
AN0028：低エネルギー・センサー・インター
フェイス - 静電容量式タッチ・センス

このアプリケーション・ノートは、静電容量式タッチ・センスの
基本について説明し、低エネルギー・センサー・インターフェイ
ス（LESENSE）を使用して、EM2 を維持しながら、約 1.5 µA の電
流消費を実現する、さまざまな容量性センサーをスキャンする方
法を示します。数ミリメートル単位のプラスチック、ガラス、ま
たは同様の非導電性オーバーレイを通した動作も可能です。

ソフトウェア例は、 小限のエネルギー消費で動作する、静電容量式タッチ・センス
の LESENSE 構成を簡素化します。このソフトウェアは、EFM32 Tiny Gecko スタータ
ー・キットと EFM32 Giant Gecko スターター・キットで動作します。

このアプリケーション・ノートは、EFM32 シリーズ 0 マイクロコントローラとともに
静電容量式タッチ・センスを実装する方法を中心に説明します。静電容量式タッチ・セ
ンス向けのプリント回路基板のハードウェア設計については、静電容量式タッチ・セン
ス・ハードウェア設計のアプリケーション・ノート (AN0040) を参照してください。

便宜上、本書では EFM32 Wonder Gecko、Gecko、Giant Gecko、Leopard Gecko、Tiny
Gecko、Zero Gecko、または Happy Gecko MCU シリーズを総称して EFM32 Gecko シリ
ーズ 0 と呼びます。

要点

• このアプリケーション・ノートに含まれる
内容：

• 本 PDF ドキュメント

• ソース・ファイル (zip)

• C コード例

• 複数の IDE プロジェクト
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第 1章  はじめに

1.1  静電容量式タッチ・センス

静電容量式タッチ・センスは、さまざまな業界にわたって導入が拡大している技術です。高性能の容量性タッチ・センサーは、導電性
ターゲットの近接、位置、湿度、液面レベル、加速度の高解像度測定が可能です。低コストのシンプルな容量式タッチ・センサーは、
ユーザーの指が近づいたときのキャパシタンスの変化を測定することでヒューマン・インターフェイス・デバイスとして広く使用され
ています。さまざまな種類のモバイル・デバイスで、このような種類のセンサーの導入がますます広がっています。

このアプリケーション・ノートでは、さまざまな用途でユーザーとのインターフェイスとして使用される 2 番目のタイプのセンサーに
重点を置いています。非常に低コストで実装でき、動きのない部品のある機械的スイッチに対して、時間経過、使用量、環境的変化に
よる劣化が少ない、などの多くのメリットをもたらします。EFM32 容量式タッチ・センス機能は、非常に低いエネルギー消費で、容量
式タッチ・ボタンやスライダーへの実装向けに主に設計されていますが、これらは他の容量式タッチ・センスアプリケーションと統合
することもできます。

低エネルギー・センサー・インターフェイスを備えた EFM32 デバイスでは、このような周辺装置を使用して、さまざまなタッチ・パッ
ドをスキャンし、タッチを検出したときにのみ CPU がウェイクするよう設定することもできます。これにより、性能に影響する要素、
および性能の向上と電流消費の削減を達成するために調整する必要のあるパラメータを把握でき、 大限の性能を得ることができます。
LESENSE の可能性と制限事項を理解することは、カスタムの静電容量式タッチ・アプリケーションを構成する際に役立ちますが、付属
のソフトウェア例を活用すると、静電容量式タッチ・センスを優れた効率で迅速かつ簡単に実装することができます。
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1.2  LESENSE

低エネルギー・センサー・インターフェイス（LESENSE）は、他のオンチップ標準ペリフェラルを活用して構成可能なアナログ・センサ
ーの連続測定を実行するペリフェラル・ステート・マシンです。LESENSE センサーの信号の測定にアナログ・コンパレータ (ACMP) を
使用します。次の図は、LESENSE ペリフェラルの概要と、アナログ・コンパレータへの接続方法を示しています。

LESENSE では、EFM32 が EM2（ディープ・スリープ・モード）である間、アナログ・コンパレータ、DAC、およびカウンターを使用する
ほとんどすべての想像し得るセンサー・インターフェイスのタスクを自動化して処理することができます。EM0（実行モード）へのウェ
イク・アップが必要なのは、センサーの読み取り値が変化し、トリガーしきい値に達した場合、または一部のより高いレベルの校正が
必要な場合のみです。
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図 1.1.  LESENSE の概要

LESENSE では、誘電型（LC）、静電容量式、および一般的なアナログ・センサーを含む複数のセンサー・タイプをサポートしています。
このアプリケーション・ノートでは、主に LESENSE の構成および静電容量式タッチ・センサーをスキャンするアナログ・コンパレータ
と、さまざまな設定がどのように性能や電力消費に影響するかについて説明します。
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第 2章  静電容量式タッチ・センス
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図 2.1.  静電容量式タッチ・センスの概要

2.1  理論

静電容量式タッチ（または近接）センサーの動作原理は、人の指や手などの大きな生体が近付いたり触ったりしたときの指定された（あ
るいは一定の）コンデンサの容量の変化を測定することです。静電容量式タッチ・パッドは、プリント回路基板のトレースや、ガラス
のようなさまざまな導電性コーティングが施された表面など、幅広い技術に実装できます。プリント回路基板手法は、もちろん、一般
的にプラスチックやグラスで作られるオーバーレイでも使用できます。

これらの間のギャップに 2 つの金属プレートを配置し、電圧が一方のプレートに印加された場合、プレート間に電場が生じます。この
電場は、プレート表面に蓄積された電荷の間の差違によって生じます。キャパシタンスとは、この電荷を「保持」する 2 つのプレート
の「キャパシティ」を指します。たとえば、大きなキャパシタンスは、小さいキャパシタンスより多くの電荷を保持できます。既存の
電荷の量は、プレート上の電圧を変更するためにどのくらいの電流を使用する必要があるかによって決まります。

静電容量式タッチ・センサーを実装する場合、可能な構成がいくつかあり、2 つの異なるタイプ（自己容量式と相互容量式）に分類で
きます。これらの違いは、測定されるキャパシタンスのもう一方が何であるかです。いずれもがグランドとは異なる電位を持つ別の電
極であるタイプは、相互容量式のセットアップです。または、キャパシタンスの一方がグランドとなる場合、自己容量式のセットアッ
プとなります。EFM32 は、グランドとの絶対キャパシタンスが測定対象となる自己容量式測定用に設計されています。
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2.2  EFM32 シリーズ 0 の静電容量式タッチ・センス

EFM32 Gecko シリーズ 0 のアナログ・コンパレータには、静電容量式パッドの静電容量式タッチ・センス用の特殊なハードウェアが含
まれています。フリーランニング RC 発振器でグランドとのキャパシタンスとしてパッドを含めることでキャパシタンスが測定されま
す（次の図を参照）。

アナログ・コンパレータの抵抗、駆動電圧、および反応速度を一定に維持することによって、生成される周波数は、理想的には、パッ
ドのグランドとのキャパシタンスにのみ依存します。ユーザーの指が、プレート（パッドとグランド）間の誘電体の変化と、（仮想）グ
ランドとの並列コンデンサを表すため、タッチ時にパッド・キャパシタンスの変化として検出されます。図 2.1 静電容量式タッチ・セ
ンスの概要(4 ページ)を参照してください。

そのため、タッチされない場合と比較して、ボタンがタッチされると、生成される周波数は低下します。この周波数の変化を測定する
ことができます。一定時間枠内のアナログ・コンパレータのパルスをカウントすることで、LESENSE はこの測定を行います。カウント
値の変化が、ボタンがタッチされるかどうかの指標として使用されます。

VDD/4

VDD_SCALED

Buttons

POSSEL

図 2.2.  EFM32 での静電容量式タッチ・センス

アナログ・コンパレータには、静電容量式パッドの充電と放電を通じて調整可能な抵抗を持つ完全なフィードバック・ループが含まれ
ます。アナログ・コンパレータの出力は、コンパレータの負入力の基準電圧を選択するスイッチを駆動します。このフィードバックは、
次の図に示すように、コンデンサの充電または放電を引き起こします。VDD/4（より低い電圧しきい値）と VDD_SCALED（より高い電圧し

きい値）間で電圧が発振します。
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図 2.3.  コンデンサの充電と放電

ACMP の出力が高い場合、VDD/4 が基準電圧として選択されます。インバータによりコンデンサの放電が開始されます。コンデンサの電

圧が VDD/4 より下に降下すると、ACMP 出力が切り替えられます。VDD_SCALED が基準電圧として選択されます。コンデンサの充電が開始

されます。コンデンサの電圧が再び VDD_SCALED に達すると、ACMP 出力が切り替えられ、このサイクルが繰り返されます。VDD_SCALED
と VDD/4 が近くなるほど、発振期間が短くなります。VDD_SCALED 基準電圧は、ACMPn_INPUTSEL レジスタの VDDLEVEL ビットフィールド

を使用して調整できます。 終的な電圧は以下の式で得られます。

VDD_SCALED = VDD ×
VDDLEVEL

63
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発振の周波数は主に、VDD_SCALED、抵抗、キャパシタンス、アナログ・コンパレータを通過する遅延によって決まります。このため、正

確な周波数の計算が難しくなります。幸いなことに、タッチを検出するときに重要となるのは周波数の変化のみであることです。

2.3  外乱

タッチ検出は、「通常」のキャパシタンス値からの差の検出に基づきます。このため、タッチされないキャパシタンスの値を正確に追跡
する必要があります。問題は、環境とともにこの値が変化するという点です。たとえば、湿度の変化によって、ベース・キャパシタン
スが変化します。

測定自体が一定時間枠の周波数であるため、測定期間のジッタも、ボタンのキャパシタンスに加えて、タッチされていないボタンの読
み取りに影響します。たとえば、電源電圧 VDD が変化すると、RC 発振器のプル・レベルに変化があるため、周波数も変化します。読

み取り値のノイズの原因となる他の影響には、サンプル時間枠の変化があります。これは、たとえば、正確さの低い発振器や温度の変
化によって引き起こされる可能性があります。

タッチ・イベントは本来すばやい動作であると想定されているため、キャパシタンスの遅い変化やカウント値は一般的に、ローパス・
フィルタリングや時間経過による中間値の取得によって簡単に除外されます。速い変化の外乱は、キャパシタンスの変化が指によるタ
ッチかノイズのみの可能性があるため、除外することがより難しくなります。

一般的な規則として、バッテリの放電時のバッテリ電圧の変化、湿度の変化、温度を原因とする発振器の周波数の変化のような遅い変
化は、簡単に除外できます。一方、指によるタッチのように認識される可能性がある外乱を 小限に抑える必要があります。つまり、
VDD のノイズ、発振器のジッタ、および PCB 上の他の信号からの放射ノイズを 小限に抑える必要があります。

2.4  信号対ノイズ比率

指がセンサー近くにあるときのキャパシタンスの変化は、一般的に非常に小さい要素です。つまり、タッチを確実に検出可能にするに
は、カウント値のノイズ・レベルをさらに小さくする必要があります。経験則として、信号対ノイズ比率を 5 より上にすべきです。こ
の「信号」とは、タッチされたときとタッチされていないときの平均カウント間の差を指します。この差の間の比率と、タッチされて
いないボタンのノイズ・ジッタが、信号対ノイズ比率となります。信号対ノイズ比率の例については、下の図を参照してください。

Note: 経験則として、優れた性能を得るには、信号対ノイズ比率を 5 より上にすべきです。
 

静電容量式タッチ・アプリケーションを開発する際は、 終オーバーレイによって実際の PCB（同じ材料と厚さを使用）について、信
号対ノイズ比率の基準が満たされていることを確認する必要があります。信号レベルを評価するため、デバッグ・モードでレジスタ・
ビューを使用したり、解析のためコンピュータへのシリアル接続を通じて実際の値を送信したりすることができます。
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Sample #1 2 .... .... .... N3

Noise [e]

Signal = 5*e
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図 2.4.  信号対ノイズ比率
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第 3章  静電容量式タッチ・センス用の LESENSE

3.1  静電容量式タッチ・シーケンス

静電容量式タッチ・センスの場合、励起位相、測定遅延、または開始遅延の構成のような LESENSE の高度な機能の多くは必要ありませ
ん（関連リファレンス・マニュアルを参照）。必要なのはサンプル遅延位相のみです。1 つの静電容量式タッチ・ボタンの測定の流れを
以下に示します。一般的な静電容量式タッチ測定シーケンスについては、下の図を参照してください。

1.静電容量式タッチ・モードでは、アナログ・コンパレータがオンに切り替えられます。これにより、選択したチャネルで RC 発振
器が開始されます。

2.アナログ・コンパレータの出力は、カウントを開始する LESENSE カウンターに入力されます。サンプル遅延カウンターが同時に開
始されます。

3.サンプル遅延カウンターが、構成されたサンプル遅延に達すると、カウントされた値が保存され、しきい値と比較されます。

4.カウント比較が true の場合、割り込みリクエストが送信されます。どちらの場合も、LESENSE は再びアナログ・コンパレータを
オフにし、次のスキャン・サイクルまでスリープにします。測定サイクル中、CPU 自体はウェイク・アップしないことに注意して
ください。

LESENSE が複数のチャネルをスキャンするよう構成されている場合、スリープに移行する前に、各チャネルのシーケンス自体がすばや
く連続して繰り返されます。新しいスキャンが開始される前にすべてのチャネルの測定を完了するための時間を確保できるように、ス
キャン期間とサンプル遅延を構成する必要があります。たとえば、目的のスキャン周波数が 100 Hz である場合、各スキャンに 10 ms
以上かからないようにします。また、この時間は、有効になっているすべてのチャネル間で再度分割しなければなりません。

STOP

LFACLKLESENSE

Sample delay + 1 cycles
STARTINIT

RC-oscillations and 
comparator output

Comparator warm-up 
and oscillation start

LESENSE 
Counter

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Final Count Value

図 3.1.  静電容量式タッチ・センスの LESENSE シーケンス

3.2  LESENSE の構成

も低いノイズ・レベルと、 も高い信号対ノイズ比率を取得するため、アナログ・コンパレータと LESENSE の両方を正しく構成する
ことが重要です。次のセクションでは、さまざまな設定について、それらの設定が及ぼす性能への影響や、設定項目、調整方法を示し
ます。静電容量式タッチ・センスに直接関連しないその他の構成については、ソフトウェア例を参照してください。
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3.2.1  固定設定

以下の設定は、固定値に設定することで、ほとんどの静電容量式タッチ・アプリケーションにおいて 適な値になるよう設定すること
ができます。

表 3.1.  適な静電容量式タッチ・センス性能を得るための固定設定

設定 適値 説明

LF 発振器 LFXO 水晶発振器を使用することで、サンプルの幅の範囲がより安
定します。LFRCO の代わりに LFXO を使用すると、30 ～ 40
倍もノイズ・レベルを低減できます。LFXO が動作するには、
外部水晶またはクロック入力が必要です。

LESENSE クロック・プリスケーラ 0：1 で除算 LESENSE モジュールのクロッキングの前に、LF クロックがプ
リスケールされる値です。静電容量式タッチ・アプリケーシ
ョンから LF クロックを直接実行するだけで、LESENSE モジ
ュールで 適な性能を得ることができます。

アナログ・コンパレータのバイアス、レ
ジスタの値

• フル・バイアス：1

• ハーフ・バイアス：1

• バイアス・プログラム：0x5
～ 0x7

バイアス電流は、アナログ・コンパレータの速度に影響しま
す。コンパレータのバイアス電流が低すぎると、コンパレー
タで各発振に大幅に遅延が生じる原因となります。

この遅延により周波数が低減されますが、より重要なことは
遅延は可変であり、読み取り値にノイズ・ジッタが生じるこ
とです。バイアス電流が十分高い限り、これらの影響は 低
限に抑えられます。

RC 発振器抵抗、レジスタ値 0： 小抵抗 抵抗は、静電容量式タッチ要素の充電/放電時間に影響しま
す。より高い抵抗値は、より高い RC 発振器の時間定数に相
当します。可能な限り低い値は、 も速い発振になり、必要
なサンプル遅延が低減します。

アナログ・コンパレータのヒステリシ
ス、レジスタの値

0x5 ヒステリシスは、誤トリガーの原因にならない値まで高くす
る必要があります。

アナログ・コンパレータ VDD_SCALED、レ

ジスタの値

0x30 この値により、立ち上がりエッジでコンパレータがトリガー
するタイミングが決まります。低いしきい値は、0.25 * VDD
で固定されます。VDD_SCALED 値を変更することで、発振速度

を変更できます。

0.75 * VDD の値にすると、ジッタのない安定した周波数が得

られます。この値が VDD または低いトリガーしきい値に近

い場合、サイクル間ジッタが増加し、SNR が減少します。

選択したクロック・ソースのクロック・
サイクルにおける開始遅延、励起遅延、
測定遅延。

• 開始遅延：0

• 励起遅延：0

• 測定遅延：0

これらの遅延は、静電容量式タッチ・アプリケーションに影
響しないため、0 に設定します。
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3.2.2  調整可能な設定

これらの遅延は、さまざまな静電容量式タッチ・アプリケーションに合わせて調整可能であるため、調整してください。一般的な静電
容量式タッチ・アプリケーションの場合の適切な開始ポイントを取り上げます。

表 3.2.  適な静電容量式タッチ性能を得るための調整可能な設定

設定 開始ポイント 説明

LESENSE スキャン周波数 5 ～ 20 Hz これは、スキャンが開始される間隔です。スキャンが開始さ
れるたびに、各有効なチャネルが 1 回スキャンされます。エ
ネルギー節約を実現する良い方法として、 初のタッチの待
ち時間の設定を小さくして、後続のタッチの値を調整します。
こうすると、より応答速度の速いユーザー・エクスペリエン
スを得ることができます。

サンプル遅延 10 ～ 100 LESENSE クロッ
ク・サイクル

これは、LESENSE によってアナログ・コンパレータの出力が
カウンターに入力される LESENSE クロック・サイクルの測定
時間枠です。カウントされる値は、コンパレータ信号が
LESENSE クロックに対して非同期であるため、100% 安定した
入力周波数を持つ場合でも 1 LSB でジッタが発生します。

遅延は、タッチされたときとタッチされていないときの間で
少なくともいくつかの LSB の差を確保できるだけ十分に高
くする必要があります。この値を低減すると、主に、エネル
ギー消費の低下に貢献します。

カウントしきい値 平均カウント値から 1.0% ～
50% の変化。

これは、当該チャネルがタッチされたかどうかを判断するた
め、LESENSE によってカウント値が比較されるしきい値です。
指がオーバーレイ表面をタッチした瞬間にタッチが検出され
るように設定します。

この値は、平均のタッチされていないカウント値からの変化
のパーセント (%) です。1.0% の 小値は、EFM32 Tiny
Gecko スターター・キットで LFXO を使用してノイズ・レベ
ルを観察した実験上の結果に基づくものです。これは、信号
対ノイズ比率が 5 の場合、5 で乗算したものです。カスタ
ム PCB の場合、この値はさらに低くなる場合があります。

コードが初期化時および校正時に実際の値を計算する場合、
固定値の代わりにパーセント (%) を使用することで、このし
きい値を手動で変更せずにサンプル遅延を変更することがで
きます。どのような場合も、前述のように、5 より上の信号
対ノイズ比率になるよう、ノイズ・レベルの 5 倍を超える状
態に保つべきです。

付属のソフトウェア例で、これらの値は sensitivity[] 配列
を通じて構成されます。

3.3  性能のトレードオフ

静電容量式タッチ・アプリケーションの性能のトレードオフは、一般的に電流の消費と感度の間で行います。感度によって、オーバー
レイをどのくらい厚くできるかが決まります。これら 2 つのパラメータは逆に相関しており、厚いオーバーレイの場合、より高い感度
が必要になり、電流消費は増加します。薄いオーバーレイの場合や PCB 上にタッチ・ボタンが直接ある場合は、タッチが発生したかど
うかを判断するのに短い測定時間枠で十分であるため、電流消費を低く抑えることができます。

LESENSE の場合、サンプル遅延を大きくすることで感度が上がります。これにより、カウント値が多くなり、測定の解像度がより高く
なります。サンプル遅延を大きくすると、アナログ・コンパレータの稼働時間も長くなります。そのため、電力消費が大きくなります。

低い電力と優れた性能の間で適切なトレードオフを行うためには、大きなサンプル遅延で開始してから、しきい値を設定することによ
って感度を 初に構成します。カウントのしきい値は、指がオーバーレイ表面をタッチした瞬間にタッチ・イベントを検出する値に設
定する必要があります。次に、タッチが発生したときにわずかな LSB によってのみカウント値が変化するまでサンプル遅延を小さくす
ることができます。
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3.3.1  電流消費

1.8 ～ 2.0 mm のプラスチック製パッド 4 つをパッド当たり 5 Hz でスキャンするよう構成された、ソフトウェア例では、約 3.4 µA
を消費します。同じ設定で 1 つのパッドのみをスキャンする場合、消費は約 2.1 µA に下がります。電流消費は、スキャン周波数、サ
ンプル遅延、およびスキャンするパッドの数に比例して変化します。

スターター・キットより理想的に PCB レイアウトが作られている場合は、より大きいパッド（1.5 ～ 2.0 cm）で、より厚いオーバー
レイを実装することができます。上記と同じ設定を使用して、チャネル当たり 5 Hz で 4 つのボタン (2.0 cm) をスキャンする 6mm
のオーバーレイの場合の合計消費は 3.1 µA になります。さまざまな構成について、実現可能な電流消費の例を下の表にいくつか示し
ます。

表 3.3.  Current Consumption for Different Software and Hardware Configurations

Hardware Overlay
Thickness
(Plexi-glass)

Sample Delay Count Threshold LESENSE Scan
Frequency Per
Channel

Buttons Scanned Current
Consumption (at
3.3V)

STK3300 0 mm 1 LFCLK-cycles 40% 5 Hz 1 1.7 µA

STK3300 0 mm 1 LFCLK-cycles 40% 5 Hz 4 1.8 µA

STK3300 0 mm 1 LFCLK-cycles 40% 10 Hz 4 1.9 µA

STK3300 2 mm 30 LFCLK-cycles 1% 5 Hz 1 2.1 µA

STK3300 2 mm 30 LFCLK-cycles 1% 5 Hz 4 3.4 µA

STK3300 2 mm 30 LFCLK-cycles 1% 10 Hz 4 5.0 µA

Custom PCB, 2
cm buttons

2 mm 10 LFCLK-cycles 10% 5 Hz 1 2.0 µA

Custom PCB, 2
cm buttons

2 mm 10 LFCLK-cycles 10% 5 Hz 4 2.5 µA

Custom PCB, 2
cm buttons

2 mm 10 LFCLK-cycles 10% 10 Hz 4 3.1 µA

Custom PCB, 2
cm buttons

6 mm 20 LFCLK-cycles 4% 5 Hz 1 2.1 µA

Custom PCB, 2
cm buttons

6 mm 20 LFCLK-cycles 4% 5 Hz 4 3.1 µA

Custom PCB, 2
cm buttons

6 mm 20 LFCLK-cycles 4% 10 Hz 4 4.3 µA

3.3.2  温度変化と電圧変化

アナログ・コンパレータの性能が電源電圧と温度によって変化するため、実際のカウント値は電圧と温度によって変化します。このた
め、カウント値がタッチ・イベントで数パーセントしか変化しない場合は、ソフトウェアの校正を頻繁に行う必要があります。予想さ
れる温度と電圧の変化の速さよって、校正を行う頻度は異なります。-40°C ～ 85°C の温度範囲で約 15% 温度が上昇すると、実際の
カウント値は直線的に減少します。

電源電圧も、電圧の変化に伴って直線的に変化します。2.0 V ～ 3.6 V の供給範囲で約 20% 電源電圧が上昇すると、実際のカウント
値が増加します。
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第 4章  静電容量式タッチ・センス・ライブラリ

静電容量式タッチ・センス・ライブラリ (cslib) は、すべての EFM32 デバイスをサポートしています。静電容量式タッチ・センス・
ライブラリの詳細については、『AN0828：静電容量式タッチ・センス・ライブラリの概要』を参照してください。

ほとんどのデバイスに、Simplicity Studio v4 の Gecko SDK v4.4.0（Simplicity Studio の場合は v4.4.1）以降で使用可能な cslib
ライブラリを使用する例が含まれています。STK のこれらの例にアクセスするには：

Note: 一部の STK には、ピンまたはツールの競合のため、cslib 例が含まれない場合があります。ただし、このライブラリは EFM32
デバイスでサポートされています。
 

1.Simplicity Studio v4 がインストールされている PC に STK を接続します。キットを接続せずに例を開いてビルドするには：

a.[Solutions（ソリューション）]タブをクリックします。

b.[New Solution（新しいソリューション）]ボタンをクリックします。

c.[Custom Solution（カスタム・ソリューション）]を選択し、[OK]をクリックします。

d.[Add Devices（デバイスの追加）]ボタンをクリックします。

e.デバイス・ファミリ（Wonder Gecko など）を検索し、そのファミリに関連するスターター・キットを選択します（EFM32 Wonder
Gecko スターター・キットなど）。[OK] をクリックします。

2.[Getting Started（スタート・ガイド）]領域で、推奨 SDK が指定されていない場合は、[Change Preferred SDK（推奨 SDK の変
更）]リンクをクリックすることで、SDK を選択します。これらの例は v4.4.1 以降で使用可能です。

3.[Demos（デモ）]で、[View All（すべてを表示）]をクリックします。

4.cslib 例を選択し、ウィザードの手順に従って、この例に基づいたプロジェクトを開きます。
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図 4.1.  EFM32 の静電容量式タッチ・センス・ライブラリ例
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第 5章  ソフトウェア例

このアプリケーション・ノートには、EFM32 Tiny Gecko スターター・キット (EFM32TG-STK3300) と EFM32 Giant Gecko スターター・
キット (EFM32GG-STK3700) のソフトウェア例が付属しています。この例では、スターター・キットの右下にある静電容量式タッチ・ス
ライダーを使用します。スライダー要素のいずれかにタッチすると、タッチされたイベント時にユーザー LED が点灯し、タッチされて
いないイベント時にはオフになります。

5.1  動作の原理

ソフトウェア例は、静電容量式タッチ・センスの LESENSE 構成を簡素化します。LESENSE は、特定のスキャン周波数で有効にされたボ
タンをスキャンし、ボタンのカウント値が特定のしきい値を下回った場合にウェイク・アップするように構成されています。各ボタン
のタッチしきい値は、3.2.2 調整可能な設定で説明されているように、タッチされていないボタンの平均カウントのパーセント（%）で
指定します。

この例では、RTC 割り込みを使用して校正ルーチンを実行します。各校正間の間隔は、さまざまな使用シナリオに合わせて調整できま
す。校正ルーチンでは、タッチされていないボタンのカウント値の検出を試みます。その後、初期化時に設定されたパーセント値に基
づいて LESENSE のウェイク・アップしきい値を再構成します。

5.2  校正ルーチン

校正ルーチンは、固定間隔で実行されます。ルーチンは N 回の以前の校正実行から各パッドのカウント値を保存することで機能し、そ
の後、以前の N 校正イベントで検出された 大カウント値を新しいタッチされていないレベルとして取得します。

タッチ・イベントは常に、カウント値の減少によって特性が示されるため、システムでは迅速にしきい値を高く校正できますが、しき
い値を低くする変更には時間がかかります。この手法では、しきい値を高く変更する場合は 1 回の校正イベントのみを取得しますが、
しきい値を低く変更する場合は N 回の校正イベントを取得します。電圧が上昇し温度が低下した場合、どちらも公称カウント値の増加
に起因するため、この値は 1 回の校正イベント後に修正されます。電圧が低下し温度が上昇した場合、公称カウント値の減少に起因す
るため、この値は N 回の校正イベント後に修正されます。

誤タッチがトリガーされるのに十分な変化が生じる前に、タッチされていないカウント・レベルのわずかな変化を取得できる十分な頻
度で、校正ルーチンを実行する必要があります。電力の節約のためには、あまり頻繁に実行すべきではありません。

N 回の 後の校正イベントの間、ユーザがいずれのボタンにもタッチしていないときに実行される校正イベントが 1 つ以上必要になり
ます。そのイベントからのカウント値は、 大カウント値になります。つまり、校正カウント N に校正間の間隔を掛けた値は、予想さ
れる 長のタッチ・イベントより大きくなります。長時間のタッチ・イベントが発生した場合は、正しいしきい値に戻すために校正イ
ベントがもう 1 回行われます。

付属のソフトウェア例では、校正頻度と N の両方を調整できます。デフォルト値は、各校正と N = 10 の間が 5 秒です。これにより、
平均消費電流が約 100 nA 少なくなります。

5.3  初期化

静電容量式タッチ操作を開始するには、各 LESENSE チャネルのトリガーしきい値（%）を含むアレイを宣言して初期化します。これは、
後で正しいしきい値を構成するために校正ルーチンで使用されます。

電源電圧やその他の環境要因がどれほど速く変化するのか、その予測に応じて校正ルーチン間隔も構成できます。N = 5 ～ 10 で 10
秒間隔が適切な値であれば、数分間は電源電圧または温度が大きく変化することはありません。異なる環境間を移動するアプリケーシ
ョンであるため、環境の急な変化に対する耐性が必要な場合は、校正ルーチンを頻繁に（たとえば 1 秒おきに）実行することができま
す。

開始時、校正ルーチンは N 回連続で高速実行されます。校正を正しく行うために、この間はボタンをタッチしないでください。この初
期化中にパッドにタッチすると、タッチ・イベントが終了した後、しきい値を補正するために再度校正イベントが行われます。

5.4  タッチ・イベント

いずれかのチャネルのしきい値を下回るカウント値が検出されると、LESENSE は割り込みをトリガーします。割り込みルーチンは割り
込みフラグを格納してクリアした後、割り込みをトリガーしたチャネルを検出します。次に割り込みルーチンは、スキャン周波数を再
構成し、特定のチャネルを何度も繰り返しチェックします（#define VALIDATE_CNT）。これにより、実際のタッチ・イベントが発生した
ことが保証されます。

すべての検証測定値が正の値である場合は、その特定のチャネルの評価基準が反転するため、タッチ・イベントが終了したときに、そ
の特定のチャネルで割り込みが発生します。LESENSE のタッチ基準が反転することで、タッチされたボタンとタッチされないボタンの
追跡に使用する CPU 時間が 小になり、LESENSE が単独で追跡します。

また、タッチ・ヒステリシスも、タッチ基準が反転したときにしきい値を変えることで反映されます。タッチ・ヒステリシスは、タッ
チ・イベントと非タッチ・イベント間のシステムの振動を防ぎます。
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5.5  その他の改善点

ソフトウェア例は、堅牢なタッチ・アプリケーションの基礎を実装します。アプリケーションに応じて、改良を加えることができます。
これについては、以降のセクションでいくつか紹介します。

LESENSE デコーダを使用すると、LESENSE は、一定の連続カウント値がタッチしきい値を下回った後にのみ、タッチの割り込みを発生
させることができます。これにより、エネルギー消費をさらに減らすことができます。

また、カウント値をメモリに転送して、より高度なフィルタリングおよび処理を行う DMA の使用も効果的です。これを使用すると、水
はねや類似の外乱と、実際のタッチ・イベントを区別することができます。また、収集したサンプルを使用して、エネルギー消費とエ
ネルギー感度の間のバランスを継続的に調整することもできます。

基準ピンは未使用のアナログ・コンパレータ・ピンで実装できます。基準ピンは未接続のままにしておき、指が触れないようにしてく
ださい。基準ピンを使用すると、温度や電源電圧などの環境の変化をより正確に追跡でき、他の静電容量式タッチ・ピンのしきい値を
調整することで補償できます。この方法を使用すると、N 回の校正イベントの少なくとも 1 つにおいて、タッチされていないボタンの
必須前提が緩和されることがあります。
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第 6章  修正履歴

6.1  改訂 2.10

2016 年 10 月 14 日

形式を更新

明確化のための軽微なテキストの変更。

第 4章 静電容量式タッチ・センス・ライブラリ を追加しました。

6.2  改訂 2.05

2014 年 5 月 7 日

CMSIS 3.20.5 のコード・サンプルを更新

コード・サンプルで Silicon Labs ライセンスを変更

Simplicity IDE のプロジェクト・ファイルを追加。

Sourcery CodeBench Lite のメイクファイルを削除。

6.3  改訂 2.04

2013 年 10 月 14 日

新しいカバー・レイアウト

6.4  改訂 2.03

2013 年 5 月 8 日

ARM-GCC および Atollic TrueStudio のソフトウェア・プロジェクトを追加。

6.5  改訂 2.02

2012 月 11 月 12 日

新しいキットドライバと BSP 構成に合わせてソフトウェア・プロジェクトを変更。

Giant Gecko STK のソフトウェア・サポートを追加。

6.6  改訂 2.01

2012 年 4 年 20 日

新しいペリフェラル・ライブラリの命名規則と CMSIS_V3 に合わせてソフトウェア・プロジェクトを変更。

低電力基準を使用しないように ACMP 初期化を変更。LESENSE では、これが自動的に使用されることはありませんが、ACMP の構成は実
際のものと一致しています。

6.7  改訂 2.00

2012 年 3 月 7 日

ドキュメントとソフトウェア例を大幅に更新。

6.8  改訂 1.00

2011 年 5 月 26 日

初期改定。
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