったリモートコントローラ１００により実施される例
示的なアルゴリズム６００を示す。ブロック６１０では、リモートコントローラ１００を
誰かが持っているか否かを静電容量センサ１５０が判定する。ブロック６１０で実行され
る動作は、図５に示す回路４１０を用いて実行され得る。ブロック６１５では、タイマー
が起動される。タイマーは、マイクロプロセッサ４００内から起動される場合があり、ま
たは特別のタイマー回路を用いて他の場所で起動される場合もある。このタイマーは、リ
モートコントローラをユーザが動かす度に初期化され得る。判定ブロック６２０では、ブ
ロック６１０で測定された静電容量を用いて、その静電容量がＣＴＯＴＡＬ以下（すなわ
ち、コントローラ１００をユーザが持っていない）か、あるいはこの値より大きい（すな
わち、コントローラ１００をユーザが持っている）かをマイクロプロセッサ４００は次に
判定し得る。静電容量が変化せずにＣＴＯＴＡＬと等しいままである場合には、ブロック
６３０に示すように、マイクロプロセッサは、電力が集中する1つ以上のモジュールの電
源を切断することによって、リモートコントローラ１００を低電力モードに入らせ得る。
例えば、ジャイロスコープ１３０および／または加速度計１４０が電源切断され得る。こ
れに対し、静電容量が変化して（例えば、ＣＨＵＭＡＮが標準のコンデンサに付加されて
）ＣＴＯＴＡＬを超える場合には、ブロック６４０に示すように、マイクロプロセッサは
、リモートコントローラ１００を低電力モードから起動させ得る。このことは、ブロック
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６３０において以前に電力切断した1つ以上のモジュールを起動することを含み得る。一
実施形態では、低電力モードからリモートコントローラ１００を起動するためにかかる時
間は、１００ミリ秒以下であり得る。ブロック６５０では、リモートコントローラ１００
をユーザが長時間動かすことなく持っている場合に、マイクロプロセッサは、低電力状態
に入るようにセンス回路に指示し得る。例えば、リモートコントローラの動きがないこと
をタイマーが示す場合には、センス回路４１０は、５０ミリ秒毎に電源切断するように指
示され得る。
 
【００２８】
　リモートコントローラ１００によりアルゴリズム６００が実行される頻度は、リモート
コントローラ１００の動作状態に基づいて変化し得る。例えば、リモートコントローラ１
００が低電力モードである場合には、アルゴリズム６００は、リモートコントローラ１０
０が起動されている場合と比較して、（開始されたタイマーの値に基づいて）少ない頻度
で実行され得る。
【００２９】
　前述の記載は、発明の原理を説明するに過ぎない。記述した実施形態の多様な改良およ
び変更は、本願の教示を考慮すれば当業者にとって明らかであろう。したがって、当業者
は、発明の原理を具体化していて本発明の精神および範囲内にある多数のシステム、配置
、および方法であって、本願に明確には表示も記述もされていないものを考案し得ると認
識される。表示および記述された特定の実施形態が単に説明を目的とし、本発明の範囲を
限定することを意図としないことは、上記の記述および図面から、当業者に理解されるで
あろう。特定の実施形態の詳細についての言及は、発明の範囲を限定することを意図とし
ない。

【図１Ｂ】 【図１Ｃ】
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