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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ側基板とタッチ側基板とが相対向配置されて成る低反射型抵抗膜式タッチ
パネルにおいて，
前記ディスプレイ側基板は，外側から対向面側にかけて，位相差板と，透明絶縁基板と，
導電パターンが形成された透明導電膜とを順次積層するとともに，前記透明導電膜上に外
部引き出し電極を備えて成り，
前記タッチ側基板は，外側から対向面側にかけて，直線偏光板と，位相差板と，導電パタ
ーンが形成された透明導電膜を順次積層するとともに，前記透明導電膜上に外部引き出し
電極を備え，
前記タッチ側基板の透明導電膜の導電パターンが，透明導電膜上に所定の導電パターンを
形成するように不必要な部分に１００℃以下の温度で硬化可能なレジスト膜を形成するこ
とにより構成されていることを特徴とする，低反射型抵抗膜式タッチパネル。
【請求項２】
　前記タッチ側基板の透明導電膜の引き出し電極は，所定の位置に塗布された１００℃以
下の温度で硬化または乾燥可能な導電ペーストを熱処理することによって形成されている
ことを特徴とする，請求項１に記載の低反射型抵抗膜式タッチパネル。
【請求項３】
　前記透明導電膜が対向するように配置されたディスプレイ側基板とタッチ側基板が，１
００℃以下の温度で硬化可能な接着剤によって接着されていることを特徴とする請求項１
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または２のいずれかに記載の低反射型抵抗膜式タッチパネル。
【請求項４】
　ディスプレイ側基板とタッチ側基板とが相対向配置されて成る低反射型抵抗膜式タッチ
パネルの製造方法であって，
前記タッチ側基板は，
直線偏光板を積層した位相差板に透明導電膜を形成する工程と，
透明導電膜上に所定の導電パターンを形成するように不必要な部分に１００℃以下の温度
で硬化可能な熱硬化型レジストインキを塗布する工程と，
前記透明導電膜上に塗布したレジストインクを１００℃以下の温度で硬化させてタッチ側
基板の導電パターンを形成するためのレジスト膜を形成する工程と，
前記導電パターンを形成している透明導電膜の所定の位置に１００℃以下の温度で硬化ま
たは乾燥可能な導電ペーストを塗布する工程と，
前記塗布した導電ペーストを１００℃以下の温度の熱処理によって硬化させてタッチ側基
板の透明導電膜の回路引き出し用の電極部を形成する工程と，
を経て製造されることを特徴とする，低反射型抵抗膜式タッチパネルの製造方法。
【請求項５】
　導電パターンが形成された透明導電膜と該透明導電膜からの引き出し電極とを有するデ
ィスプレイ側基板の側部に１００℃以下の温度で硬化する接着剤を塗布する工程と，
導電パターンが形成された透明導電膜と該透明導電膜からの引き出し電極とを有するタッ
チ側基板と前記ディスプレイ側基板とを前記導電膜同士が対向するように重積する工程と
，
前記接着剤を介して重積されている前記タッチ側基板とディスプレイ基板とを１００℃以
下の温度で前記接着剤を硬化させて両基板を接着する工程と，
前記接着剤を介してタッチ側基板が接着されているディスプレイ側基板の反対面に位相差
板を貼り付ける工程と，
をさらに含むことを特徴とする，請求項４記載の低反射型抵抗膜式タッチパネルの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，低反射型抵抗膜式タッチパネル，その製造方法および透明導電膜を備えた基板
にかかり，特に，ディスプレイ側基板とタッチ側基板とが相対向配置されて成る低反射型
抵抗膜式タッチパネルおよびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に，抵抗膜式タッチパネルは，ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルムや合
成樹脂板などの透明基板から成るディスプレイ側基板と，同様な素材の透明基板から成る
タッチ側基板とを相対向させた構造を採用している。そして，各基板の対向面側には，透
明導電膜パターンが形成され，さらに該導電膜パターンからの引き出し電極が形成されて
いる。
【０００３】
このような抵抗膜式タッチパネルを液晶ディスプレイ等に取り付けて，ディスプレイ画像
を見る場合，タッチパネル自身の透明性が優れているほど，その画像が鮮明に映し出され
，長時間の使用における目の疲労も少ない。そして，このような画像の見やすさの指標と
して視認性があり，画像の視認性が低下する要因の一つとして，外来光の反射があげられ
る。
【０００４】
本発明者らは，このような外来光反射による視認性の低下を防ぐために，多くの低反射型
抵抗膜式タッチパネルを提供してきた。この低反射型抵抗膜式タッチパネルで使用される
タッチ側基板の一例を図５に示す。タッチ側基板は，偏向性のない，または少ない透明樹
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脂フィルム等の透明絶縁基板１を基板として用い，該透明絶縁基板１上に薄膜形成手段に
より透明導電膜２を成膜する。この透明導電膜２には，エッチング等により不要部分が除
去されて所定の導電膜パターンが形成されており，さらに，この透明導電膜パターンの所
定位置に，透明導電膜２からの引き出し電極（図示せず）が形成されている。また，透明
導電膜２が形成されている透明絶縁基板１の反対面には，位相差板３が貼り付けられ，更
にその上に直線偏光板４が貼り付けられている。なお，この位相差板３に直線偏光板２を
貼り付けたものを，円偏光板５としている。
【０００５】
そして，偏向性のないまたは少ない透明絶縁基板上に所定パターンが形成されている透明
導電膜と透明導電膜からの電極引き出し回路用の銀電極などの部材が形成されているディ
スプレイ側基板（図示せず）上に，互いに透明導電膜２が対向するように上記タッチ側基
板を配置し，さらに，ディスプレイ側基板の裏面には位相差板を貼り付けた構成を有する
低反射型抵抗膜式タッチパネルを開発した。このような，低反射型抵抗膜式タッチパネル
を用いることにより，外来光を低反射におさえることができ，視認性の低下を防止するこ
とができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように，従来の低反射型抵抗膜式タッチパネルにおいては，外来光の反射を防ぎ，
基板の透過性を向上させるために，タッチ側基板とディスプレイ側基板の双方に偏光性の
無い又は少ない透明絶縁基板を用いる必要があった。しかしながら，この偏向性のないま
たは少ない透明絶縁基板は原価が高いため，タッチ側基板とディスプレイ側基板の双方に
偏向性のないまたは少ない透明絶縁基板を用いることは，製造コストを押し上げることに
なり，製品を安価に提供することができないという問題があった。
【０００７】
さらに，従来の低反射型抵抗膜式タッチパネルは，通常の抵抗膜式タッチパネルと異なり
，タッチ側基板には，透明絶縁基板に位相差板および直線偏光板を貼り合わせ，更に，デ
ィスプレイ側基板には，透明絶縁基板に位相差板を貼り合わせる構成を採用している。こ
のため，通常の抵抗膜式タッチパネルの製造工程の他に，新たに多くの貼合工程を設ける
ことが必要となったため，生産性の低下を招き，製品の製造コストが上がってしまうなど
の弊害があった。
【０００８】
また，近年のディスプレイ画面の大型化に伴ってタッチパネルを大型化しようとする場合
には，タッチ側基板も大型化する必要があるため，透明絶縁基板に貼り合わせる円偏光板
の歩留りが低下してしまうという問題も生じている。
【０００９】
したがって，本発明は，このような従来の課題を解決するものであり，生産性を向上し，
かつ，低コストで生産可能な，新規かつ改良された低反射型抵抗膜式タッチパネル，およ
び，その製造方法を提供することを目的とするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために，本発明の第１の観点によれば，ディスプレイ側基板とタッ
チ側基板とが相対向配置されて成る低反射型抵抗膜式タッチパネルにおいて，前記ディス
プレイ側基板は，外側から対向面側にかけて，位相差板と，透明絶縁基板と，導電パター
ンが形成された透明導電膜とを順次積層するとともに，前記透明導電膜上に外部引き出し
電極を備えて成り，前記タッチ側基板は，外側から対向面側にかけて，直線偏光板と，位
相差板と，導電パターンが形成された透明導電膜を順次積層するとともに，前記透明導電
膜上に外部引き出し電極を備え電極を備え，前記タッチ側基板の透明導電膜の導電パター
ンが，透明導電膜上に所定の導電パターンを形成するように不必要な部分に１００℃以下
の温度で硬化可能なレジスト膜を形成することにより構成されている。
【００１１】
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この構成によれば，タッチ側基板の透明絶縁基板を取り除くことができるので，透過率が
向上し，視認性のさらなる向上が図れる。また，タッチ側基板では，高価な透明絶縁基板
を用いることがなくなるので，低反射型抵抗膜式タッチパネルを低コストで提供すること
ができる。
また，従来は１２０℃以上の温度で硬化可能なレジスト膜及び１２０℃以上の温度で乾燥
可能な透明導電インクを用いていたため，耐熱性に劣る円偏光板上に直接塗布して一体的
に加工することができなかった。
そのため，円偏光板を有する部分とその他の部分を別々に作製した後，両者を貼り付けて
いたが，工程の増加，貼り合わせ時の不良の発生により製造コストアップの原因となって
いた。
【００１２】
　そこで本発明者らは円偏光板の耐熱温度と各種のレジスト膜，透明導電インクを検討し
た結果，以下の構成に到達した。
　前記タッチ側基板の透明導電膜の導電パターンは，透明導電膜上に形成された１００℃
以下の温度で硬化可能なレジスト膜により形成する。なお，耐熱性の劣る円偏光板を使用
するような場合には，前記タッチ側基板の透明導電膜の導電パターンを，１００℃以下の
温度で乾燥可能な透明導電インクにより形成しても良い。さらに，前記タッチ側基板の透
明導電膜の引き出し電極は，所定の位置に塗布された１００℃以下の温度で硬化または乾
燥可能な導電ペーストを熱処理することによって形成することが好ましい。さらにまた，
前記透明導電膜が対向するように配置されたディスプレイ側基板とタッチ側基板は，１０
０℃以下の温度で硬化可能な接着剤によって接着することが好ましい。
【００１３】
　さらに，上記課題を解決するために，本発明の第２の観点によれば，ディスプレイ側基
板とタッチ側基板とが相対向配置されて成る低反射型抵抗膜式タッチパネルの製造方法が
提供される。そして，この製造方法において，前記タッチ側基板は，直線偏光板を積層し
た位相差板に透明導電膜を形成する工程と，透明導電膜上に所定の導電パターンを形成す
るように不必要な部分に１００℃以下の温度で硬化可能な熱硬化型レジストインキを塗布
する工程と，前記透明導電膜上に塗布したレジストインクを１００℃以下の温度で硬化さ
せてタッチ側基板の導電パターンを形成するためのレジスト膜を形成する工程と，前記導
電パターンを形成している透明導電膜の所定の位置に１００℃以下の温度で硬化または乾
燥可能な導電ペーストを塗布する工程と，前記塗布した導電ペーストを１００℃以下の温
度の熱処理によって硬化させてタッチ側基板の透明導電膜の回路引き出し用の電極部を形
成する工程とを経て製造されることを特徴としている。
【００１４】
この構成によれば，従来の低反射型抵抗膜式タッチパネルの製造方法と比較して貼り付け
工程を減らすことができるので，生産性が向上し，低コストの低反射型抵抗膜式タッチパ
ネルを提供することができる。
【００１５】
　さらに，上記製造方法は，導電パターンが形成された透明導電膜と該透明導電膜からの
引き出し電極とを有するディスプレイ側基板の側部に１００℃以下の温度で硬化する接着
剤を塗布する工程と，導電パターンが形成された透明導電膜と該透明導電膜からの引き出
し電極とを有するタッチ側基板と前記ディスプレイ側基板とを前記導電膜同士が対向する
ように重積する工程と，前記接着剤を介して重積されている前記タッチ側基板とディスプ
レイ基板とを１００℃以下の温度で前記接着剤を硬化させて両基板を接着する工程と，前
記接着剤を介してタッチ側基板が接着されているディプレイ側基板の反対面に位相差板を
貼り付ける工程と，をさらに含むことが好ましい。
【００１６】
　さらに，本発明の第３の観点によれば，透明導電膜を備えた基板が提供される。そして
，この透明導電膜に形成される導電パターンは，１００℃以下の温度で硬化可能なレジス
ト膜により形成しても良いし，あるいは，１００℃以下の温度で乾燥可能な透明導電イン
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クにより形成しても良い。そして，前記透明導電膜が，１００℃以下の温度で硬化または
乾燥可能な導電ペーストを熱処理することによって形成される引き出し電極を備えている
。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下，本発明にかかる低反射型抵抗膜式タッチパネルの実施形態について，図１および図
２に基づいて説明する。
【００１８】
本実施の形態にかかる低反射型抵抗膜式タッチパネルにおいては，図１にタッチ側基板の
断面図を示すように，本発明にかかるタッチ側基板２０は，直線偏光板４と位相差板３と
を貼り合わせ工程で積層した円偏光板５をタッチ側基板２０の基材として用い，この円偏
光板５の位相差板３側に，導電パターンを形成するための透明導電膜２が積層されている
。すなわち，従来の低反射型抵抗膜式タッチパネルのタッチ側基板２０から透明絶縁基板
１を取り除いたものを本実施の形態にかかるタッチ側基板２０として採用している。
【００１９】
以下に，図２に基づいて，本発明にかかる低反射型抵抗膜式タッチパネルの構成を詳細に
説明する。図２は，前記タッチ側基板２０とディスプレイ側基板３０を接着した抵抗膜式
タッチパネルの構造を示した断面図である。
【００２０】
まず，ディスプレイ基板３０は，偏向性のないまたは少ないガラス基板等の透明絶縁基板
７を基材として，ＩＴＯ膜などの透明導電膜１１が積層されている。
この透明導電膜１１は，エッチングにより形成された所定の導電パターン，例えば，面状
パターン（アナログ方式），帯状パターン（マトリックス式）などが形成され，この導電
パターンの所定の位置には，外部引き出し用の銀電極８が配置されている。また，透明導
電膜１１を積層したガラス基板７の裏面には，位相差板６が形成されている。
【００２１】
なお，前記ディスプレイ側基板３０の基材として，偏向性のないまたは少ない透明絶縁基
板であるガラス基板７を例示しているが，耐熱性，機械的性質，透明性等の条件が満たさ
れていれば，ポリカーボネートやアクリル等の透明樹脂板であっても構わない。
【００２２】
一方，タッチ側基板２０は，円偏光板５，すなわち，直線偏光板４を貼り付けた位相差板
３を基材として，この位相差板３にＩＴＯ膜等の透明導電膜２が形成されている。この透
明導電膜２は，１００℃以下の温度で硬化可能なレジスト膜９により形成された所定のパ
ターン，例えば，面状パターン（アナログ方式），帯状パターン（マトリックス式）など
が形成されている。そして，この透明導電膜２の導電パターンの所定の位置には，１００
℃以下の温度で硬化または乾燥可能な導電ペーストを熱処理することによって形成された
透明導電膜２からの電極引き出し回路用の銀電極８が配置されている。
【００２３】
そして，透明導電膜２，１１が対向するように配置され，前記タッチ側基板２０とディス
プレイ側基板３０の側部を１００℃以下の温度で硬化する接着剤１０によって接着された
ものを低反射型抵抗膜式タッチパネルとしている。
【００２４】
なお，本実施形態においては，タッチ側基板２０およびディスプレイ側基板３０に形成す
る透明導電膜２，１１として，一般に使用されているＩＴＯを例示しているが，他に，例
えば，二酸化錫フッ素（ＦＴＯ），酸化亜鉛アルミニウム（ＡＺＯ），等の金属酸化物，
複合酸化物，ドーピング金属酸化物などを用いても実施可能である。
【００２５】
また，タッチ側基板２０およびディスプレイ側基板３０に形成した透明導電膜２，１１か
らの電極引き出し回路用の電極として，銀電極８を例示したが，金，銅などの他の金属や
その他合金の電極であっても構わない。
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【００２６】
次に，図２に基づいて，本発明にかかる低反射型抵抗膜式タッチパネルの製造方法につい
て説明する。
【００２７】
まず，タッチ側基板２０は，位相差板３と直線偏光板４を所定の貼り付け工程によって貼
り付けた円偏光板５を基板として，円偏光板５の位相差板３側にスパッタリング法，ＣＶ
Ｄ法，真空蒸着法，イオンプレーテイング法などの薄膜形成手段によって透明導電膜２を
成膜する。そして，成膜した透明導電膜２上に所定の導電パターンを形成するように，不
必要な部分を１００℃以下の温度で硬化可能な熱硬化型レジストインキを印刷したのち，
１００℃以下の温度で熱硬化処理を行い，レジスト膜９を形成する。この透明導電膜２上
にレジスト膜９を形成することによって，透明導電膜２上に導電パターンを形成すること
ができる。
【００２８】
従来の方法では，透明絶縁基板１の片面全体にスパッタリング法等によってＩＴＯ等の透
明導電膜２を形成し，次いで所定のパターンを得るため湿式エッチングにより不要な部分
を除去していた。しかしながら，本発明にかかるタッチ側基板２０は，透明絶縁基板１を
取り除き，円偏光板５上に透明導電膜２を形成しているので，耐薬品性に劣る円偏光板５
をエッチング液に浸積することはできない。また，この円偏光板５は，水分にも極めて弱
いという性質を有するため，湿式処理をおこなうこともできない。このため，本発明にお
いては，円偏光板５上の透明導電膜２の不必要な部分にレジスト膜９を形成する乾式プロ
セスによりパターニングをおこなう方法を採用した。
【００２９】
一方，円偏光板５は，耐熱性に関しても１００℃程度が限界であるため，加熱硬化タイプ
のレジストインクを用いる場合は，１００℃以下の温度で硬化することが条件とされる。
したがって，この温度条件を満たす限りは，紫外線照射により硬化するレジストインク，
または，熱と紫外線を併用して硬化するタイプのレジストインクのいずれを用いても良い
。たとえば，メンブレンスイッチやキーボードなどに使用されるレジストインクをレジス
ト膜用材料として採用することができる。
【００３０】
次に，レジスト膜９を形成して導電膜パターンを形成したタッチ側基板２０に，１００℃
以下の温度で硬化または乾燥可能な銀ペーストを導電膜パターンの所定の位置に印刷した
後，１００℃の以下の温度で熱処理をおこなって硬化させる。このように，透明導電膜か
らの電極引き出し回路用の銀電極８を形成する。
【００３１】
従来の方法においては，透明絶縁基板１上の所定位置に印刷された導電性ペーストを１２
０℃以上の温度で乾燥および硬化していた。しかしながら，上記説明したように，耐熱性
に劣る円偏向板５を，１２０℃以上の温度で熱処理をおこなうことができないため，本発
明においては，１００℃以下で硬化または乾燥する導電性ペーストを電極用の材料として
採用し，円偏光板５上に印刷された導電性ペーストを１００℃以下の温度で熱硬化処理す
ることにより銀電極８を形成する方法を採用した。
【００３２】
一方，ディスプレイ側基板３０は，偏向性のないまたは少ない透明絶縁基板であるガラス
板７を基材として用い，スパッタリング法，ＣＶＤ法，真空蒸着法，イオンプレーテイン
グ法などの薄膜形成手段によって，透明導電膜１１を成膜する。次に，成膜した透明導電
膜１１を，例えば，面状パターン（アナログ方式），帯状パターン（マトリックス式）な
どの所定の導電パターン形成するため，不必要な部分をエッチングにより除去してパター
ニングをおこなう。そして，該パターンの所定の位置に銀ペーストを印刷し，乾燥するこ
とによって，透明導電膜１１からの電極引き出し回路用の銀電極８を形成する。このよう
に，ディスプレイ側基板３０を作製した。
【００３３】
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すなわち，ディスプレイ側基板３０については，従来の低反射型抵抗膜式タッチパネルと
同様のディスプレイ側基板を用いているので，同様の方法で作製することができる。
【００３４】
そして，このディスプレイ側基板３０の側部に，１００℃以下で硬化可能な接着剤１０を
印刷塗布した後，透明導電膜２，１１が対向するように，前記タッチ側基板を重積する。
この重積したタッチ側基板２０とディスプレイ側基板３０を，１００℃以下の温度で接着
剤１０を硬化することにより両者を接着することができる。
【００３５】
このように，タッチ側基板２０とディスプレイ基板３０とを接着する際においても，タッ
チ側基板２０の基材である円偏光板５の耐熱性が問題となるため，１００℃以下の温度で
硬化する接着剤１０を採用し，１００℃以下の温度で熱処理をおこなう。
【００３６】
また，本実施形態においては，レジスト膜９上に接着剤１０を塗布して接着しているが，
図３に示すように，タッチ側基板２０と接着する部分にはレジスト膜９は形成せずに，直
接，透明導電膜２を接着剤１０により接着することも可能である。この方法によれば，両
基板が強固に接着されるので信頼性が向上する。
【００３７】
タッチ側基板とディスプレイ側基板とを接着するためには，１００℃以下の温度で接着す
ることができればよいので，図４に示すように，接着剤１０に代わり両面テープ１２や粘
着のりを使用して接着することによっても実施可能である。
【００３８】
最後に，タッチ側基板２０を重積したディスプレイ基板３０の透明絶縁基板７の裏面に位
相差板６を貼合することによって，本発明にかかる低反射型抵抗膜方式タッチパネルを得
ることができる。
【００３９】
【実施例】
以下，上記に説明した製造方法に基づき製造した低反射型抵抗膜式タッチパネルの実施例
について説明する。
【００４０】
まず，タッチ用基板２０は，位相差板３と直線偏光板４を所定の貼り付け工程によって貼
り付けた円偏光板５を基材として，円偏光板５の位相差板３側に薄膜形成手段によってＩ
ＴＯ膜２を成膜した。そして，成膜したＩＴＯ膜２を，１００℃以下の温度で硬化可能な
熱硬化型レジストインキを不必要な部分に印刷したのち，１００℃の温度で３０分間の熱
硬化処理を行って，レジスト膜９を形成することによって，ＩＴＯ膜２上に所定の導電パ
ターンを形成した。
【００４１】
次に，レジスト膜９を形成して導電膜パターンを形成したタッチ側基板２０に，１００℃
以下の温度で硬化可能な銀ペーストを導電膜パターンの所定の位置に印刷した後，１００
℃の温度で３０分間の熱処理をおこなって硬化させて，透明導電膜２からの電極引き出し
回路用の銀電極８を形成した。
【００４２】
一方，ディスプレイ側基板３０は，透明絶縁基板であるガラス板７を基板として薄膜形成
手段によって，透明導電膜であるＩＴＯ膜１１を成膜した。次に，成膜したＩＴＯ膜１１
を，所定の導電パターン形成するため，不必要な部分をエッチングにより除去してパター
ニングをおこなった。そして，ＩＴ０膜１１の導電パターンの所定の位置に銀ペーストを
印刷し，乾燥することによって，ＩＴＯ膜１１からの電極引き出し回路用の銀電極８を形
成して，ディスプレイ側基板３０を作製した。
【００４３】
次に，前記ディスプレイ側基板３０の側部に，８０℃の温度で６０分で硬化することが可
能なエポキシ系の接着剤１１を印刷塗布した後，ＩＴＯ膜２，１１が対向するように，前
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記タッチ側基板を重積した。そして，この重積したタッチ側基板２０とディスプレイ側基
板３０を，８０℃の温度で６０分の熱処理をおこない接着剤１０の硬化をおこなった。
【００４４】
最後に，ディスプレイ側基板３０の裏面に位相差板６を貼合して，低反射型抵抗膜方式タ
ッチパネルを得た。
【００４５】
この方法で製造した低反射型抵抗膜方式タッチパネルは，従来の構造をもったものと比べ
て歩留りが向上し，生産性も良好なものとなった。また，タッチ側基板２０では，透明絶
縁基板１を使用しなくなったため，画像品位と透過率が向上する効果も得られた。
【００４６】
以上，添付図面を参照しながら本発明に基づいて構成された低反射型抵抗膜式タッチパネ
ルおよびその製造方法の好適な実施形態について説明したが，本発明はかかる例に限定さ
れない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範幅内において各種
の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それらについても当然に本発明
の技術的範囲に属するものと了解される。
【００４７】
例えば，上記実施の形態においては，透明導電膜をレジスト膜から構成する例を示したが
，本発明はかかる例に限定されない。例えば，耐熱性に劣る円偏光板を使用する場合には
，熱硬化が必要なレジスト膜を使用せずに，円偏向板に透明導電インクを印刷した後，１
００℃以下の温度乾燥することにより，導電パターンを形成することも可能である。
【００４８】
さらに，上記実施の形態においては，ディスプレイ側基板とタッチ側基板とが相対向配置
されて成る低反射型抵抗膜式タッチパネルを例に挙げて本発明を説明したが，本発明はか
かる例に限定されない。本発明は，透明基板に透明導電膜を形成するあらゆる用途に適用
することが可能であり，その場合にも，上記実施の形態と同様に，透明導電膜の導電パタ
ーンを１００℃以下で硬化するレジスト膜あるいは１００℃以下で乾燥する透明導電イン
クで形成し，その後，１００℃以下の温度で硬化または乾燥可能な導電ペーストを熱処理
することで引き出し電極を形成することができる。
【００４９】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように，本発明においては，導電パターンを形成している透明導
電膜と透明導電膜からの電極引き出し回路用の電極部とを有するディスプレイ側基板とタ
ッチ側基板とが，前記透明導電膜が対向するように配置されて接着されている低反射型抵
抗膜式タッチパネルにおいて，直線偏光板を積層した位相差板の反対面に透明導電膜を形
成しているタッチ側基板と，透明導電膜を積層した透明絶縁基板の反対面に位相差板を形
成しているディスプレイ側基板とからなる構成を採用したので，高価な透明絶縁基材を１
枚省略することができ，生産コストの低減を図ることができた。また，タッチパネルを搭
載するディスプレイから入射された光が透明絶縁性基板を通過しなくなる分だけ，タッチ
側基板の透過率が向上し、良好な画像品位が得られた。
【００５０】
また，本発明においては，導電パターンを形成している透明導電膜と透明導電膜からの電
極引き出し回路用の電極部とを有するディスプレイ側基板とタッチ側基板とが，前記透明
導電膜が対向するように配置されて接着されている低反射型抵抗膜式タッチパネルの製造
方法において，直線偏光板を積層した位相差板に透明導電膜を形成する工程と，前記透明
導電膜上に導電パターンを形成するために１００℃以下の温度で硬化するレジストインク
を塗布する工程と，前記透明導電膜上に塗布したレジストインクを１００℃以下の温度の
硬化させてタッチ側基板の導電パターンを形成するためのレジスト膜を形成する工程と，
前記導電パターンを形成している透明導電膜の所定の位置に１００℃以下の温度で硬化ま
たは乾燥可能な導電ペーストを塗布する工程と，前記塗布した導電ペーストを１００℃以
下の温度の熱処理によって硬化させてタッチ側基板の透明導電膜の回路引き出し用の電極
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部を形成する工程とを有する構成を採用したので，円偏光板と透明絶縁基板の貼合工程を
省略することができるので，生産性と歩留りの向上の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される低反射型抵抗膜式タッチパネルのタッチ側基板の構成を示し
た断面図である。
【図２】本発明が適用される低反射型抵抗膜式タッチパネルの構造を示した断面図である
。
【図３】レジスト膜を形成しない部分で基板を接着した低反射型抵抗膜式タッチパネルの
構造を示した断面図である。
【図４】両面テープで基板を接着した低反射型抵抗膜式タッチパネルの構造を示した断面
図である。
【図５】従来の低反射型抵抗膜式タッチパネルのタッチ側基板の構成を示した断面図であ
る。
【符号の説明】
１　透明絶縁基板
２　透明導電膜
３　位相差板
４　直線偏光板
５　円偏光板
６　位相差板
７　ガラス板（透明絶縁基板）
８　銀電極
９　レジスト膜
１０　接着剤
１１　透明導電膜
１２　両面テープ
２０　タッチ側基板
３０　ディスプレイ側基板
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