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タッチ・スクリーンは、特にマルチタッチ技術成
熟後のコンピュータ業界のユーザ・インタフェース
とユーザ・エクスペリエンスに革命をもたらしまし
た。一時停滞していたタッチ・スクリーン産業の復
活の主な原動力は、タッチ・パネルの普及であり、
タッチ・パネルは直感的な操作方法のメリットを提
供します。アイコンやボタンに直接触れて入力でき
るため、機械に不慣れなユーザでも直ぐに理解で
き、簡単に使えます。タッチ・パネルでは、ディス
プレイと入力を1つのハードウェアに一体化して、
機器の小型化や簡素化を図ることも可能です。タッ
チ・パネルのボタンは、ハードウェアではなくソフ
トウェアなので、操作全般でインタフェースを統合
することができます。
主要なスマートフォン・メーカやタブレット・メ
ーカが最初に採用したような、投影型静電容量方式
のタッチ・スクリーンは、2011年にはタッチ型機器
市場で54%もの高い割合を占めました。これらは今
後何年も有力な技術であり、赤外線方式、光学方
式、抵抗膜方式、表面弾性波方式など、他のタッチ
・センサ技術の先を行くでしょう。

TECHNICAL NOTE

Figure 1. Worldwide Shipment Forecast of
Touch-Screen Controller
(SOURCE: IHS iSuppli Research, March 2012)

タッチ・スクリーンのトレンド
の静電容量が同時に変化します。これらの電流の比
率を測定することによって、接触があった位置を高
い精度で特定できます。

主要なタッチ・スクリーン技術は、抵抗膜方式、
表面型静電容量方式、投影型静電容量方式、表面弾
性波方式、赤外線方式の5つです。コストとサイズ
の観点から、最初の3つはモバイル製品に適してい
ます。すべての方式で、システムは検知機構、制御
回路、制御回路へのインタフェースで構成されてい
ます。本資料では、投影型静電容量方式および抵抗
膜方式タッチ・スクリーンのEMI/ESDについて説明
します。
投影型静電容量方式タッチ・パネル

主要なスマートフォン・メーカやタブレット・メ
ーカはこの方法を採用し、高精度のマルチタッチ機
能と高速応答を実現しています。投影型静電容量方
式タッチ・パネルは、多くの場合、表面型静電容量
方式タッチ・パネルよりも小型のスクリーンに使用
されます。これらのタッチ・パネルの内部構造は、
計 算 処 理 用 のIC チ ッ プ を 組 み 込 ん だ 基 板 で 構 成
され、その上には多数の透明電極の層が特定のパタ
ーンで配置されています。表面は絶縁ガラスまたは
プラスチック・カバーで覆われています。Figure 2に
示すように、指を表面に近づけると、複数の電極間
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Figure 2. Projected Capacitive Touch Screen
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投影型静電容量方式タッチ・パネルの独自の特徴
は、多数の電極によって複数ポイントでの接触(マル
チタッチ)を正確に検出できることです。ただし、ス
マートフォンや類似機器にある酸化インジウムスズ
(ITO)を使用した投影型静電容量方式タッチ・パネル
は、大型画面での使用には適していません。これは
スクリーンのサイズが大きくなると、抵抗が増加し
(つまり、電流の伝達が遅くなる)､触れたポイントを
検出するときの誤差やノイズが増加するためです。
大型タッチ・パネルは、センタワイヤ式投影型静
電容量タッチ・パネルを使用しており、非常に薄い
電線が透明電極層としてグリッドにレイアウトされ
ています。センタワイヤ式投影型静電容量タッチ・
パネルは、抵抗が低いため非常に敏感で、ITOエッ
チングよりも量産には不向きです。

4線式タッチ・スクリーンは、Figure 3のような構
造となっています。このスクリーンは2つの透明抵
抗膜層で構成されます。4線式タッチ・スクリーン
・パネルは、垂直または水平抵抗網に電圧を印加す
ると動作します。A/Dがパネルに触れたポイントで
の測定電圧を変換します。ポインティング・デバイ
スのY位置の測定は、X+入力をデータ・コンバータ
・チップに接続し、Y+ドライバとY−ドライバをタ
ーンオンし､X+入力の電圧を2値化して行われます。
測定電圧は接触ポイントの電圧分割回路で決定され
ます。この測定の場合、A/Dコンバータの入力イン
ピーダンスが高いため、X+リードの水平パネル抵抗
が変換に影響を与えることはありません。電圧は他
方の軸に印加され、A/DはY+入力を通じてスクリー
ン上のX位置を表す電圧を変換します。こうして、
Figure 4に示すとおり、関連プロセッサにX座標とY
座標を供給します。

抵抗膜方式タッチ・パネル

抵抗膜方式タッチ・スクリーンは、抵抗網に電圧
を印加し、入力スタイラス、ペン、または指でスク
リーンに触れたマトリックス上の任意のポイントで
の抵抗の変化を測定することによって機能します。
抵抗比の変化でタッチ・スクリーン上の位置がマー
クされます。Figure 3に示すように、最も一般的な2
つの抵抗構造では、4線式または5線式構成が使用さ
れています。

Figure 4. Wire Simplified Schematic

この設計は、構造が簡単なので低コストで製造で
き、他のタッチ・スクリーン設計よりも断然有利で
す。消費電力が少なく、表面がフィルムで覆われて
いるため、埃や水などの外部不純物にも非常に強く
なっています。さらに、入力はフィルムに印加され
る圧力を検知するため､裸の指だけでなく､手袋を着
用したりスタイラスを使うときにも使用できます。
これらのスクリーンから手書き文字を入力すること
もできます。
欠点としては、フィルムと2つの電極層があるため
光線透過率が低い(表示品質が低下)、耐久性と耐衝
撃性が比較的低い、大型スクリーン・サイズでの検
出精 度が 低い 、な ど が挙 げら れま す 。( 精 度は 、
例えばスクリーンを複数の領域に分割して検出する
など、他の方法でも維持できます)。

Figure 3. 4-wire Touch Screen Construction
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EMI/ESDの問題
市場トレンドとしては、さらに薄いモバイル機器
の普及が拡大しています。このことは投影型および
静電容量方式タッチ・スクリーンが設計の選択肢で
あることを意味しています。これらの方式ではディ
スプレイへの静電容量タッチ・センサの直接ラミネ
ーション、ディスプレイ内部でのセンサ移動などが
可能なので、アンテナ、充電器、グランド負荷
でも、他に多くのEMI/ESDの課題があります。
不要なEMI/ESDが静電容量方式タッチ・スクリー
ンに関する最大の懸念の1つです。このEMI/ESDは
スクリーンに触れるとき、モバイル機器を通して物
理的にセンサに入り込むノイズです。これはタッチ
の精度や直線性の低下、偽またはファントム・タッ
チ、あるいは単なる誤動作を引き起こすものと考え
ることができます。原因としては、レイアウトの欠
陥、アンテナ設計の不良、周辺部の不備などが挙げ
られます。これらは深刻なEMI/ESDの発生源である
ことが分かっています。モバイル機器では依然とし
てPCB面積が貴重なので、「構成部品を相互に積み
重ねる」などしてレイアウトと設計を妥協する場合
があります。このため、タッチ・センサのすぐ近く
にアンテナを配置せざるを得ず、無線でタッチ・セ
ンサが誤作動する問題が起こることもあります。
金属シールドなどの一般的な機械的対策では、もは
やEMI問題を解消するための効果的な解決法とはい
えません。
CMOS ICのオンチップ保護ソリューションでは、
入力端子と出力端子に高電圧抑止回路を内蔵してい
ることがよくあります。これらはパッド電圧が通常
の動作範囲を超えるたびにターンオンするアクティ
ブRCシャントです。ただし、有効性は次のとおりゲ
ート酸化膜厚とサイズで制限されます。これらのシ
ャントは高電圧エネルギーを放散するため、エネル
ギーの一部が熱に転換され、チップ内で熱問題が発
生する原因となる可能性があります。加えて、内部
ESD回路ではサイズに比例する最大許容電流密度が
規定されています。ESDイベントでは、最大電流密
度に達すると回路の順方向電圧が上昇し始めます。
高エネルギーのESDイベントによって、この電位が
回路の最大許容順方向電圧を超えるとデバイスが損
傷し、Icの内部ESD保護回路が溶解または破壊され
(一次故障)、高エネルギーがそのままデバイスの内
部回路に達し、内部回路が損傷します(二次故障)。
ESDイベントは高速(ほとんどが持続時間1マイクロ
秒以下)のため、加熱による損傷はICのESD保護回路
の局所領域内にとどまる傾向があります。また、1
つの保護回路が伝達可能なエネルギー量はそのサイ
ズに正比例します。ESDイミュニティ試験では、IC
に単発の測定されたエネルギー量が導入されます。
結果として、そのエネルギーを内部および外部ESD
保護回路を含む、いくつかの保護回路間で拡散でき
る場合は、損傷が発生する可能性は大幅に低下しま
す。これを行うために、Figures 5および6に示すとお
り、追加の外部ESD保護デバイスが実装されます。

Figure 5. Projected Capacitive Touch Screen
with External ESD Protection

Figure 6. Projected Capacitive Touch Screen with
External LC Filer + Integrated ESD Protection

Figure 7. 4-wired Touch Screen
with External ESD Protection
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Figure 9. 8-wired Touch Screen
with LC Filter + Integrated ESD Protection

Figure 8. 8-wired Touch Screen
with External ESD Protection

結論
外部回路は、ICのパッド回路とそのパッケージン
グとの複合インピーダンスにより、相乗的に作用し
ながら機能するように設計できます。この組み合わ
せによって、オンチップ集積保護回路だけで実現す
るには困難である有効なESD制御レベルを提供でき
ます。CMOS回路に対するESD保護レベルは、製品
コストと製造および最終用途で期待される保護要求
条件の間のバランスに基づいて決定されます。一部
のラインで高いESD耐性が必要なアプリケーション
の場合、単一チャネルのESD保護またはプラスチッ
ク・パッケージのESD回路とローパス・フィルタを
採用した、安価な方法で外部保護を追加することが
できます。

最初にスマートフォンに採用されたような投影型
静電容量方式タッチ・スクリーンは、今後何年も有
力な技術であり、赤外線方式、光学方式、抵抗膜方
式、表面弾性波方式など、他のタッチ・センサ技術
の先を行くでしょう。
設計に配慮したトレードオフ：ダイ領域の内部保
護回路への直接的作用(したがって、製品コスト)
と、ESDイベントに対してより脆弱になる可能性が
あるシステム内のラインのために、静電容量検知コ
ントローラ外部に余分な保護デバイスを追加する場
合のコスト。集積回路の端子のインピーダンスは、
外部ESD保護回路の有用性を判断するうえでの重要
な要素です。
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