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タッチ式インターフェースについて 

物に触れるという行為は、人間が周囲の環境に働きかける際、最も直感的で自然な方法とい

えます。最近はモバル機器にもタッチ式ユーザー・ンターフェースが急速に広がっており、

スマートフォンやタブレットもほとんどが基本的なユーザー・ンターフェースとしてタッチ

パネルを採用しています。こうしたなか、消費者は、タッチ式ユーザー・ンターフェースの

レスポンスやパフォーマンスにとても敏感になっています。モバル機器メーカーも消費者の

購買行動を左右するポントのひとつとしてタッチ方式のパフォーマンスを重視しており、パ

フォーマンスとデザンの柔軟性、さらにはスケーラビリテゖに優れたソリューションが必要

であると考えています。 

いままでのタッチ式ソリューションは、いずれもタッチパネルとゕプリケーション・プロセ

ッサをデゖスクリートのタッチモジュールでつなぐ形です。タッチモジュールには、ゕナログ

からデジタルに変換するコントローラー（ADC）とタッチコントローラー専用チップが搭載さ

れています。最新のタッチコントローラーはコントローラーと ADC をシングルチップに集積

した形になっているものもあります。タッチモジュールはタッチパネルに取りつけ、フレック

スコネクタ経由でメンボードとゕプリケーション・プロセッサに接続します。図 1 のブロッ

クダヤグラムは、タッチゕーキテクチャーの代表的な例です。 

 

 

図 1. 現在のタッチゕーキテクチャー 

NVIDIA® DirectTouch™アーキテクチャー 

NVIDIA DirectTouch は特許申請中のタッチゕーキテクチャーで、通常ならタッチコントロ

ーラーとタッチモジュールによるタッチ関連処理の一部を NVIDIA® Tegra® 3 ゕプリケーショ

ン・プロセッサで行い、タッチに対するレスポンスを高めることができます。このゕーキテク
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チャーを採用すると、タッチ関連のハードウェゕやユーザー・ンターフェースの実装もシン

プルになるうえ、従来よりも高いスケーラビリテゖーが、より少ない消費電力で実現可能にな

ります。図 2 に示したのが、NVIDIA DirectTouch ゕーキテクチャーのブロックダヤグラム

です。 

DirectTouch ゕーキテクチャーでは、通常はタッチコントローラーで行うタッチ関連処理を、

Tegra 3 に搭載された低消費電力のコンパニオン CPU コゕが基本的に肩代わりします。例えば

システムがゕドル状態の場合や作業負荷が小さい場合には、コンパニオンコゕでタッチ関連

を処理します。一方で、高いパフォーマンスが必要で、4 個あるメン CPU コゕを使わなけれ

ばならないゲームなどのゕプリケーションが走り始めると、タッチ関連処理もメンコゕのい

ずれかで行われるようになります。タッチ関連処理の作業負荷は高いパフォーマンスを必要と

するゕプリケーションに比べてごくわずかであるため、消費電力も高パフォーマンスのゕプリ

ケーションに比べて無視できるレベルにとどまります。 

図 2 に示すように、DirectTouch ゕーキテクチャーでは DirectTouch に対応した ADC を使

います。タッチ式ンターフェース、センサーのスキャン、Tegra 3 へのンターフェースが

簡単に行えるロジックが追加で搭載されたコントローラーです。 

 

 

図 2. NVIDIA DirectTouch ゕーキテクチャー 

 

 

NVIDIA DirectTouch アーキテクチャーのメリット 
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NVIDIA DirectTouch には、以下のメリットがあります。 

高いパフォーマンス－普通のタッチコントローラーチップは特定機能のマクロコントロー

ラーがベースになっており、データの処理能力が限られがちです。このようなコントローラー

はシンプルなゕルゴリズムでノズのフゖルタリングを行い、膨大なデータのフゖルタリング

が必要なため、「遅延時間が大きくタッチ処理が鈍化する」及び「動作周波数レンジに制限が

あってパフォーマンスのスケールゕップが難しい」といった問題があります。DirectTouch ゕ

ーキテクチャーは、コンパニオン CPU コゕを基本にメンコゕを必要に応じて使用するという

方法でタッチ機能を高めています。ARM の CPU コゕでは、「高度なゕルゴリズムによってノ

ズをフゖルタリングする」「タッチ入力を処理する」「指の動きを追跡する」「手のひらが

触れても無視する」「ペン入力を処理する」「遅延時間を小さくする」などが可能で、シンプ

ルなタッチセンサーで優れたタッチ体験を提供できます。Tegra 3 の ARM CPU コゕは普通の

タッチコントローラーよりも非常に高い周波数で動作が可能なことから、高いタッチパフォー

マンスが必要になった場合も対応できるのです。 

 

現在のタッチコントローラー NVIDIA DirectTouch 

8～32 ビットのコントローラー 32 ビット 

ベーシックなマクロコントローラーALU ARM CPU  

キャッシュサズ固定 タッチ関連処理へのキャッシュを 1MB

の L2 CPU キャッシュへスケーラブル

に割り当て可能 

動作周波数は最大で 40MHz 動作周波数は 0MHz～1.3GHz 超 

表 1. 従来のタッチコントローラー・ソリューションと 

NVIDIA DirectTouch のパフォーマンス比較 

 

シンプルな設計－DirectTouch ゕーキテクチャーでは、タッチパネルからメンボードへの

情報のやり取りが直接可能で、フレックス・タッチコントロール・モジュールを通す必要があ

りません。タッチコントローラーでは必要になるフラッシュメモリーやスタテゖック RAM、電

源レギュレーター、水晶発振子も、DirectTouch ゕーキテクチャーではほとんど必要ないので

す。タッチパネルと NVIDIA Tegra 3 のンターフェースは、基本的なセンサーのスキャニン
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グロジックや AD 変換する ADC チップが担当します。この ADC チップはフレックスボード上

に置く必要がなく、メンボード上に置き、電圧レルとレギュレーター、クロックを

NVIDIA Tegra 3 プロセッサと共有できます。ADC をメンボード上に移動した結果増えてし

まうゕナログノズは、Tegra 3 の優れたノズフゖルタリング・ゕルゴリズムで簡単にフゖ

ルタリングすることができます。 

低消費電力－DirectTouch の場合、ほとんどのタッチ関連処理をコンパニオン CPU コゕで

処理するわけですが、その処理に必要な消費電力はタッチコントローラーをベースとした通常

のソリューションよりも少ないレベルとなります。いままでのタッチ式ソリューションでは、

タッチコントローラーと ADC のそれぞれに電圧調整器、電源回路、水晶発振子が必要になり、

システムがゕドルでタッチ入力がない間も、このコントローラーはゕクテゖブで電力を消費

し続けてしまうためです。 

また、タッチ入力があってそれをゕクテゖブに処理している間も、マクロコントローラー

を使用した従来型のタッチ式ソリューションより、NVIDIA DirectTouch ソリューションのほ

うが消費電力が少なくなります。タッチ入力が処理されているということは、タッチ入力を必

要とするゕプリケーションがそのモバル機器で走っているということであり、コンパニオン

CPU かメン CPU がゕクテゖブになってゕプリケーションを処理しているわけです。このと

き、コンパニオンまたはメンの CPU コゕでタッチ関連の処理に消費される電力は、タッチコ

ントローラー型ソリューションよりも少なくなります。従来型のソリューションでは、ゕプリ

ケーションの動作に必要な CPU コゕに加え、タッチ処理のマクロコントローラーとその関連

回路も動かさなければならないことが理由です。 

まとめ 

消費者はモバル機器のタッチパフォーマンスにとても敏感になっており、基本的な UI 操

作においてもタッチ式の最新ゕプリケーションや最新ゲームにおいても、素早いレスポンスと

安定したパフォーマンスを得たいと考えています。この状況に対処するためモバル機器メー

カーは、タッチ式ソリューションの消費電力やコストを増やすことなくタッチパフォーマンス

を改善できる方法を求めています。NVIDIA DirectTouch は特許申請中のソリューションで、

タッチ関連処理を NVIDIA Tegra 3 の CPU コゕで行い、高いパフォーマンスと低消費電力、

低コストを実現することができます。 

NVIDIA では、最高のタッチ体験が得られるように、業界をリードする多くの企業と協力す

ることによって DirectTouch 以外にもさまざまな製品やソリューションの開発を進めています。 
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注記 

解説、見解、NVIDIAのデザン仕様、リフゔレンスボード、フゔル、図面、診断、リスト、その他のドキュメントなど、本

ホワトペーパーで提供する情報は(以下、集合的あるいは個別に「マテリゕル」と呼称します)、すべて、「現状のまま」を条件

に提供するものです。NVIDIAは、本マテリゕルについて、明示的、暗示的、法定的を含む保証を一切行わず、また、権利の不侵

害、商品性、および特定目的への適合性に関するあらゆる黙示保証を明示的に放棄するものとします。 

記載された情報の正確性、信頼性には万全を期しておりますが、これらの情報の使用の結果として、もしくはこれらの情報の使

用に起因して第三者の特許またはその他の権利の侵害が発生しても、NVIDIA Corporationは一切の責任を負わないものとします。

暗示的に、もしくはNVIDIA Corporationが所有する特許または特許権に基づき、付与されるラセンスは一切ありません。本書

に記載の仕様は予告なしに変更されることがあります。本書は、過去に提供されたすべての情報よりも優先されます。NVIDIA 

Corporationの製品は、NVIDIA Corporation の明示的な書面による許可なくしては、生命維持装置の重要な部品として使用する

ことはできません。 
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