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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティングデバイス用のマルチタッチ入力デバイスの製造方法であって、前記
マルチタッチ入力デバイスが、湾曲した幾何学的外形を有する本体と、前記湾曲した幾何
学的外形の湾曲表面上において接触を検出するように構成されているマルチタッチ・セン
サーとを備えており、前記方法が、
　可撓性絶縁基板上に、前記マルチタッチ・センサーの複数の画素を定めるセンサー・エ
レメントのアレイを形成するステップであって、各画素が前記湾曲表面上の位置において
当該画素上の接触を検出するように構成されている、ステップと、
　第１動作モードにおいて前記アレイの各行および列から接地までの容量に応答し、第２
動作モードにおいて前記アレイの各行から前記アレイの各列までの容量に応答するコント
ローラーに対して、前記マルチタッチ・センサーを結合させるステップと、
　前記基板を、前記湾曲した幾何学的外形の前記湾曲表面に沿った形状に形成するステッ
プと、
　前記基板を、前記湾曲した幾何学的外形の前記湾曲表面に固定するステップと、
を備えている、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記センサー・エレメントのアレイが、前記基板の第１
側に形成されている第１組のセンサー・エレメントと、前記基板の前記第１側と反対側の
第２側に形成されている第２組のセンサー・エレメントとを備えている、方法。
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【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記センサー・エレメントのアレイを形成するステップ
が、前記基板の第１側に第１組のセンサー・エレメントを形成し、前記第１組のセンサー
・エレメント上に誘電体層を形成し、次いで、前記誘電体層の上に第２組のセンサー・エ
レメントを形成するステップを含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記センサー・エレメントのアレイを形成するステップ
が、
　前記可撓性絶縁基板の一方の側の上に、センサー・エレメントのアレイの複数の行を定
める第１組のセンサー・エレメントを形成するステップと、
　前記可撓性絶縁基板の前記一方の側の上に、センサー・エレメントの前記アレイの複数
の列を定める第２組のセンサー・エレメントを形成するステップであって、前記行および
列は、一緒になって前記マルチタッチ・センサーの複数の画素を定め、各画素が前記湾曲
表面上の位置において当該画素上の接触を検出するように構成されている、ステップと、
　前記可撓性絶縁基板の前記一方の側の上に、前記第１組のセンサー・エレメントのため
のコネクターを形成するステップと、
　前記可撓性絶縁基板の前記一方の側の上に、前記コネクターを覆う絶縁層を形成するス
テップと、
　前記絶縁層の上に前記第２組のセンサー・エレメントのためのコネクターを形成するス
テップと、
を含む、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記基板を前記湾曲した幾何学的外形の前記湾曲表面に
固定するステップが、前記基板をコンピューター・マウスの本体に固定するステップを含
む、方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]　種々の入力デバイスによって、ユーザーはコンピューティングデバイス上にお
いてグラフィカル・ユーザー・インターフェースと対話処理することができる。例えば、
マルチタッチ・ディスプレイは、コンピューター・ディスプレイ上に配されたマルチタッ
チ・センサーを利用し、ユーザーは、自然な直感的ジェスチャーによって、グラフィカル
・ユーザー・インターフェース上に表示されるコンテンツと対話処理することができる。
マルチタッチ・ディスプレイは、容量性メカニズムおよび視覚に基づくメカニズムを含む
種々のメカニズムによって接触を検出する。 しかしながら、使用環境によっては、マル
チタッチ・ディスプレイが種々の問題を生ずることもある。例えば、デスクトップ・コン
ピューターと共に用いることができるような、垂直に向けられたマルチタッチ・ディスプ
レイでは、ユーザーが維持する腕の位置のために、ユーザーの疲労を引き起こす可能性が
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　[0002]　また、コンピューター・マウスも、ディスプレイ上に表示されるカーソルがマ
ウスの動きを追跡することによって、ユーザーがグラフィカル・ユーザー・インターフェ
ースと対話処理することを可能にする。コンピューター・マウスは、長い時間期間にわた
って快適に用いることができる。しかしながら、マウスに基づくグラフィカル・ユーザー
・インターフェースがカーソルに基づく入力の枠組みを利用するので、グラフィカル・ユ
ーザー・インターフェースとの自然な動きに基づく対話処理の機会は、接触に基づく入力
システムよりも制限される。
【課題を解決するための手段】
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【０００３】
　[0003]　したがって、本明細書では、湾曲したマルチタッチ表面との入力デバイスに関
する種々の実施形態を開示する。例えば、開示する一実施形態では、湾曲した接触感応面
を有するマルチタッチ入力デバイスの製造方法は、基板上に、マルチタッチ・センサーの
複数の画素を定めるセンサー・エレメントのアレイを形成するステップと、入力デバイス
の本体の湾曲幾何学的外形の表面に沿った形状に、基板を形成するステップと、入力デバ
イスの本体の湾曲幾何学的外形に基板を固定するステップとを備えている。
【０００４】
　[0004]　この摘要は、詳細な説明において以下で更に説明する概念から選択したものを
、簡略化した形態で紹介するために設けられている。この摘要は、特許請求する主題の主
要な特徴や必須の特徴を特定することを意図するのではなく、特許請求する主題の範囲を
限定するために用いられることを意図するのでもない。更に、特許請求する主題は、本開
示のいずれの部分に記されている実施形態の内いずれかの欠点を解決するものにも、また
全ての欠点を解決するものにも限定されないものとする。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、タッチ・センサーを備えているマウスの一実施形態を示す。
【図２】図２は、図１の実施形態を保持しているユーザーを示す。
【図３】図３は、図２に示すように図１の実施形態を保持したときに、タッチ・センサー
によって検出される信号の模式図を示す。
【図４】図４は、接触感応面を備えているマウスの一実施形態のブロック図を示す。
【図５】図５は、容量性接触感応メカニズムのセンサー・エレメントのレイアウトの一実
施形態を示す。
【図６】図６は、容量性接触感応回路の構成の一実施形態を示す。
【図７】図７は、他の容量性接触感応回路の構成の一実施形態を示す。
【図８】図８は、他の容量性接触感応回路の構成の一実施形態を示す。
【図９】図９は、マルチタッチ表面を有するコンピューター・マウスの製造方法の一実施
形態を示す。
【図１０】図１０は、マルチタッチ表面を有するコンピューター・マウスの製造方法の他
の実施形態を示す。
【図１１】図１１は、マルチタッチ表面を有するコンピューター・マウスの製造方法の他
の実施形態を示す。
【図１２】図１２は、図９から図１１の実施形態と共に用いるのに適した可展面(develop
able surface)を有するマウスの一実施形態を示す。
【図１３】図１３は、複雑な湾曲を有するマルチタッチ表面を有するコンピューター・マ
ウスの製造方法の一実施形態を示す。
【図１４】図１４は、複雑な湾曲を有するマルチタッチ表面を有するコンピューター・マ
ウスの製造方法の他の実施形態を示す。
【図１５】図１５は、複雑な湾曲を有するマルチタッチ表面を有するコンピューター・マ
ウスの製造方法の一実施形態を示す。
【図１６】図１６は、特定の機能にマッピングされている接触感応面の領域の境界を示す
指示光を有するコンピューター・マウスの一実施形態を示す。
【図１７】図１７は、コンピューター・マウス上におけるタッチ・センサーの１つ又は複
数の領域に特定の機能をマッピングするように構成されているコンピューター・マウスの
カバーの一実施形態を示す。
【図１８】図１８は、機械式アクチュエーターの作動と関連付けられている、マウス上の
タッチ・センサーの領域を検出する方法の一実施形態を示す。
【図１９】図１９は、機械式アクチュエーターの作動前において、コンピューター・マウ
スのタッチ・センサーによって検出された信号の一実施形態を示す。
【図２０】図２０は、機械式アクチュエーターの作動後において、コンピューター・マウ
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スのタッチ・センサーによって検出された信号の一実施形態を示す。
【図２１】図２１は、共通電極アレイを共有する容量性タッチ・センサーおよび圧電式圧
力センサーの実施形態を示す。
【図２２】図２２は、図２１の線２２－２２に沿った、図２１の実施形態の断面図を示す
。
【図２３】図２３は、図２１の実施形態によって接触位置および接触圧力を測定する方法
の一実施形態を表す流れ図を示す。
【図２４】図２４は、容量性タッチ・センサーを動作させる方法の一実施形態を表す流れ
図を示す。
【図２５】図２５は、タッチ・センサーを備えている入力デバイスの形成方法の他の実施
形態を表す流れ図を示す。
【図２６】図２６は、マウスの非可展面上に配された容量性タッチ・センサーを備えてい
るコンピューター・マウスの一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　[0031]　本明細書では、湾曲したマルチタッチ表面を有する入力デバイスに関する実施
形態を開示する。例えば、一部の実施形態は、コンピューティングデバイスの入力として
用いるためのコンピューター・マウスの表面上における、位置に基づく入力の検出に関す
る。「位置に基づく接触入力」という用語は、タッチ・センサー上における検出位置およ
び／また接触入力のエリアの変化、ならびにタッチ・センサーの特定領域における接触の
存在および／または不在を伴うあらゆる接触入力を指し、ジェスチャー、接触エリアにお
ける変化等を含むこともできる。実施形態の中には、接触検出メカニズムが、時間的に重
複する多数の接触（即ち、「マルチタッチ」）を検出することにより、マウス表面上にお
いて行われた多数の指によるジェスチャーの検出を可能にするように構成することができ
るものもある。更に、本明細書では、非平面上で用いることができるタッチ・センサーの
構造に関する実施形態も開示する。非平面とは、コンピューター・マウスの湾曲表面を含
むが、これに限定されるのではない。これらの実施形態については、以下で更に詳しく説
明する。
【０００７】
　[0032]　図１は、タッチ・センサー１０２を備えているコンピューター・マウス１００
の一実施形態を示す。タッチ・センサー１０２は、コンピューター・マウス１００の本体
の前方部（即ち、通常の使用中ユーザーの指が接触するように構成されているマウスの部
分）の形状で、湾曲した幾何学的外形上に広がっている。図示したタッチ・センサー１０
２は、コンピューター・マウス１００の上面の端から端までの曲面の実質的に全体にわた
って広がっており、本体の内面、本体の外面に配置してもよく、および／または本体の中
に組み込んでもよい。タッチ・センサー１０２は、タッチ・センサー１０２上における１
つ又は複数の接触の位置を検出するように構成されている。このように、タッチ・センサ
ー１０２は、当該センサー上における接触入力の動きを追跡することを可能にし、これに
よってジェスチャーに基づく接触入力の検出を可能にすることができる。尚、図１に示す
タッチ・センサー１０２の具体的な構成および配置は、例示を目的として紹介するのであ
り、タッチ・センサーまたは複数のタッチ・センサーをコンピューター・マウス上の所望
の場所であればどこにでも設けてもよいのであるから、限定であることは全く意図してい
ないことは言うまでもない。例えば、実施形態の中には、タッチ・センサーがコンピュー
ター・マウスの実質的に表面全体を覆ってもよい場合もある。他の実施形態では、実施形
態によっては、タッチ・センサーがコンピューター・マウスの端から端までの湾曲の一部
に沿って広がっていてもよい場合もある。更に別の実施形態では、コンピューター・マウ
スの表面上の異なる位置に、別々のタッチ・センサーを用いてもよい。更にまた他の実施
形態では、コンピューター・マウス以外の入力デバイスが、接触感応能力を備え、湾曲幾
何学的外形を有していてもよい。
【０００８】
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　[0033]　図２は、図１のコンピューター・マウス１００を掴んでいるユーザーを描写し
、図３はコンピューター・マウス１００に接触しているユーザーの指がタッチ・センサー
１０２によって検出された結果生じた信号３００を示す。図３において見ることができる
ように、タッチ・センサー１０２上にあるユーザーの指の各々の位置および面積は、タッ
チ・センサーによって検出される。したがって、適したレートでタッチ・センサー１０２
からの出力を周期的にサンプリングすることによって、タッチ・センサー１０２上にある
ユーザーの指の各々の動きを追跡することができる。次いで、このような動きを、認識さ
れているタッチ・ジェスチャー(touch gesture)を定義する期待運動と比較すると、ユー
ザーがタッチ・ジェスチャー入力を行ったか否か判定することができる。図３はマルチタ
ッチ・センサーの出力を示すが、他の実施形態では１回毎の接触を検出するように構成さ
れているタッチ・センサーを利用してもよいことは言うまでもない。更に、他の実施形態
では、タッチ・センサーは、接触至近(near-touch)（即ち、指がタッチ・センサーに近接
しているが、直接接触せずに保持されている場合）を検出するように構成することもでき
る。これによって、「接触至近」状態を、付随するソフトウェアにおいて認識し実施する
ことが可能になる。更に、接触／ホバリングの位置における信号の測定強度の差によって
、および／または接触信号が容量性タッチ・センサーから検出される場合圧力センサーか
らの圧力信号の有無から、「接触至近」状態と「接触」状態との間の差を判断することも
できる。
【０００９】
　[0034]　前述のように、図示したタッチ・センサー１０２は、単なる接触の有無ではな
く、接触位置の検出（および面積も可能）を可能にすると言える。したがって、手および
指の静止位置の検出を可能にすることに加えて、タッチ・センサー１０２は、タッチ・ジ
ェスチャーの検出も可能にする。「ジェスチャー」という用語は、本明細書において用い
られる場合、ある意図をシステムに伝える目的のための１本又は複数本の指の動きを意味
することとする。種々のタイプのジェスチャーを利用することができる。例えば、実施形
態によっては、一時的ジェスチャーおよび連続的ジェスチャーを認識できるものもある。
一時的ジェスチャーは、そのジェスチャーの完了時に（例えば、動きを完了して指をタッ
チ・センサーから持ち上げたとき）ジェスチャーが認識されるように、最初から最後まで
継続して(beginning-to-end fashion)実行されるジェスチャーを含むことができる。この
ような一時的ジェスチャーの一例に、リストのスクローリング、ブラウザ履歴全体のナビ
ゲーション等を行わせるように構成されているフリック・ジェスチャー(flick gesture)
（例えば、タッチ・センサーを横切る１本又は複数本の指の素早い直線的な動き）がある
。また、一時的ジェスチャーは、多数の方向の動き、例えば、多数の線および／または曲
線経路に沿った動きを含むことができる。例えば、ユーザーがエディターの挿入マーク（
「∨」）を描いて、テキスト選択において現在のカーソル位置に、コピーしたテキストを
ペーストすることができる。尚、一時的ジェスチャーのこれらの例は、例示のために紹介
したのであって、限定であることは全く意図していないことは言うまでもない。
【００１０】
　[0035]　一時的ジェスチャーに対して、連続的ジェスチャーは、ユーザーの意図を達成
し終えるまで、１つ又は複数のパラメータを連続的に、そしてディスプレイ上にフィード
バックしながら、ユーザーに指定させるジェスチャーを含む。連続的ジェスチャーの一例
に「ピンチ」ジェスチャー(pinch gesture)があり、マルチタッチ・センサー上における
２本の指の間における距離の変化を入力として用いて、操作されている写真または他のオ
ブジェクトの対応するサイズ縮小を行う、コンピューティングデバイスが発する音のピッ
チを変化させる、（または他の適した音響フィードバック）等とすることができる。同様
に、「ストレッチ」ジェスチャー(stretch gesture)は、マルチタッチ・センサー上にお
ける２本の指の間の距離を広げるのであるが、写真または他のオブジェクトのサイズを対
応して拡大させるために用いることができる。連続的ジェスチャーの他の例には、スクロ
ーリングの方向にリスト上で指をドラッグすることによってリストをスクローリングする
こと、オブジェクト上で２本の指の互いに対する向きを変化させることによってそのオブ
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ジェクトを回転させること等が含まれるが、これらに限定されるのではない。
【００１１】
　[0036]　ジェスチャーが連続的、一時的、または他のジェスチャー・タイプのいずれで
あっても、図示したコンピューター・マウス１００上にあるタッチ・センサー１０２は、
手をコンピューター・マウス１００から持ち上げてそれをキーボード、接触感応ディスプ
レイ、または他のこのような入力デバイスに動かす必要なく、ユーザーがジェスチャーに
基づく入力を行うことができるという便益が得られる。
【００１２】
　[0037]　コンピューター・マウス１００は、接触入力を行うための接触感応ディスプレ
イの使用に比べて、種々の利点を提供することができる。これは、コンピューター・マウ
ス１００が、接触感応ディスプレイに伴う種々の問題を回避しつつ、接触感応入力デバイ
スの便益の多くを維持することができるからである。例えば、コンピューティングデバイ
ス用のモニターとして用いられる接触感応ディスプレイは、多くの場合、ディスプレイの
前に座っているユーザーに面するように構成された垂直配向表示画面を備えている。この
ような接触感応ディスプレイは、ユーザーの指と、接触感応ディスプレイ上で操作されて
いるグラフィカル・オブジェクトとの間における直接的な対応付けが得られるという優位
性が得られるが、このような接触感応ディスプレイとの対話処理には、マウスに基づく対
話処理よりも遙かに大量の身体的作業（physical efforts)を伴うこともあり得る。例え
ば、垂直配向接触感応ディスプレイの使用を延長すると、接触入力を行うために用いられ
る腕に多大な疲労を生じさせる可能性がある。
【００１３】
　[0038]　対照的に、コンピューター・マウス１００は、僅かな作業で、大きなスクリー
ン上の距離に渡って対話処理の中心（例えば、カーソル、ポインタ等）をユーザーが動か
すことを可能にし、更に、手のコンピューター・マウス１００との接触を維持しつつ、そ
の中心において接触入力ジェスチャーを行うことを可能にする。更に、タッチ・センサー
をコンピューター・マウスに追加することによって増大するコストは、タッチ・センサー
をディスプレイ・デバイスに追加することによって増大するコストよりも少なく済ますこ
とができる。何故なら、ディスプレイ・デバイスよりもマウスの方が、単純な製造プロセ
ス（例えば、導電性インク印刷に対して、酸化インジウム錫の堆積）、および安価な材料
を用いることができるからである。加えて、コンピューター・マウス用のタッチ・センサ
ーは、ディスプレイ・デバイス用のタッチ・センサーよりも遙かに小さくすることができ
、ディスプレイ・デバイス用のタッチ・センサーと比較して、コンピューター・マウス用
のタッチ・センサーの製造コストを更に低下させるのに資することができる。
【００１４】
　[0039]　図４は、コンピューター・マウス１００を含むがこれに限定されない、本明細
書において記載する種々の実施形態の特徴を組み込んだコンピューター・マウス４００の
一実施形態のブロック図を示す。コンピューター・マウス４００は、動き検出器４０２を
備えている。動き検出器４０２は、マウス・パッド、テーブル等のような、追跡面上にお
ける動きをコンピューター・マウス４００が追跡することを可能にする。図示した動き検
出器４０２は、追跡面に向けて光を放出するように構成されている、レーザまたは発光ダ
イオードのような、光源４０４を含み、更に、追跡面から反射される光を受光して、動き
の検出のために追跡面の画像を周期的に取り込むように構成されている画像センサー４０
６を含む。
【００１５】
　[0040]　更に、コンピューター・マウス４００は、コンピューター・マウス４００の表
面上に配置され、通常の使用中にユーザーの指と接触するタッチ・センサー４１０も備え
ている。実施形態の中には、コンピューター・マウス４００が１つの容量性マルチタッチ
・センサーを備えていればよい場合があり、一方他の実施形態では、コンピューター・マ
ウス４００が１つよりも多いタッチ・センサーを備えており、コンピューター・マウスの
表面上における種々の位置に配置されているとよい場合もある。実施形態の中には、タッ
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チ・センサー４１０が容量性タッチ・センサーを備えているとよい場合があり、一方他の
実施形態では、タッチ・センサーが抵抗性タッチ・センサーまたは他の適したタッチ・セ
ンサーを備えているとよい場合もある。更に、実施形態の中には、タッチ・センサーが多
数の時間的に重複した接触を検出するように構成することができるものもあり、一方他の
実施形態では、タッチ・センサーが１回ずつの接触を検出するように構成すればよい場合
もある。
【００１６】
　[0041]　次に、コンピューター・マウス４００は、コンピューティングデバイスとの通
信を可能にする入力／出力システム４１２を含む。適した入力／出力システムの例には、
ＵＳＢインターフェース４１４、および／またはBluetooth（登録商標）のような適した
プロトコルによって情報のワイヤレス転送を可能にするワイヤレス通信システム４１６等
が含まれるが、これらに限定されるのではない。
【００１７】
　[0042]　実施形態の中には、コンピューター・マウス４００が、機械式アクチュエータ
ー４１８のような、１つ又は複数の機械式ボタンを任意に備えているとよい場合もある。
以下で更に詳しく説明するが、コンピューター・マウス４００は、機械的作動と合わせて
用いられる接触、ジェスチャー、手の姿勢等を、特定のマウス機能にマッピングするよう
に構成することができる。マウス機能には、「右クリック」のような従来のマウス動作が
含まれるが、これに限定されるのではない。図示した実施形態は１つの機械式アクチュエ
ーターを含むが、他の実施形態では多数の機械式アクチュエーターを含んでもよいことは
言うまでもない。例えば、一実施形態では、マウスが左および右の機械式ボタン（従来の
マウスと同様）を含んでもよく、その場合、各ボタンが、そのボタンの表面において行わ
れる接触入力を検出することができるタッチ・センサーを備えている。
【００１８】
　[0043]　更に別の実施形態では、他の検出およびフィードバック・メカニズムを、機械
式アクチュエーターに加えて、またはその代わりに設けることもできる。例えば、フィー
ドバック・メカニズムに関しては、選択された入力（例えば、右クリック機能に対応する
接触入力）を検出したことに応答して、振動するようにマウスを構成することができる。
更に、マウスが、右クリックまたは他のそのような入力を検出したときに「クリック」音
を生成することができるように、マウスがオーディオ出力を含むこともできる。更に、選
択された接触入力に応答して、マウスに接続されているコンピューティングデバイスから
オーディオ・フィードバックをトリガするように構成されている信号を出力するように、
コントローラーを構成することもできる。尚、これらのフィードバック・メカニズムは、
例示のために紹介したのであって、限定であることは全く意図していないことは言うまで
もない。
【００１９】
　[0044]　同様に、検出メカニズムに関して、機械式アクチュエーターの代わりに、また
はそれに加えて、マウスが、抵抗性圧力センサーのような、１つ又は複数の圧力センサー
４１９を含むこともできる。ユーザーがマウス本体を押すと（例えば、「右クリック」入
力を行うために）、圧力センサーが、例えば、マウス表面の僅かな変形を通じて、この押
圧を検出することができる。これは、タッチ・センサーからの入力と共に、「右クリック
」等のような異なる行為を区別するために用いることができる。
【００２０】
　[0045]　引き続き図４を見ていくと、実施形態の中には、コンピューター・マウス４０
０が任意に１つ又は複数の光源を備えているとよい場合もある。これらは「光源１」４２
０および「光源ｎ」４２２として示されており、ｎは０以上の値を有する整数である。以
下で更に詳しく説明するが、光源４２０、４２２は、タッチ・センサー４１０の特定の領
域が特定の機能にマッピングされるとき、これらの領域の輪郭を定めるために用いること
ができる。例えば、コンピューター・マウス４００がリストをスクロールするために用い
られているとき、タッチ・センサー４１０の一部を、スクロール・ホイールの特定の機能
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を有することにマッピングすることができる。スクロール・ホイール機能にマッピングさ
れたこのタッチ・センサー４１０の一部は、次に、対応する光源４２０、４２２を点灯さ
せて、例えば、その領域の周囲を示すことによって、領域全体を照明することによって、
または他のいずれかの適したやり方で、その領域を強調することによって、輪郭を定める
ことができる。
【００２１】
　[0046]　引き続き図４を見ていくと、コンピューター・マウス４００は、メモリー４３
２と、プロセッサー４３４によって代表される種々の論理コンポーネントとを有するコン
トローラー４３０を備えている。メモリー４３２は、コンピューター読み取り可能命令を
その上に格納することができ、コンピューター読み取り可能命令は、コンピューター・マ
ウス４００の動作を可能にするために、プロセッサー４３４によって実行可能である。例
えば、これらの命令は、動き検出器４０２、タッチ・センサー４１０、および機械式アク
チュエーター４１８からの入力を受け取り、これらの信号を処理し、グラフィカル・ユー
ザー・インターフェースとの対話処理のために、対応する制御信号を光源４２０、４２２
およびコンピューティングデバイスに供給するために実行可能にすることができる。
【００２２】
　[0047]　実施形態の中には、コンピューター・デバイス上で実行する従来のマウス・ド
ライバーが認識可能な制御信号を供給するために、命令がプロセッサー４３４によって実
行可能とする場合もある。このように、コンピューター・マウス４００は、旧来のマウス
・ドライバーを実行するコンピューティングデバイスと合わせて用いることもでき、これ
によってコンピューター・マウス４００に下位互換性を持たせることができる。更に具体
的な例として、タッチ・センサー４１０の一部がスクロール・ホイール機能にマッピング
されている場合、タッチ・センサー４１０のマッピングされた部分において受け取られた
タッチ信号を従来のスクロール・ホイール信号に変換することができ、このスクロール・
ホイール信号をコンピューティングデバイスに供給することができる。同様に、機械式ア
クチュエーター４１８および／または圧力センサー４１９の作動は、タッチ・センサー４
１０からの信号によって、「左クリック」または「右クリック」（例えば、従来の左また
は右のマウス・ボタンの押下）であると判定されるが、これらを、従来のマウスによって
供給されるような、従来の「左クリック」または「右クリック」信号に変換することもで
きる。尚、タッチ・センサー４１０、機械式アクチュエーター４１８および／または圧力
センサー４１９からの信号の従来のマウス信号への変換のこれらの例は、例示の目的のた
めに紹介したのであって、限定であることは全く意図していないことは言うまでもない。
【００２３】
　[0048]　容量性タッチ・センサー４１０は、容量によって接触を検出するのに適した構
成であればいずれでも有することができる。図５は、容量性タッチ・センサー４１０に適
した１つの構成５００の一例を示す。容量性タッチ・センサー４１０は、一例を５０２で
示す複数の行のセンサー・エレメントと、一例を５０４で示す複数の列のセンサー・エレ
メントとを備えており、これらが一緒になって複数の画素を形成する。各画素は、本体上
の位置における接触を、その画素上で検出するように構成されている。センサー・エレメ
ント５０２の行は、誘電体層によって、センサー・エレメント５０４の列から分離されて
いる。第１複数のリード５０６が、センサー・エレメント５０２の行を電源および／また
は接地に（行の逆側の端部（図示せず）において）接続し、第２複数のリード５０８がセ
ンサー・エレメント５０４の列を電源および／または設置（列の逆側の端部（図示せず）
において）に接続する。図示した実施形態では、各センサー・エレメントは、その１つが
５１０で示されており、矩形形状を有し、対向する角において同じ行または列の中にある
隣接するセンサーと接続されている。しかしながら、センサー・エレメントは、図示した
形状以外でも、適した形状であれば他のいずれでも有することができる。
【００２４】
　[0049]　タッチ・センサー４１０によって接触を検出するためには、適した回路であれ
ばいずれでも用いることができる。人間の肉は、いくらか導電性があり、人間は通例彼ら
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の周囲を通じて電気接地と相応に接触している。ユーザーの指から接地への容量は、通例
約１０００ピコファラッドである。ユーザーの指と接触したまたは近接するタッチ・セン
サー４１０の位置の測定容量に対するこの容量の効果は、種々の方法で測定することがで
きる。例えば、実施形態の中には、図６に示すように、センサー・エレメント５１０から
接地までの容量を測定できる場合がある。ユーザーがセンサー・エレメントに接近しこれ
と接触すると、そのセンサー・エレメントの接地への容量が増大する。行および列の容量
の変化に関する情報によって、接触を、作用を受けた行と影響を受けた列との間の交点に
対応するセンサーの領域にマッピングすることが可能になる。
【００２５】
　[0050]　他の実施形態では、図７に示すように、行センサー・エレメントと列センサー
・エレメントとの間で測定することによって、容量を測定することもできる。ユーザーが
センサー・エレメント間の境界に接近すると、接地へのユーザーの容量がその位置におい
て場を乱し、センサー・エレメント間で測定される容量が減少する。
【００２６】
　[0051]　更に別の実施形態では、図６について先に説明したように、容量の測定は、セ
ンサー・エレメントから接地まで測定することによって、しかし列の一部および／または
行の一部を延長したセンサー・エレメントを用いて、行うことができる。これを図８に示
す。このように、接触の位置は、行８００の長さおよび／または列８０２の長さに沿って
、一層正確に判定することができる。図示した実施形態では、各行８００および各列８０
２は接地に至る２つの接続を有するが、各行および／または各列が有する接地への接続は
、適した数であればいずれでもよいことは言うまでもない。電源と接地との間において用
いるセンサー・エレメントを少なくする程、所与のセンサー・サイズに対する、接触位置
の判定を一層正確に行うことが可能になると考えられる。更に他の実施形態では、各セン
サー「画素」は、電源および接地へのそれ自体の接続によって、個々の容量回路を備える
ことができる。
【００２７】
　[0052]　手短に図５を再度参照すると、容量センサー・エレメント５１０は適した間隔
であればいずれでも有することができる。例えば、実施形態の中には、センサー・エレメ
ント５１０が、隣接するセンサー・エレメントの中心間で約１から５ミリメートルの間隔
を有する場合がある。このサイズのセンサー・エレメントは十分に小さく、タッチ・セン
サーに接触する指は少なくとも２つのセンサー・エレメントの範囲内にある。これは、大
人の人差し指が接触センサーに接触するとき非常に大まかに直径１０ｍｍの接触面積を有
するからである。このようなセンサーを用いると、指が多数のセンサー・エレメントをカ
バーするときには一層正確な位置を内挿補間することができるので、実質的な分解能をセ
ンサー・サイズよりも細かくすることができることが認められよう。他の実施形態では、
センサー・エレメントの間隔は５ｍｍよりも狭い場合もある。しかしながら、この場合、
行および列の数が増大するので、タッチ・センサーのコストが上昇する可能性がある。同
様に、実施形態の中には、センサー・エレメント間の間隔が５ｍｍよりも広い場合もある
。しかしながら、この場合、センサーは、指が１つのセンサー・エレメントに接触できる
程に十分大きくすることができるが、指の位置を判定するのが困難となり、したがってセ
ンサー分解能の低下を招く可能性がある。
【００２８】
　[0053]　センサー・エレメント５１０には、適したセンサー・サイズおよび数であれば
いずれでも用いることができる。例えば、実施形態の中には、約１００ｍｍ×５０ｍｍア
レイのセンサー・エリアを用いてもよい場合がある。図６の実施形態では、ｍ×ｎ行を有
するこのようなセンサーは、ｍ＋ｎに等しい数の列および行を有することができ、ｍ＋ｎ
回の容量測定によって、センサー全体の読み取り値を求めることができる。しかしながら
、この実施形態では、ユーザーが多数の行および／または多数の列に一度に接触している
場合、接触の位置に関して、多少の曖昧さが存在する可能性がある。例えば、ユーザーが
行ＡおよびＢならびに列２および３に接触している場合、ユーザーが位置（Ａ，２）およ
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び（Ｂ，３）に接触しているのか、または位置（Ａ，３）および（Ｂ，２）に接触してい
るのか判断することが難しい場合がある。図８のコンテキストで説明するが、センサー・
エレメントの各行および／または各列において接地に至る多数の接続を用いることによっ
て、この曖昧さをある程度克服することができる。
【００２９】
　[0054]　対照的に、そして再度図７を参照すると、１つのセンサー・エレメントから他
のセンサー・エレメントへの容量が接触された場合、ｍ×ｎ回の測定を行うことができる
。これは、各行から各列への容量を測定することができるからである。この場合、多数の
列および／または多数の行にわたって接触が生じたとき、各接触位置を独立して解明する
ことができる。
【００３０】
　[0055]　ｍ×ｎ測定の実施形態を用いることは、状況によっては、ｍ＋ｎ測定の実施形
態を用いる場合よりも優位性を提供することができる。例えば、ユーザーが使用中にコン
ピューター・マウスを握っていると、多数の偶発的な接触が起こり得る。前述のｍ＋ｎ法
で接触入力の正確な位置を判定する曖昧さのために、このような外部接触を無視する探索
法は、ｍ×ｎ法と比較して、ｍ＋ｎ法に合わせて練り上げる方が一層困難になる可能性が
ある。何故なら、ｍ×ｎは各センサー・エレメントにおける容量を独立して解明すること
ができるからである。
【００３１】
　[0057]　更に別の実施形態では、センサーがｍ＋ｎおよびｍ×ｎ検出方法双方を利用す
ることもできる。例えば、ｍ×ｎ測定の方がより多くの詳細を提供するが、測定する回数
が多いために、より多くのデバイス電力を消費する可能性がある。したがって、接触状態
の変化が検出されるまで、ｍ＋ｎ検出方法を用いてセンサーを読み取るとよい。次いで、
ｍ×ｎ測定を実行し、変化した接触状態について更に詳細な情報を収集した後に、ｍ＋ｎ
測定を再開するとよい。これについては、図２４のコンテキストで以下で更に詳細に説明
する。
【００３２】
　[0058]　タッチ・センサー４１０は、適した態様であればいずれでも、そして適した材
料であればいずれでも製作することができる。例えば、接触感応ディスプレイ・デバイス
用の従来の容量性タッチ・センサーは、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）のような透明な導体
を、絶縁ガラスまたはプラスチック基板上に堆積して作ることができる。このようなセン
サーは、例えば、基板の前面上に行を形成し、基板の背面上に列を形成することによって
（またはその逆）、または列および行を構成するＩＴＯの単一層によって、金属またはＩ
ＴＯジャンパーを用いて形成することができる。
【００３３】
　[0059]　しかしながら、接触感応コンピューター・マウスまたはタッチ・センサーに合
わせたこのような他の使用環境の場合、センサーを不透明にすればよい。更に、コンピュ
ーター・マウス用のタッチ・センサーは、接触感応ディスプレイに用いられるタッチ・セ
ンサーとは異なり、湾曲面を有する。したがって、コンピューター・マウス用の容量性タ
ッチ・センサーは、他のプロセスによって製造すればよい。例えば、一実施形態では、湾
曲容量性タッチ・センサーは、導電性インクを用いて、可撓性絶縁基板上にタッチ・セン
サーの列および行を印刷する（例えば、スクリーン印刷、インク・ジェット印刷、または
他の適した印刷技法）ことによって、作ることができる。更に具体的な例として、銀ポリ
マーの厚膜をポリエステル基板上に印刷することができる。尚、この例は、例示のために
紹介したのであって、限定であることは全く意図していないことは言うまでもない。
【００３４】
　[0060]　図９は、容量性マルチタッチ・センサーを有する湾曲した幾何学的外形の物体
を形成する方法９００の一実施形態を示す。コンピューター・マウスのコンテキストで示
されているが、この概念は適した湾曲物体であれば他のいずれにも応用できることは言う
までもない。最初に、方法９０は、９０２において、可撓性絶縁基板の第１側に第１組の
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センサー・エレメントを形成するステップを含む。９０４に示すように、更に具体的な一
実施形態では、この第１組のセンサー・エレメントは、厚膜のような可撓性基板上に導電
性インクを印刷することによって形成することができる。同様に、接触トレースを形成す
ることができる。次に、方法９００は、９０６において、基板の第２側に第２組のセンサ
ー・エレメントを形成するステップを含む。９０８に示すように、更に具体的な一実施形
態では、第２組のセンサー・エレメントは、基板の第２側に導電性インクを印刷すること
によって形成し、これによってセンサーを形成することができる。接触トレースも、同様
に形成することができる。次に、９１０に示すように、湾曲したマウス表面上でセンサー
を折り曲げ、次いで９１２において示すように、マウス表面に固定し（例えば、接着材ま
たは他の適したメカニズムによって）、接触感応コンピューター・マウスを形成する。尚
、センサーの電源、コントローラー等への電気接続はいずれも、適したやり方であればい
ずれでも作ることができることは言うまでもない。例えば、基板は、可撓性「テール」を
含むことができ、ここにトレースを印刷し、他の回路に接続するために、マウス内部に導
入することができる。
【００３５】
　[0061]　図１０は、容量性マルチタッチ・センサーを有するコンピューター・マウスを
形成する方法の他の実施形態を示す。方法１０は、１００２において、例えば、印刷によ
って基板の第１側上に第１組のセンサー・エレメント（およびトレース）を形成し、次い
で、１００４において、第１組のセンサー・エレメント上に誘電体層を形成するステップ
を含む。次に、方法１０００は、１００６において、誘電体層上に第２組のセンサー・エ
レメント（およびトレース）を形成して、センサーを形成するステップを含む。次いで、
１００８において、方法１０００は、マウスの表面上でセンサーを折り曲げ、次いでセン
サーをマウス表面に固定して、接触感応コンピューター・マウスを形成するステップを含
む。
【００３６】
　[0062]　図１１は、コンピューター・マウス用マルチタッチ・センサーを形成する方法
１１００の他の実施形態を示す。最初に、１１０２において、１つの層に第１および第２
組のセンサー・エレメントを印刷し、第１組のセンサーにコネクターを形成する。次に、
１１０４において、ジャンパーを形成する領域、即ち、第１組のセンサーのコネクターの
上に、絶縁材料を堆積する。次に、１１０６において、導電性ジャンパーを絶縁材料上に
堆積して、第２組のセンサーにコネクターを形成して、センサーを完成させる。このプロ
セスを図２１に示す、以下で説明する。次いで、先に説明したように、センサーをコンピ
ューター・マウスに固定することができる。尚、これらの実施形態は、例示のために紹介
したのであって、限定であることは全く意図していないことは言うまでもない。
【００３７】
　[0063]　適した基板であればいずれでも、導電性インクを印刷する基板として用いるこ
とができる。適した基板の一例には、約０．００３インチの厚さを有するポリエステル・
シートを含む。他の実施形態では、他の適した可撓性絶縁材料であればいずれでも基板を
作ることができ、適した厚さであれば他のいずれでも有することができる。同様に、導電
性インクも、適した厚さであればいずれでも有することができる。具体的な一実施形態で
は、各センサー・エレメントを形成する導電性インクは、約０．００１インチの厚さを有
する。他の実施形態では、導電性インクは、適した厚さであれば他のいずれでも有するこ
とができる。
【００３８】
　[0064]　このようなセンサーにおける厚いポリマー導電性インク膜の電気的特性は、ガ
ラス上のＩＴＯよりも低い面抵抗を有することができる。例えば、銀インクの厚膜は、更
に低い面抵抗を有する（ＩＴＯが数十または数百オームであるのに対して、銀導電性イン
クでは～４０ミリオーム）。このため、センサーの列および行に沿ったＲＣ遅延が減少す
ることができ、したがってより長いトレース上でより速い測定が、少ない誤差で行うこと
が可能になる。更に、実施形態の中には、銀インクの代わりに、炭素導電性インクを用い
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ることができる場合もある。炭素インクは、銀インクよりも安価であり、適した低抵抗を
有することもできる。
【００３９】
　[0065]　図９から図１１に示した方法は、マウスまたは他の物体の「可展面」に合わせ
てマルチタッチ・センサーを形成するのに適している。「可展面」という用語は、本明細
書において用いる場合、歪み（例えば、圧縮および／または伸張）なく平面に平坦化する
ことができる表面のことを言う。図１２は、このような可展面を有するコンピューター・
マウス１２００の一実施形態例を示す。具体的には、可展面は、コンピューター・マウス
の左縁端（図１２におけるコンピューター・マウスの向きに言及する）から、マウスの軸
に沿って、マウスが右ボタン縁端に向かって下方に湾曲し始める位置（破線１２０２で示
す）まで広がっている。マウス１２００のこの部分に取り付けられるタッチ・センサーは
、通常の使用中にユーザーの指が接触する位置にあり、したがってユーザーの指が行うタ
ッチ・ジェスチャーを検出することができる。
【００４０】
　[0066]　他の実施形態では、コンピューター・マウスが、複雑な湾曲がある非可展面上
に配置されたタッチ・センサーを備えることもできる。図１３は、非可展面上で用いるた
めのマルチタッチ・センサーを有するコンピューター・マウスを形成する方法１３００の
一実施形態を示す。この方法は、非可展面に取り付ける前に、センサーを折り曲げるステ
ップを含む。方法１３００は、１３０２において、折り曲げてはいけない基板の領域にお
いて、基板上に第１および第２組のセンサー・エレメントを形成するステップを含む。第
１および第２組のセンサー・エレメントは、以上の方法９００から１１００のいずれにお
いて説明したように、または適したやり方であれば他のいずれでも形成することができる
。
【００４１】
　[0067]　次に、方法１３００は、１３０４において、折り曲げるべき基板の領域におい
て電気トレースを形成するステップを含む。このようなトレースは、例えば、折り曲げら
れる基板の領域によって空間的に分離されたセンサー・エレメントを接続するために形成
することができる。次に、方法１３００は、１３０６において、センサーを取り付けるべ
きマウス表面の複雑な湾曲と一致する形状に基板を折り曲げるステップと、次いで１３０
８において、センサーをマウス表面に固定するステップとを含む。このように、製造中最
初は平坦である基板を、非可展面に一致するように形作ることができる。次いで、可撓性
プラスチック基板上の導電性ポリマー厚膜インクを用いて同様に印刷された可撓性「テー
ル」によって、マウス内部に位置する印刷回路ボード上にある電子回路にセンサーを接続
することができる。このようなテールは、ＺＩＦまたは他の可撓性コネクターを用いて、
印刷回路ボードに接続することができ、または単にそれをボード上のコンタクトに押圧す
ることによって接続することができる。
【００４２】
　[0068]　尚、基板を折り曲げることに加えて、非可展面に合わせてそれを折り曲げるた
めまたはそれ以外でその形状に合わせるために、切断してもよいことは言うまでもない。
しかしながら、使用環境によっては、折り曲げが切断よりも実用的であることもある。何
故なら、電気接続は、切断領域と比較して、折り曲げ領域に維持するとよいからである。
同様に、ポリマーの厚膜インクは、鋭い折り目(crease)があっても、剥離を生じないこと
または折り目を跨いで接触を維持できなくならないことが評価できることも言うまでもな
い。
【００４３】
　[0069]　図１４は、コンピューター・マウスの非可展面上に配置された容量性マルチタ
ッチ・センサーを有するコンピューター・マウスを形成する方法１４００の他の実施形態
を示す。方法１４００は、１４０２において、コンピューター・マウスの表面上に直接第
１組のセンサー・エレメントを形成するステップを含む。この第１組のセンサー・エレメ
ントは、例えば、１４０４に示すように、コンピューター・マウスの表面上に導電性イン
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クをパッド印刷(pad printing)することによって形成することができる。パッド印刷とは
、可撓性パッド上に最初にパターンを印刷し、次いで可撓性パッドを他の表面に対して押
圧し、パターンをその表面に転移させるプロセスである。実施形態の中には、１４０６に
示すように、マウス本体の内面上に導電性インクを印刷するとよい場合もあり、一方他の
実施形態では、１４０８に示すように、マウス本体の外面上に導電性インクを印刷すると
よい場合もある。マウス本体の内面上に導電性インクを印刷する場合、マウス本体は、マ
ウス本体に接触する指がセンサーによって検出可能となる効果を得るために、十分に薄く
する（例えば、約０．５ｍｍ）とするとよい。
【００４４】
　[0070]　引き続き図１４を見ていくと、方法１４００は次に、１４１０において、第１
組のセンサー・エレメント上に誘電体層を形成するステップと、次いで１４１２において
、第１組のセンサー・エレメント上に第２組のセンサー・エレメントを形成するステップ
を備えている。他の実施形態では、第１および第２組のセンサー・エレメントは、それぞ
れ、マウス本体の内面および外面上に形成することもできる。
【００４５】
　[0071]　圧電インクを用いることによって、付加的におよび／または代替的に力を測定
することができる。例えば、圧電インクの層を、異なる基板上に組み立てられたセンサー
の行および列の間に挿入することができる。このような構成では、電流がセンサーの平面
に対して垂直に流れることができる。他の例として、センサーの行および列を同じ基板上
に組み立てるとき（行および列をマトリクス状に接続するジャンパーを用いて）、圧電イ
ンクの層をセンサーの上に積層することもできる。このような構成では、電流はセンサー
の平面内を流れることができる。行および列間のインピーダンスは、抵抗および容量の並
列組み合わせと考えられる。２つの分離した周波数において測定することによって、容量
および抵抗を独立して測定することができる。これについては、図２１から図２３のコン
テキストにおいて以下で更に詳細に説明する。
【００４６】
　[0072]　次に、方法１４００は、１４１４において、第２組のセンサー・エレメント上
に保護層を形成するステップを含む。このような保護層は、例えば、１４１６に示すよう
に、第２組のセンサー・エレメント上に誘電体塗料を塗布することによって、または１４
１８に示すように、第２組のセンサー・エレメント上に薄いプリモールド・シェルを取り
付けることによって、または他の何らかの適したプロセスによって形成することができる
。このように、容量性マルチタッチ・センサーは、マウス本体に後から固定される基板上
ではなく、マウス本体上に直接形成することができる。このような実施形態に合わせた相
互接続は、適したやり方であればいずれでも形成することができる。このセンサーに相互
接続を形成するのに適した方法の一例には、一部の液晶ディスプレイにおいて用いられて
いる「ゼブラ・ストライプ」と同様の、異方導電性を有する共形材料を用いて相互接続を
形成するステップを含むことができる。
【００４７】
　[0073]　図１５は、いわゆる「インモールド・デコレーション」プロセスによって、コ
ンピューター・マウスの非可展面上に容量性マルチタッチ・センサーを形成する方法１５
００の他の実施形態を示す。方法１５００は、１５０２において、「箔」を形成するステ
ップと、１５０４において、この箔上に第１および第２組のセンサー・エレメントを印刷
するステップとを含む。この箔は、箔上に印刷されているパターンが成形の間に被成形品
目に転移されるように、マウス本体成形プロセスの間型の中に置かれるインサートである
。つまり、方法１５００は、次に１５０６において、この箔の上に第１および第２組のセ
ンサー・エレメントを印刷したものを、型の中に挿入するステップと、１５０８において
、型の中でマウス本体を成形することによって、パターンをマウス本体に転移させるステ
ップとを含む。箔は、成形の間、被成形品目に組み込まれても、組み込まれなくてもよい
。同様に、成形プロセスの間に、電気トレースをマウス本体上に形成することができる。
【００４８】
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　[0074]　実施形態の中には、マウス表面上に印刷された導電性材料が、昇華する材料で
あるとよい場合がある。このような実施形態では、センサー・アレイをマウスの本体のバ
ルク材料に昇華させることができ、これによってセンサー・アレイを直接マウス本体に組
み込むことができる。
【００４９】
　[0075]　方法９００、１０００、１１００、１３００、１４００、および１５００のコ
ンテキストにおいて以上で説明したセンサーは、容量を検知するように構成されている。
これによって、センサーは、人の指がセンサー上の指定点に近接しているか否か検出する
ことが可能になるが、指が押圧している力を直接検出しない。以下で更に詳細に説明する
が、この力は、接触入力の接地面積(contact patch area)を測定することによって、間接
的に測定することができる。この面積は、指の肉の平坦化のために、指で押下する力が大
きい程広くなる。実施形態の中には、力の測定は、センサーを、力を電気容量に変換する
変換器と積層することによって、得られるようにすることができるものもある。このよう
な変換器の一例は、液晶材料のように、圧力に感応する誘電係数を有する材料である。尚
、この圧力センサーの例は、例示のために紹介したのであって、限定であることは全く意
図していないことは言うまでもない。
【００５０】
　[0076]　前述のように、接触感応面を有するマウスは、１つ又は複数の光源を備えるこ
とができ、特定の機能にマッピングされている接触感応面の領域の輪郭を定めるために、
光源を選択的に照明することができる。例えば、図１６は、スクロール・ホイールのよう
な機能にマッピングされている領域１６０２を備えているコンピューター・マウス１６０
０の一実施形態を示す。ユーザーは、例えば、領域１６０２に沿ってコンピューター・マ
ウス１６００の長軸に対して前後に指をはじくまたはドラッグすることによって、リスト
をスクロールすることができる。
【００５１】
　[0077]　しかしながら、コンピューター・マウス１６００は平坦で造作(feature)のな
い表面を有すると、アクティブになったときにその機能を示さないことがあるので、コン
ピューター・マウス１６００は１つ又は複数の光源を備えるとよく、これらの光源は、領
域１６０２がスクロール・ホイール機能にマッピングされているときに、この領域の輪郭
を定めるように照明することができる。図示した実施形態では、領域１６０２の境界１６
０４が照明されているが、他の実施形態では、適した方法であれば他のいずれによってこ
の領域を示してもよいことは言うまでもない。例えば、他の実施形態では、領域全体１６
０２（単に領域の周囲だけでなく）を照明してもよい。スクロール・ホイール機能にマッ
ピングされた領域のコンテキストで示したが、いずれかの特定的な機能にマッピングされ
たコンピューター・マウス１６００のいずれの適した領域でも、光源によって同様に示す
ことができることは言うまでもない。
【００５２】
　[0078]　適したタイプの光源であればいずれでも、領域１６０２を照明するために用い
ることができる。例えば、実施形態の中には、１つ又は複数の光管（即ち、全内反射光導
管）を用いて、マウス内部にある発光ダイオードまたは他の発光体から、マウス表面のタ
ッチ・センサー上の位置に光を伝えることもできる。他の実施形態の中には、光源が電気
泳動インクを含むとよい場合もある。更に他の実施形態では、光源は、タッチ・センサー
の直下から光を放出するように構成することもできる。このような実施形態では、タッチ
・センサーは、ＩＴＯのような透明導体を採用するとよい。透明導体は、ポリマーの厚い
導電性インク膜とは異なり、光をセンサーに通過させる。あるいは、タッチ・センサーは
、光が通過する領域を、いずれのトレースまたはセンサー・エレメントが邪魔にならない
ように残しておいて、光がセンサーを通過することを可能にするように製作することもで
きる。
【００５３】
　[0079]　図１６に示した以外でも、適したやり方であれば他のいずれによってでも、特
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定の機能を示すことができる。例えば、実施形態の中には、特定の機能にマッピングされ
ている特定の位置に区画を備えた、薄いプラスチップ製のスナップ・オン・カバー(snap-
on cover)を設けるとよい場合がある。図１７は、このようなマウス・カバー１７００の
一例を示し、カバー１７００の中心に配置された区画１７０２が、スクロール・ホイール
機能にマッピングされたマウスの領域に対応する。マウス・カバー１７００は、コードを
含むことができ、マウスがカバーを識別し、そのカバーに対して予め設定されているタッ
チ・センサーを参照することをマウスに可能にするために、そのコードをマウスによって
読み取ることができる。このようなカバーには、例えば、ゲームまたは他のソフトウェア
を供給し、タッチ・センサをゲームまたは他のソフトウェアの機能に自動的にマッピング
することもできる。一実施形態では、コードは、マウスのタッチ・センサーによって読み
取り可能な、１つ又は複数の導電性エレメント１７０４を備えている。他の実施形態では
、このコードは、マウスにおける光検出器によって読み取ることができる光学読み取り可
能コード（例えば、バー・コード）、または適したタイプのコードであれば他のいずれで
も備えることができる。
【００５４】
　[0080]　尚、適した機能または複数の機能であれば他のいずれでも、マウスのタッチ・
センサー上の特定の領域にマッピングできることは認められよう。例えば、先に説明した
ように、コンピューター・マウスのタッチ・センサーの右側を「右クリック」機能にマッ
ピングすることができ、左側を「左」クリック機能にマッピングすることができる。更に
、二次元パンニング機能を、スプレッドシートをナビゲートする間に使用するために、タ
ッチ・センサーの正方形領域にマッピングすることもできる。加えて、ビデオ編集アプリ
ケーションにおいてタイムライン全域で素早く動かすために、「スクラブ」(scrub)機能
をタッチ・センサーの環状領域にマッピングすることができる。尚、これらの具体的な機
能は、例示のために紹介したのであって、限定であることは全く意図していないことは言
うまでもない。
【００５５】
　[0081]　領域と機能との関連付けは、ソフトウェアで任意に変更することができるので
、特定のタッチ・センサー領域のマッピングをユーザーの好みまたは現在のタスクに適応
させることもできる。例えば、コンピューティングデバイスの新米ユーザーが、従来のマ
ウス上に多数のボタンがあると、混乱する可能性がある。したがって、このようなユーザ
ーには、１つの機械式アクチュエーター（マウス本体全体が機械式ボタンとして動作する
ように）、およびタッチ・センサーも、最初は単純な一ボタン・マウスとして動作し、ユ
ーザーの快適さおよび体験が増大するに連れて機能を増やしていくこともできる。
【００５６】
　[0082]　このようなアクチュエーターを１つだけ有する機械式マウスでは、特定の機能
を実行するための機械的作動に対する意図は、その機械的作動と関連のあるタッチ・セン
サーによって決定することができる。例えば、「左クリック」および「右クリック」機能
を１つの機械式アクチュエーターによって呼び出す意図は、タッチ・センサーのそれぞれ
の右側および左側における接触入力の変化によって区別することができる。
【００５７】
　[0083]　図１８は、タッチ・センサー入力によって左および右クリックを区別する方法
１８００の一実施形態を示す。方法１８００は、最初に１８０２において、機械式アクチ
ュエーターの作動を検出するステップを含む。次に、１８０４において、方法１８００は
、マウス上における指の接触面積の増大を検出するステップを含む。このような増大は、
例えば、指がマウス本体上において接触を開始することによって、または以前に置いた指
がマウス本体上で圧力を増したために生ずる可能性がある。ユーザーが指でマウスを押圧
する圧力量をユーザーが増大させると、その指のタッチ・センサー上における接触面積が
増大すると考えられる。図１９および図２０は、この概念を示す。最初に図１９を参照す
ると、マウス・タッチ・センサーの左側における接触が、タッチ・センサー出力において
１９００で示されており、タッチ・センサーの右側における接触が、１９０２で示されて
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いる。次に図２０を参照すると、ユーザーが「右クリック」入力を行おうとすると、ユー
ザーは右指でもっと多くの圧力をかけて、機械式アクチュエーターを作動させようとする
ことができる。この場合、右側の接触１９０２の接触面積が増大する。
【００５８】
　[0084]　引き続き図１８を見ていくと、方法１８００は次に、１８０６において、タッ
チ・センサー上の位置によって、マウス本体上における接触面積の増大に対応する指の位
置を検出し、次いで１８０８において、その指が、特定の機能と関連付けられているマウ
ス本体のエリア上に位置しているか否か判定するステップを含む。その接触が、特定の機
能と関連付けられているマウス本体のエリアにおいて行われたのではない場合、方法１８
００は、１８１０において、機械式作動にデフォルト機能を割り当てるステップを含む。
一方、特定的にマッピングされた機能と関連付けられたマウス本体のエリアにおいてその
接触が行われたのであれば、方法１８００は、１８１２において、そのエリアにマッピン
グされている特定の機能に、機械式作動を割り当てる。
【００５９】
　[0085]　前述のように、実施形態の中は、マウスの表面に対する接触入力の圧力を検出
するように構成されている圧力センサーを備えているとよいことがある。このような接触
圧力検知によって、コンピューター・マウスのコントローラーは、「左クリック」、「右
クリック」、およびマウス上にある機械式ボタンによって作動させられる他のこのような
「仮想ボタン」動作の作動に対応する圧力信号を検出することが可能になる。更に、接触
圧力検知は、マウス表面上における偶発的な接触が所定の圧力閾値を満たさない場合この
ような入力を無視することによって、マウス表面上における「スクロール・ホイール」起
動動作のような種々の動作を、偶発的な接触入力から区別するために用いることができる
。尚、接触感応マウスにおける圧力センサーの使用についてのこれらの例は、例示のため
に紹介したのであって、限定であることは全く意図していないことは言うまでもない。
【００６０】
　[0086]　適した圧力センサー、または適した圧力センサーの構成であればいずれでも、
マウスにおいて容量性マルチタッチ・センサーと共に用いることができる。例えば、実施
形態の中には、容量製タッチ・センサーを有するマウスが２つの圧力センサーを備えてい
るものあり、「左クリック」入力（即ち、左マウス・ボタンが機械式マウス上で一般に見
られる位置）を検出するように構成されている位置に１つが配置され、「右クリック」入
力を検出するように構成されている位置にもう１つが配置されている。
【００６１】
　[0087]　他の実施形態では、画素毎に圧力を検知できるように、圧力センサーが更に細
かい分解能を有するように構成することもできる。画素毎(on a pixilated basis)に接触
圧力を判定するためには、適した圧力センサーであればいずれでも用いることができる。
例えば、実施形態の中には、圧電シート（即ち、圧電インクの層を備えているシート）を
センサー・アレイと共に用いて、接触圧力を検出することができる。このような圧電シー
トは、小さな導電性エレメントを散在させて備えている可撓性材料のシートである。この
シートに対して圧力がかけられると、導電性エレメントの配列が変化する。これによって
、シードの抵抗が、圧力を受けたエリアにおいて変化する。異なる電位を有する電極を備
えているセンサー・アレイに対向して圧電シートを置くことによって、圧電シートの抵抗
をセンサー・エレメント間で測定することができ、シートにかけられた圧力の大きさを検
出することができる。尚、他の圧力感応可変抵抗材料も同様に用いることができることは
言うまでもない。
【００６２】
　[0088]　実施形態の中には、容量性タッチ・センサーおよび抵抗性圧力センサー毎に、
別々のセンサー・アレイを用いることもできる。例えば、圧電シートおよびセンサー・ア
レイを備えている抵抗性圧力センサーを、別のセンサー・アレイを有する容量性タッチ・
センサーの上方または下方に配置することができる。他の実施形態では、容量性タッチ・
センサーおよび抵抗性圧力センサーが共通のセンサー・アレイを共有することもできる。
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図２１および図２２は、共通の電極アレイを共有する容量性マルチタッチ・センサーおよ
び抵抗性圧力センサーの構造を示す。最初に図２１を参照すると、２１００において、行
センサー・エレメント２１０３および列センサー・エレメント２１０４のアレイにおいて
基板２１０２上にポリマー導電性厚膜を印刷することによって、センサー・アレイを形成
する。２１００に示すように、コネクター２１０６を最初に一方向（列方向として示され
ている）に印刷する。次に、２１０８に示すように、列コネクター２１０６上に誘電体材
料２１１０を堆積し、次いで２１１２において、誘電体材料上に行コネクター２１１４を
印刷して、センサー・アレイを完成する。最後に、２１１６において、センサー上に圧電
シート２１１８を被着する。圧電シート２１１８は、図２１では、基礎構造を図示するた
めに、一部分解図で示されている。
【００６３】
　[0089]　図２２に示すように、圧電シートは、隣接する行センサー・エレメント２１０
３および列センサー・エレメント２１０４を、模式的に２２００で示す、抵抗のある経路
と接続する。隣接するセンサー・エレメント（ｍ×ｎ配列）の容量性結合が、２２０２に
おいて模式的に示されている。このように、各センサー・エレメントは、抵抗的および容
量的双方で隣接するセンサー・エレメントに結合されている。したがって、異なる周波数
において測定されたインピーダンス測定値から、抵抗値および容量値を計算することがで
きる。このように、接触位置および接触圧力の測定を、同じ分解能で行うことができる。
【００６４】
　[0090]　したがって、図２３は、図２１および図２２の実施形態のような、１つのセン
サー・アレイを利用する容量性マルチタッチ・センサーおよび抵抗性圧力センサーを備え
ているタッチ・センサーによって、接触位置および接触圧力を測定する方法２３００の一
実施形態を示す。方法２３００は、２３０２において、第１インピーダンス測定値を得て
、次いで２３０４において、異なる周波数において第２インピーダンス測定値を得るステ
ップを含む。尚、このコンテキストにおける「インピーダンス測定値」という用語は、完
全なセンサー読み取り値、即ち、センサー・アレイの画素毎のインピーダンス測定値を含
むことは言うまでもない。
【００６５】
　　[0091]　次に、２３０６において、行った２回の測定に基づいて、抵抗値および容量
値を決定する。実施形態の中には、２３０８で示すように、これら２つの値を総測定イン
ピーダンスの大きさから決定するとよい場合がある。容量性リアクタンスおよび抵抗の総
測定インピーダンスの大きさに対する寄与は、以下の式で示され、ここで｜Ｚ｜は総測定
インピーダンスの大きさであり、Ｘｃは容量性リアクタスである。
【００６６】
　[0092]
【００６７】
【数１】

【００６８】
　ここで、
　[0093]　
【００６９】

【数２】

【００７０】
　[0094]　２回のインピーダンス測定は、総インピーダンスの抵抗成分が双方の場合にお
いて一定であり、容量Ｃも一定である（即ち、指の圧力および位置が測定中実質的に変化
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しなかった）という仮定が許容されるように、十分に次回時間間隔で行うとよい。これら
の過程により、総インピーダンスの変化は、２回の測定を行った周波数の関数となる。こ
のように、ＣおよびＲは２つの測定値によって決定することができる。
【００７１】
　[0095]　他の実施形態では、１２１０に示すように、無効容量および抵抗を、２つの測
定インピーダンス間の位相角の差から決定することができる。これらの実施形態では、以
下の関係を用いて、抵抗および容量性リアクタンスを決定することができる。
【００７２】
　[0096]
【００７３】
【数３】

【００７４】
　[0097]　再度、Ｒ（即ち、接触圧力）およびＣ（即ち、接触位置）が一定であると仮定
するために２回の測定が十分に短い時間間隔の間に行われたと仮定すると、測定された位
相ずれは、無効容量の関数となり、したがって、測定が行われた周波数の関数となる。こ
のように、ＲおよびＣを位相ずれから決定することができる。
【００７５】
　[0098]　引き続き図２３を見ていくと、方法２３００は、次に２３１２において、決定
された容量性リアクタンスから接触入力を検出し、それに応答して、接触入力にしたがっ
てグラフィカル・ユーザー・インターフェースを操作するステップを含む。例えば、グラ
フィカル・ユーザー・インターフェース上に表示されている写真オブジェクト上にマウス
制御カーソルがある間に検出された接触入力が「ピンチ」または「ストレッチ」ジェスチ
ャーに対応する場合、写真オブジェクトのサイズを、検出された接触入力に応答して、変
更することができる。
【００７６】
　[0099]　同様に、方法２３００は、２３１４において、決定した抵抗から接触圧力を検
出し、それに応答して、この圧力にしたがってグラフィカル・ユーザー・インターフェー
スを操作するステップを含む。例えば、検出された接触圧力がマウス本体の左前四分義の
内部に位置し、所定の閾値圧力レベルを超過する場合、この特定の接触入力は、「左クリ
ック」入力であると考えることができる。このため、応答してユーザー・インターフェー
ス動作を行うことができる。更に具体的な一例として、マウス・カーソルがあるアイコン
上に位置する場合、「左クリック」入力の検出が、アイコンによって表されるファイルを
開かせ、そしてユーザー・インターフェース上に表示させることができる。
【００７７】
　[00100]　使用環境の中には、マウス本体への接触だけでなく、マウス本体上接触至近(
near-touch)イベントも検出することが望ましい場合もある。これは、「接触至近」状態
の検出が追加の機能を可能にするからである。アレイがタイル状ネットワークのダイアモ
ンド形状の列および行のセンサー・エレメントを備えている、本明細書において図示した
センサー・アレイの実施形態では、ｍ＋ｎ容量測定が、ｍ×ｎ容量測定よりも高い感度を
接触至近にもたらすことができる。その理由は、ｍ＋ｎ容量測定は、ｍ×ｎ測定が行うよ
うな、隣接する行および列センサー・エレメントの縁端間の容量測定の代わりに、センサ
ー・エレメントから接地までの容量を測定するからである。したがって、各センサー・エ
レメントの容量は、ｍ＋ｎ構成の方がｍ×ｎ構成におけるよりも大きくなり、接触至近を
検出する感度の上昇が可能になる。
【００７８】
　[00101]　しかしながら、先に説明したように、ｍ＋ｎ測定で得られる分解能は、ｍ×
ｎ測定よりも低く、したがって、接触入力の位置に関して多少の曖昧さが生ずる可能性が
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ある。特に、接触が少なくとも部分的に行および列センサー・エレメント双方をカバーし
ていないときに、その可能性がある。したがって、図２４は、ｍ×ｎ測定方法の高い分解
能にも配慮しつつ、ｍ＋ｎ測定方法によって得られる接触至近感度の向上に備えて、容量
性マルチタッチ・センサーを読み取る方法２４００の一実施形態を示す流れ図を示す。方
法２４００は、２４０２において、ｍ＋ｎ容量を測定し、その測定値から接触入力信号を
判定するステップを含み、次いで２４０４において、この接触入力信号を以前の接触入力
信号と比較し、２４０６において、接触入力信号間に何らかの変化が発生したか否か判断
するステップを含む。変化が検出されない場合、方法２４００は２４０２に戻り、他のｍ
＋ｎ容量測定を行う。
【００７９】
　[00102]　一方、２４０６において、容量測定値間で接触状態の変化が起こったと判断
した場合（例えば、新たな接触が検出された、現在の接触が動いたまたはなくなった等）
、方法２４００は２４０８に進み、ｍ×ｎ測定を行い、ｍ＋ｎ測定から接触入力信号を決
定する。次いで、方法２４００は、接触状態の変化が再度検出されるまで更に別のｍ＋ｎ
測定値が得られるように、２４０２に戻る。このように、接触至近状態に対する感度を、
ｍ×ｘ測定値のみを使用する場合に対して、高めることができる。更に、ｍ＋ｎ測定は、
ｍ×ｎ測定よりも消費する電力が少なくて済む。したがって、方法２４００は、電力を保
存するのにも役立つことができ、したがってバッテリ給電式デバイスにおいてバッテリ寿
命を改善することができる。
【００８０】
　[00103]　図２５は、容量性マルチタッチ面を備えている、湾曲した非可展幾何学的外
形を有する、マウスのような物体の製造方法２５００の他の実施形態を示す。方法２５０
０は、２５０２において、基板上に、マルチタッチ・センサーの複数の画素を定めるセン
サー・エレメントのアレイを形成するステップを含み、次いで２５０４において、基板を
真空形成して、入力デバイスの本体の湾曲幾何学的外形の表面に沿う有形プリフォーム(s
haped preform)とする。適した基板材料の選択によって、真空形成プロセスは、前述のよ
うに基板において折り曲げおよび／または切断を全く用いることなく、基板および印刷ア
レイを、複雑な非可展形状に形成することを可能にする。適した基板材料の例には、ポリ
カーボネート、ＰＥＴ（ポリエチレン・テレフタレート）、およびＡＢＳ（アクリロニト
リル・ブチルジエン・スチレン）が含まれるが、これらに限定されるのではない。同様に
、圧力センサーを前述のようにして含ませることができる。ここで、圧電インクを支持す
るのに適した材料の選択によって、圧力センサー構造を、タッチ・センサーと共に真空成
形することが可能になるとよい。実施形態の中には、圧力センサーの形成が、プリフォー
ムを形成する前または後に、前述のようにセンサー・エレメントのアレイと接触するよう
に圧電シート（例えば、適した基板上に支持された圧電インク）を配置することを含むこ
とができる場合もある。
【００８１】
　[00104]　次に、プリフォームを形成した後、方法２５００は、２５０６において、プ
リフォームを湾曲幾何学的外形に固定するステップを含む。実施形態の中には、２５０８
に示すように、このステップが、プリフォームを型の中に入れ、次いで成形可能な材料を
型に入れてプリフォームを入力デバイスの本体内に鋳込むことを含むこともある。他の実
施形態では、２５１０に示すように、入力デバイスの本体を作成した後に、プリフォーム
を入力デバイスの本体に固定することもできる。このように、センサー・アレイを複雑な
、非可展面上に設けることができる。図２６は、複雑な湾曲を有する非可展面上に形成さ
れたセンサー・アレイ２６０２を備えたマウス２６００の一例を示す。
【００８２】
　[00105]　尚、本明細書において開示した実施形態は、コンピューター・マウス以外の
他の物体とでも用いることができることは言うまでもない。例えば、湾曲タッチ・センサ
ーは、インタラクティブ・グローブ(interactive globe)、湾曲ディスプレイ、および／
または他のこのような湾曲表面とでも用いることができる。更に、本明細書において開示
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ームを製造者に提供することができることも言うまでもない。例えば、異なるボタンや他
の制御部品をマウス・ハードウェアによって実装する場合、新しいマウス設計毎に、新た
な型および他の器具の設計ならびに製造が、新たなハードウェア設計のために必要となる
こともある。対照的に、マウス本体上にタッチ・センサーおよび／または圧力センサーを
含ませることによって、新たな機能をマウス本体の特定の接触領域にマッピングすること
が可能となり、これによって、１つのハードウェア設計を、新たな機能を実現するために
用いることが可能になる。
【００８３】
　[00106]　例示のために、コンピューター・マウス、コンピューター・マウス機能、コ
ンピューター・マウス製造方法、タッチ・センサー製造方法、および他の湾曲接触感応デ
バイスの種々の実施形態を開示したが、種々の変形が可能であることから、これらはあら
ゆる意味で限定であることを意図していない。本明細書において記載した特定のルーチン
および方法は、イベント・ドリブン、割り込みドリブン、マルチ・タスキング、マルチ・
スレッディングなどのような、あらゆる数の処理方策の内１つ又は複数の表すことができ
る。したがって、例示した種々の動作は、例示した順に、並列に実行することもでき、場
合によっては省略することもできる。同様に、前述のプロセスのいずれであっても、その
順序は、本明細書において記載した実施形態の特徴および／または結果を達成するために
、必ずしも必要とされる訳ではなく、図示および説明を容易にするために提示したに過ぎ
ない。
【００８４】
　[00107]　本開示の主題は、本明細書において開示した種々のプロセス、システムおよ
び構成、ならびに他の特徴、機能、動作、および／または特性のあらゆる新規で非自明な
コンビネーションおよびサブコンビネーションを含み、更にはその均等物のいずれもおよ
び全てを含むものとする。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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