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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コントローラを備える静電容量式タッチセンサであって、
　前記コントローラは、
　第１充電期間で電極に第１充電電流を供給することによって第１充電プロセスを実行し
、前記第１充電電流と前記第１充電期間は、所定であり、前記第１充電プロセスは、前記
第１充電期間の終わりに完了し、
　複数のデジタル値のうちの少なくとも１つに基づき、前記第１充電期間の完了の際に測
定される第１電極電圧値が基準を満たすか否か判定し、
　前記第１電極電圧値が前記基準を満たさない時、前記電極のための第２充電電流および
第２充電期間を設定することをもたらす設定プロセスを実行するように構成され、
　続いて行われる第２充電プロセスにおいて、前記第２充電期間で前記電極に前記第２充
電電流が供給され、
　前記第２充電プロセスのときに前記第２充電期間中に前記第２充電電流を前記電極に供
給することは、前記基準を満たす可能性が高い第２電極電圧値を生じ、
　前記第２電極電圧値は、前記第２充電プロセスの完了の際に測定される、静電容量式タ
ッチセンサ。
【請求項２】
　前記コントローラは、反復プロセスの実行によって設定プロセスを実行するように構成
され、前記反復プロセスでは、前記第２充電期間および前記第２充電電流を決定するため



(2) JP 5669850 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

の複数の充電電流と共に、前記電極は、複数の充電期間で充電され、
　前記コントローラはさらに、１または複数の後続の充電プロセスの間の使用のために前
記電極のための充電電流および充電期間を記憶することによって、前記電極を設定するよ
うに構成される、
　請求項１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記第２充電電流および前記第２充電期間を決定するために複数
の候補充電電流／期間の対を用いて前記電極に充電することによって、前記反復プロセス
を実行するように構成される、
　請求項２記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項４】
　前記コントローラは、所定テーブルから前記電極を充電するために用いられる互いに異
なる充電電流／期間の対を反復的に選択することによって、前記複数の候補充電電流／期
間の対を決定するように構成される、
　請求項３記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項５】
　前記コントローラは、バイナリサーチプロセスを用いることによって、前記所定テーブ
ルから互いに異なる充電電流／期間の対を選択するように構成される、
　請求項４記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記第１電極電圧値が電圧値の所定範囲内または外に位置するか
判定することによって、前記第１電極電圧値が前記基準を満たすか否か判定するように構
成される、
　請求項１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記第１電極電圧値が閾値よりも高いまたは低いか判定すること
によって、前記第１電極電圧値が前記基準を満たすか否か判定するように構成される、
　請求項１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項８】
　前記静電容量式タッチセンサはさらに、
　前記コントローラに動作可能に接続され、前記第１充電期間で前記電極に前記第１充電
電流を供給し、前記第２充電期間で前記電極に前記第２充電電流を供給するように構成さ
れる電流ソースと；
　前記コントローラおよび前記電流ソースに動作可能に接続され、タイミング信号を供給
するように構成されるタイマと
を備え、
　前記タイミング信号は、前記電流ソースが前記第１充電期間の開始で前記第１充電電流
の供給を開始し、且つ前記第１充電期間の終了で前記第１充電電流の供給を終了し、前記
電流ソースが前記第２充電期間の開始で前記第２充電電流の供給を開始し、且つ前記第２
充電期間の終了で前記第２充電電流の供給を終了することをできるようにする、
　請求項１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項９】
　前記静電容量式タッチセンサはさらに、前記コントローラに動作可能に接続されたデー
タ格納装置を備え、
　前記データ格納装置は、前記第１充電電流と、前記第１充電期間と、前記第２充電電流
と、前記第２充電期間とを代表する値を格納するように構成される、
　請求項１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項１０】
　前記静電容量式タッチセンサはさらに、前記コントローラに動作可能に接続されたアナ
ログデジタル変換器（ＡＤＣ）を備え、
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　前記アナログデジタル変換器は、前記電極からアナログ電圧信号を受信し、且つ前記ア
ナログ電圧信号をサンプリングすることによって前記複数のデジタル値を生成するように
構成される、
　請求項１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項１１】
　コントローラを備える静電容量式タッチセンサであって、
　前記コントローラは、
　第１充電期間に電極に第１充電電流を供給することによって、第１充電プロセスを実行
し、
　複数のデジタル値のうちの少なくとも１つに基づき、第１電極電圧値が基準を満たすか
否か判定し、
　前記第１電極電圧値が前記基準を満たさない時、前記電極のための第２充電電流および
第２充電期間を設定することをもたらす設定プロセスを実行するように構成され、
　前記設定プロセスは、第２充電プロセスの実行に応答して、前記基準を満たす可能性が
高い第２電極電圧値を生じ、
　前記コントローラは、反復プロセスを実行することによって前記設定プロセスを実行す
るように構成され、前記反復プロセスにおいて、前記第２充電期間および前記第２充電電
流を決定するために、前記電極は、複数の充電期間に亘って複数の充電電流で充電され、
　前記コントローラはさらに、１以上の後続の充電プロセスのときに使用される前記電極
のための充電電流および充電期間を格納することによって前記電極を設定するように構成
され、
　前記コントローラは、前記第２充電期間を決定するために複数の充電期間で前記電極に
固定充電電流を供給することと、前記第２充電電流を決定するために前記第２充電期間で
複数の充電電流を供給することとによって、前記反復プロセスを実行するように構成され
ている、静電容量式タッチセンサ。
【請求項１２】
　前記コントローラは、
　前記充電電流が供給される互いに異なる充電期間を、第１所定テーブルから反復的に選
択することによって、前記複数の充電期間で前記電極に前記固定充電電流を供給し、
　前記第２充電期間で前記電極に互いに異なる充電電流を、第２所定テーブルから反復的
に選択することによって、前記第２充電期間で前記電極に前記複数の充電電流を供給する
ように構成されている、
　請求項１１記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項１３】
　前記コントローラは、バイナリサーチプロセスを用いることによって、前記第１所定テ
ーブルから前記異なる充電期間を選択し、且つ前記第２所定テーブルから前記異なる充電
電流を選択するように構成される、
　請求項１２記載の静電容量式タッチセンサ。
【請求項１４】
　静電容量式タッチセンサデバイスであって、
　電極と；
　前記電極に動作可能に接続された静電容量式タッチセンサと
を備え、
　前記静電容量式タッチセンサは、
　第１充電期間で前記電極に第１充電電流を供給することによって第１充電プロセスを実
行し、前記第１充電電流と前記第１充電期間は、所定値であり、前記第１充電プロセスは
、前記第１充電期間の終わりに完了し、
　前記第１充電プロセスの完了の際に前記第１充電プロセスから得られる第１電圧を測定
し、
　前記第１電圧に基づき、第１電極電圧値が基準を満たすか否か判定し、
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　前記第１電極電圧値が前記基準を満たさない時、前記電極のための第２充電電流および
第２充電期間を設定することをもたらす設定プロセスを実行するように構成され、
　前記第２充電電流および前記第２充電期間は、続いて行われる第２充電プロセスのとき
に異なる所定値として使用され、
　前記第２充電期間中に前記第２充電期間のための前記第２充電電流を前記電極に供給す
ることは、前記基準を満たす可能性が高い第２電極電圧値を生じ、
　前記第２電極電圧値は、前記第２充電プロセスの完了の際に測定される、静電容量式タ
ッチセンサデバイス。
【請求項１５】
　前記静電容量式タッチセンサデバイスはさらに、１または複数の追加電極を備え、
　前記静電容量式タッチセンサデバイスは、前記１または複数の追加電極に動作可能に接
続され、
　前記静電容量式タッチセンサデバイスは、前記電極と、前記１または複数の追加電極の
各々とに互いに異なる充電電流および互いに異なる充電期間を設定し得るように、前記電
極と前記１または複数の追加電極の各々とのための前記設定プロセスを実行するように構
成される、
　請求項１４記載の静電容量式タッチセンサデバイス。
【請求項１６】
　前記静電容量式タッチセンサは、
　電極電圧値が前記基準を満たすか否か判定し、且つ前記設定プロセスを実行するように
構成されるコントローラと；
　前記コントローラに動作可能に接続され、且つ充電期間で充電電流を供給するように構
成される電流ソースと；
　前記電流ソースおよび前記コントローラに動作可能に接続されたマルチプレクサと
を備え、
　前記マルチプレクサは、前記電極または前記追加電極に前記充電電流を与え、且つ前記
電極のためのまたは前記追加電極のためのアナログ電圧信号をアクセスするように構成さ
れる、
　請求項１５記載の静電容量式タッチセンサデバイス。
【請求項１７】
　静電容量式タッチセンサデバイスを設定する方法であって、前記方法は前記静電容量式
タッチセンサデバイスの回路によって、
　第１充電期間で電極に第１充電電流を供給することによって、第１充電プロセスを実行
する実行ステップであって、前記第１充電電流と前記第１充電期間は、所定値であり、前
記第１充電プロセスは、前記第１充電期間の終わりに完了することと；
　前記第１充電プロセスの完了の際に前記第１充電プロセスから得られる、前記電極の第
１電圧を測定する測定ステップと；
　第１電極電圧値が前記第１電圧に基づく基準を満たすか否か判定する判定ステップと；
　前記第１電極電圧値が基準を満たさない時、前記電極のための第２充電電流および第２
充電期間を決定する決定ステップと；
　後続の充電プロセスの実行時に異なる所定値として使用するために、前記第２充電電流
および前記第２充電期間を格納する格納ステップであって、前記後続の充電プロセスのと
きに前記第２充電期間中に前記第２充電電流を、前記電極に供給することは、前記基準を
満たす可能性が高い前記後続の充電プロセスの完了の際に測定される第２電極電圧値をも
たらすことと
を有する、方法。
【請求項１８】
　前記実行ステップ、前記測定ステップ、前記決定ステップ、および前記格納ステップは
、２つの互いに異なる検出されたタッチ状態同士の間で実行される、
　請求項１７記載の方法。
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【請求項１９】
　静電容量式タッチセンサデバイスを設定する方法であって、前記方法は前記静電容量式
タッチセンサデバイスの回路によって、
　第１充電期間で電極に第１充電電流を供給することによって、第１充電プロセスを実行
する実行ステップと；
　前記第１充電プロセスからもたらされる前記電極の第１電圧を測定する測定ステップと
；
　第１電極電圧値が前記第１電圧に基づく基準を満たすか否か判定する判定ステップと；
　前記第１電極電圧値が前記基準を満たしていない場合、前記電極のための第２充電電流
および第２充電期間を決定する決定ステップであって、前記第２充電電流および前記第２
充電期間は、前記基準を満たす可能性が高い第２電極電圧値をもたらすことと；
　前記電極の後続の充電プロセスのときに使用するための前記第２充電電流及び前記第２
充電期間を記憶する記憶ステップと
を有し、
　前記第２充電期間を決定するステップは、第１所定テーブルから、互いに異なる充電期
間を反復的に選択することによって、前記電極に固定充電電流を供給するステップを有し
、前記異なる充電期間では、前記固定充電電流は、前記電極に供給され、
　前記第２充電電流を決定するステップは、第２所定テーブルから、互いに異なる充電電
流を反復的に選択することによって、固定充電期間で前記電極に複数の充電電流を供給す
るステップを有し、前記異なる充電電流は、前記固定充電期間で前記電極に供給される、
方法。
【請求項２０】
　前記決定ステップは、
　所定テーブルから、互いに異なる充電電流／期間対を反復的に選択するステップと；
　前記異なる充電電流／期間対の各々を用いることによって、前記電極を充電するステッ
プと
を有する、
　請求項１７記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には静電容量式タッチセンサに関する。さらに詳しくは、静電容量式
タッチセンサを設定する方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　静電容量式タッチセンサデバイスは、携帯電話、パソコン、ポータブル娯楽装置、電化
製品、タッチスクリーンのような多様な一般消費者向け電子機器に含まれる。静電容量式
タッチセンサデバイスは、少なくとも、１または複数のセンサ（または「電極」）、充電
回路、タッチ検出回路を含む。各センサは予想されるユーザ入力に関連し得る。例えば、
ユーザが電話できるように可能にするために、携帯電話は、少なくとも１２個のセンサの
アレイを含む可能性があり、１０個のセンサは０～９の数字の各々に関連され、１１番目
のセンサは「ＳＥＮＤ」キーに関連され、１２番目のセンサは「ＥＮＤ」キーに関連され
る。
【０００３】
　典型的なセンサは、誘電体タッチプレート（例えば、ガラスプレート）および電極を含
み、該誘電体タッチプレートおよび電極は、キャパシタのそれぞれの誘電体および電極と
して機能する。ユーザがタッチプレートにおけるセンサ位置を触る時、アースとユーザと
センサとの間に形成される静電容量式回路のため、電極に潜在的な変化が生じる。タッチ
が起こったか否か判定するために、静電容量式タッチセンサデバイスは、電極の電位を周
期的または常に測定する。電位の測定に先立って、充電回路は、所定時間で電極に所定電
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流を与えることによって、電極を充電する。充電プロセスの頂点において、タッチ決定回
路は、電極と接地との間（または他の固定電位）の電圧を測定する。測定電圧がノンタッ
チ状態に関連するベースライン値（たとえばタッチ検出閾値）未満に十分に入る時、タッ
チ決定回路は、タッチが検出されることを表示し得る。充電および測定工程が繰り返し続
き、測定される電圧が十分な量でベースライン値に増加された時（例えば、リリース検出
閾値よりも高い）、タッチ決定回路は次に、リリースが検出されることを表示してもよい
。
【０００４】
　ゼロボルト（または接地）とデバイスへ供給電圧との間の測定可能な電圧に対応するた
めに、電極に印加できる電荷の理論的範囲は、制限される。しかしながら、正確な充電お
よび測定は典型的に、理論的範囲の中央範囲以内に入る電圧のみで取得され得る。例えば
、１．７ボルトの供給電圧を有するデバイスにおいて、信頼性の高い正確な電圧測定は、
範囲の下部０．７ボルト以内の電圧に対して不可能であり、信頼性の高い正確な電圧測定
は、範囲の上部０．７ボルト以内の電圧に対して達成できないおそれがある。したがって
、正確な充電および測定は、理論的範囲の中央０．３ボルト以内の測定可能電圧に対して
のみ達成され得る。
【０００５】
　このような静電容量式タッチセンサを製品に組み込むことを望んでいるシステム設計者
は、充電プロセスが中央範囲内に入る電圧を生じるような充電パラメタ（例えば、供給電
流および充電期間）を設定するべきである。しかしながら、外部要因（例えば、温度また
は湿度変化、伝達周波数変化、など）によるシステムにおける容量変化がタッチ検出閾値
またはタッチリリース閾値を、中央の正確な電圧測定可能範囲の外に移動させてしまうお
それがある。閾値が電圧範囲の下部（例えば、下部の０．７ボルト）に入る時、正確な測
定はできないおそれがある。閾値が電圧範囲の上部（例えば、上部の０．７ボルト）に入
る時、正確な充電ができないおそれがある。いずれの場合も、偽タッチ検出または偽タッ
チリリースが起こるおそれがあり、および／またはシステムが実際のタッチまたはリリー
スを検出できないおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１６７３２５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来静電容量式タッチセンサデバイスの上述特徴のため、システム設計者は典型的に、
中央範囲（例えば、１．７ボルトシステムにおいては０．８５ボルトである）の中間内電
圧を生じるような充電パラメタを設定する。この実施はデバイスの信頼性を高めるが、デ
バイスの感知度は最適化されない。さらに半導体デバイスの変更が、電流電源の動作およ
び充電プロセスに関するタイマに大きな影響を与えるおそれがある。よって供給されたデ
バイスが範囲の中央で潜在的に測定可能な電圧を生じる充電工程を実行できることを保証
するために、静電容量式タッチセンサデバイスの歩留まりは十分に低くあるべきである。
【０００８】
　外部要因による有意な容量変化に対して、正確なタッチ検出を確実に達成し得る静電容
量式タッチセンサが必要とされる。さらに必要とされるのは、高い信頼性を達成し、同時
に、システム設計者が選ぶ場合に、増加した感知度のための充電パラメタをシステム設計
者が設定できる静電容量式タッチセンサデバイスである。さらに必要とされるのは、従来
デバイスのデバイス歩留まりと比較して、システム製造者がより高いデバイス歩留まりを
有することを可能にし得る静電容量式タッチセンサデバイスを設定する方法および装置で
ある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本明細書記載される実施形態は、静電容量式タッチセンサデバイスおよび静電容量式タ
ッチセンサデバイスを設定する方法を含む。実施形態は、外部要因による有意な容量変化
に対して正確なタッチ検出を確実に達成し得る静電容量式タッチセンサデバイスを含む。
実施形態も、高い信頼性を達成し、同時に、システム設計者が選ぶ場合、システム設計者
が増加された感知度のためのパラメタを設定させる静電容量式タッチセンサデバイスを含
む。また従来デバイスのデバイス歩留まりと比較して、実施形態は、システム製造者がよ
り高いデバイス歩留まりを有することを可能にし得る。より詳細な様々な実施形態は図１
～７と関連して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】代表的実施形態にしたがう、静電容量式タッチセンサが含まれる電子システムの
一部の簡易化されたブロック図。
【図２】代表的実施形態にしたがう、静電容量式タッチセンサの簡易化されたブロック図
。
【図３】一実施形態にしたがう、選択された電極における複数の充電および測定周期での
電極充電／放電プロファイルの例。
【図４】代表的実施形態にしたがう、ベースラインおよびタッチ／リリース検出閾値と同
時にプロットされる代表的電極電圧測定を示すチャート。
【図５】代表的実施形態にしたがう、タッチ／リリース検出を実行し、静電容量式タッチ
センサを設定する方法のフローチャート。
【図６】代表的実施形態にしたがう、電極における充電パラメタを設定または再設定する
方法のフローチャート。
【図７】別の代表的実施形態にしたがう、電極における充電パラメタを設定または再設定
する方法のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、代表的実施形態にしたがって、静電容量式タッチセンサシステムが含まれる電
子システム１００の一部の簡易化されたブロック図を示す。システム１００の一部は、携
帯電話、パソコン、ポータブル娯楽装置、電化製品、タッチスクリーン、あるいは多種多
様な電子デバイスに含まれてもよい。一実施形態にしたがって、システム１００は、コン
トローラ１０２、静電容量式タッチセンサ１０４、および１～Ｎタッチパッド電極１０６
、１０７、１０８を含み、ここで、Ｎは整数である（例えば、１～数百の範囲の整数であ
る）。
【００１２】
　タッチパッド電極１０６～１０８はそれぞれ、誘電体タッチプレート（またはその部分
）を物理的に近接して配置される。各電極１０６～１０８およびそれぞれの関連する誘電
体タッチプレートは、それぞれの１つの電極およびキャパシタの電極として機能する。従
来デバイスと同様に、ユーザがセンサ位置に関連する誘電体タッチプレートの部分を触る
時、電極１０６～１０８における電位変動は、接地電位（例えば、アース）とユーザと電
極１０６～１０８との間に形成された静電容量式回路によって生じる。電極充電および電
圧測定プロセスを介して、静電容量式タッチセンサ１０４は、「タッチイベント」または
「リリースイベント」が起こることを示すために容量に関する電極１０６～１０８が十分
に変化したか否か判定し得る。しかしながら、以下により詳細に説明するように、従来デ
バイスとは異なり、実施形態は、各電極１０６～１０８が広範囲の様々な状況およびデバ
イス変更下の中央電圧領域内に入る電圧に充電されることを保障し得る自動的充電設定プ
ロセスを実行する方法および装置を含む。
【００１３】
　静電容量式タッチセンサ１０４は、充電線１２０、１２１、１２２および測定線１３０
、１３１、１３２を介して各電極１０６～１０８に動作可能に接続される。充電線１２０
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～１２２および測定線１３０～１３２は、図１における別々の線で示されるが、充電およ
び測定プロセスは電極のために単一線を通じて実行され得る（例えば、充電線１２０およ
び測定線１３０は同一線である）ことが理解される。つまり、様々な実施形態にしたがっ
て、充電および測定プロセスは、静電容量式タッチセンサ１０４の２つのピンまたは１つ
のピンを用いることによって、或る電極のために実行され得る。
【００１４】
　実施形態にしたがって、静電容量式タッチセンサ１０４は、各電極１０６～１０８の充
電設定情報を格納し、動的維持するように設定される。ここで、充電設定情報は、少なく
とも、各電極１０６～１０８のベースライン電圧、充電電流、および充電期間を含む。電
極１０６を例として、電極１０６を充電するために、静電容量式タッチセンサ１０４は、
充電線１２０に亘って電流を供給する。ここで、供給される電流は、電極１０６における
格納された充電電流と等しい大きさを有する。充電電流は、電極１０６における格納され
た充電期間で供給され、次に充電プロセスは、停止される。静電容量式センサ１０４が次
に、測定線１３０を通じて電極１０６の電圧を測定し、測定される電圧を電極１０６にお
ける格納されたベースライン電圧と比較する。測定された電圧と格納されたベースライン
電圧との間の差がタッチ検出デルタを超えない時、静電容量式タッチセンサ１０４は、電
極１０６が「ノータッチ状態」であることを決定し得る。逆に、測定された電圧と格納さ
れたベースライン電圧との間の差がタッチ検出デルタを超える時、静電容量式タッチセン
サ１０４は、タッチイベントが起こり、したがって電極１０６が「タッチ状態」であるこ
とを判定しうる。タッチ状態である時、測定された電圧とベースライン電圧との間の比較
がリリース検出デルタ未満の差を生じるまで、静電容量式タッチセンサ１０４は、充電お
よび測定プロセスを繰り返し続ける。その時点で、静電容量式タッチセンサにリリースイ
ベントが起こり、したがって電極１０６が再びノータッチ状態であることを判定しうる。
【００１５】
　静電容量式タッチセンサ１０４は、システムコントローラ１０２に動作可能に接続され
る。システムコントローラ１０２は、専用または汎用マイクロプロセッサ、デジタル信号
プロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または処理部品の他の何らかのタイプ
を含んでもよい。システムコントローラ１０２および静電容量式タッチセンサ１０４は、
通信インタフェース１１０を通じて通信し得る。一実施形態にしたがって、通信インタフ
ェース１１０は、１または複数の割込線および１または複数の通信線を含んでもよい。例
えば、一実施形態において、通信インタフェース１１０がＩ２Ｃ（インターインテグレイ
ティドサーキット）をサポートする伝達手段を含んでもよい。他の実施形態において、通
信インタフェース１１０は、ＳＰＩ（シリアル周辺インタフェース）プロトコル、ＵＡＲ
Ｔ（汎用非同期送受信回路）プロトコル、またはインタープロセッサ通信プロトコルの他
の何らかのタイプをサポートする伝達手段を含んでもよい。
【００１６】
　様々な割込み、制御メッセージ、およびデータは、通信インタフェース１１０を渡って
転送され得る。例えばシステムコントローラ１０２は、通信インタフェース１１０を通じ
て制御メッセージを与えてもよく、該通信インタフェース１１０は、静電容量式タッチセ
ンサ１０４を起動または無効化するように構成される。また、静電容量式タッチセンサ１
０４がタッチイベントまたはリリースイベントを検出する時、静電容量式タッチセンサ１
０４は、通信インタフェース１１０を通じて割込みを与えてもよい。割込みに応答して、
システムコントローラ１０２は、割込みに関する情報の要求を与えてもよい（例えば、割
込みのトリガーイベントを説明する静電容量式タッチセンサのレジスタを読み出す要求）
。静電容量式タッチセンサ１０４は次に、例えば、電極の識別およびタッチイベントまた
はリリースイベントの表示子を示すデータを戻す。システムコントローラ１０２は、この
ような状況では、適切な動作を実行し得る。
【００１７】
　静電容量式タッチセンサおよび自動設定方法かつ装置の様々な実施形態に関するより詳
細は、記載される。代表的実施形態にしたがって、図２は、静電容量式タッチセンサ２０
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０（例えば、図１における静電容量式タッチセンサ１０４）の簡易されたブロック図を示
す。一実施形態にしたがって、静電容量式タッチセンサ２００は、センサコントローラ２
０２、電流ソース２０４、クロック／タイマ２０６、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）
２０８、マルチプレクサ入力／出力（Ｉ／Ｏ）２１０、およびデータ格納装置２１２を含
む。これらの構成部品は、単一集積回路に含まれてもよく、あるいは、いくつかまたはす
べての構成部品は、個別デバイスとして実装されてもよい。
【００１８】
　センサコントローラ２０２は、１または複数の通信線２４０と１つまたは複数の割込線
２６０とを介して、外部コントローラ（例えば、図１におけるシステムコントローラ１０
２）に通信するように構成される。一実施形態にしたがって、通信線２４０を通じて制御
メッセージを受信することに応答して、センサコントローラ２０２が１または複数の外部
電極（例えば、図１の電極１０６～１０８）をモニタする工程を起動することによって、
電極に存在する電圧がノータッチ状態、タッチ状態、タッチイベントまたはリリースイベ
ントを示す特徴を表すか否か判定し得る。また、タッチイベントまたはリリースイベント
の検出の際に、センサコントローラ２０２は、線２５８を介してイベントに関する情報を
データ格納装置に格納してもよく、割込線２６０を通じて割込みを送信し得る。イベント
に関する情報は、例えば、電極の識別およびイベントのタイプ（例えば、タッチまたはリ
リース）を含みうる。あるいは、情報は、電極識別および電極電流状態（例えば、タッチ
状態またはノータッチ状態）を含んでもよい。また、センサコントローラ２０２は、デー
タ格納装置２１２に新しく入力された状態の表示子を格納してもよい。例えば、タッチイ
ベントが起こる時、センサコントローラ２０２が電極はタッチ状態であることを示す表示
子を格納してもよく、リリースイベントが起こる時、センサコントローラ２０２は、電極
がノータッチ状態であることを示す表示子を格納してもよい。通信線２４０を通じて割込
みに関する情報の要求を受信すると、センサコントローラ２０２は、データ格納装置２１
２から情報を検索してもよく、通信線２４０を通じてイベント情報を含む返答を送信して
もよい。センサコントローラ２０２はまた、通信線２４０を通じて制御メッセージを受信
してもよい。ここで、該制御メッセージは、センサコントローラ２０２が電極をモニタす
ること（例えば、デバイスが電源を下げる時）を停止するべきであることを表示する。そ
して、センサコントローラ２０２は、電極モニタリングを停止してもよい。
【００１９】
　データ格納装置２１２は、以下により詳細に記載するような、タッチおよびリリースイ
ベント情報かつ電極専用パラメタを格納するように構成される１または複数の揮発性格納
手段を含んでもよい。また、データ格納装置２１２は、センサ初期化情報を格納するよう
に構成される１または複数の不揮発性格納装置を含んでもよい。例えばセンサ初期化情報
は、各電極を静電容量式タッチセンサによってモニタされるためのデフォルト充電パラメ
タを含んでもよい。デフォルト充電パラメタは例えば、ノータッチ状況に関連するデフォ
ルト充電電流、デフォルト充電期間、デフォルトベースライン値を含んでもよい。またデ
ータ格納装置２１２は、タッチ検出デルタ値およびリリース検出デルタ値を含んでもよい
。代替的にデータ格納装置２１２は、デフォルトタッチ検出閾値（例えば、デフォルトベ
ースライン値からタッチ検出デルタを減算する）およびデフォルトリリース検出閾値（例
えば、デフォルトベースラインからリリース検出デルタを減算する）を含んでもよい。こ
のパラメタの各々の使用は以下により詳細に説明する。
【００２０】
　電極監視プロセスが開始すると（例えば、通信線２４０を通じて制御信号を受信するこ
とに応答して）、センサコントローラ２０２は、マルチプレクサ制御線２５０を通じてマ
ルチプレクサＩ／Ｏ２１０に選択信号を与えることによって、モニタリングをするための
第１電極を選択し得る。センサコントローラ２０２は、データ格納装置２１２から選択さ
れた電極におけるデフォルト充電パラメタを検索してもよく、制御線２４２を通じて電流
ソース２０４に制御信号を与えもよい。ここで該制御信号は、デフォルト充電電流を表す
。またセンサコントローラ２０２は、制御線２４４を通じてクロック／タイマ２０６にク
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ロック／タイマ制御信号を与えてもよい。ここで該クロック／タイマ制御信号は、選択さ
れた電極におけるデフォルト充電期間を表す。クロック／タイマ２０６は、制御線２４６
にわたって電流ソース２０４にディスエーブル信号を与えもよい。ここで該イネーブル信
号は、電流ソース２０４が電流出力線２４８でデフォルト充電電流の停止をもたらす。電
流出力線２４８で与えられる電流は充電線２２０、２２１、２２２の１つで選択された電
極に与えられる。
【００２１】
　図３は、一実施形態にしたがって、選択された電極のための複数の充電および測定周期
における電極充電／放電プロファイル３００の例を示すチャートである。一実施形態にし
たがって、電極の電圧が線形に増加するように、電流（例えば、デフォルト電流または格
納充電電流）は、電極に（例えば、図２の電流ソース２０４によって）与えられる。例え
ば電圧セグメント３０２は、充電期間３０６の間のゼロボルトから目標電圧３０４に線形
に増加する電極の電圧を示す。目標電圧３０４は望ましくは、下部閾値３０８と上部電圧
閾値３１０との間に入り、その２つの電圧閾値は、目標電圧範囲３１２が理論的電圧範囲
に入るようにする。
【００２２】
　目標電圧範囲３１２は、デバイスの理論的動作範囲の中央範囲に相当してもよい。ここ
で理論的動作範囲は例えば、ゼロボルトから電源電圧であってよい。より具体的には、下
部電圧閾値３０８は、その電圧以下では正確な充電が信頼性高く完了できない電圧に相当
してもよく、上部電圧閾値３１０は、その電圧以上では正確な充電が信頼性高く完了でき
ない電圧に相当してもよい。例えば、１．７ボルトの電源電圧、ＶＤＤ、を有するデバイ
スにおいて、信頼性が高い正確な電圧測定は、下部０．７ボルトの範囲以内の電圧ではで
きない可能性があり、信頼性が高い正確な電圧測定は、上部０．７ボルトの範囲以内の電
圧ではできない可能性がある。したがって、下部電圧閾値３０８は約０．７ボルトであっ
てよく、上部電圧閾値は約１．０ボルトであってよく、目標電圧範囲３１２が、０．７と
１．０ボルトとの間の約０．３ボルト範囲を含んでもよい。
【００２３】
　別の実施形態にしたがって、目標電圧範囲３１２は、中央範囲以内の部分的な範囲とし
て定義されてもよい。例えば、デバイス感知度が大きいことが望ましい時に、目標電圧３
１２は、中央範囲の上部として定義されてもよい（例えば、上部の９０～１００％の中央
範囲）。一方、信頼性が高いことが望ましい時、目標電圧範囲３１２は、中央範囲の中央
部分として定義されてもよい（例えば、中部の４５～５５％の中央範囲）。目標電圧範囲
３１２は、工場における下部目標範囲限界（ＬＴＲＬ）および上部目標範囲限界（ＵＴＲ
Ｌ）を示す値を格納する（例えば、図２のデータ格納装置２１２に）ことによって規定さ
れてもよい。ＬＴＲＬおよび／またはＵＴＲＬはまた、あるいは代替的に、デバイス設計
者によって決定および格納され、同時に、静電容量式タッチセンサをシステム（例えば、
図１のシステム１００）内に含む。
【００２４】
　電流の供給が停止された時（例えば、図３の充電期間３０６の終了で）、静電容量式タ
ッチセンサは、電極の電圧を測定し得る。また図２を参照して、センサコントローラ２０
２は、マルチプレクサ制御線２５０を通じてマルチプレクサＩ／Ｏ２１０に別の制御信号
を与えることによって、選択された電極における電圧測定を実行されてもよい。ここで、
マルチプレクサ制御線２５０は、マルチプレクサＩ／Ｏ２１０が測定線２３０、２３１、
２３２の１つを通じて選択された電極のためのアナログ電圧信号にアクセスすることをで
きるようにする。上述記載されるように、充電線２２０～２２２および測定線２３０～２
３２はそれぞれ、図２において互いに別々の線として示されるが、充電および測定プロセ
スが単一線を通じて電極に実行されてもよい（例えば、充電線２２０および測定線２３０
は同一線であってよい）ことが理解されるべきである。
【００２５】
　マルチプレクサＩ／Ｏ２１０は、アナログ電圧線２５２を通じてＡＤＣ２０８にアナロ
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グ電圧信号を提供する。一実施形態にしたがって、制御線２５４を通じてクロック／タイ
マ２０６によって与えられるクロック信号に応答して、ＡＤＣ２０８は、受信されるアナ
ログ電圧信号をＡＤＣカウントとして表すデジタル値に変換する。つまりＡＤＣ２０８は
、アナログ電圧信号をサンプリングすることによって、複数のデジタル値を生成する。次
に、ＡＤＣ２０８は、デジタル電圧線２５６を通じてセンサコントローラ２０２にサンプ
リングされるデジタル値を与える。また図３を参照して、放電期間３１６の間に電極は、
次にゼロボルトに放電されてもよく、同一の選択された電極における１または複数の追加
の電圧測定を取得するために、このプロセスは、一回または複数の回を繰り返してもよい
。より具体的には、センサコントローラ２０２は、選択された電極に充電および電圧測定
プロセスが一回または複数の回を繰り返すことをもたらす可能性があり、例えば、タッチ
イベントまたはリリースイベントが起こったか否か判定するために、測定された電圧を評
価してもよい。４つの充電／放電反復が図３に示されているが、より多くとも、あるいは
少なくとも、実行されてもよい。以下により詳細に記載されるように、タッチイベントま
たはリリースイベントが起こったか否か判定する工程は、複数の電圧測定を使用すること
によって「短期」電極電圧値（ＳＴＥＶＶ）を決定すること、および複数の短期電極電圧
値を使用することによって「長期」電極電圧値（ＬＴＥＶＶ）を決定することを含んでも
よい。どのようにその値がタッチ検出およびタッチリリース閾値と比較するか否か決定す
るために、長期電極電圧値が評価されてもよい。本発明に記載されるように、測定された
「電極電圧」または「電極電圧値」は概して、単一測定される電極電圧値または複数の電
極電圧値測定（例えば、短期電極電圧値、長期電極電圧値、または複数の測定から導出さ
れる別の電極値）に基づき数学的に導出される電極電圧値を称され得る。
【００２６】
　センサコントローラ２０２は次に、マルチプレクサＩ／Ｏ２１０へ制御信号を解して別
の電極（例えば、図１の電極１０７）を選択してもよく、次に選択された電極のために充
電および測定プロセスを繰り返してもよい。このプロセスは、すべての残りの電極のため
に（例えば、図１の電極１０８を介して）実行されてもよく、よって、電極電圧のモニタ
リングの最初の反復を完了する。充電およびモニタリングの追加の反復は、その後に実行
されてもよく、また第１の選択された電極（例えば、図１の電極１０６）で開始する。
【００２７】
　上述記載されるように、１または複数の初期充電および測定反復は、デフォルト値を用
いてもよい。静電容量式タッチセンサ２００の製造の間、デフォルト値は、工場のデータ
格納装置２１２に格納されてもよく、またはシステム（例えば、図１の電子システム）に
静電容量式タッチセンサ２００を含んでいるシステム設計者によって初期化され得る。様
々な実施形態にしたがって、センサコントローラ２０２は、現場での動作中に１または複
数の電極の互いに異なる充電パラメタを更新する（例えば、決定し、データ格納装置２１
２に格納する）ことによって、システムを自動的に再設定し得る。これは、１または複数
の電極のための充電電流および／または充電期間を更新することを含んでもよい。また各
電極に対して、センサコントローラ２０２は、ノータッチ条件、タッチ検出閾値（および
／またはタッチ検出デルタ値）、リリース検出閾値（および／またはリリース検出デルタ
値）に関連するベースライン値を自動的に更新し得る。システムを設定し且つ自動的に再
設定し、多くのパラメタを更新する設定ための方法および装置は、図５～図７に関連して
より詳細に記載される。
【００２８】
　上述に記載されるように、一実施形態にしたがって、静電容量式タッチセンサ２００は
、自動的な設定および／または再設定プロセスを実行するように構成される。自動的な設
定プロセスは、各電極のためのベースライン値、充電電流、および充電期間（本明細書で
は、それぞれは以後「格納ベースライン値」、「格納充電電流」、および「格納充電期間
」として称される）を初めに決定および格納することを含む。自動的再設定プロセスは、
格納ベースライン値、格納充電電流、および格納充電期間を更新すること（例えば、決定
および格納）を含む。自動的設定プロセスまたは自動的再設定プロセスは、本明細書で単
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に「設定プロセス」として称され得る。自動的設定プロセスは、各電極に対して実行され
る充電および測定工程とともに実行されてもよい。
【００２９】
　上述記載されるように、タッチイベントまたはリリースイベントが起こるか否か判定す
るために、静電容量式タッチセンサ２００は、測定される電圧を評価し得る。一実施形態
にしたがって、電極がノータッチ状態である時、タッチイベントが起こるか否か判定する
ことは、測定される電圧がタッチ検出閾値よりも高いまたは低いか判定することを含む。
逆に、電極がタッチ状態である時、リリースイベントが起こるか否か判定することは、測
定される電圧がリリース検出閾値よりも高いまたは低いか判定することを含む。
【００３０】
　図４は、ベースライン値、タッチ検出閾値、およびリリース検出閾値の説明に関連して
提供される。より具体的には、図４は、代表的実施形態にしたがって、単一電極のベース
ライン４０２およびタッチ／リリース検出閾値４０６、４１２に関連してプロットされる
代表的電圧測定４２０、４２１、４２２を示すチャート４００である。３つの電極電圧測
定４２０～４２２のみが図４に示されるが、電圧測定信号４０４は、複数の測定点を代表
する。ここで説明を明瞭にするために、該複数の測定点は、連続した電圧測定信号４０４
として互いに接続されるように示される。同様に、説明を明瞭にするために、ベースライ
ン４０２が連続した信号として示されるが、ベースラインは、システムにおいて格納され
たベースライン値によって実際に代表され得る。様々な実施形態において、各電圧測定４
２０～４２２は、電極の単一充電および測定周期の単一測定の結果を代表してもよく、ま
たは各電圧測定４２０～４２２は、電極の複数の充電および測定周期の複数の測定を代表
してもよい（例えば、短期電極電圧値または長期電極電圧値）。いずれにしても、図４示
すように、電圧測定４２０～４２２は、測定対測定とは異なっていてもよい。
【００３１】
　チャート４００の左側から開始して、電極がノータッチ状態の時、複数の電圧測定（電
圧測定４２０を含む）は、期間４１０の間に取得される。電極の電圧測定がタッチ検出閾
値４０６よりも高い値である時、電極は、ノータッチ状態であるとみなされてもよい。一
実施形態にしたがって、所与のいずれの時間においても、タッチ検出閾値４０６は、格納
ベースライン値からタッチ検出デルタ４３０を引いた結果に等しい。一実施形態において
、タッチ検出デルタ４３０は固定値であるが、別の実施形態において、タッチ検出デルタ
４３０は調整可能値であってよい。図４は、タッチ検出閾値４０６よりも高い電圧測定４
０２を示し、したがって、電圧測定４２０とタッチ検出閾値４０６の比較は、電極がノー
タッチ状態であることを表す。
【００３２】
　一実施形態にしたがって、以下により詳細に記載されるように、電極がノータッチ状態
の間、ベースライン４０２は、動的に調整され得る。ベースライン４０２の動的な調整は
、期間４１０の間ベースライン４０２の増加的および減少的特性によって図４に示される
。ベースライン４０２が動的調整されるにつれて、図４に示すように、タッチ検出閾値４
０６およびタッチリリース閾値４１２も動的に調整される。
【００３３】
　チャート４００の右側に続くと、電圧信号４０４は、時間４０８でタッチ検出閾値４０
６の下に降下する。したがって、電圧測定４２１とタッチ検出閾値４０６との比較結果は
、電極が現在、タッチ状態であることを表す。以下により詳細に記載されるように、ノー
タッチ状態からタッチ状態に遷移する時、システムは、割込みを生成し得る（例えば、図
２の割込み２６０を通じて）。電極の電圧測定がタッチリリース閾値４１２よりも低い時
、電極は、タッチ状態であるとみなされてもよい。一実施形態にしたがって、いずれの時
間においても、タッチリリース閾値４１２は、格納ベースライン値からタッチリリースデ
ルタ４３２を引いた結果に等しい。
【００３４】
　図４に示すように、期間４１６の間、電極はタッチ状態のままである。再度チャート４
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００を越えて右側に向かって続くと、電圧測定信号４０４は、時刻４１４でリリース検出
閾値４１２よりも高く上昇する。したがって電圧測定４２２とリリース検出測定４１２と
の比較は、電極がまたノータッチ状態であることを表す。電極の電圧測定がタッチ検出閾
値４０６よりも高い時、電極は、ノータッチ状態であるとみなされてもよい。
【００３５】
　図示される実施形態において、タッチリリース閾値４１２は、システムにヒステリシス
を与えるタッチ検出閾値４０６とは異なる電圧である。より具体的には、タッチリリース
閾値４１２は、タッチ検出閾値４０６よりも高い電圧である。代替実施形態において、タ
ッチリリース閾値４１２は、タッチ検出閾値４０６よりも低い電圧でもよい。またさらな
る実施形態において、タッチリリース閾値４１２およびタッチ検出閾値４０６は、互いに
等しくてもよい。この場合において、システムは、比較のために１つの閾値のみを維持し
得る。この様々な実施形態は本発明の範囲に含まれることを意図するものである。
【００３６】
　図５は、代表実施形態にしたがって、タッチ／リリース検出を実行し、静電容量式タッ
チセンサを設定するための方法のフローチャートである。一実施形態にしたがって、方法
全体は、任意の外部処理実体（図１のシステムコントローラ１０２）の補助無しで、静電
容量式タッチセンサに（例えば、図２の静電容量式タッチセンサ２００）よって実行され
てもよい。代替実施形態において、方法の部分は、外部処理実体によって実行される可能
性がある。
【００３７】
　方法は、ブロック５００で、電極設定プロセスを実行することによって開始してもよい
。該電極設定プロセスにおいて、初期充電パラメタ（例えば、ノータッチ状態に関連する
初期充電電流、初期充電期間、および初期ベースライン値）は、各電極に対して（例えば
、図１の電極１０６～１０８）決定され、システムに格納される（例えば、図２のデータ
格納装置２１２）。一実施形態にしたがって、電極設定プロセスは、イネーブルまたは無
効され得るシステム特徴であってよい。無効化された時、ブロック５００はバイパスされ
てもよく、そしてその方法は、システム（図２の工場校正の間、データ格納装置２１２に
）に以前に格納されるデフォルト充電パラメタ（例えば、ノータッチ状態に関連するデフ
ォルト充電電流、デフォルト充電期間およびデフォルトベースライン値）を用いることに
よって、開始されてもよい。別のさらなる実施形態において、初期校正プロセス（すなわ
ちブロック５００）は、全体的に含まれなくてもよい。校正プロセスを実行するための様
々な実施形態は、図６および図７に関連してより詳細に説明される。
【００３８】
　設定プロセスの完了後（またはプロセスがバイパスされる、または含まれない場合）、
静電容量式タッチセンサは、電極モニタリング状態に入ってもよい。該電極モニタリング
状態において、静電容量式センサは、タッチまたはリリースイベントが起こるか否か判定
する工程を繰り返す。以下に説明されるブロック５０２～５２８は、電極モニタリング状
態に関連する。静電容量式タッチセンサが安定状態動作になるまでブロック５０２～５２
８のいくつかの反復を要する可能性があるが、以下の説明では、静電容量式タッチセンサ
を安定状態動作に確立するために、電極電圧測定の十分な測定数が実行されていると仮定
する。
【００３９】
　電極モニタリングプロセスを開始するために、電極（例えば、図１の電極１０６～１０
８のうちの１つ）は、ブロック５０２において評価のために選択される。上述されるよう
に、電極の選択は、電極選択回路に選択信号を与える（例えば、図２において、マルチプ
レクサ制御線２５０を通じてマルチプレクサＩ／Ｏ２１０へ選択信号を与える）コントロ
ーラ（例えば、図２のセンサコントローラ）を含む。
【００４０】
　ブロック５０４において、短期電極電圧値（ＳＴＥＶＶ）を決定するために、充電／測
定プロセスは、実行される。一実施形態にしたがって、すでに図３に示したように、充電
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／測定プロセスは、充電および測定周期の所定周期数を実行することを含む。充電および
測定周期の所定周期数は、２～１０周期であってよく、例えば他の実施形態において、充
電および測定周期の所定周期数は１ほど小さな数または１０よりも大きな数であってもよ
い（例えば、所定周期数が１である時、短期電極電圧値は、単一電圧測定と等しい）。短
期電極電圧値は、測定プロセスの結果から決定される。例えば短期電極電圧値は、測定電
圧の所定電圧数の平均に決定され得るが、短期電極電圧値は、他の数学的関係を用いて決
定され得る。
【００４１】
　ブロック５０６において、長期電極電圧値（ＬＥＴＶＶ）は、短期電極電圧値の所定Ｓ
ＴＥＶＶ数から決定される。短期電極電圧値の所定ＳＴＥＶＶ数は、２～５ＳＴＥＶＶで
あってよく、例えば他の実施形態において、短期電極電圧値の所定ＳＴＥＶＶ数は１ほど
小さな数または５よりも大きな数であってもよい（例えば、所定ＳＴＥＶＶ数が１である
時、長期電極電圧値は、単一の短期電極電圧値であってよい）。一実施形態にしたがって
、長期電極電圧値は短期電極電圧値の所定ＳＴＥＶＶ数の平均に決定され得るが、他の実
施形態において、長期電極電圧値は他の数学的関係を用いて決定され得る。
【００４２】
　ブロック５０８において、長期電極電圧値が基準を満たすか否か判定される。一実施形
態にしたがって、これは、ＬＴＥＶＶの値が電圧値の所定範囲以内または外に位置するか
判定することを含む。より具体的には、ＬＴＥＶＶの値が目標範囲外（例えば、図３の目
標電圧範囲３１２）に位置するか否か判定する。上述記載されるように、目標範囲は、下
部目標範囲制限（ＬＴＲＬ）および上部目標範囲制限（ＵＴＲＬ）によって定義されても
よく、デバイスの理論的電圧値の中央範囲または中央範囲のサブセット（例えば、増加さ
れるデバイス感知度の中央範囲の上部９０％～１００％）に相当し得る。他の実施形態に
したがって、長期電極電圧値が基準を満たすか否か判定することは、長期電極電圧値が閾
値よりも高いまたは低いか判定すること（例えば、図３の下部または上部電圧閾値３０８
、３１０）を含む。
【００４３】
　ＬＴＥＶＶの値が目標範囲外に位置すると判定されると、自動的再設定プロセスが次に
、ブロック５２４で実行される。再設定プロセスは、「自動的」とみなされてもよい。そ
こでは、プロセスの開始は、静電容量式タッチセンサによる測定値の評価に基づき、した
がって、プロセスを開始するためのシステムコントローラや任意の外部実体を要しない。
図５のプロセスの流れに固有であるように、再設定プロセスは、静電容量式タッチセンサ
が２つの互いに異なる検出されたタッチ状態同士の間に存在する間に起こる期間中に実行
され得る。基本的に、自動的再設定プロセスは、静電容量式タッチセンサが選択された電
極のための新しい充電パラメタ（例えば、新しい充電電流、新しい充電期間、またはその
両方）を決定して格納することを有する。一実施形態にしたがって、電極再設定プロセス
は、イネーブルまたは無効化され得るシステム特徴であってよい。無効化された時、ブロ
ック５２４はバイパスされてもよく、むしろ、以下に記載されるように、方法は、ブロッ
ク５２６に直接に進んでもよい。自動的再設定プロセスを実行するための様々な実施形態
は、図６および図７に関連してより詳細に説明される。
【００４４】
　またブロック５０８を参照して、長期電極電圧値が目標範囲（すなわち、長期電極電圧
値が目標範囲に入る）外に位置する場合、ブロック５１２で、電極がタッチ状態またはノ
ータッチ状態であるか否かさらに判定される。上述記載されるように、静電容量式タッチ
センサは、各電極が現在の状態またはノータッチ状態であるかの表示を維持し得る（例え
ば、図２のデータ格納装置２１２に）。電極がノータッチ状態であると判定された後、ブ
ロック５１４で、長期電極電圧値がタッチ検出閾値よりも高いまたは低いか（例えば、図
４のタッチ検出閾値４０６）のさらなる判定が実行され得る。例えば、ＬＴＥＶＶの値が
タッチ検出閾値よりも高い時、長期電極電圧値は、タッチ検出閾値よりも高いとみなされ
てもよい。逆に、ＬＴＥＶＶの値がタッチ検出閾値よりも低い時、長期電極電圧値は、タ
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ッチ検出閾値よりも低いとみなされてもよい。
【００４５】
　長期電極電圧値がタッチ検出閾値よりも高いまたは低いか判定する工程は、長期電極電
圧値と格納ベースライン値との間の差（例えば、図４の電圧測定４２１とベースライン４
０４との間）を決定することによって代替的に判定されてもよく、その差がタッチ検出デ
ルタ（例えば、図４のタッチ検出デルタ４３０）以上であるか否かさらに判定する。
【００４６】
　ブロック５１６で、長期電極電圧値がタッチ検出閾値よりも低いと判定された場合、電
極は次に、タッチ状態に遷移される。一実施形態にしたがって、これは、静電容量式タッ
チセンサが、電極が現在、タッチ状態であるという表示子を（例えば、図２のデータ格納
装置２１２に）格納するステップを含んでもよい。また一実施形態にしたがって、静電容
量式タッチセンサは、状態遷移（すなわち、ノータッチ状態からタッチ状態に）が起こる
ことを示す可能性がある。例えば、静電容量式タッチセンサが、電極が状態を変化される
ことを示す割込み（例えば、図２の割込線２６０を通じて）を生成し得る。上述のように
、このような割込みは、システムコントローラ（例えば、図１のシステムコントローラ１
０２）が割込みに関する情報を要求することをもたらし、静電容量式タッチセンサは、例
えば、電極の認識およびタッチイベントの表示子を示すデータを戻してもよい。所与状況
において、システムコントローラは次に、適切な動作を実行し得る。
【００４７】
　またはブロック５１４を参照して、ブロック５１８において、長期電極電圧値がタッチ
検出閾値よりも高いと判定された時、次の格納ベースライン値を更新してもよい。一実施
形態にしたがって、これは、以前に格納ベースライン値を長期電極電圧値でオーバーライ
トすることを含んでもよい。また新しいタッチ検出およびリリース検出閾値が決定される
ことによって格納されてもよい。これは、ゆっくりと変化する状況の下でベースラインを
動的に調整し、正確的に維持されることを可能にする。別の実施形態は、ベースラインの
動的調整を含まないが、これは、偽タッチおよび／またはリリース検出を増加し得る。図
４に関連して上述されたように、ベースラインの動的調整は、電極がノータッチ状態であ
る期間の間に実行されてもよく、一実施形態にしたがって、電極がタッチ状態である期間
中にはバイパスされてもよい。
【００４８】
　またブロック５１２を参照して、電極はタッチ状態であると判定された時、ブロック５
２０で、長期電極電圧値がリリース検出閾値よりも高いまたは低いか（例えば、図４のリ
リース検出閾値４１２）さらに判定され得る。例えば、ＬＴＥＶＶの値がリリース検出閾
値よりも高い時、長期電極電圧値は、リリース検出閾値よりも高いとみなされてもよい。
逆に長期電極電圧値がリリース検出閾値よりも小さい値を有するとき、長期電極電圧値は
、リリース検出閾値よりも低いとみなされてもよい。長期電極電圧値がリリース検出閾値
よりも高いまたは低いか判定する工程は、長期電極電圧値と格納ベースライン値との間の
差を決定し、その差はリリース検出デルタ（例えば、図４のリリース検出デルタ４３２）
以上か否かさらに判定することによって代替的に実行され得る。
【００４９】
　ブロック５２２において、長期電極電圧値がリリース検出閾値よりも高い時、電極は、
ノータッチ状態に遷移する。一実施形態にしたがって、これは、静電容量式タッチセンサ
が、電極が現在、ノータッチ状態であるという表示子（例えば、図２のデータ格納装置２
１２に）を格納する工程を含む。また、一実施形態にしたがって、静電容量式タッチセン
サは、状態遷移（すなわち、タッチ状態からノータッチ状態に）が起こることを表しても
よい。例えば静電容量式タッチセンサは、電極が状態を遷移することを示す割込み（例え
ば、図２の割込線２６０で）を生成し得る。上述されるように、このような割込みは、シ
ステムコントローラ（例えば、図１のシステムコントローラ１０２）が割込みに関する情
報を要求することをもたらし、静電容量式タッチセンサは、例えば、電極の認識およびリ
リースイベントの表示子を示すデータを戻してもよい。
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【００５０】
　長期電極電圧値がリリース検出閾値（ブロック５２０）よりも低いと判定された時また
はブロック５１６、５１８、５２２または５２４が完了した後、充電および測定反復は、
その電極に対して完了し、充電および測定の反復は、別の電極に対して実行され得る。し
たがってブロック５２６において、すべての電極が評価されたか否か判定され得る（例え
ば、図１において、充電および測定反復は電極１０６～１０８の各々に対して実行される
）。すべての電極が評価されたと判定された場合、ブロック５２８で、静電容量式タッチ
センサは、アイドル状態に入ってもよい。そのアイドル期間の間、静電容量式タッチセン
サは、電極評価を一時的に停止する（例えば、１から１００ミリ秒または他の期間）。す
べての電極が評価されていないと判定された時またはアイドル期間の終了の場合、方法が
図５示すように、また電極（ブロック５０２）を選択し、すべての電極に対して充電およ
び測定プロセスを繰り返すことによって反復されてもよい。
【００５１】
　図５のブロック５２４と協働して上述に記載されるように、電極電圧値（例えば、ＬＴ
ＥＶＶ）の評価に基づき静電容量式タッチセンサは、電極を自動的に再設定し得る。自動
的再設定プロセスは、一実施形態にしたがってハードウェアにおいて、または、別の実施
形態にしたがってソフトウェアにおいて実質的に実行され得る。ハードウェア実装は、例
えば、コストまたは他の理由（例えば、電動ガレージドア開閉機のような簡単なセンサ）
のための重要な処理能力を含むようには設計されないシステムにおいて望ましい可能性が
ある。ソフトウェア実装は、例えば、静電容量式タッチセンサ内に重要な処理能力がある
システムにおいて、または静電容量式タッチセンサにアクセスできる方法において望まし
い可能性がある。実質的なハードウェア実装の実施形態は、図６に関連して説明され、実
質的なソフトウェア実装の実施形態は、図７に関連して説明される。
【００５２】
　図６は、代表的実施形態にしたがって、電極の充電パラメタを設定または再設定するた
めの方法のフローチャートである。例えば、図６の方法は、図５のブロック５０２および
／または５２４と協働して実行され得る。電極設定および／または電極再設定がイネーブ
ルまたは無効化される特徴の実施形態において、ブロック６００で、方法は、設定または
再設定プロセスをイネーブルまたは無効化するか否か判定することによって、開始しても
よい。プロセスが無効化された時、方法は終了し得る。
【００５３】
　プロセスがイネーブルされた時、方法は、ブロック６０２に進んでもよい。ここでは、
目標充電電圧が決定される。一実施形態にしたがって、目標充電電圧は、第１の目標範囲
以内、または第２の目標範囲以内であってもよい。第１の目標範囲は、デバイスの理論的
動作範囲の所定中央範囲に相当する。第２の目標範囲は、工場にあるいはデバイス設計者
によって規定される範囲に相当する（たとえば図３で下部電圧閾値３０８と上部電圧閾値
３１０とによって規定される目標電圧範囲）。目標充電電圧は、中央範囲または目標範囲
以内に選択されてもよい。特定実施形態にしたがって、目標充電電圧は、中央範囲または
目標範囲の中間に選択されてもよいが、これは必要ではない。例えば、０．７ボルトと１
．０ボルトとの間に定義される目標範囲の例示的システムにおいて、目標充電電圧は０．
８５ボルトに選択され得る。計算を簡易化するために、一実施形態にしたがって、目標充
電電圧はＡＤＣカウントによって定義される。例えば、５４０のＡＤＣカウント（例えば
、０ｘ８７（１６進数））が下部電圧閾値を定義し、６０４のＡＤＣカウント（例えば、
０ｘ９７（１６進数））が上部電圧閾値を定義し、目標充電電圧は５７２のＡＤＣカウン
トに相当するように定義され得る（例えば、０ｘ８Ｆ（１６進数））。
【００５４】
　ブロック６０４、６０６、６０７、および６０８において、次に充電期間サーチが実行
される。一実施形態にしたがって、充電期間サーチは、反復プロセスであり、各反復の間
、電極は、固定充電電流および複数の所定の選択可能充電期間の異なる１つを用いて充電
される。例えば所定充電期間のセットは、（例えば、図２のデータ格納装置２１２におけ
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る）静電容量式タッチセンサにアクセスできる。例えば、所定充電期間のセットは、２～
Ｎ値を含んでもよい。説明のみのために、所定充電期間テーブルの例は、以下の表１で提
供される。ここで、テーブルは、７つの異なる充電期間値（すなわち、Ｎ＝７）を含む。
【００５５】
【表１】

　充電期間テーブルは代替的に、７の値よりも多いまたは少ない値を含んでもよく、且つ
充電期間値は表１に示される値と異なる可能性があることを理解されたい。
【００５６】
　一実施形態にしたがって、充電期間はバイナリサーチとして実行される。ここで、第１
サーチ期間の間中央充電期間値は、テーブルから選択され（例えば、エントリ番号４に相
当する４．０マイクロ秒の充電期間値）、最初の反復である第１反復の結果に基づき次の
充電期間は、次の反復である第２反復の間に選択される。ここで、次の選択された充電期
間値は、中央充電期間値に対してテーブルの下向きまたは上向きの途中のエントリに相当
する（例えば、１．０または１６．０マイクロ秒の充電期間の１つはそれぞれ、エントリ
番号２および６に相当する）。バイナリサーチが最終値に収束するまで、後続の反復は、
実行され続ける。例えば、上述の例を用いて、バイナリサーチは、３つの反復で特定充電
期間値に収束される。ブロック６０４、６０６、６０７、および６０８の下述説明は、一
実施形態にしたがって説明され、該実施形態は、充電期間値を決定するためにバイナリサ
ーチを用いる。しかしながら他の実施形態において、他の索方法が代替的に使用され得る
。例えば、所定充電期間値のテーブルにおけるエントリは、線形に選択され、または、別
のシーケンスに選択され得る。
【００５７】
　ブロック６０４において、充電期間サーチプロセスは、候補充電期間を選択することに
よって開始される。例えば、バイナリサーチの実施形態において、第１選択される候補充
電期間は、中央充電期間値に相当し得る（例えば、４．０マイクロ秒の充電内部値は、表
１のエントリ番号４に相当する）。ブロック６０６において、電極充電プロセスは、候補
充電期間と等しい期間で電極に固定および所定電流を印加することによって実行され得る
。一実施形態にしたがって、固定および所定電流は、選択可能な電流の範囲に入る電流で
あってよく、ブロック６１０、６１２、６１３、および６１４に関連して以下に説明され
る。
【００５８】
　電極充電プロセスを完了した後、電極電圧が測定される間、電極測定プロセスは、実行
され得る。ブロック６０７において、単一電極電圧測定が次に評価され、または充電およ
び測定プロセスは、一回または複数の回に繰り返してもよく、電極電圧の数値決定は、複
数の電極電圧測定から決定され得る（例えば、複数の測定の平均である）。いずれにして
もブロック６０７において、電極電圧測定が目標充電電圧よりも高いまたは低いか判定す
るために、電極電圧測定は、目標縦電圧（ブロック６０２で判定されるように）と比較さ
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【００５９】
　ブロック６０８において、充電期間サーチプロセスが完了したか否か判定される。例え
ば、バイナリサーチと協働して所定の回数の反復が実行された時（例えば、７つのエント
リを含む充電期間テーブルの場合、３つの反復である）、充電期間サーチプロセスは、完
了したと考えられる。代替実施形態において（例えば、充電期間テーブルを通してリニア
サーチが実行された時）、充電期間サーチプロセスの最後の２つの反復がそれぞれ目標充
電電圧のそれぞれの側における電極電圧測定を生じた時、充電期間サーチプロセスは完了
したと考えられる。
【００６０】
　充電期間サーチプロセスは完了していないと判定された時、ブロック６０４において、
次のサーチ反復は、候補充電期間をまた選択することによって開始される。バイナリサー
チの実施形態において、次の候補充電期間は、ブロック６０７で実行される比較に基づき
選択される。より具体的には、候補充電期間が昇順に配列される上述の表１のようなテー
ブルにおいて、測定された電極電圧が目標充電電圧よりも高い時、テーブルの最初に向う
途中のエントリにおけるより少ない値の候補充電期間（例えば、エントリ番号２）は、選
択される。測定された電極電圧は目標充電電圧よりも低い時、テーブルの最初に向う途中
のエントリにおけるよりも高い値の候補充電期間（例えば、エントリ番号６）は、選択さ
れる。リニアサーチの実施形態において、次の候補充電期間はテーブルにおける次のシー
ケンシャルエントリとして選択され得る（例えば、エントリ番号１が最初の反復のために
選択される場合、エントリ番号２は、次の反復のために選択され得る）。ブロック６０６
、６０７、および６０８は、次の選択された候補充電期間に実行される。
【００６１】
　判定ブロック６０８において、充電期間サーチプロセスが完了されたと判定された時、
次に最後の充電期間値は、ブロック６０９で設定される。バイナリサーチやリニアサーチ
の実施形態において、最後の充電期間値は、最後の２つの候補充電期間の１つとして評価
され（例えば、最後２つのサーチ反復の間）る。ここで該１つの候補充電期間は、目標充
電電圧に最も近い電極電圧測定を生じる。最後の充電期間値は、最後の評価された２つの
候補充電期間との間の値（例えば、その途中あるいは、最後の測定された電極電圧が目標
充電電圧にどれぐらい近いかということに関連する他の距離）であってもよい。最後の充
電期間値は、例えば、静電容量式タッチセンサにアクセスできるメモリ位置（例えば、図
２のデータ格納装置２１２）に最後の充電期間値を格納することによって設定されてもよ
い。
【００６２】
　一実施形態にしたがって、充電電流サーチは次に、ブロック６１０、６１２、６１３、
および６１４で実行される。一実施形態にしたがって、充電電流サーチは、反復プロセス
である。ここで、各反復の間、電極は、固定充電期間（例えば、ブロック６０９で設定さ
れる最後の充電期間）および複数の所定の選択可能充電電流の異なる１つの充電期間で充
電される。例えば、所定充電電流のセットは、静電容量式タッチセンサにアクセスできる
（例えば、図２のデータ格納装置２１２）。例えば、所定充電電流のセットは、２～Ｍ個
の値を含んでもよい。説明のためだけに、所定充電電流テーブルの例は、表２として以下
に提供される。ここで、テーブルは、１５つの異なる充電電流値（すなわち、Ｍ＝１５）
を含む。
【００６３】
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【表２】

　充電電流テーブルが代替的に、１５の値より多いあるいは少ない値を含んでもよく、充
電電流値は表２示される値と異なってもよいことが理解されたい。
【００６４】
　一実施形態にしたがって、充電電流サーチは、バイナリサーチとして実行される。ここ
で、中央充電電流値は、第１サーチ期間の間にテーブルから検索され（例えば、エントリ
番号８に相当する１６ミリボルトの充電電流値）、第１反復の結果に基づき次の充電電流
値は、第２反復の間に選択され、該次の選択された充電電流は、中央充電電流値に関して
テーブルの下部または上部に向かう途中にあるエントリに相当する（例えば、エントリ番
号４および１２のそれぞれに相当する５または３８マイクロアンペアの充電電流値の１つ
）。バイナリサーチが最後の値に収束するまで、後続の反復は、実行され続ける。例えば
、上述の例において、バイナリサーチは、４回の反復で、特定の充電電流値（またはテー
ブルエントリ番号）に収束する。ブロック６１０、６１２、６１３および６１４の以下の
記載は、充電電流値を決定するためにバイナリサーチを用いる一実施形態にしたがって説
明する。しかし他の実施形態において、他の検索方法を用いられてもよいことを理解され
たい。例えば所定充電電流値のテーブルにおけるエントリは、線形に選択されてもよく（
例えばエントリ番号１から開始する）、または他のシーケンスにおいて選択されてもよい
。
【００６５】
　充電電流サーチは、ブロック６１０で、候補充電電流を選択することによって開始する
。例えばバイナリサーチの実施形態において、第１の選択された候補充電電流は、中央電
流値に相当し得る（例えば、１６ミリボルトの充電電流値が上述の表２のエントリ番号８
に相当する）。ブロック６１２において、電極充電プロセスは次に、固定期間（例えば、
ブロック６０９において設定される最後の充電期間）で電極に候補充電電流を印加するこ
とによって実行され得る。
【００６６】
　電極充電プロセスが完了した後、電極測定プロセスは、電極電圧が測定される間に実行
され得る。単一電極電圧測定は、ブロック６１３で評価されてもよく、または、充電およ
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び測定プロセスは、１回また複数の回を繰り返してもよく、電極電圧の数値決定は、複数
の電極電圧測定から決定され得る（例えば、複数の測定の平均）。いずれにしても、ブロ
ック６１３において、電極電圧測定が目標充電電圧よりも高いまたは低いか判定するため
に、電極電圧測定は、目標充電電圧と（ブロック６０２で判定されるように）比較される
。
【００６７】
　ブロック６１４において、充電電流サーチプロセスが完了したか否か判定される。例え
ば、所定の回数の反復がバイナリサーチと協働して実行された時（例えば、１５つのエン
トリを有する充電電流テーブルの場合においては４つの反復）、充電電流サーチプロセス
は、完了したと考えられる。代替実施形態において（例えば、充電電流テーブルを通して
リニアサーチが実行された時）、サーチプロセスの最後の２つの反復がそれぞれ目標充電
電圧のそれぞれの側における電極電圧測定を生じた時、充電電流サーチプロセスは、完了
したと考えられる。
【００６８】
　充電電流サーチプロセスが完了していないと判定された時、次のサーチ反復は、ブロッ
ク６１０で候補充電電流を再び選択することによって開始される。バイナリサーチの実施
形態において、次の候補充電電流はブロック６１３で実行される比較に基づき選択される
。より具体的には、候補補充電流が昇順に配列される、上述の表２のようなテーブルにお
いて、測定される電極電圧が目標充電電圧よりも高い時、テーブルの最初に向う途中のエ
ントリ（例えば、エントリ番号４）のためにより少ない値の（ｌｏｗｅｒ－ｖａｌｕｅｄ
）候補充電電流は、選択される。測定される電極電圧が目標充電電圧よりも低い時、テー
ブルの最後に向う途中のエントリ（例えば、エントリ番号１２）のためにより高い値の（
ｈｉｇｈｅｒ－ｖａｌｕｅｄ）候補充電電流は、選択される。リニアサーチの実施形態に
おいて、次の候補充電電流は、テーブルにおける次のシーケンシャルエントリ（ｎｅｘｔ
　ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　ｅｎｔｒｙ）として選択され得る（例えば、エントリ番号１が
最初の反復に選択される場合、エントリ番号は次の反復に選択され得る）。ブロック６１
２、６１３および６１４は、次に選択された候補充電電流のために実行され得る。
【００６９】
　ブロック６１４で充電電流サーチプロセスが完了したと判定された時、電極のための最
後の充電電流値は、ブロック６１６で設定される。バイナリサーチやリニアサーチの実施
形態において、最後の充電電流値は、評価された最後の２つの候補充電電流（例えば、最
後の２つのサーチ反復の間）のうちの１つでもよく、該１つの候補充電電流は、目標充電
電圧に最も近い電極電圧測定を生じる。最後の充電電流値は、最後の評価された２つの候
補充電電流との間の値（例えば、その途中あるいは最後に測定された電極電圧が目標充電
電圧にどれぐらい近いかということに関連する他の距離）の値であってよい。最後の充電
電流値は、静電容量式タッチセンサにアクセスできるメモリ位置（例えば、図２のデータ
格納装置２１２）に最後の充電電流値を格納することによって、設定され得る。
【００７０】
　電極の新しい充電期間および充電電流が決定された後、有効化プロセス（図示せず）が
実行されてもよく、その間、電極は再び、最後の充電期間値と等しい期間のための最後の
充電電流値を有する電流によって供給される。有効化プロセスが目標範囲（例えば、図３
の目標電圧範囲３１２）以内の測定された電極電圧を生じるおよび／または測定電圧が目
標充電電圧に十分近い時、方法は、終了してもよい。あるいは、有効化プロセスが目標範
囲外の測定された電極電圧を生じるおよび／または測定された電圧が目標充電電圧に十分
には近くない時、充電電圧および／または充電電流サーチプロセスは、（例えば、サーチ
には含まれない、以前に決定された最後の充電期間値で、および／または最後の充電電流
値で、）一回または複数の回に繰り返す。所定の数の反復後、有効化プロセスが許容でき
る電極電圧測定を生じる充電期間値および充電電流値を生成場合、エラーを発生してもよ
い（例えば、図１において、システムコントローラ１０２に割込みは、送信されてもよい
）。
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【００７１】
　図７は、別の代表的実施形態にしたがって、電極の充電パラメタを設定または再設定す
る方法のフローチャートである。例えば図７の方法は、図５のブロック５０２および／ま
たは５２４と協働して実行され得る。電極設定および／または電極再設定がイネーブルま
たは無効化され得る特徴である実施形態において、方法は、設定または再設定プロセスが
イネーブルまたは無効化であるか判定されることによって、ブロック７００で開始しても
よい。プロセスが無効化された時、方法は終了し得る。
【００７２】
　プロセスがイネーブルされた時、方法は、ブロック７０２に進んでもよく、ここで、目
標充電電圧が決定される。目標充電電圧を決定するプロセスは、上述されるように、簡潔
のためにここに記載されない図６のブロック６０２と協働して実行され得る。
【００７３】
　ブロック７０４、７０６、７０８、および７１０において、一対の充電電流／充電期間
（以後「電流／期間対」）のサーチは、次に実行される。一実施形態にしたがって、電流
／帰還対サーチは、反復プロセスであり、ここで各反復の間、電極は、異なる充電／期間
対によって充電され、異なる充電／期間対は、所定の選択可能な充電電流および所定の選
択可能な充電期間を含む。例えば、所定電流／帰還対のセットは、静電容量式タッチセン
サにアクセスできる（例えば、図２のデータ格納装置２１２）。例えば、所定電流／期間
対のセットは、２からＸの値を含んでもよい。説明のみのために、所定電流／期間対テー
ブルの例は、以下の表３に提供される。ここで、テーブルは、２５個の異なる電流／期間
対（すなわち、Ｘ＝２５）を含む。
【００７４】
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【表３】

　上述の表３において、電流／期間対はそれぞれ、容量の範囲（すなわち、低容量値、Ｃ
ｌｏｗ、高容量値、Ｃｈｉｇｈ、およびＣｌｏｗとＣｈｉｇｈとの間の中容量値、Ｃｍｉ
ｄ）に一致される。各電流／期間対の容量値の範囲（すなわち、ＣＬＯＷからＣｈｉｇｈ
）は、充電電流および充電期間を測定できる容量の範囲を示す。表３における値は、充電
電流および充電期間の可能なあらゆる組み合わせをテストすることと、テストされた電流
／期間対の容量範囲を決定することと、電流／期間対を除去することとによって実験的に
決定される。電流／期間対を除去することによって、冗長性または完全に重複する容量範
囲を含まずに、０．４９５７２１と２８７４．３８６ピコファラドとの間の範囲の任意の
容量を検出できるテーブルを生成するつまり、各電流／期間対の容量の範囲は、隣接する
電流／期間対の容量の範囲とわずかに重複し、よって、顕著な冗長性無しに所望範囲以内
の任意の容量を検出できるテーブルを生成する。電流／期間対の数を減少することによっ
て、サーチプロセスは、減少される。電流／期間対は、２５個よりも多いまたは少ない値
を含んでもよく、充電電流および充電期間値は、表３示される値と異なってもよく、およ
び／またはテーブルが含有する容量の範囲は、表３が含有する容量とは異なってもよいこ
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とを理解されたい。
【００７５】
　一実施形態にしたがって、電流／期間対サーチは、バイナリサーチとして実行され、こ
こで中央電流／期間対は、第１サーチ期間中にテーブルから選択され（例えば、エントリ
番号１３に相当する３１マイクロアンペアの充電電流および１マイクロ秒の充電期間）、
最初の反復の結果に基づき、次の電流／期間対は、第２反復の間に選択され、該次の選択
された電流／期間対は、中央電流／期間対に関してテーブルの下部または上部に向かう途
中のエントリに相当する（例えば、エントリ番号６または７および１９または２０それぞ
れに相当する電流／期間対の１つ）。バイナリサーチが最後の値に収束するまで、後続の
反復プロセスは、実行され続ける。例えば、上述の例を用いると、バイナリサーチは、５
回の反復で特定の電流／期間対（またはテーブルエントリ番号）に収束する。ブロック７
０４、７０６、７０８および７１０の下述の説明は、電流／期間対を決定するためにバイ
ナリサーチを用いる実施形態にしたがって記載される。しかしながら、他のサーチ方法が
他の実施形態に用いられてもよいことを理解されたい。例えば、所定電流／期間対のテー
ブルにおけるエントリは線形に選択されてもよく、または、他のシーケンスで選択されて
もよい。
【００７６】
　電流／期間対サーチプロセスは、候補電流／期間対を選択することによって、ブロック
７０４で開始する。例えばバイナリサーチの実施形態において、第１候補電流／期間対は
、中央電流／期間対に相当し得る（例えば、上述の表３のエントリ番号１３１に相当する
、３１マイクロアンペアの充電電流および１マイクロ秒の充電期間）。ブロック７０６に
おいて、電極充電プロセスは次に、候補充電電流および候補充電期間それぞれに等しい期
間の間に電極に充電電流を印加することによって、実行され得る。
【００７７】
　電極充電プロセスが完了した後、電極測定プロセスは、電極電圧が測定される間に実行
され得る。単一電極電圧測定は、ブロック７０８でさらに評価されてもよく、または、充
電および測定プロセスは、一回または複数の回で繰り返してもよく、電極電圧の数値決定
は、複数の電極電圧測定から決定されてもよい（例えば、複数の測定の平均）。いずれに
してもブロック７０８において、電極電圧測定が（ブロック７０２で判定されたように）
目標充電電圧と比較されることによって、電極電圧測定が目標充電電圧よりも高いまたは
低いか判定される。一実施形態にしたがって、電極電圧測定もＡＤＣカウントとして代表
されてもよく、ブロック７０８で実行される比較は、目標充電電圧に相当するＡＤＣカウ
ントを、電極電圧測定に相当するＡＤＣカウントと比較することを含む。
【００７８】
　ブロック７１０において、電流／期間対サーチプロセスが完了したか否か判定される。
例えば所定の回数の反復がバイナリサーチ（例えば、２５のエントリ番号を含む電流／期
間対テーブルの場合、５回の反復）と協働して実行された時に、電流／期間対サーチプロ
セスは、完了したと考えられる。代替実施形態において（例えば、電流／期間対テーブル
を通して線形サーチが実行された時）、サーチプロセスの最後２つの反復がそれぞれ目標
充電電圧のそれぞれの側に電極電圧測定を生じた時、電流／期間サーチプロセスは、完了
したと考えられる。
【００７９】
　電流／期間対サーチプロセスが完了していないと判定された時、次のサーチ反復は、ブ
ロック７０４で候補電流／期間対を再び選択することによって、開始される。バイナリサ
ーチの実施形態において、次の候補電流／期間対は、ブロック７０８で実行される比較に
基づき選択される。より具体的には、容量が増加する順に候補電流／期間対が配列される
表３のようなテーブルにおいて、測定される電極電圧が目標充電電圧よりも高い時、テー
ブルの最初に向かう途中に位置するエントリ番号（例えば、エントリ番号６または７）の
ための低次の候補電流期間対は、選択される。測定される電極電圧が目標充電電圧よりも
低い時、テーブルの最後に向かう途中にあるエントリ番号（例えば、エントリ番号１９ま
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て、次の候補電流／期間対は、テーブルにおける次のシーケンシャルエントリとして選択
され得る（例えば、エントリ番号１が最初の反復のために選択された場合、エントリ番号
２は、次の反復のために選択される）。ブロック７０６、７０８、７１０はその後に、次
に選択される候補電流／期間対のために実行され得る。
【００８０】
　ブロック７１０において、電流／期間対サーチプロセスが完了したと判定された時、中
間充電電流Ｉ０は、最後に選択される電流／期間対の充電電流として決定され、中間充電
期間Ｔ０は、最後に選択される電流／期間対の充電期間として決定される。例示目的のみ
を意図して、電流／期間対サーチが表３からエントリ番号８の選択を生じると仮定する。
該エントリ番号８は、３マイクロアンペアのＩ０および２マイクロ秒のＴ０に相当する。
さらに、測定された電極電圧は、最後に選択された電流／期間対に相当すると判定される
であろう。例えば、測定された電極電圧は、ＡＤＣカウントＡＤＣ０によって代表されて
もよい。また例えば、システムにおける最大ＡＤＣカウントが１０２４であり、且つ測定
された電極電圧がＡＤＣカウント、５７２のＡＤＣ０に相当すると仮定する。Ｉ０、Ｔ０

、ＡＤＣ０の値に基づき、所望の充電電流および所望の充電期間の積（所望の「Ｉ＊Ｔ」
）は、ブロック７１２で数学的に決定されてもよい。一実施形態において、所望のＩ＊Ｔ
は以下の方式に従って決定され得る：
【００８１】
【数１】

　ここでＡＤＣＮＵＭは、可能なＡＤＣカウントのカウント数であり、ＶＤＲＯＰは、電
源電圧ＶＤＤと上部電圧閾値（例えば、図３の上部電圧閾値３１０）との間の差である。
上述の代表値（すなわち、Ｉ０＝３マイクロアンペア；Ｔ０＝２マイクロ秒、およびＡＤ
Ｃ０＝５７２）と共にＶＤＲＯＰ＝０．７ボルトであり、ＶＤＤ＝１．７ボルトであり、
上述の方式が以下の方式を生じる（単位を含まない）：
【００８２】

【数２】

　所望のＩ＊Ｔが決定された後、所望の充電電流および所望の充電期間は、ブロック７１
４で所望のＩ＊Ｔ値から分離される。一実施形態にしたがって、所望の充電電流および所
望の充電期間を分離することは、所望のＩ＊Ｔを、Ｉ＊Ｔ範囲のテーブルおよび関連する
充電期間に相関させることと、所望のＩ＊Ｔが相関するＩ＊Ｔ範囲に関連する充電期間と
して所望の充電期間を選択することとを含む。説明のみのために、所定のＩ＊Ｔ範囲／充
電期間テーブルの例は、以下の表４として提供される：
【００８３】
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【表４】

　７つのエントリのテーブルが例として提供されるが、Ｉ＊Ｔ範囲／充電期間テーブルは
、７よりも多いまたは少ないエントリを含んでもよく、および／または異なる値は、使用
されてもよい。表４において、Ｉ＊Ｔ範囲（最小）値は、関連する充電期間（例えば、２
の累乗における０．５～３２マイクロ秒の値のうちの１つの値）を最小可能充電電流（例
えば、１マイクロアンペア）に乗算した値と等しい。Ｉ＊Ｔ範囲（最大）値は、関連する
充電期間（例えば、２の累乗における０．５～３２マイクロ秒の値のうちの１つ）を最大
可能充電電流（例えば、６３マイクロアンペア）に乗算した値と等しい。表４が示すよう
に、いくつかの有効なＩ＊Ｔ範囲は、重複し、よって、いくつかの所望のＩ＊Ｔ範囲が同
一容量範囲を生じることを意味する。例えば所望のＩ＊Ｔが６．３２と決定される上述の
例にしたがって、所望のＩ＊Ｔと表４のＩ＊Ｔ範囲との相関は、所望のＩ＊Ｔ値が所望の
Ｉ＊Ｔ値が最初の４つのＩ＊Ｔ範囲（すなわち、エントリ番号１～４）に入ることを示す
。該エントリ番号はそれぞれ、０．５、１、２、および４マイクロ秒の充電期間値に相当
する。一実施形態にしたがって、有効なＩ＊Ｔ領域（すなわち、所望のＩ＊Ｔに相関する
Ｉ＊Ｔ領域）のための検索は、昇順（すなわち、エントリ番号１から開始する）に実行さ
れる。したがって、最初に最短所望の充電期間値に一致するエントリが選択され得る。例
えば、６．３２の所望のＩ＊Ｔは、第１エントリのＩ＊Ｔ範囲（すなわち、０．５～３１
．５のＩ＊Ｔ範囲）以内に入り、よって、第１エントリ（すなわち、０．５マイクロ秒）
の充電期間は、所望の充電期間値（すなわち、所望のＩ＊Ｔから分離される充電期間値）
であると決定され得る。代表的実施形態において、最短充電期間に相当するＩ＊Ｔ領域範
囲を除くＩ＊Ｔ範囲が、選択され得る（例えば、最長充電期間に相当する所望のＩ＊Ｔ期
間、または、上述の例の４マイクロ秒の充電期間のエントリ番号４）。
【００８４】
　所望の充電期間値が決定されると、所望の充電電流が決定され得る。一実施形態にした
がって、これは、所望のＩ＊Ｔを所望の充電期間値によって除算することを含む。上述の
例において、６．３２の所望のＩ＊Ｔおよび０．５の所望の充電期間において、これは、
６．３２／０．５＝１２．６４マイクロアンペアの所望の充電電流を生じる。所望の充電
電流が整数値ではない時、所望の充電電流は、一実施形態にしたがって最も近い整数に切
り上げまたは切り捨てされてもよい。
【００８５】
　ブロック７１６において、電極のための最後の充電電流値および最後の充電期間値は、
設定される。最後の充電電流値および最後の充電期間値は例えば、静電容量式タッチセン
サ（例えば、図２のデータ格納装置２１２に）にアクセスできるメモリ位置に所望の充電
電流値および所望受電期間値を格納することによって、設定され得る。そして方法は、終
了し得る。
【００８６】
　このように、静電容量式タッチセンサデバイスを設定する方法および装置の様々な実施
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形態は、上述された。実施形態は、個別の充電電流および充電期間設定が初期自動設定プ
ロセスの間に、および／または１または複数の電極のために実行され得る初期自動設定プ
ロセスの間に、複数の電極の各々に設けられることを可能にする。
【００８７】
　一実施形態は、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）と、アナログデジタル変換器に動作
可能に接続されるコントローラとを備える静電容量式タッチセンサを含む。アナログデジ
タル変換器は、電極からアナログ電圧信号を受信し、且つ複数のデジタル値を生成するた
めにアナログ電圧信号をサンプリングするように構成される。コントローラは、電極に第
１充電期間で第１充電電流を供給することによって、第１充電プロセスを実行し、複数の
デジタル値の少なくとも１つの値に基づき第１電極電圧値が基準を満たすか否か判定する
ように構成される。第１電極電圧値が基準を満たさない時、コントローラは、基準を満た
す可能性がより高い第２電極電圧値を生じる第２充電プロセスを実行することに応答して
、電極の第２充電電流および第２充電期間の設定を生じる設定プロセスを実行するように
構成される。
【００８８】
　さらなる実施形態にしたがって、コントローラは、反復プロセスを実行することによっ
て設定プロセスを実行するように構成される。反復プロセスでは、第２充電期間および第
２充電電流を決定するために、電極は、複数の充電期間で複数の充電電流によって充電さ
れるさらなる実施形態にしたがって、コントローラはさらに、１または複数の後続の充電
プロセスの間の使用のために電極の第２充電電流および第２充電期間を格納することによ
って電極を設定するように構成される。さらなる実施形態にしたがって、コントローラは
、第２充電期間を決定するために複数の充電期間で電極に固定充電電流を供給することと
、第２充電電流を決定するために第２充電期間で複数の充電電流を供給することとによっ
て反復プロセスを実行するように構成される。さらなる実施形態にしたがって、コントロ
ーラは、第１所定テーブルから充電電流が供給される異なる充電期間を反復的に選択する
ことによって複数の充電期間で電極に固定充電電流を供給し、第２所定テーブルから第２
充電期間で電極に供給される異なる充電電流を反復的に選択することによって第２充電期
間で電極に複数の充電電流を供給するように構成される。さらなる実施形態にしたがって
、コントローラは、バイナリサーチプロセスを用いることによって、第１所定テーブルか
ら異なる充電期間を選択し、第２所定テーブルから異なる充電電流を選択するように構成
される。さらなる実施形態にしたがって、コントローラは、第２充電電流および第２充電
期間を決定するために複数の候補充電電流／期間の対を用いて電極を充電することによっ
て反復プロセスを実行するように構成される。さらなる実施形態にしたがって、コントロ
ーラは、電極を充電するために使用される互いに異なる充電電流／期間対を、所定テーブ
ルから反復的に選択することによって、複数の充電電流／期間対を決定するように構成さ
れる。さらなる実施形態にしたがって、コントローラは、バイナリサーチプロセスを用い
て所定テーブルから異なる充電電流／期間の対を選択するように構成される。
【００８９】
　さらなる実施形態にしたがって、静電容量式タッチセンサは、コントローラに動作可能
に接続された電流ソースと、コントローラおよび電流ソースに動作可能に接続されたタイ
マとを備える。電流ソースは、第１充電期間で電極に第１充電電流を供給するように構成
される。タイマは、電流ソースが電流を第１充電期間の開始で第１充電電流の供給を開始
し、第１充電期間の終了で第１充電電流の供給を終了することを可能にするタイミング信
号を、電流ソースに与えるように構成される。またさらなる実施形態にしたがって、静電
容量式タッチセンサはさらに、データ格納装置を備える。データ格納装置は、コントロー
ラに動作可能に接続され、第１充電電流、第１充電期間、第２充電電流および第２充電期
間を代表する値を格納するように構成される。
【００９０】
　別の実施形態は、電極と、電極に動作可能に接続される静電容量式タッチセンサとを備
える静電容量式タッチセンサデバイスを含む。静電容量式タッチセンサは、第１充電期間
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で電極に第１充電電流を供給することによって第１充電プロセスを実行し、第１充電プロ
セスによって生じる第１電圧を測定し、第１電圧に基づき第１電極電圧が基準を満たすか
否か判定するように構成される。第１電圧値が基準を満たさない時、静電容量式タッチセ
ンサデバイスは、電極の第２充電電流および第２充電期間を設定することを生じる設定プ
ロセスを実行するように構成される。設定プロセスは、第２充電プロセスを実行すること
に応答して、基準を満たす可能性が高い第２電極電圧を生じる。
【００９１】
　さらなる実施形態にしたがって、静電容量式タッチセンサはさらに、１または複数の電
極を備える。静電容量式タッチセンサはまた、１または複数の追加電極に接続される。静
電容量式タッチセンサは、互いに異なる充電電流および互いに異なる充電期間が電極と１
または複数の追加電極の各々とのために設定され得るように、電極と１または複数の追加
電極のための設定プロセスを実行するように構成される。
【００９２】
　またさらなる実施形態は、静電容量式タッチセンサデバイスを設定する方法を含む。方
法は、第１充電期間で第１電極に第１充電電流を供給することによって第１電極充電プロ
セスを実行するステップと、第１充電プロセスから得られる第１電極の第１電圧を測定す
るステップと、第１電圧に基づき第１電圧値が基準を満たすか否か判定するステップとを
含む。第１電極電圧が基準を満たさない時、方法は、基準を満たす可能性が高い第２電極
電圧値を生じる第１電極のための第２充電電流および第２充電期間を決定するステップを
含む。方法はまた、第１電極の後続の電極充電プロセスの間の使用のために、第２充電電
流および第２充電期間を格納するステップを含む。
【００９３】
　さらなる実施形態にしたがって、第１電極電圧値が基準を満たすか否か判定するステッ
プは、第１電極電圧値が目標電圧範囲に入るか否か判定するステップを含む。さらなる実
施形態にしたがって、第２充電電流を決定するステップは、固定充電電流が第１電極に供
給される異なる充電期間を、第１所定テーブルから反復的に選択することによって、複数
の充電期間で第１電極に第１充電電流を供給するステップを含む。第２充電電流を決定す
るステップは、固定充電期間で第１電極に供給される異なる充電電流を、第２所定テーブ
ルから反復的に選択することによって、固定充電期間で第１電極に複数の充電電流を供給
するステップを含む。さらなる実施形態にしたがって、第１所定テーブルから充電期間を
反復的に選択するステップおよび第２所定テーブルから異なる充電電流を反復的に選択す
るステップは、バイナリサーチプロセスを用いて実行される。さらなる実施形態にしたが
って、第２充電電流を決定するステップおよび第２充電期間を決定するステップは、所定
テーブルから互いに異なる充電／期間の対を反復的に選択するステップと、異なる充電電
流／期間の対の各々を用いることによって第２電極を充電するステップとを含む。さらな
る実施形態にしたがって、異なる充電電流および異なる充電期間が電極および１または複
数の追加電極の各々のために設定され得るように、実行、測定、決定、および格納のステ
ップは、１または複数の追加電極のために繰り返す。
【００９４】
　上述の実施形態に対して、特許請求の範囲に規定される本発明の範囲から逸脱すること
なく、種々の改良や変更が可能である。本発明の事項の原理は、特定システム、装置、お
よび方法に関連して説明されているが、これらの記載は例示的であり、本発明の事項の範
囲を限定するものではないことを理解されたい。本明細書に記載され、図示される様々な
機能または処理ブロックは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれ
らの任意の組合せで実施され得る。本明細書において用いられる術語又は用語は、説明す
ることを目的としており、限定することは意図していない。したがって、本発明の主題は
、添付の特許請求の範囲の主旨及び広範な範囲内に入るような全ての代替形態、変更形態
、均等形態及び変形形態を含む。
【００９５】
　具体的な実施形態のこれまでの説明は、一般的概念から逸脱することなく、現在の知識
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を適用することによって、他の人が種々の応用形態に合わせて容易に変更、且つ／又は改
変することができるほど十分に、本発明の主題に汎用性があることを明らかにする。それ
ゆえ、そのような改変及び変更は、開示される実施形態の均等物の意味及び範囲内にある
。本発明の主題は、添付の特許請求の範囲の精神及び広い範囲内に入るような全ての代替
物、変更物、均等物及び変形物を包含する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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