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応用記述

AVR3002 : 耐湿性QTouch設計

Atmel QTouch
要点

序説

「天下莫柔弱於水。而攻堅強者、莫之能勝。以其無以易之。(水よりも柔軟でしなやかなものは
世界中に何もなく、それが固さと強さを攻撃する時に未だ誰もそれに耐えることができない。)」-
老子。

接触ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは新世代の電子機器での相互作用を提供するための設計実装を非常に望ま
れるようになりました。接触応用は今や湿気状況に対して露出された多数の消費者応用に組
み入れられます。台所と浴室の電化製品は様々な水準の湿気に曝されます。自動車と野外の
応用は雨や露のような環境条件に絶えず曝されます。

歴史的に、静電容量接触感知の通常動作は湿気の存在によって非常に影響を及ぼされま
す。それの導電性特質のため、湿気によって引き起こされる問題に対して包括的な解決策を
組み込むのは非常に困難です。この応用記述はQTouch設計に於いて湿気によって引き起こ
される問題を軽減するための技術を記述します。

設計技法は湿気の存在のために誤った検出を防ぐことが目標にされます。接触ﾊﾟﾈﾙが湿った
指で操作される時の使用者体感を改善し、接触ﾊﾟﾈﾙで水を拭き取ると同時に予期しないどの
誤った検出も避けることが狙いです。

● 静電容量接触感知での湿気によって引き起こされる問題

● 湿気状況

● 耐湿性Atmel® QTouch®設計の目標

● ﾊｰﾄﾞｳｪｱ設計考察

● 調整指針

● 性能検査筋書き
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1. 静電容量接触感知で湿気によって引き起こされる問題
開回路電極であるAtmel QTouchは電極での変化を感知して何れかの戻り経路を通してﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗに戻り結合します。

図1-1. QTouchでの散水

製品内部で
接地された”材料”

前面ﾊﾟﾈﾙ

Q
感知部

分離された水玉、多分”OK”

散水された水玉、多分”だめ”

水膜の最も深刻な影響は誤った検出を引き起こすことで、これは通常、水が強い電気的な伝導を許す溶解されたｲｵﾝ分子によって
汚染される事実によって引き起こされます。膜が大きくてｷｰから離れた領域を吸収して運ぶために継続して充分なら、導電性水膜は
誤った検出を引き起こす人の指のように大いに働きます。

GND近くの何れかの隣接領域を渡って橋渡しもするｷｰでの直接的に湿気は潜在的に誤った検出を引き起こします。

QTouch技術は湿気膜の遅い形成に対して補償するためにそれらに組み込まれた変動補償を持ちます。これは変動する信号の方
向で時間と共に緩やかに動くことを内部信号基準に許します。けれども、湿気形成が素早すぎで起こる場合、信号は補償機構よりも
速く動き、誤った検出が起こります。補償機構が早過ぎに作られる場合、遅く移動する人の指も無視されることが考えられます。

2. 湿気状況
接触に基づく応用はそれらが各種湿気状況に曝される環境で動作することが必要です。

電子機器が曝される湿気形成の一般的な筋書きを見てみましょう。

2.1. 細かい水滴と結露

この種類の湿気層は殆ど周辺環境での蒸気の存在のために形成します。同様の状況は誰かが接触ﾊﾟﾈﾙの非常に近くで息を吐き
出す場合に観測することができます。これは接触ﾊﾟﾈﾙ上で微小に分離された水の小滴の形成を導きます。この湿気形成は非常に
瞬間、数ms内で有り得、故に新しい条件に対して調節するのに充分な時間を変動算法に提供しません。台所や浴室に置かれた機
器は一般的にこの種の湿気に曝されます。

露は朝や夜に露出された物体で現れる小滴の形です。露出面がそれの熱を放出することによって冷える時に、大気中の湿気はそれ
が蒸発し得るよりも大きな速度で凝結し、小さな水小滴の形式に帰着します。屋外応用で装着された接触ﾊﾟﾈﾙは殆ど筋書きのように
曝されます。この種の湿気形成は軽い雨がある時、または表面の掃除や払拭の時にも起こり得ます。

図2-1. 凝結のために形成された水滴

図2-1.はいくつかの表面で凝結のために湿気小滴の少しの画像を示します。表面全体に渡って分布された小さな水滴があるのに気
付くことができます。小滴がお互いから殆ど分離されるため、それらは何れかの近くの接地(GND)との対に対して充電のための伝導
経路を提供することができません。

それらの小滴の存在が接触感知に影響を及ぼし得るとは言え、良く調整された設計はそれを扱うことができます。問題は小滴が合体
を始めてより大きな水滴を形成する時に起こり始め得ます。

2.2. 濡れた接触

濡れた指は乾いた指に比べてもっと導電性です。これは濡れた指で接触する時に接触感知部がもっと敏感である理由です。

濡れた手で機器を操作すると同時に、使用者は接触ｷｰ上の水の滴をそのままにして置く傾向があります。凝結のための微小な水滴
を持つ表面の接触はより大きな水玉の形成をもたらし得ます。これらの両方は張り付き状態や誤った検出をもたらし得ます。
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図2-2. 濡れた接触のための表面での水

2.3. 水溜り

水溜りは一般的に予期せず零すことによって形成されます。これらは接触ﾊﾟﾈﾙの特定領域を水の下にさせます。水溜りは通常、複
数のｷｰに渡って広がり、感知部基板で近くの接地(GND)線に電荷を繋げることによってｷｰを検出に入らせます。このような場合での
指接触は水溜りによって繋げられる全ての感知部で誤った検出をもたらします。

図2-3. 水溜り

2.4. 流水

この種の水曝しは豪雨と漏水の場合に観測されます。このような場合は殆ど全ての感知部が水の下です。水の量は一般的に指接触
を装うのに充分で、故に誤った検出をもたらします。

3. 耐湿性Atmel QTouch設計の目標
目標はQTouch設計に於いて上で言及した状況を緩和するための解決策を適用することです。耐湿性を考慮されるべきQTouch設
計については以下の特徴を示すべきです。

a. 感知部電極上に水がある時に誤った検出を避けるべきです。

b. 濡れた指で接触を検出するのに充分信頼に足るべきです。

c. 濡れた指で操作する時に張り付き状況を避けるべきです。

d. 払拭状況を理解すべきで、どんな誤った検出もなしに接触ﾊﾟﾈﾙの清掃を使用者に許すべきです。

e. ﾊﾟﾈﾙの水払拭後直ちに通常の接触感知が回復されるべきです。

4. ﾊｰﾄﾞｳｪｱ設計考察
4.1.項で記述されるように耐湿性QTouch設計を達成するには特別な考慮が必要とされます。これには感知部電極(感知部ｷｰと監視
電極(監視ｷｰ)の2つの種類の電極に対する記述を含みます。
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4.1. 監視ｷｰ

監視ｷｰは戦略的に配置された特別なｷｰです。このｷｰは何れかの予期せぬ接触が起きる場合に最初に活性にされるように僅かに
高い感度を持ちます。これは誤った接触が起こされることを示します。通常、監視ｷｰ用電極は感知部ｷｰ用の電極を囲む銅箔塗り潰
しです。

耐湿性QTouch設計に於いて、監視ｷｰは水の存在の検出と誤った検出を消すのに役立つ重要な役割を演じます。過敏な監視ｷｰは
近接効果を持ち、鈍感な監視ｷｰは湿気の存在を正確に検出することができません。これは監視ｷｰ設計の複雑さを非常に増します。

● 以下は監視電極を設計するための推奨です。

a. 監視電極は感知部電極と同じ面であるべきです。感知部電極がPCBの最上位層なら、監視電極も最上位層であるべきです。

b. 監視で電極は感知部電極を完全に囲むできです。これによってどれか2つの感知部電極が監視電極との相互作用なしで水滴
によって結合され得ないことを確実にします。

c. 監視電極と感知部電極間に一様な隙間があるべきです。この隙間の目的は感知部ｷｰが接触される時に監視ｷｰでの指の影響
を減らすことです。この隙間は最低感知距離と等しくあるべきです。どの接触応用に対する感知距離も全面ﾊﾟﾈﾙの厚さ(T)で
す。

d. 2つの感知部電極間の監視電極の幅は感知部電極の幅の約50%であるべきです。

図4-1. 感知部ﾁｬﾈﾙを結合する水滴

絶縁体前面ﾊﾟﾈﾙ

FR4 PCB基板

図4-1.は2つの異なる水滴形成の筋書きを示します。

単一感知部ｷｰ上に位置する分離された水滴は他のｷｰで誤った検出を起こすようではありません。しかし、2つの感知部ｷｰが水滴に
よって繋げられると、囲む監視ｷｰも水と相互作用します。

● MCUﾋﾟﾝ選択推奨

監視ｷｰを設計することに対して重要な考慮は使用されるべきMCUﾎﾟｰﾄ ﾋﾟﾝの選択です。監視ｷｰは他の感知部ｷｰに接続されるﾎﾟｰ
ﾄに接続されるべきではありません。感知ｷｰと感知部ｷｰが同じﾎﾟｰﾄを共用すると、感知部ｷｰの調整は非常に難しくなります。これは
監視ｷｰに対する測定と採取が他の感知部ｷｰと同時に起こらないことを確実にします。

例: ﾎﾟｰﾄBとﾎﾟｰﾄDを用いる感知部ｷｰ用Atmel QTouch設計を考察してください。ﾎﾟｰﾄBとﾎﾟｰﾄDの未使用ﾋﾟﾝを監視ｷｰに使用しては
なりません。代わりに、監視ｷｰに対して別のﾎﾟｰﾄ(即ち、ﾎﾟｰﾄCまたはﾎﾟｰﾄA)を使用することができます。

4.2. 感知部ｷｰ

感知部ｷｰの電極形状と大きさは耐湿性QTouch設計のために重要です。これは湿気状況の存在で感知部ｷｰの調整に大いに離京
します。

以下は感知部電極設計に対する推奨です。

a. 感知部ｷｰは円または方形の形状にすることができますが、それらの全てを同じ形状と大きさを保つことが勧められます。そのような
電極形状に対する必要条件があるまで乱れた電極形状を選ぶことを避けてください。これはもっと均一な電極容量を許して調整
処理を易しくします。

b. 標準的な指の大きさよりも大きいまたは小さい感知部電極の作成はそれ自身の欠点を持ちます。より小さな感知部電極は指との
充分な結合を持たず、より低い感度を示します。より大きな感知部電極は過敏で有り得て、湿気によって容易に影響を及ぼされま
す。



AVR3002 : 耐湿性QTouch設計 [応用記述] 6

図4-2. 感知部様式の図形表現

良い 良い

良い

良い

悪い

悪い

4.3. 配置配線の考慮

以下は耐湿性Atmel QTouch設計に対する配線の考慮です。

a. 全ての感知部ｷｰに対する配線は最下(Bottom)層であるべきです。感知部電極だけが最上(Top)層であるべきです。これはこれら
に渡る小さな水滴のために2つの感知部布線間での電荷結合を避けるのに役立ちます。

b. 接地(GND)域は感知部電極近くを避けられるべきです。水滴は誤った検出を起こす感知部電極と接地間の橋渡しを形成し得ま
す。

c. 感知部ｷｰに関する配線は可能ならば何処でも監視電極下にすべきです。監視電極によって保護されない感知布線は望まれな
い動きをもたらす湿気の影響に潜在的に曝され得ます。図4-3.を参照してください。

図4-3. 感知線の配線

良い悪い

CH0

CH1

CH2

CH3

監視

CH0

CH1

CH2

CH3

監視

赤い領域は最上(Top)層で、感知部電極と監視電極を形成します。青い線はMCUﾋﾟﾝに接続される最下(Bottom)層での感知布線で
す。

Atmel QTouch感知部設計方法の他の一般的な詳細と指針についてはAtmelｳｪﾌﾞｻｲﾄで入手可能なBSW感知部設計手引きを参照
してください。

http://www.atmel.com/Images/doc10752.pdf
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4.4. 全般的な指針

PCB設計中に実行されるﾊｰﾄﾞｳｪｱの考慮の他に、湿気状況を避けるために最終製品に実装され得る少しのもっと全般的な考慮があ
ります。

a. 水はそれの正反対の性質のために高い付着特性を持ちます。水に対して低い付着性を持ち、故に撥水として働く前面ﾊﾟﾈﾙ材料
を選ぶことが常に勧められます。前面ﾊﾟﾈﾙに対して特殊な表面処理を結合することもできます。

b. 最終製品に於いて傾いた角度での接触ﾊﾟﾈﾙ取り付けは、水に対して流れ落ちて、それによって水滴の形成を防ぐことを許すた
め、非常に有利です。水平から10°の僅かな傾きでも、水蓄積の可能性を減らすことができます。

5. 調整の指針
どの静電容量接触ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの性能もそれがどう上手く調整されたかに依存します。耐湿性QTouch設計についてはいくつかの特
別な考慮があります。それらは下で一覧にされます。

● 感知部ｷｰは分離された水滴によって引き起こされる差上昇よりもより高い検出閾値(NTHR)を持つべきです。

● 監視ｷｰは接触ﾊﾟﾈﾙ上の水の存在で検出になるように調整されなけばなりません。監視ｷｰは他の感知部ｷｰの差値がそれらの対
応する検出閾値に対っする前に検出になるべきです。

● 監視ｷｰと他の全ての感知部ｷｰは同じ隣接ｷｰ消去(AKS®:Adjacent Key Suppression®)群でなければなりません。一旦監視ｷｰが検
出になると、AKS機能は接触ﾊﾟﾈﾙ上の水の蓄積のために引き起こされる誤ったどの検出も防ぎます。

● 監視電極がより大きな領域を網羅するため、より敏感で近接効果を示しがちです。注意深い調整で感知部ｷｰ接触時に手の近接
効果のために監視ｷｰが検出になることを確実にしなければなりません。

5.1. 耐湿性用に調整したAtmel QTouch設計の望む応答

図5-1.は感知部ｷｰと監視ｷｰに対して上手に調整したｼｽﾃﾑで記録した図です。緑の線描は感知部ｷｰの差値を表し、赤い線描は監
視ｷｰの差値を表します。感知部ｷｰだけでなく監視ｷｰの検出閾値も青い線によって表されています。図内の3つの次表は明るい青
で強調され、下で説明されます。

図5-1. 接触差の図 対 時間

感知部ｷｰの前に監視ｷｰが
検出になります。

感知部ｷｰ接触。監視
ｷｰが検出になる前に
感知部ｷｰの差が検出
閾値を横切ります。

監 視 ｷ ｰ 接
触

接触ﾊﾟﾈﾙ上の水の蓄積のた
め差値が増加

ｷｰ検出閾値

監視検出閾値

接
触
差

最初の事象で、感知部ｷｰが接触されます。これは感知部ｷｰが素早くそれの検出閾値を横切る差値が観測されて接触検出を報告し
ます。近接効果のために更に監視の差値でも上昇がありますが、この差値は監視ｷｰ用の検出閾値を横切るには充分高くありませ
ん。

次の場合、監視ｷｰが接触されます。監視ｷｰは直ちにそれの検出閾値を横切ります。近接効果のために感知部ｷｰで差値での多少
の上昇が観測されます。

最後の事象で、水が感知部ｷｰ上に注がれて接触ﾊﾟﾈﾙに渡って広がる水溜りを形成します。差値は監視ｷｰだけでなく感知部ｷｰの
両方で直実な増加を開始します。差値は感知部ｷｰ上に蓄積された水の量に比例します。或る量の水蓄積後、監視ｷｰの差値がそ
れの検出閾値に達します。この筋書きでAKS機能は他の全ての感知部ｷｰを検出になることから防ぎます。接触ﾊﾟﾈﾙ上の水は感知
部ｷｰの通常動作が回復されるために拭き取られることが必要です。

5.2. ﾊﾟﾗﾒｰﾀ調整

使用される調整ﾊﾟﾗﾒｰﾀは次の通りです。

・ 採取容量(Cs)

採取容量の増加は集中長と信号分解能を増し、増された感度に帰着します。逆に、採取容量減少は感度を低下します。

・ 検出閾値(NTHR)

感知部の負(検出)閾値はそれの信号が潜在的な接触検出としての量に対するそれの参照水準以下のどれ位落ちなければならない
かを定義します。より大きな閾値は閾値水準を超えるために信号がもっと変化(即ち、より大きな接触が必要)しなければならないため
に感知部を鈍感にします。逆に、より低い閾値水準はもっと敏感な感知部にします。
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・ 隣接ｷｰ消去(AKS)

隣接ｷｰ消去はどのｷｰとして報告するかの決定をする前に信号強度の変化を比較することによって複数ｷｰ押下を解決するために設
計された特許Atmel法です。

・ ﾋｽﾃﾘｼｽ

一旦感知部が検出になると、信号水準が元の閾値水準に近い場合に感知部が検出の出入りを迷うことを避けるため、ﾋｽﾃﾘｼｽ値に
よってそれの閾値水準が減らされます。それは感部検出閾値設定の%として表されます。

5.3. 調整段階1

以下はAtmel QTouch設計の耐湿性増加のために基本的な必要条件に合うように接触ﾊﾟﾈﾙを調整するための段階です。この調整
段階の最後に於いて、接触ﾊﾟﾈﾙが張り付き状態を避け、ﾊﾟﾈﾙが湿気小滴に曝される時に誤った検出を避けることを期待されます。

開始

監視ｷｰを含む全感知部に共通Csを配置 公称Cs値(即ち0.01μF)で開始

監視ｷｰ
感度は充分 ?必要条件によってCs変更

監視ｷｰで最小25計数の接触差を得ることを確実に
してください。

注: 監視ｷｰの接触差値は接触される領域増加で非
常に大きくなります。ここでﾊﾟﾈﾙ全体の何処か
手頃な領域の監視ｷｰ上で只1つの指先接触を
考察します。

全感知部ｷｰ
感度は充分 ?必要条件によってCs変更

全感知部ｷｰで最小30計数の接触差を得ることを確
実にしてください。

全感知部ｷｰの間の接触差は±20%よりも大きく変わ
るべきではありません。

全感知部ｷｰと監視ｷｰを同じAKS群に保っ
て検出閾値を接触差の約80%に保ってく
ださい。

全感知部ｷｰを1つずつ接触して監視ｷｰで
観測された差値を記録してください。

監視ｷｰの検出閾値を前の段階で観測さ
れた最高差値よりも約15%大きく設定してく
ださい。

監視ｷｰのﾋｽﾃﾘｼｽを感知部ｷｰの最低2倍
に設定してください。

これは監視ｷｰが近接効果のため、検出にならない
ことを保証するためです。

A

YES

NO

YES

NO
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5.4. 調整段階2

以下の流れ図は感知部ｷｰが湿気状況に対して未だ脆弱かを調べるための手順を記述します。

分離した水溜り検査

全ての感知部ｷｰで検査を繰り返してください。

広げた水溜り検査

接触ﾊﾟﾈﾙの全感知部が覆われるように水を
貯めることによって検査を繰り返してください。

成功

その感
知部ｷｰが検出にな

るか ?

水溜りは感知部ｷｰ全体と、他のどのｷｰで
もなく、囲んでいる監視ｷｰの或る部分を覆
うように充分大きくあるべきです。

感知部ｷｰ用Cs値増加、それに
応じて検出閾値増加

A

YES

NO

YES

NO

感知部ｷｰ上に分離された水溜りを配置

感知部ｷｰのどれかまたは感知ｷｰが検
出になるまで接触ﾊﾟﾈﾙにゆっくり水を
注いでください。

感知部
ｷｰの前に監視ｷｰ

検出 ?

検出で感知部ｷｰ用Cs値増加、
それに応じて検出閾値増加

全感知部ｷｰが大きな水溜りに曝されるのを
確実にしてください。

6. 検査の筋書き
それの耐湿性を調べるために調整された接触ﾊﾟﾈﾙで実行することができる少数の検査が下で言及されます。

● 接触ﾊﾟﾈﾙを蒸気検査に曝してください。そこでは接触ﾊﾟﾈﾙに熱い蒸気が向けられます。

● 接触ﾊﾟﾈﾙ上の凝結した層でさえ、どんな誤った検出も報告されず、接触操作は正常であるべきです。

● 濡れた指で乾いた接触ﾊﾟﾈﾙを操作してください。

● 接触操作は正常であるべきです。

● 水滴が2つ以上の感知部ｷｰを繋げるように接触ﾊﾟﾈﾙ上に少しの水を零してください。

● 感知部ｷｰは全く検出になりません。

● 感知部ｷｰの1つが接触されると、監視ｷｰが接触になります。

● 全てのｷｰを覆う接触ﾊﾟﾈﾙ全体に渡って水を注いでください。

● 監視ｷｰだけが検出になります。

● 接触ﾊﾟﾈﾙを拭き取ってください。

● 監視ｷｰだけが検出になります。

7. 要約
水の基本的な導電性の本質は静電容量接触技法に対して大きな挑戦を引き起こします。これは変化する水の塩分と不純物の存在
によって悪化されます。水蓄積は様々な予測不能な方法で起き得て、それによって扱いを更にもっと難しくします。

けれども、注意深い学習と実験の後、湿気の影響を大いに緩和するために少しの革新的な技術が開発されました。この応用記述で
言及された設計推奨は湿気状況で頑強に振る舞うことをQTouch設計に許します。従ってAtmel QTouch技術を実装することができる
応用の範囲を広げます。
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8. 推奨読み物
以下はAtmel QTouch技術の理解を高めるために参照することができるいくつかの資料です。

● QTAN0079:BSW感知部設計の手引き

● Atmel QTouchﾗｲﾌﾞﾗﾘ使用者の手引き

● 成功するQTouch設計の秘訣

● QTAN0062:QTouchとQMatrixの感度調整

9. 改訂履歴

資料改訂 日付 注釈

42017A 2012年7月 初版資料公開

http://www.atmel.com/Images/doc10752.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc8207.pdf
http://www.atmel.com/Images/an-kd02_103-touch_secrets.pdf
http://www.atmel.com/Images/QTAN0062.pdf
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