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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電容量型タッチパネルであって、
　透明基板と、
　前記透明基板における第１の面の上方に設けられており、複数の導電性ブリッジ線を有
する感知部分と、前記感知部分の周囲に配置された複数の金属リード線とを備えた静電容
量感知回路と、
　前記複数の導電性ブリッジ線と垂直方向で重なっている光遮蔽層と、
を具備した静電容量型タッチパネルであって、
　前記光遮蔽層が前記複数金属リード線と垂直方向で重なる面積を持つことを特徴とする
静電容量型タッチパネル。
【請求項２】
　前記光遮蔽層が前記透明基板の前記第１の面上に直接設けられており、前記静電容量感
知回路がさらに前記光遮蔽層上に直接重ねられていることを特徴とする請求項１に記載の
静電容量型タッチパネル。
【請求項３】
　前記光遮蔽層が、前記透明基板における前記第１の面と対向する第２の面の上方に設け
られていることを特徴とする請求項１に記載の静電容量型タッチパネル。
【請求項４】
　前記静電容量感知回路が透明導電層をさらに備えており、前記複数の導電性ブリッジ線
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および前記複数の金属リード線が前記透明導電層の上方に設けられており、前記透明導電
層の材質が導電性酸化物であることを特徴とする請求項１に記載の静電容量型タッチパネ
ル。
【請求項５】
　前記光遮蔽層が前記複数の導電性ブリッジ線の表面に直接設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の静電容量型タッチパネル。
【請求項６】
　前記光遮蔽層が前記透明導電層と前記複数の導電性ブリッジ線との間に介在されている
ことを特徴とする請求項４に記載の静電容量型タッチパネル。
【請求項７】
　前記透明導電層、前記複数の導電性ブリッジ線および前記複数の金属リード線を覆う保
護層をさらに備えており、前記光遮蔽層が前記複数の導電性ブリッジ線と前記保護層との
間に介在されていることを特徴とする請求項４に記載の静電容量型タッチパネル。
【請求項８】
　前記導電性ブリッジ線の材質が銀（Ａｇ）または銀合金またはクロム（Ｃｒ）またはモ
リブデン／アルミニウム／モリブデン（Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ）の複合金属層またはその合金
であり、前記透明基板の材質がガラスまたは透明の高分子材料であることを特徴とする請
求項１に記載の静電容量型タッチパネル。
【請求項９】
　前記導電性ブリッジ線と前記透明導電層との間に設けられている絶縁層をさらに備えた
ことを特徴とする請求項１に記載の静電容量型タッチパネル。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光透過型タッチパネルに関し、特にキャパシタ回路を備えたタッチパネルに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルは家庭用製品、通信機器および電子情報機器などの分野に広く使用されて
いる。通常、タッチパネルは、ＰＤＡ、電子製品およびゲーム機などの入力インターフェ
イスとして応用されている。現在、タッチパネルとディスプレイとの組み合わせは、使用
者が指またはタッチペンでパネル上の表示されているアイコンを選択でき、これにより使
用者はＰＤＡ、電子製品およびゲーム機に所望の機能を実行できるようになる趨勢にある
。このようなタッチパネルはまた公共の情報検索システムにも応用されることで、一般の
人々にも効率性の高いオペレーティングシステムを提供することができる。
【０００３】
　従来のタッチパネルは、複数のセンサパッドからなる表面を有している透明基板を備え
ており、これら配置されているセンサパッドは使用者の指またはタッチペンにより発生し
た信号を感知して、入力または制御を行うためのものである。前記センサパッドは例えば
、酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）といった透明の導電性フィルムからなり、使用者はデ
ィスプレイ上の特定位置に表示されている対応する透明の導電性フィルムにタッチするこ
とで、前記装置を効果的に操作できるようになっている。
【０００４】
　使用者が指またはタッチペンでパネルにタッチした正確な位置を効果的に感知するため
に、様々なタッチパネルの技術が開発されている。図１Ａに示すように、光透過型タッチ
パネル１０は、透明基板１１と、複数のブリッジ線１２と、絶縁層１３と、透明導電層１
４とを備えている。透明導電層１４は透明基板１１の上面を覆うとともに、複数の第１の
ユニット１４１と、複数の第２のユニット１４２と、複数の接続線１４３とを備えている
。複数の第１のユニット１４１および第２のユニット１４２は交互に配置されており、し
かも各第１のユニット１４１は四つの第２のユニット１４２により囲まれている。複数の
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接続線１４３の各々は隣接する第２のユニット１４２をそれぞれ連結している。絶縁層１
３は、複数の接続線１４３をそれぞれ覆う複数の絶縁部分１３１をさらに備えている。複
数のブリッジ線１２は複数の絶縁部分１３１上にそれぞれ設けられ、隣接する第１のユニ
ット１４１をそれぞれ連結している。また、複数の金属リード線１５が透明導電層１４の
周囲側面に設けられることで、複数の金属リード線１５が、第１のユニット１４１および
第２のユニット１４２における各横方向および縦方向を接続して、感知した信号を外部に
送信できるようにしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、複数のブリッジ線１２および複数の金属リード線１５はいずれも光を反
射する金属材質であるため、光透過型タッチパネル１０を用いて、下方に表示されている
ディスプレイをタッチまたは操作したとき、ブリッジ線１２および金属リード線１５が光
を反射して帯状または線状の高輝度部分が生じて、使用者がディスプレイを見るにあたり
不具合または視覚的な不快感を覚えてしまう。
【０００６】
　また、従来技術においては、光透過型タッチパネル１０上にレンズを付加するとともに
、レンズと光透過型タッチパネル１０との間にブラックマトリクスを配設し、前記ブラッ
クマトリクスが周囲の金属リード線がある部分をちょうど遮蔽するので、集中している複
数の金属リード線が光を反射して生じる高輝度部分を遮ることができるものがある。しか
しレンズおよび光透過型タッチパネル１０における透明基板１１はいずれも同質のガラス
材質製であるので、材料を消耗し、製造工程が増加するにとどまらず、ディスプレイの光
をより多く吸収してしまい、画像が暗くなってしまう。
【０００７】
　したがって、上記した従来のタッチパネルに存在する欠点を克服しつつも、低い製造コ
ストを維持できるタッチパネルが、市場において求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、タッチパネルのブリッジ線が光遮蔽層と重なることで、感知部分内に眩しく
なる点状または線状の高輝度部分が生じることのない光透過型タッチパネルを提供する。
【０００９】
　つまり、本発明は透明基板と、光遮蔽層と、静電容量感知回路とを備えた静電容量型タ
ッチパネルを開示する。前記静電容量感知回路は前記透明基板における一方の表面の上方
に設けられており、感知部分と、複数の金属リード線とを備えている。前記感知部分は複
数の導電性ブリッジ線を備えている。前記複数の金属リード線は前記感知部分の周囲に配
置されるとともに、前記感知部分に電気的に接続されている。前記光遮蔽層は全面積で前
記複数の導電性ブリッジ線と垂直方向で重なっている。
【００１０】
　本発明の一実施例では、前記光遮蔽層が前記透明基板の一方の表面上に直接設けられて
おり、前記静電容量感知回路がさらに前記光遮蔽層上に直接重ねられている。
【００１１】
　本発明の他の実施例では、前記光遮蔽層が前記透明基板の一方の表面上に設けられてお
り、前記静電容量感知回路が前記透明基板の他方の表面上に設けられている。
【００１２】
　本発明のさらに他の実施例では、前記光遮蔽層が前記感知部分における複数の導電性ブ
リッジ線の表面に直接設けられている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】従来のタッチパネルの概略図
【図１Ｂ】図１Ａ中の線１－１の断面図
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【図２Ａ】本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図
【図２Ｂ】本発明の他の実施例におけるタッチパネルの断面概略図
【図３】本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図
【図４】本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図
【図５Ａ】本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図
【図５Ｂ】本発明の他の実施例におけるタッチパネルの断面概略図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図２Ａは本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図である。図２Ａに示すよ
うに、静電容量型タッチパネル２０は透明基板２１と、保護層２３と、光遮蔽層２５と、
静電容量感知回路２６と、絶縁層２７とを備えている。感知部分２６２と複数の金属リー
ド線２６３とを備えた静電容量感知回路２６は透明基板２１の第１の面２１１上に設けら
れている。感知部分２６２は複数の導電性ブリッジ線２６４と、透明導電層２６５とを備
えている。複数の金属リード線２６３は感知部分２６２の周囲に配置されるとともに、感
知部分２６２に電気的に接続されている。光遮蔽層２５は前記透明基板の第１の面２１１
上に直接設けられ、つまり静電容量感知回路２６と透明基板２１との間に介在されるとと
もに、光遮蔽層２５は全面積で複数の導電性ブリッジ線２６４と垂直方向で重なっている
。したがって、使用者が透明基板２１の第２の面２１２から、静電容量型タッチパネル２
０を見て使用するときには、光遮蔽層２５が導電性ブリッジ線２６４を遮っており、これ
により導電性ブリッジ線２６４が光を反射する問題をなくすか、または低減することにな
り、つまり感知部分２６２内には点状または線状の高輝度部分が生じることはない。絶縁
層２７は導電性ブリッジ線２６４と透明導電層２６５との間に設けられることで、導電性
ブリッジ線２６４と透明導電層２６５の配線とを隔離している（図面の垂直方向）。
【００１５】
　透明基板２１の材質は、ガラスまたは、例えばポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化ビ
ニル（ＰＶＣ）といった透明の高分子板状材である。透明導電層２６５および導電性ブリ
ッジ線２６４の材質は酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ）、酸化亜鉛・アルミニウム（ＡＺ
Ｏ）または酸化インジウム・亜鉛（ＩＺＯ）である。導電性ブリッジ線２６４および金属
リード線２６３の材質は銀（Ａｇ）または銀合金またはクロム（Ｃｒ）またはモリブデン
／アルミニウム／モリブデン（Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ）の複合金属層またはその合金である。
光遮蔽層２５の材質は酸化クロム（ＣｒＯｘ）または高分子の不透明もしくは半透明材料
である。保護層２３の材質は、例えばマスク材料といった透明の高分子材料である。
【００１６】
　図２Ｂは本発明の他の実施例におけるタッチパネルの断面概略図である。図２Ｂに示す
ように、静電容量型タッチパネル２０’は透明基板２１と、保護層２３と、光遮蔽層２５
’と、静電容量感知回路２６と、絶縁層２７とを備えている。感知部分２６２と複数の金
属リード線２６３とを備えた静電容量感知回路２６は透明基板２１の第１の面２１１上に
設けられている。感知部分２６２は複数の導電性ブリッジ線２６４と、透明導電層２６５
とを備えている。複数の金属リード線２６３は感知部分２６２の周囲に配置されるととも
に、感知部分２６２に電気的に接続されている。光遮蔽層２５’は透明基板の第１の面２
１１上に直接設けられ、つまり静電容量感知回路２６と透明基板２１との間に介在される
とともに、光遮蔽層２５’は全面積で複数の導電性ブリッジ線２６４および複数の金属リ
ード線２６３と垂直方向で重なっている。したがって、使用者が透明基板２１の第２の面
２１２から、静電容量型タッチパネル２０を見て使用するときには、光遮蔽層２５が導電
性ブリッジ線２６４および複数の金属リード線２６３を遮っており、これにより導電性ブ
リッジ線２６４および複数の金属リード線２６３が光を反射する問題をなくすことになり
、つまり点状、線状または帯状の高輝度部分が生じることがなくなる。図２Ａと比較する
に、図２Ｂにおける光遮蔽層２５’では静電容量型タッチパネル２０’の周囲における複
数の金属リード線２６３の遮蔽面積を増大させている。
【００１７】
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　図３は本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図である。図２Ａと比較する
に、図３における静電容量型タッチパネル３０の光遮蔽層３５は静電容量感知回路２６内
に設けられ、つまり複数の導電性ブリッジ線２６４と透明導電層２６５との間に介在され
ているが、同様に複数の導電性ブリッジ線２６４が光を反射するのを防止する効果を達成
することができる。
【００１８】
　図４は本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図である。静電容量型タッチ
パネル４０の光遮蔽層４５は複数の導電性ブリッジ線２６４の上方に設けられ、つまり保
護層２３と複数の導電性ブリッジ線２６４との間に介在されている。使用者が、保護層２
３がある側から、静電容量型タッチパネル４０を見て、操作するのに適している。
【００１９】
　図５Ａは本発明の一実施例におけるタッチパネルの断面概略図である。上記した各実施
例と比較するに、静電容量型タッチパネル５０の光遮蔽層５５は透明基板２１の第２の面
２１２に設けられ、つまり透明基板２１における静電容量感知回路２６とは反対の面に設
けられている。同様に、複数の導電性ブリッジ線２６４が光を反射するのを防止する効果
を達成することができる。
【００２０】
　図５Ａと比較するに、図５Ｂにおける静電容量型タッチパネル５０’の光遮蔽層５５’
では静電容量型タッチパネル５０’の周囲における複数の金属リード線２６３の遮蔽面積
を増大させることにより、導電性ブリッジ線２６４および複数の金属リード線２６３が光
を反射する問題をなくすことになり、つまり点状、線状または帯状の高輝度部分が生じる
ことがなくなる。
【００２１】
　本発明の技術内容および技術的特徴は上記のように開示したが、本発明が属する技術分
野における当業者であれば、本発明の教示および開示に基づいて、本発明の技術的思想に
違わない様々な置換および付加を行うことは可能である。したがって、本発明の保護範囲
は実施例に開示するものに限定されることなく、本発明に違わない様々な置換および付加
が含まれるものであるとともに、別紙の特許請求の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００２２】
１０　 光透過型タッチパネル
１１，２１　　透明基板
１２，２６４　導電性ブリッジ線
１３，２７　　絶縁層
１４，２６５　透明導電層
１５，２６３　金属リード線
１３１ 絶縁部分
１４１ 第１のユニット
１４２ 第２のユニット
１４３ 接続線
２０、２０’、３０、４０、５０、５０’ 静電容量型タッチパネル
２３　 保護層
２５、２５’、３５、４５、５５、５５’光遮蔽層
２６　 静電容量感知回路
２１１ 第１の面
２１２ 第２の面　
２６２ 感知部分
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