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個人で使用するために翻訳した物です。翻訳間違いや誤字による、いかなる損害にも責任を負いません。
日本語訳は、Interlink Electronics社の監修を受けておりません。 Rev.0 2012/ 5/ 5

FSLPセンサー データ・シート
位置と圧力アプリケーションのためのFSLPセンサー

概 要
インターリンクFSLPセンサーは、コンパクトなアプリケーションで、
位置と圧力を同時に取り込むための、インターリンクの解決策です。

丈夫なセンサーであり、耐湿性の表面は、指、スタイラス（ペン）
または手袋を使用することができます。 （過酷な環境においてさえ）

FSLPセンサーは、入力設計を簡素化し、重要な部屋を守り、
電池寿命を節約することができます。

バッテリー動作のデモが入手可能です。
詳しくは、805-484-8855にお電話ください。

特長と利点

・丈夫な設計。
100万回を越えるタッチの起動に対して、センサー全体のエリアに渡り劣化が見られません。

・位置と圧力を同時に測定。

・簡単な組み込み。

・低消費電力。

センサーの構造

FSLPセンサーは、5枚の層で構成されています。

・接着剤の付いた保護図形層。

・インターリンク独自の圧力感知抵抗インク
(FSR)を印刷した、表面の圧力感知層。

・薄膜スイッチのスペーサー層。

・銀の印刷された導体層。

・背面の接着層。

断 面 図 （積層上）
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デバイスの特性

項 目 値

作動圧力 (注1) ～0.2N 最小

圧力感知範囲 (注1) ～0.2N - 20N

圧力解像度 連続 （アナログ）

圧力反復性 単部分 ±2%

圧力反復性 部分から部分 ±6%

非作動中の抵抗値 > 10MΩ

ヒステリシス (注2) +10% 平均 (RF+ - RF-) / RF+

デバイスの立ち上がり時間 < 3μS

長期ドリフト (注2) 1kg負荷で35日 < 5% log10 (time)

動作温度性能 (注2)
低温： -40℃ 1時間後 -5% 平均抵抗値変化
高温： +85℃ 1時間後 -15% 平均抵抗値変化
高温多湿： +85℃ 95RH 1時間後 +10% 平均抵抗値変化

保管温度性能 (注2)
低温： -25℃ 120時間後 -10% 平均抵抗値変化
高温： +85℃ 120時間後 -5% 平均抵抗値変化
高温多湿： +85℃ 95RH 240時間後 +30% 平均抵抗値変化

軽打耐久性
100万回作動 500グラム 4Hz 耐久性試験中と後に、完全に機能します。
φ1.2mm デルリン・スタイラス

持続的な負荷耐久性 (注2) -5% 平均抵抗値変化
2.5kgで24時間

直線性： 感知線の電圧は、動作領域に渡って±3%の範囲内で
作動位置に比例します。

EMI （電磁波ノイズ） EMI（電磁波ノイズ）を発生しません。

ESD （静電気） ESD（静電気）に敏感ではありません。

UL： すべての材料は、ULグレード 94 V-1 以上

RoHS： 準 拠

仕様は、特に断りのない限り、1000グラムを用いた測定値から得られ、（1標準偏差/平均）のように
与えられます。

(注1) 標準値。 圧力は、作動インタフェース、力学、電子工学計測に依存しています。

(注2) 性能値はセンサーの圧力検出部のためのものです。
位置検出部品は、最小限の環境および耐久性の要因によって影響されます。

FSLPセンサーの部品番号 FSLP Sensor, 34-00003

・黒い表層に白い図形。

利用可能な他の部品番号 ハードウェア開発キット, 54-00019

このハードウェア開発キットに含まれています。
・FSLPデモボード （数量 各1個）
・FSLPセンサー （数量 各10個）
・4ピンコネクタ （数量 各5個）
・FSLP統合ガイド
・FSLPセンサデータシート

P/N 94-00019 Rev.B Interlink Electronics － センサー技術。
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圧力感知 線形分圧器 (FSLP) 統合ガイド

Document P/N: 94-00022 Rev. B

Interlink Electronicsおよび6ドットのロゴは、Interlink Electronics, Incの登録商標です。
www.interlinkelectronics.com
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１ はじめに

インターリンク・エレクトロニクス規格 圧力感知 線形分圧器 (FSLP)は、メニューのナビゲーション および
コントロールのための線形位置センサです。

それは、様々な速度のスクロールと、より直感的なユーザー体感のために、ユーザーの圧力を検出する能力
を持った線形分圧器として機能します。

FSLPは、高解像度、超低消費電力で理想的なパッケージのメディアプレーヤー、携帯電話、制御パネル、医
療機器、家庭用娯楽機器装置に、容易に組み込むことができます。

測定は専用のマイクロ・プロセッサを必要とせず、デバイスのホスト・プロセッサで直接行うことができるので
簡単です。

このドキュメントの目的は、インターリンク・エレクトロニクス FSLPの効果的な組み込みを案内することです。

２ 適用範囲

この統合ガイドは、製品などにFSLPをうまく組み込めるように、OEM生産者に必要な技術情報のすべてを提
供します:

・パーソナル・メディア・プレーヤ ・医療機器

・携帯電話 ・家庭用娯楽機器装置

・制御パネル

センサー部品番号は、セクション7に詳述されます。
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３ 動作原理

最も基本的な圧力感知抵抗器（FSR）は、薄い空気のすき間で分離された、2枚の膜から構成されています。

空気のすき間は、外周のスペーサーや、2つの膜の剛性によって維持されています。

膜の一つには、電気的に別々で互いに組み合わさった、二組の指先を持っています。
各組は、末尾で1つの線に接続します。

別の膜は、FSRインクでコーティングされています。

2つの層が一緒に押されるとき、FSRインクは適用された圧力に依存する抵抗とともに、2つの線を短絡させま
す。

図1： 標準的な単一領域FSRの分解図

標準的な単一領域FSRと同じように、Interlink Electronics FSLPは、接着剤スペーサで分離された導体基板
層とFSRインク層を持っています。

しかし、FSLPの導体層は、単純に組み合わされた銀の指ではありません。それは、印刷された固定抵抗器と
感知線の両端に接続された2つの駆動線で構成されています。

銀の指は、固定抵抗器の全体の長さに沿って直角に突き出しています。

これらの銀の指は、感知線で組み合わせられます。

FSRインクと導体膜が一緒に押されるときに、感知線は直角に突き出た指を介して、固定抵抗器に沿った点
で短絡されます。

どちらの駆動線からでも、接触点に対する抵抗値は、固定抵抗器の長さにに沿った接触位置と比例します。

図2： FSLPの分解図
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図3は、センサーの概略図を示します。

センサーは3端子のデバイスで、触れられるときは、3つの抵抗器と等価な回路を持っていることに注目してく
ださい。

R1は、センサー端子2から触点までの抵抗です。

R2は、触点からセンサー端子3までの抵抗です。

Rpは、ユーザーのタッチによって、R1とR2間の
接合点に接続されています。

ユーザがセンサーの上部からセンサーの底部に
触点を変えると、R1はより大きくなり、R2はより
小さくなります。

ユーザがより強く押すと、Rpは減少します。

Rpは、最も重いタッチで2kΩになり、とても軽い
タッチで約300kΩに変わります。

抵抗は、圧力の逆数にほぼ比例します

図3： FSLPの概略図

４ 実装と接続

４．１ 実 装

FSLPを実装する際に、考慮すべきいくつかの
重要な要素があります：

・それらがセンサーの適切な動作を妨げるので、
取付面はどのような起伏形体も無くさなければ
なりません。
（例えば、ほこりの混入や基板の銅パターン）

・センサーが基板に取り付けられるならば、基板
の組み立てが完了した後に、それを取り付けな
ければなりません。
部品のハンダ付けの間に発生した熱は、FSRを
損傷する恐れがあります。

・センサーを貼り合わせるとき、多少の気泡も
除去し、接着剤がセンサーの圧力感度の適切な
接合を確保するため、堅いローラーまたは他の
押下工具を必ず使用してください。

図4： FSLPの外形寸法。 全ての寸法単位はミリメートルです。
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４．２ 接 続

推奨される末端コネクター：

JST 4-pin SMT コネクター (JST 部品番号: 04FM-1.0SP-1.0-TF)

インターリンクは、上記のコネクターを推奨していますが、互換性のある任意のコネクターを使用することがで
きます。

センサー末端の寸法は、図5と図6を参照してください。

図5： センサー末端の平面図 図6： センサー末端の側面図
全ての寸法単位はミリメートルです。 全ての寸法単位はミリメートルです。

５ 測定方法とアルゴリズム

Interlink ElectronicsのFSLPは、位置と圧力を測定することができます。

測定するマイクロプロセッサーとの接続は非常に簡単で、1つの外部部品だけを必要とします。

マイクロプロセッサーには、2本の汎用I/O（GPIO）ピンと、2本のGPIO/アナログ・ディジタル変換器(ADC)ピン
が必要になります。

GPIOは、ハイ・インピーダンス・モード（>1MΩ）にできる必要があります。
また、ADCは0からVccまで測定することができる必要があります。

図7： FSLPセンサーのピン配置
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５．１ 位置の測定

ステップ1： センサーの電荷を除去する

・すべての線を出力として使用可能にし、それらを0ボルトに設定します。

これは、センサーからすべての電荷を取り除き、読み取り値のノイズを減らすのに役立ちます。

ステップ2： 適切な駆動線の電圧を設定する

・センサーの端子2を、出力[H]（+VCC）として設定します。

・センサーの端子3を、出力[L]として設定します。

・抵抗器[R0]の底部に接続されたピンを、出力[L]として設定します。

これは、センサー端子の変移の間に、感知線に容量結合した可能性がある、どんな電荷も排出
されます。

・[R0]の底部に接続されたGPIOピンを、ハイ・インピーダンス入力として設定します。

・センサーの端子1を、ADC入力として設定します。

ステップ3： 電圧が安定するのを待つ

・感知線に発生する電圧は、2kΩから300kΩの範囲の入力抵抗を持つことがありえます。

より高い抵抗値は、センサーへの非常に小さい圧力から生じます。

ADCの入力インピーダンスに応じて、測定をする前に5～10μSを見込むことは、センサーの感度を
増加させて、軽い接触を検出するのに役立ちます。

ステップ4： 測定を行う

・A/D変換を開始し、結果を格納します。

8ビットのADCは、0～255カウントの範囲内で結果が得られます。

この値は、センサー端子3からの物理的距離と比例しています。

５．２ 圧力の測定

ステップ1： 適切な駆動線の電圧を設定する

・センサーの端子2を、出力[H]（+VCC）として設定します。

・センサーの端子1を、ADC入力として設定します。

・センサーの端子3を、ADC入力として設定します。

・抵抗器「R0」の底部に接続されたピンを、出力[L]として設定します。

ステップ2： 電圧が安定するのを待つ

・感知線に発生する電圧は、2kΩから300kΩの範囲の入力抵抗を持つことがありえます。

より高い抵抗値は、センサーへの非常に小さい圧力から生じます。

ADCの入力インピーダンスに応じて、測定をする前に5～10μSを見込むことは、センサーの感度を
増加させて、軽い接触を検出するのに役立ちます。

ステップ3： 2つの測定を行う

・センサーの端子3に接続されているADCで、ADC値を読み取ります。 これをV1と呼びます。

・センサーの端子1に接続されているADCで、ADC値を読み取ります。 これをV2と呼びます。

ステップ4： 圧力を計算する

・私たちは、V2とR0の値を知っています。

したがって、R0に流れる電流は、次のように計算することができます：
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・電流Ｉは、Rpを通って流れる電流と同じです。

・R2を通って電流は流れません。 したがって、Rp間の電圧降下は、単にV1-V2です。

・Rpは以下を使用して計算されます：

・Rpの値が圧力によって減少するので、私達が本当に望んでいるものは、上記の式の逆数です：

・R0は定数です。 したがって、私達はそれを倍率と見なすことができます。

倍率は都合が良い値で、一般的に2の累乗（例えば32または64）であるべきです。

最適なデータを得るために、アプリケーションに特化した基準で、倍率の値を選んでください。

・最終的な式は、次の通りです：

図8： 回路図
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６ 操作部
Interlink Electronics FSLPは、保護用の図形被覆を持っています。
これは、使われる指または顧客のスタイラス（ペン）を考慮に入れます。

７ 発注部品番号
・ハードウェア開発キット(54-00019)

○ QTY 1 FSLP Demo

○ QTY 10 FSLP

○ QTY 1 5-PK of 4 Pin Side Entry Female Connector

○ QTY 1 FSLP Integration Guide

○ QTY 1 FSLP Data Sheet

・FSLP、黒い表層に白い図形 (34-00003)

８ 知的財産権 及び その他の法的事項
Interlink Electronicsは、圧力感知抵抗技術に関するいくつかの国内および国際的な特許を保有していま
す。

FSRとForce Sensing Resistorは、会社の商標です。

他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

この文書に記載されている製品情報は、一般的な情報とガイドラインだけを提供し、Interlink Electronicsとの
黙示の契約として使用することはできません。

継続的な製品開発の方針を認識し、我々は将来予告なしに、この出版のどのような詳細も変更する権利を
留保します。

Interlink Electronicsは、当社製品の使用条件と方法を規制しないので、我々はどのような潜在的なユーザ
ーも、自分のアプリケーション用の適合性を確認することをお勧めします。

９ Interlink Electronicsへのお問い合わせ
United States
Corporate Offices
Interlink Electronics, Inc.
546 Flynn Road
Camarillo, CA 93012, USA
Phone: +1-805-484-8855
Fax: +1-805-484-9457
Web: www.interlinkelectronics.com
Sales and support: fsr@interlinkelectronics.com

Japan
Interlink Electronics Inc. Japan Office
Kannai-Keihin Bldg. 10F/1004
2-4-2 Ougi-cyo, Naka-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 231-0027
Japan
Phone: +81-45-263-6500
Fax: +81-45-263-6501
Web: www.interlinkelec.co.jp


