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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
　硬質の基板と、複数の第１軸方向導電集成部品と、複数の第１軸方向導電線と、複数の
第２軸方向導電集成部品と、複数の第２軸方向導電線と、複数の絶縁体と、を備え、
　前記第１軸方向導電集成部品は、第１軸方向に沿って硬質の基板の基板表面上に配置さ
れる複数の第１軸方向導電セルを備え、
　前記第１軸方向導電線は、
　前記第１軸方向導電集成部品の前記第１軸方向導電セルが互いに電気的に接続されるよ
うに、前記第１軸方向導電集成部品の隣接する前記第１軸方向導電セルをそれぞれ接続し
、
　前記第２軸方向導電集成部品は、
　第２軸方向に沿って前記硬質の基板の前記基板表面上に配置される複数の第２軸方向導
電セルを備え、
　前記第２軸方向導電線は、
　前記第２軸方向導電集成部品の前記第２軸方向導電セルが互いに電気的に接続されるよ
うに、前記第２軸方向導電集成部品の隣接する前記第２軸方向導電セルをそれぞれ接続し
、
　前記絶縁体は、
　前記第１軸方向導電集成部品および前記第２軸方向導電集成部品の間の電気的な接続を
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絶縁するように、前記第１軸方向導電セル上に形成され、
　隣接する前記第１軸方向導電セルの少なくとも一部に前記第２軸方向導電線が重ね合わ
されると共に、前記第２軸方向導電線および隣接する前記第１軸方向導電セルの間の電気
的な接続を前記絶縁体が絶縁し、
　前記絶縁体上に電気的接続要素を備え、
　前記第２軸方向導電線は、隣接する前記第２軸方向導電セルを接続する少なくとも２つ
の分離された枝を備え、前記２つの枝は、前記電気的接続要素に接続することを通して互
いに電気的に接続され、
　前記第１軸方向導電セルおよび前記第２軸方向導電セルの間の静電容量効果が測定され
てタッチ位置を検知する、
導電模様構造。
【請求項２】
　前記第２軸方向導電線は直線または非直線である、
請求項１に記載の導電模様構造。
【請求項３】
　少なくとも２つの前記第２軸方向導電線が、前記隣接する第２軸方向導電セルを接続す
る、
請求項１または２に記載の導電模様構造。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの第２軸方向導電線を、隣接する前記第１軸方向導電セルのうちの
同一の前記第１軸方向導電セルに重ね合わせる
請求項３に記載の導電模様構造。
【請求項５】
　前記少なくとも２つの第２軸方向導電線を、隣接する前記第１軸方向導電セルのうちの
異なる前記第１軸方向導電セルにそれぞれ重ね合わせ、前記第１軸方向導電線を前記少な
くとも２つの前記第２軸方向導電線の間に位置させる、
請求項３または４に記載の導電模様構造。
【請求項６】
　各前記第２軸方向導電線を、隣接する前記第２軸方向導電セルの少なくとも一部に重ね
合わせる、
請求項１～５いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項７】
　前記第１軸方向導電線および前記第２軸方向導電線は、互いに横切らない、
請求項１～６いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項８】
　前記第１軸方向導電セルおよび前記第２軸方向導電セルは透明導電材料で作られる、
請求項１～７いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項９】
　前記硬質の基板の前記基板表面上に形成される複数の第１軸方向信号伝送線および複数
の第２軸方向信号伝送線をさらに備え、前記第１軸方向信号伝送線は前記第１軸方向導電
集成部品のそれぞれに接続し、前記第２軸方向信号伝送線は前記第２軸方向導電集成部品
のそれぞれに接続する、
請求項１～８いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項１０】
　前記導電模様構造は、ディスプレイパネル上に配置可能であると共に前記ディスプレイ
上に示される図形が前記導電模様構造を通して視認可能である、
請求項１～９いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項１１】
　静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
　硬質の基板と、複数の第１軸方向導電集成部品と、複数の第１軸方向導電線と、複数の
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第２軸方向導電集成部品と、複数の第２軸方向導電線と、複数の電気的接続要素と、複数
の絶縁体と、を備え、
　前記第１軸方向導電集成部品は、第１軸方向に沿って硬質の基板の基板表面上に配置さ
れる複数の第１軸方向導電セルを備え、
　前記第１軸方向導電線は、
　前記第１軸方向導電集成部品の前記第１軸方向導電セルが互いに電気的に接続されるよ
うに、前記第１軸方向導電集成部品の隣接する前記第１軸方向導電セルをそれぞれ接続し
、
　前記第２軸方向導電集成部品は、
　第２軸方向に沿って前記硬質の基板の前記基板表面上に配置される複数の第２軸方向導
電セルを備え、
　前記電気的接続要素は、
　隣接する前記第１軸方向導電セルの間に配置され、
　前記第２軸方向導電線は、
　前記第２軸方向導電集成部品の前記第２軸方向導電セルが互いに電気的に接続されるよ
うに、前記電気的接続要素を通って接続することで、前記第２軸方向導電集成部品の隣接
する前記第２軸方向導電セルをそれぞれ接続し、
　前記第２軸方向導電線は、
　隣接する前記第２軸方向導電セルを接続する少なくとも２つの分離された枝を備え、
　前記２つの枝は、
　前記電気的接続要素を通って接続することで互いに電気的に接続され、
　前記絶縁体は、
　前記第１軸方向導電集成部品および前記第２軸方向導電集成部品の間の電気的な接続を
絶縁し、
　前記電気的接続要素および隣接する前記第１軸方向導電セルの間に配置される前記絶縁
体がこれらの間の電気的な接続を絶縁する、
導電模様構造。
【請求項１２】
　少なくとも２つの前記第２軸方向導電線が、隣接する前記第２軸方向導電セルを接続す
る、
請求項１１に記載の導電模様構造。
【請求項１３】
　前記少なくとも２つの前記第２軸方向導電線を、同一の前記電気的接続要素に重ね合わ
せる、
請求項１２に記載の導電模様構造。
【請求項１４】
　前記少なくとも２つの前記第２軸方向導電線を、隣接する前記第１軸方向導電セルのう
ちの異なる前記第１軸方向導電セルにそれぞれ重ね合わせ、前記第１軸方向導電線を前記
少なくとも２つの前記第２軸方向導電線の間に位置させる、
請求項１２または１３に記載の導電模様構造。
【請求項１５】
　静電容量式タッチパネルの導電模様構造であって、
　硬質の基板と、複数の第１軸方向導電集成部品と、複数の第１軸方向導電線と、複数の
第２軸方向導電集成部品と、複数の第２軸方向導電線と、複数の電気的接続要素と、複数
の絶縁体と、を備え、
　前記第１軸方向導電集成部品は、第１軸方向に沿って硬質の基板の基板表面上に配置さ
れる複数の第１軸方向導電セルを備え、
　前記第１軸方向導電セルは、
　ウィンドウ(window)を備え、
　前記第１軸方向導電線は、
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　前記第１軸方向導電集成部品の前記第１軸方向導電セルが互いに電気的に接続されるよ
うに、前記第１軸方向導電集成部品の隣接する前記第１軸方向導電セルをそれぞれ接続し
、
　前記第２軸方向導電集成部品は、
　第２軸方向に沿って前記硬質の基板の前記基板表面上に配置される複数の第２軸方向導
電セルを備え、
　前記電気的接続要素は、
　前記第１軸方向導電セルの前記ウィンドウ(window)に配置され、
　前記第２軸方向導電線は、
　前記第２軸方向導電集成部品の前記第２軸方向導電セルが互いに電気的に接続されるよ
うに、前記電気的接続要素を通って接続することで、前記第２軸方向導電集成部品の隣接
する前記第２軸方向導電セルをそれぞれ接続し、
　前記第２軸方向導電線は、
　隣接する前記第２軸方向導電セルを接続する少なくとも２つの分離された枝を備え、
　前記２つの枝は、
　前記電気的接続要素を通って接続することで互いに電気的に接続され、
　前記絶縁体は、
　前記第１軸方向導電集成部品および前記第２軸方向導電集成部品の間の電気的な接続を
絶縁するために前記枝と前記第１軸方向導電セルとの間に配置され、前記枝と前記電気的
接続要素との間及び前記枝と前記第２軸方向導電セルとの間に配置されておらず、
　隣接する前記第１軸方向導電セルの少なくとも一部に前記第２軸方向導電線が重ね合わ
されると共に、前記第２軸方向導電線および隣接する前記第１軸方向導電セルの間の電気
的な接続を前記絶縁体が絶縁する、
導電模様構造。
【請求項１６】
　少なくとも２つの前記第２軸方向導電線が、前記隣接する第２軸方向導電セルを接続す
る、
請求項１５に記載の導電模様構造。
【請求項１７】
　前記少なくとも２つの第２軸方向導電線を、隣接する前記第１軸方向導電セルのうちの
同一の前記第１軸方向導電セルに重ね合わせる、
請求項１６に記載の導電模様構造。
【請求項１８】
　前記少なくとも２つの第２軸方向導電線を、隣接する前記第１軸方向導電セルのうちの
異なる前記第１軸方向導電セルにそれぞれ重ね合わせ、前記第１軸方向導電線を前記少な
くとも２つの前記第２軸方向導電線の間に位置させる、
請求項１５または１６に記載の導電模様構造。
【請求項１９】
　前記第１軸方向導電セルおよび前記電気的接続要素が電気的に接続しないように、前記
第１軸方向導電セルおよび前記電気的接続要素の間に隙間が形成される、
請求項１５～１８いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項２０】
　前記ウィンドウ(window)および前記電気的接続要素の両方が、幾何学的形状の輪郭を有
する、
請求項１５～１９いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項２１】
　前記第１軸方向導電セルおよび前記第２軸方向導電セルは透明導電材料で作られる、
請求項１１～２０いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項２２】
　前記第１軸方向導電セルおよび前記第２軸方向導電セルの間の静電容量効果が測定され
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てタッチ位置を検知する、
請求項１１～２１いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項２３】
　前記基板は硬質の基板である、
請求項１１～２２いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項２４】
　前記硬質の基板の前記基板表面上に形成される複数の第１軸方向信号伝送線および複数
の第２軸方向信号伝送線をさらに備え、前記第１軸方向信号伝送線は前記第１軸方向導電
集成部品に接続し、前記第２軸方向信号伝送線は前記第２軸方向導電集成部品に接続する
、
請求項１１～２３いずれか１項に記載の導電模様構造。
【請求項２５】
　前記導電模様構造は、ディスプレイパネル上に配置可能であると共に前記ディスプレイ
上に示される図形が前記導電模様構造を通して視認可能である、
請求項１１～２４いずれか１項に記載の導電模様構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は、タッチパネルデバイスに関し、特に、静電容量式タッチパネルの
導電模様構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　家電製品、通信製品、および電子情報製品の分野において、タッチパネルが幅広く応用
されている。タッチパネルの一般的な応用の例としては、携帯情報端末(ＰＤＡ)の入力イ
ンタフェース、電化製品、または遊戯機器などがある。タッチパネルおよびディスプレイ
パネルの統合の現在のトレンドは、ユーザが指またはタッチペンを利用してパネル上の制
御アイコンを指すことで、ＰＤＡ、電化製品、遊戯機器などでの所望の機能を実行するこ
とを実現することである。タッチパネルはまた、公共情報問合せシステムに適用して、公
衆に効率的な操作を提供する。
【０００３】
　従来のタッチパネルは、基板を有し、その基板の表面上にユーザの指またはタッチペン
のタッチに関連する信号を感知する感知領域が区分されて、入力および制御を実現する。
感知領域は、例えば、酸化インヂウム・スズ（ＩＴＯ）のような透明導電膜で作られ、デ
ィスプレイ上に示される特定の位置に対応する透明導電膜をユーザがタッチして、デバイ
スの操作を実現する。
【０００４】
　最も一般的に知られる種類のタッチパネルは、抵抗膜方式タッチパネル、静電容量式タ
ッチパネル、赤外線感知式タッチパネル、電磁気感知式タッチパネル、超音波感知式タッ
チパネルを含む。静電容量式タッチパネルは、透明電極および人体の静電気の間に引き起
こされる静電容量の変化を利用して電流を発生し、タッチ位置が特定される。静電容量式
タッチパネルは、光透過性、硬度、精度、応答時間、タッチサイクル、動作温度、および
初期フォース(force)における優位性を持ち、このため、現在では最も一般的に利用され
ている。
【０００５】
　ユーザが指またはタッチペンでタッチパネルをタッチした位置を検知するために、様々
な静電容量式タッチパネル技術が開発されている。例えば、特許文献１は、タッチ感知表
面上の位置を検知する、格子型のタッチ感知システムを開示する。その格子型のタッチ感
知システムは、２つの静電容量層を含み、その間は絶縁材料によって離される。各層は実
質的に平行な導電要素を含み、２つの感知層の導電要素は実質的に相互に垂直である。各
導電要素は、狭い幅の長方形状の導電の帯によって一緒に接続された、一連のダイヤモン
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ド形状のパッチ（patch）を備える。任意の各感知層の導電要素は、対応するリード線の
集合のリード線に、片側または両側の端部で電気的に接続される。制御回路もまた含まれ
て、リード線の対応する集合を通って導電要素の両側の端部に対する誘導信号を提供し、
表面上にタッチが発生した時に感知要素によって生成される感知信号を受信し、そして、
各層における影響されたバーの位置を決定する。
【０００６】
　特許文献２は、タッチ感知スイッチングセルの配列を備える静電容量式タッチパネルを
開示する。各スイッチングセルは、第１および第２の系列の対を含み、第１および第２の
系列の対は、共通信号源によって電圧が印加されるコンデンサに接続される。スイッチン
グセルの配列が配置されて、第１のコンデンサの対が、スイッチングセルの第１のグルー
プにおいて、例えば列のように、対応する第１の複数の信号検出器に接続される。第２の
コンデンサの対が、スイッチングセルの第２のグループにおいて、例えば行のように、対
応する第２の複数の信号検出器に接続される。人体、または選択スイッチングセルを作動
させる他のタッチ静電気の手法によって、単一のスイッチングセルのコンデンサの各対の
接点が選択的にアースに連結される。
【０００７】
　特許文献３は、静電容量式の変化感知のタッチ感知配列システムを開示する。そのシス
テムは、電極、駆動線の配列、駆動信号生成器、および感知線の配列を含む。各電極は導
電タブに接続されて、電極配列の行または列のいずれかを形成する。各駆動線は複数の電
極と容量性結合されている。駆動信号生成器は、駆動線に対する交流信号パケットを生成
および印加する。感知線は複数の電極と容量性結合され、駆動信号が駆動線に印加された
時に、電極から信号が発生する。電極の個数は、駆動線の個数および感知線の個数の積に
等しい。マイクロプロセッサは、感知線上の信号から発生する値に基づいて操作者による
タッチに関連する情報を提供する。
【０００８】
　特許文献４は、タッチ感知パッド上の導電物体によってなされた位置を認識する方法を
開示する。ホストの制御回路に信号が送られて、タッチ位置を特定する。特許文献５およ
び特許文献６は、同一の技術を開示する。
【０００９】
　特許文献７は、透明、静電容量式感知システム、特に、電子デバイスへの入力に十分適
した静電容量式感知システムを開示する。静電容量式センサは、グラフィカルユーザイン
ターフェイスの入力デバイスとしてさらに利用され、特に、ＬＣＤスクリーンのようなデ
ィスプレイデバイスの上に重ねあわせられると、ディスプレイ上の指の位置やタッチエリ
アを感知する。
【００１０】
　特許文献８は、検知エリア近くに位置する物体、およびデバイスと統合する透明キーボ
ードの位置を見つけるバイスを開示する。デバイスは、互いに並行に伸びて検知エリアへ
と伸びる線を形成するように接続される、第１の検知領域の集合と、前記線に対して垂直
に伸びる列を形成するように互いに接続される、第２の検知領域の集合と、前記線および
列に電気信号を印加する走査デバイスと、走査デバイスを用いて物体の位置検知手段と、
を備える。
【００１１】
　特許文献９は、アンテナが形成された表面を含む、マルチユーザタッチシステムを開示
する。送信機は、一意に特定可能な信号を各アンテナに送信する。受信機は、別のユーザ
に対して容量性結合され、一意に特定可能な信号を受信する。プロセッサは、任意のアン
テナをマルチユーザが同時にタッチした時に、特定のアンテナを特定のユーザに関連付け
る。
【００１２】
　特許文献１０は、ユニタリディスプレイおよび感知デバイスを開示し、ユニタリディス
プレイおよび感知デバイスは、フラットパネルディスプレイスクリーン上の入力を検知す
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る、液晶ディスプレイモジュールの液晶ディスプレイモジュール要素を統合する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第６９７０１６０号明細書
【特許文献２】米国特許第４２３３５２２号明細書
【特許文献３】米国特許第４７３３２２２号明細書
【特許文献４】米国特許第５８８０４１１号明細書
【特許文献５】米国特許第６４１４６７１号明細書
【特許文献６】米国特許第５３７４７８７号明細書
【特許文献７】米国特許第７０３０８６０号明細書
【特許文献８】米国特許第５４５９４６３号明細書
【特許文献９】米国特許第６４９８５９０号明細書
【特許文献１０】米国特許第５８４７６９０号明細書
【特許文献１１】台湾特許出願公開第２０１１２０７１４号明細書
【特許文献１２】台湾特許出願公開第２０１１０７８２６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上述したいずれの従来技術も、タッチパネル上のユーザのタッチ検知に関する技術を提
供し、いずれもタッチ感知構造を備えている。
【００１５】
　しかしながら、これらの公知のデバイスはいずれも、２つの静電容量式感知層は、各層
間の静電容量効果を実現するための絶縁材料を用いて、互いに間隔をあけて配置される。
このため、パネルの構造がとても厚くなり、小型化のトレンドに反するものである。
【００１６】
　さらに、従来の静電容量式タッチパネルは、２つの静電容量式感知層がその表面上にそ
れぞれ形成される、基板を備えている。これに関連して、バイアスとして作用するホール
が基板上に形成される必要があり、また、回路層も採用されて感知層の導電要素に適切に
接続する必要がある。このため、静電容量式タッチパネルの製造を複雑化する。
【００１７】
　従って、上述した従来の静電容量式タッチパネルの欠点を克服する静電容量式タッチパ
ネルが求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、上述した問題を考慮してなされたものであり、一つの目的は、薄型の導電模
様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することである。また、本発明の他の目的
は、製造を簡単化させた導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供することで
ある。
【００１９】
　本発明の一つの目的は、薄型の導電模様構造を備える静電容量式タッチパネルを提供す
ることである。その導電模様構造は、複数の第１軸方向導電集成部品および複数の第２軸
方向導電集成部品を含む。各導電集成部品は、導電線によって相互接続される複数の導電
セルを有する。異なる軸方向に伸びる導電線は、絶縁層によって互いに絶縁される。
【００２０】
　本発明の他の目的は、製造を簡単化させた導電模様構造を備える静電容量式タッチパネ
ルを提供することである。その導電模様構造は、第１軸方向導電集成部品および第２軸方
向導電集成部品を含む。第１軸方向導電集成部品および第２軸方向導電集成部品は、導電
線によって接続される導電セルをそれぞれ有する。一般的な透明導電層を製造する公知の
プロセスによって、導電セルおよび導電線が基板の同一の表面上に形成され、ユーザがタ
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ッチパネルの表面をタッチした時、ユーザによってタッチされる第１軸方向導電集成部品
および第２軸方向導電集成部品が、その隣接する導電セルの間に静電容量効果を発生する
。
【００２１】
　本発明によれば、上述した従来の静電容量式タッチパネルの欠点を克服する解決手法と
して、基板の表面上に導電模様構造が形成されて、その導電模様構造は、複数の第１軸方
向導電集成部品および複数の第２軸方向導電集成部品を備える。第１軸方向導電集成部品
と第２軸方向導電集成部品は、互いに実質的に垂直する方向にそれぞれ伸び、複数の第１
軸方向導電セルおよび複数の第２軸方向導電セルをそれぞれ有する。第１軸方向導電線は
第１軸方向に沿って第１軸方向導電セルを相互に接続し、第２軸方向導電線は第２軸方向
に沿って第２軸方向導電セルを相互に接続する。絶縁層が提供されて第１軸方向導電線の
表面を覆い、対応する第２軸方向導電線から第１軸方向導電線を絶縁する。第１軸方向導
電線および第２軸方向導電線は、実質的に等距離間隔で配置され、基板は硬質の基板とす
ることができる。
【００２２】
　本発明によれば、静電容量式タッチパネルの導電模様構造は、複数の第１軸方向導電集
成部品および複数の第２軸方向導電集成部品を備え、これら導電集成部品が基板の同一の
表面上に形成される。これによって、構造の簡単化と構造の厚さの減少を実現できる。
互いに隣接する第１軸方向導電集成部品の導電セルおよび第２軸方向導電集成部品の導電
セルが、ユーザの指によってタッチされた時に、ユーザの指がタッチした隣接する導電セ
ルのエリアに応じて静電容量効果が発生し、次いで、ユーザの指がタッチしたタッチパネ
ルの位置を制御回路が特定する。
【００２３】
　導電模様構造の第１軸方向導電集成部品および第２軸方向導電集成部品は、一般的な回
路配置技術によって基板の表面の１つの表面上のみに形成される。これによって、本発明
は、良品率が高く、製造コストが低く、簡単なプロセスで実現できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、薄型で、また、製造を簡単化させた導電模様構造を備える静電容量式
タッチパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面図
である。
【図２】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の部分立体図である。
【図３】第２図中の３-３断面の断面図である。
【図４】第２図中の４-４断面の断面図である。
【図５】本発明の静電容量式タッチパネルのある位置エリアをユーザの指がタッチした時
のイメージ図である。
【図６】本発明の静電容量式タッチパネルの別の位置エリアをユーザの指がタッチした時
のイメージ図である。
【図７】複数の第１軸方向導電セル、第１軸方向導電線、信号伝送線、および第２軸方向
導電セルが基板の表面上に形成された平面イメージ図である。
【図８】図７のステップの後に、第１軸方向導電線の導電線表面上に絶縁層が形成された
平面イメージ図である。
【図９】図８のステップの後に、第２軸方向導電線が基板表面上に形成されて、同一の第
２軸方向導電集成部品の隣接する第２軸方向導電セルの対の間を接続する平面イメージ図
である。
【図１０】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第２の実施の形態の平面
図である。
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【図１１】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第３の実施の形態の平面
図である。
【図１２】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第４の実施の形態の平面
図である。
【図１３】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第５の実施の形態の平面
図である。
【図１４】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第６の実施の形態の平面
図である。
【図１５】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第７の実施の形態の平面
図である。
【図１６】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第８の実施の形態の平面
図である。
【図１７】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第９の実施の形態の平面
図である。
【図１８】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第１０の実施の形態の平
面図である。
【図１９】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第１１の実施の形態の平
面図である。
【図２０】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第１２の実施の形態の平
面図である。
【図２１】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第１３の実施の形態の平
面図である。
【図２２】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第１４の実施の形態の平
面図である。
【図２３】本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第１５の実施の形態の平
面図である。
【図２４】本発明の導電模様構造を有する電子デバイスのイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　当業者は、以下で参照する図面が説明の目的のみのためのものであるということを理解
する。図面は、本出願の教示のスコープを限定することを決して意図するものではない。
同様の符号は、複数の図面を通して、対応する部分を指定する。
【００２７】
　図１は、本発明の第１の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平面
イメージ図である。図２は、本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の部分立体
図である。導電模様構造は、通常、参照符号１２を用いて指定して、基板１の基板表面１
１上に形成する。
【００２８】
　導電模様構造１２は、第１軸方向に沿って伸びる複数の導電集成部品（第１軸方向導電
集成部品１３として参照する。）と、第２軸方向に沿って伸びる複数の導電集成部品（第
２軸方向導電集成部品１４として参照する。）と、を備える。第１軸方向導電集成部品１
３のそれぞれは他の第１軸方向導電集成部品１３に対して平行し、第２軸方向導電集成部
品１４のそれぞれは他の第２軸方向導電集成部品１４に対して平行して位置する。第１軸
方向導電集成部品１３は、第２軸方向導電集成部品１４に実質的に垂直して位置する。
【００２９】
　なお、第１軸方向導電集成部品１３および第２軸方向導電集成部品１４は、図面に例示
する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板１の基板表面１１上に配置
できることが理解される。
【００３０】
　各第１軸方向導電集成部品１３は、複数の第１軸方向導電セル１３１から構成される。
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各第１軸方向導電セル１３１は、第１軸方向（図においてＸで指定する。）に沿って実質
的に等距離間隔で基板１の基板表面１１上に並べられる。隣接する第１軸方向導電集成部
品１３の間と、隣接する２つの第１軸方向導電セル１３１の間と、の間には、第２軸方向
導電セル配置スペース１５を定義する。
【００３１】
　第１軸方向導電線１３２は、第１軸Ｘに沿って位置する、隣接する第１軸方向導電セル
１３１の間を接続する。これによって、第１軸方向Ｘに沿って配置される第１軸方向導電
セル１３１を電気的に一緒に接続して、第１軸方向導電集成部品１３を形成する。言い換
えると、同一の第１軸方向導電集成部品１３の第１軸方向導電セル１３１は、第１軸方向
導電線１３２によって直列に一緒に接続される。各第１軸方向導電集成部品１３は、回路
板に配置された制御回路（回路版および制御回路ともに不図示）に信号を伝送する信号伝
送線１６ａに、さらに接続される。
【００３２】
　各第１軸方向導電線１３２は、絶縁層１７によって覆われた導電線表面１３３を有する
。絶縁層１７は、電気絶縁特性を有する材料で作られて、好ましくは透明の絶縁材料（例
えば二酸化ケイ素等）である。
【００３３】
　各第２軸方向導電集成部品１４は、複数の第２軸方向導電セル１４１から構成される。
各第２軸方向導電セル１４１は、第２軸方向（図においてＹで指定する。）に沿って実質
的に等距離間隔で基板１の基板表面１１上に並べられる。各第２軸方向導電セル１４１は
、第２軸方向導電セル配置スペース１５にそれぞれ配置される。
【００３４】
　第２軸方向導電線１４２は、第２軸Ｙに沿って位置する、隣接する第２軸方向導電セル
１４１の間を接続する。これによって、第２軸方向Ｙに沿う第２軸方向導電セル１４１が
電気的に一緒に接続されて、第２軸方向導電集成部品１４を形成する。言い換えると、同
一の第２軸方向導電集成部品１４の第２軸方向導電セル１４１は、第２軸方向導電線１４
２によって直列に一緒に接続される。各第２軸方向導電集成部品１４は、制御回路に信号
を伝送する信号伝送線１６ｂに、さらに接続される。
【００３５】
　図３は図２中の３－３断面の断面図であり、図４は図２中の４－４断面の断面図である
。第１軸方向導電セル１３１、第１軸方向導電線１３２、第２軸方向導電セル１４１、第
２軸方向導電線１４２は、透明導電材料で作られている。第１軸方向導電線１３２と第２
軸方向導電線１４２の間に絶縁層１７を配置する。これにより、第２軸方向導電集成部品
１４の隣接する第２軸方向導電セル１４１に接続する第２軸方向導電線１４２が、互いに
絶縁される方法で第１軸方向導電線１３２と交差して伸びる。
【００３６】
　基板１は、例えば、ガラス基板のような硬質の基板とすることができ、第１軸方向導電
集成部品１３、第２軸方向導電集成部品１４、および第１、第２軸方向導電線１３２、１
４２は、透明導電フィルム（例えば酸化インジウムスズＩＴＯ導電層）で作られる。説明
する実施の形態では、第１軸方向導電セル１３１および第２軸方向導電セル１４１の形状
は、六角形の幾何輪郭形状とすることができる。なお、導電セル１３１、１４１の形状を
他の幾何学的輪郭形状とし、有効な導電表面の最適な分布を生じることが理解される。
【００３７】
　
図５はユーザの指が本発明の静電容量式タッチパネル上のある位置エリアをタッチした時
のイメージ図である。図６はユーザの指が本発明の静電容量式タッチパネルの別の位置エ
リアをタッチした時のイメージ図である。図に示している通り、ユーザが指で本発明の静
電容量式タッチパネル上の、Ａで指定されるタッチエリア（位置）Ａをタッチする時、タ
ッチエリアＡによって覆われる第１軸方向導電集成部品１３の第１軸方向導電セル１３１
と第２軸方向導電集成部品１４の第２軸方向導電セル１４１の間に静電容量効果が発生し
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、それによって引き起こされた信号が信号伝送線１６ａ、１６ｂを通って制御回路に伝送
される。制御回路は、次いで計算を実行して基板１の基板表面１１上のどこにタッチエリ
アＡの位置が決められるかを決定する。
【００３８】
　ユーザが指を別のタッチエリアＢに移した時、タッチエリアＢによって覆われる第１軸
方向導電集成部品１３の第１軸方向導電セル１３１と第２軸方向導電集成部品１４の第２
軸方向導電セル１４１の間に静電容量効果が発生し、それによって引き起こされた信号が
信号伝送線１６ａ、１６ｂを通って制御回路に伝送される。制御回路は、次いで計算を実
行して基板１の基板表面１１上のどこにタッチエリアＢの位置が決められるかを決定する
。これにより、導電模様構造がディスプレイパネルに適用されてディスプレイパネル上に
表示される情報がユーザに見える。
【００３９】
　図７および図８は、本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の製造ステップを
説明する平面イメージ図である。図７は、基板表面に複数の第１軸方向導電セル１３１、
第１軸方向導電線１３２、信号伝送線１６ａ、１６ｂ、および第２軸方向導電セル１４１
が形成されている平面イメージ図である。図８は、図７のステップを完成後、基板表面に
絶縁層１７が形成されて各第１軸方向導電線１３２の導電線表面を覆う平面イメージ図で
ある。図９は、図８のステップを完成後、第２軸方向導電線１４２が形成されて、同一の
第２軸方向導電集成部品１４の隣接する第２軸方向導電セル１４２の各対の間を接続し、
それによって、本発明のタッチパネルの導電模様構造の製造を完成する平面イメージ図で
ある。
【００４０】
　導電模様構造１２の製造は、エッチング法、スパッタ法、またはスクリーン印刷技術な
どの任意の公知技術を用いて実行することができる。エッチング法で導電模様構造を製造
する場合を例に、以下に説明する。まず、洗浄済みの基板１の基板表面１１に導電フィル
ム（例えば、酸化インジウムスズＩＴＯ透明導電層）を形成する。その後、スクリーン印
刷法が使用されてエッチングマスク印刷（Etching Mask Printing）を実行する。
【００４１】
　エッチングマスク印刷プロセスの後、基板表面１１上にエッチングが実行され、続いて
膜の剥離（Stripping）が実行される。従って、透明かつ導電特性を有する、第１軸方向
導電集成部品１３の第１軸方向導電セル１３１と、第１軸方向導電線１３２と、第２軸方
向導電集成部品１４の第２軸方向導電セル１４１とが（図７で示しているように）基板表
面１１上に形成される。この時、同一の第１軸方向導電集成部品１３の全ての第１軸方向
導電セル１３１が電気的に一緒に接続され、かつ、第１軸方向導電集成部品１３が複数の
信号伝送線１６ａにさらに接続される。
【００４２】
　その後、図８で示されるように、絶縁層１７が適用されて各第１軸方向導電線１３２の
導電線表面１３３を覆う。次に、印刷技術を用いてマスクが形成されて第２軸方向導電線
１４２の位置を定義する。続いて、透明導電層を塗布して第２軸方向導電線１４２を形成
し、図９に示されるように、第２軸Ｙに沿って隣接する第２軸方向導電セル１４１が第２
軸方向導電線１４２によって互いに接続され、各第２軸方向導電線１４２が絶縁層１７の
表面を横断して伸びる。上述のステップを完成後、同一の第２軸方向導電集成部品１４の
全ての第２軸方向導電セル１４１が電気的に一緒に接続されて、第２軸方向導電集成部品
１４が信号伝送線１６ｂに接続される。
【００４３】
　上述したエッチング法を採用して基板の表面に導電セルおよび導電線を形成する時、導
電模様構造を同様に構成するためには、異なるエッチングマスクによって定義されるエッ
チングエリアによって、異なる模様をエッチングすることができる。例えば、一回目のエ
ッチングのステップでは、第１軸方向導電集成部品１３の第１軸方向導電セル１３１およ
び第１軸方向導電線１３２だけが基板表面１１の上に形成するが、ここで、第２軸方向導
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電集成部品１４の第２軸方向導電セル１４１は形成されない。次いで、同一のエッチング
法が再び採用されて、第２軸方向導電セル１４１および第２軸方向導電線１４２が基板表
面１１の上に形成されて、第２軸方向導電線１４２が対応する絶縁層１７の表面を横断し
て伸びる。
【００４４】
　上述した実施の形態では、第１軸方向導電セルおよび第２軸方向導電セルが、複数の集
成部品の形態で基板上に形成されて、静電容量式タッチパネルの導電模様構造を構成する
。同一の創作精神に基づき、少数の導電セルがまた利用されて、静電容量式タッチパネル
の導電模様構造を構成することができる。
【００４５】
　図１０は、本発明の静電容量式タッチパネルの導電模様構造の、第２の実施の形態の平
面図である。この実施の形態では、２つの隣接する第１軸方向導電セル３１、３２が基板
２の基板表面２１上に形成され、信号伝送線３４が第１軸方向導電セル３２に接続される
。第１軸方向導電線３３が、隣接する第１軸方向導電セル３１、３２の間を接続する。絶
縁層４が、第１軸方向導電線３３の表面上に形成される。
【００４６】
　第１軸方向導電セル３１、３２とは異なる軸方向に沿って、２つの隣接する第２軸方向
導電セル５１、５２が配置される。第２軸方向導電線５３は、絶縁層４の表面を横断して
伸びることで、隣接する第２軸方向導電セル５１、５２の間を接続する。第２軸方向導電
セル５２はまた、信号伝送線５４に接続されている。
【００４７】
　図１１は、本発明の第３の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平
面イメージ図である。導電模様構造は、通常、参照符号６２を用いて指定して、例えばガ
ラス基板のような硬質の基板６の基板表面６１上に形成する。導電模様構造６２は、行列
構造を形成する、複数の第１軸方向導電集成部品６３および複数の第２軸方向導電集成部
品６４を備える。第１軸方向導電集成部品６３のそれぞれは他の第１軸方向導電集成部品
６３に対して平行し、第２軸方向導電集成部品６４のそれぞれは他の第２軸方向導電集成
部品６４に対して平行して位置する。第１軸方向導電集成部品６３は、第２軸方向導電集
成部品６４に実質的に垂直して位置する。
【００４８】
　なお、第１軸方向導電集成部品６３および第２軸方向導電集成部品６４は、図面に例示
する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板６の基板表面６１上に配置
できることが理解される。
【００４９】
　各第１軸方向導電集成部品６３は、複数の第１軸方向導電セル６３１から構成される。
各第１軸方向導電セル６３１は、例えば、垂直方向のような第１軸方向に沿って、実質的
に等距離間隔で硬質の基板６の基板表面６１上に並べられる。各第２軸方向導電集成部品
６４は、複数の第２軸方向導電セル６４１から構成される。各第２軸方向導電セル６４１
は、例えば、水平方向のような第２軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で硬質の基板６
の基板表面６１上に並べられる。
【００５０】
　複数の第１軸方向導電線６３２は、隣接する第１軸方向導電セル６３１の間をそれぞれ
接続する。これによって、各第１軸方向導電集成部品６３のそれぞれの第１軸方向導電セ
ル６３１が互いに電気的に接続される。第１軸方向導電線６３２は、第１軸方向に沿って
位置する隣接する第１軸方向導電セル６３１を接続する。言い換えると、同一の第１軸方
向導電集成部品６３の第１軸方向導電セル６３１は、第１軸方向導電線６３２によって直
列に一緒に接続される。各第１軸方向導電集成部品６３は、回路板に配置された制御回路
（回路版および制御回路ともに不図示）に第１軸方向信号を伝送する第１軸方向信号伝送
線６６ａに、さらに接続される。
【００５１】
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　複数の第２軸方向導電線６４２は、各第２軸方向導電集成部品６４のうちの隣接する第
２軸方向導電セル６４１の間をそれぞれ接続する。これによって、各第２軸方向導電集成
部品６４のそれぞれの第２軸方向導電セル６４１が互いに電気的に接続される。言い換え
ると、同一の第２軸方向導電集成部品６４の第２軸方向導電セル６４１は、第２軸方向導
電線６４２によって直列に一緒に接続される。各第２軸方向導電集成部品６４は、制御回
路に第２軸方向信号を伝送する第２軸方向信号伝送線６６ｂに、さらに接続される。
【００５２】
　さらに、各第２軸方向導電線６４２は、隣接する第１軸方向導電セル６３１の少なくと
も一部に重ね合わせられ、第２軸方向導電線６４２は、隣接する第１軸方向導電線６３２
を横切らない。
【００５３】
　さらに、第１軸方向導電集成部品６３を第２軸方向導電集成部品６４から絶縁させるた
めに、第２軸方向導電線６４２および隣接する第１軸方向導電セル６３１の間に絶縁体６
５が配置される。ここで、第２軸方向導電線６４２および隣接する第１軸方向導電セル６
３１の間の電気接続を防ぐために、第２軸方向導電線６４２を絶縁体６５上に重ね合わせ
る。第２軸方向導電線６４２は、隣接する第１軸方向導電セル６３１上に配置された絶縁
体６５を横切って伸びる。
【００５４】
　図１２は、本発明の第４の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平
面イメージ図である。第４の実施の形態の導電模様構造は、第３の実施の形態の導電模様
構造と基本的に類似する。第３の実施の形態では、単一の第２軸方向導電線６４２のみが
、隣接する第２軸方向導電セル６４１の間に配置される。言い換えると、第２軸方向導電
集成部品６４の隣接する第２軸方向導電セル６４１が、１つの第２軸方向導電線６４２に
よって相互に接続される。
【００５５】
　第３の実施の形態と比較すると、第４の実施の形態は、２つの第２軸方向導電線６４２
を利用して、隣接する第２軸方向導電セル６４１を相互に接続する。この場合には、第２
軸方向導電線６４２の１つが故障するもしくは適切に動作しない場合、第２軸方向導電線
６４２の他の１つが動作することができ、その結果、導電模様構造の安定度が向上される
。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される。
【００５６】
　図１３は、本発明の第５の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平
面イメージ図である。第５の実施の形態の導電模様構造は、第４の実施の形態の導電模様
構造と基本的に類似する。
【００５７】
　第４の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線６４２の両方が、隣接する第１軸方向
導電セル６３１のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、２つの第２軸方向導
電線６４２の両方が、隣接する第１軸方向導電線６３２の同一の側上に配置される。第４
の実施の形態と比較すると、第５の実施の形態の２つの第２軸方向導電線６４２は、隣接
する第１軸方向導電セル６３１のうちの異なる第１軸方向導電セル６３１にそれぞれ重ね
合わせ、隣接する第１軸方向導電線６３２が、２つの第２軸方向導電線６４２の間に位置
する。
【００５８】
　この場合には、２つの第２軸方向導電線６４２が、隣接する第１軸方向導電セル６３１
のうちの異なる第１軸方向導電セル６３１をそれぞれ覆うために、第１軸方向導電セル６
３１のうちの１つに対する外力に起因して第２軸方向導電線６４２の１つが故障する場合
、第２軸方向導電線６４２の他の１つが依然として動作することができ、これによって、
導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパ
フォーマンスが極めて向上される。
【００５９】
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　上述した第３、４、５の実施の形態では、第２軸方向導電線６４２が直線、または、例
えば、曲線または蛇行した線のような、非直線のいずれかとすることができる。
図１４は、第２軸方向導電線６４２が蛇行した線である、本発明の第６の実施の形態の導
電模様構造を示す。
【００６０】
　第６の実施の形態の導電模様構造は、第５の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似
する。第５の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線６４２は両方とも直線であるのに
対して、第６の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線６４２は両方とも非直線である
。
上述した第４および第５の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線６４２は、実質的に
互いに平行であるかまたは斜めに位置することができる。
【００６１】
　さらに、第４、５、６の実施の形態では、他の状況として、第２軸方向導電線６４２の
うちの１つのみを直線とし、第２軸方向導電線６４２の他の１つを非直線とすることもで
きる。
【００６２】
　さらに、第４、５、６の実施の形態では、導電模様構造は、３もしくはそれ以上の第２
軸方向導電線６４２を利用して、隣接する第２軸方向導電セル６４１を電気的に相互に接
続することができる。
【００６３】
　製造プロセスおよび利用の間に、第２軸方向導電線６４２が容易に故障して長くなるこ
とがよく知られている。従って、図１５は、第２軸方向導電線６４２が長くなるという問
題を解決する、導電模様構造の第７の実施の形態を示す。
【００６４】
　第７の実施の形態の導電模様構造は、第３の実施の形態の導電模様構造と基本的に類似
する。第３の実施の形態では、長い第２軸方向導電線６４２のみが隣接する第２軸方向導
電セル６４１の間に配置される。図１５を参照すると、第７の実施の形態の各第２軸方向
導電線６４２が、第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂを有し、第１枝６４２ａおよび第
２枝６４２ｂが互いに分離されたものであることが理解される。図１５に示される導電模
様構造は、複数の絶縁体６５上にそれぞれ配置される複数の電気的接続要素６７もまたさ
らに備える。
【００６５】
　上述した第７の実施の形態では、長い第２軸方向導電線６４２が、２つのより短い第１
枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂに分割される。この場合、より長い第２軸方向導電枝６
４２と比較すると、２つの分離された第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂが故障しにく
いものとなり、導電模様構造の歩留まり率が改善される。従って、静電容量式タッチパネ
ルのパフォーマンスが向上される。
【００６６】
　図１６は、本発明の第８の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平
面イメージ図である。第８の実施の形態の導電模様構造は、第７の実施の形態の導電模様
構造と基本的に類似する。
【００６７】
　第７の実施の形態では、単一の第２軸方向導電線６４２のみが、隣接する第２軸方向導
電セル６４１の間に配置される。言い換えると、第２軸方向導電集成部品６４の隣接する
第２軸方向導電セル６４１が、１つの第２軸方向導電線６４２によって相互に接続される
。
第７の実施の形態と比較すると、第８の実施の形態は、２つの第２軸方向導電線６４２を
利用して、隣接する第２軸方向導電セル６４１を相互に接続する。
【００６８】
　各第２軸方向導電線６４２は、第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂを備える。各第２
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軸方向導電線６４２の第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂは、互いに分離される。
２つの第２軸方向導電線６４２の第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂは、隣接する絶縁
体６５上に配置される電気的接続要素６７に電気的に接続される。２つの第２軸方向導電
線６４２は、同一の第１軸方向導電セル６３１に重ね合わせる。
【００６９】
　この場合には、第２軸方向導電線６４２の１つが故障するもしくは適切に動作しない場
合、第２軸方向導電線６４２の他の１つが動作することができ、その結果、導電模様構造
の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される
。
【００７０】
　図１７は、本発明の第９の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の平
面イメージ図である。第９の実施の形態の導電模様構造は、第８の実施の形態の導電模様
構造と基本的に類似する。
【００７１】
　第８の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線６４２の両方が、隣接する第１軸方向
導電セル６３１のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、２つの第２軸方向導
電線６４２の両方が、隣接する第１軸方向導電線６３２の同一の側上に配置される。
【００７２】
　第８の実施の形態と比較すると、第９の実施の形態の２つの第２軸方向導電線６４２は
、隣接する第１軸方向導電セル６３１のうちの異なる第１軸方向導電セル６３１にそれぞ
れ重ね合わせ、第１軸方向導電線６３２が、２つの第２軸方向導電線６４２の間に位置す
る。
【００７３】
　各第２軸方向導電線６４２は、第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂを備える。各第２
軸方向導電線６４２の第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂは、互いに分離される。２つ
の第２軸方向導電線６４２は、第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂをそれぞれ有する。
２つの第２軸方向導電線６４２のうちの１の第２軸方向導電線６４２が有する第１枝６４
２ａおよび第２枝６４２ｂが、ある１の絶縁体６５上に配置される電気的接続要素６７に
電気的に接続され、２つの第２軸方向導電線６４２のうちの他の１の第２軸方向導電線６
４２が有する第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂが、前記ある１の絶縁体６５とは異な
る他の１の絶縁体６５上に配置される電気的接続要素６７に電気的に接続される。
【００７４】
　この場合には、２つの第２軸方向導電線６４２が、隣接する第１軸方向導電セル６３１
のうちの異なる第１軸方向導電セル６３１をそれぞれ覆うために、第１軸方向導電セル６
３１のうちの１つに対する外力に起因して第２軸方向導電線６４２の１つが故障する場合
、第２軸方向導電線６４２の他の１つが依然として動作することができ、これによって、
導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパ
フォーマンスが極めて向上される。
【００７５】
　上述した第７、８、９の実施の形態では、第２軸方向導電線６４２が直線、または、例
えば、曲線または蛇行した線のような、非直線のいずれかとすることができる。非直線の
場合は、図１４に示される実施の形態のようにすることができる。
【００７６】
　さらに、第８、９の実施の形態では、他のケースとして、第２軸方向導電線６４２のう
ちの１つのみを直線とし、第２軸方向導電線６４２の他の１つを非直線とすることもでき
る。
【００７７】
　さらに、第８、９の実施の形態では、導電模様構造は、３もしくはそれ以上の第２軸方
向導電線６４２を利用して、隣接する第２軸方向導電セル６４１を電気的に相互に接続す
ることができる。
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【００７８】
　以下、２つの分離された枝を有する第２軸方向導電線を備える、他の実施の形態を説明
する。図１８は、本発明の第１０の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構
造の平面イメージ図である。導電模様構造は、通常、参照符号７２を用いて指定して、例
えばガラス基板のような基板７の基板表面７１上に形成する。
【００７９】
　導電模様構造７２は、行列構造を形成する、複数の第１軸方向導電集成部品７３および
複数の第２軸方向導電集成部品７４を備える。第１軸方向導電集成部品７３のそれぞれは
他の第１軸方向導電集成部品７３に対して平行し、第２軸方向導電集成部品７４のそれぞ
れは他の第２軸方向導電集成部品７４に対して平行して位置する。第１軸方向導電集成部
品７３は、第２軸方向導電集成部品７４に実質的に垂直して位置する。
【００８０】
　なお、第１軸方向導電集成部品７３および第２軸方向導電集成部品７４は、図面に例示
する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板７の基板表面７１上に配置
できることが理解される。
【００８１】
　各第１軸方向導電集成部品７３は、複数の第１軸方向導電セル７３１から構成される。
各第１軸方向導電セル７３１は、例えば、垂直方向のような第１軸方向に沿って、実質的
に等距離間隔で基板７の基板表面７１上に並べられる。各第２軸方向導電集成部品７４は
、複数の第２軸方向導電セル７４１から構成される。各第２軸方向導電セル７４１は、例
えば、水平方向のような第２軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で基板７の基板表面７
１上に並べられる。
【００８２】
　複数の第１軸方向導電線７３２は、隣接する第１軸方向導電セル７３１の間をそれぞれ
接続する。これによって、各第１軸方向導電集成部品７３のそれぞれの第１軸方向導電セ
ル７３１が互いに電気的に接続される。第１軸方向導電線７３２は、第１軸方向に沿って
位置する隣接する第１軸方向導電セル７３１を接続する。言い換えると、同一の第１軸方
向導電集成部品７３の第１軸方向導電セル７３１は、第１軸方向導電線７３２によって直
列に一緒に接続される。各第１軸方向導電集成部品７３は、回路板に配置された制御回路
（回路版および制御回路ともに不図示）に第１軸方向信号を伝送する第１軸方向信号伝送
線７６ａに、さらに接続される。
【００８３】
　複数の第１軸方向導電セル７３１に加えて、複数の電気的接続要素７７がそれぞれ配置
され、隣接する第１軸方向導電セル７３１から各電気的接続要素７７が絶縁される。電気
的接続要素７７は、隣接する第１軸方向導電セル７３１の一部として見なされる。
【００８４】
　複数の第２軸方向導電線７４２（図において、１の第２軸方向導電線は７４２ａおよび
７４２ｂからなる。）は、各第２軸方向導電集成部品７４のうちの隣接する第２軸方向導
電セル７４１の間をそれぞれ接続する。これによって、各第２軸方向導電集成部品７４の
それぞれの第２軸方向導電セル７４１が互いに電気的に接続される。
【００８５】
　図１８を参照すると、第１０の実施の形態の各第２軸方向導電線７４２が、第１枝７４
２ａおよび第２枝７４２ｂを有し、第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂが互いに分離さ
れたものであることが理解される。第２軸方向導電線７４２の第１枝７４２ａおよび第２
枝７４２ｂが、隣接する電気的接続要素７７に電気的に接続し、好ましくは隣接する第１
軸方向導電線７３２と重なり合わない。従って、第２軸方向導電線７４２の第１枝７４２
ａおよび第２枝７４２ｂと、電気的接続要素７７と、の組み合わせによって、隣接する第
２軸方向導電セル７４１が電気的に接続される。
【００８６】
　言い換えると、同一の第２軸方向導電集成部品７４の第２軸方向導電セル７４１は、第
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２軸方向導電線７４２によって直列に一緒に接続される。各第２軸方向導電集成部品７４
は、制御回路に第２軸方向信号を伝送する第２軸方向信号伝送線７６ｂに、さらに接続さ
れる。さらに、各第２軸方向導電線７４２は、隣接する第１軸方向導電セル７３１の少な
くとも一部にそれぞれ重ね合わせる。
【００８７】
　さらに、第１軸方向導電集成部品７３を第２軸方向導電集成部品７４から絶縁させるた
めに、第１軸方向導電線７３２および電気的接続要素７７の間に絶縁体７５が配置される
。ここで、第１軸方向導電線７３２および電気的接続要素７７の間の電気接続を防ぎ、か
つ、第１軸方向導電線７３２および第２軸方向導電線７４２の間の電気接続を防ぐために
、絶縁体７５を電気的接続要素７７上に重ね合わせる。第２軸方向導電線７４２は、隣接
する第１軸方向導電セル７３１上に配置された絶縁体７５を横切って伸びる。
【００８８】
　図１９は、本発明の第１１の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の
平面イメージ図である。第１１の実施の形態の導電模様構造は、第１０の実施の形態の導
電模様構造と基本的に類似する。
【００８９】
　第１０の実施の形態では、単一の第２軸方向導電線７４２のみが、隣接する第２軸方向
導電セル７４１の間に配置される。言い換えると、第２軸方向導電集成部品７４の隣接す
る第２軸方向導電セル７４１が、１つの第２軸方向導電線６４２によって相互に接続され
る。
【００９０】
　第１０の実施の形態と比較すると、第１１の実施の形態は、２つの第２軸方向導電線７
４２を利用して、隣接する第２軸方向導電セル７４１を相互に接続する。各第２軸方向導
電線７４２は、第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂを備える。各第２軸方向導電線７４
２の第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂは、互いに分離される。２つの第２軸方向導電
線７４２の第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂは、隣接する第１軸方向導電セル７３１
に加えて配置される同一の電気的接続要素７７に、それぞれ電気的に接続される。２つの
第２軸方向導電線７４２は、同一の電気的接続要素７７に重ね合わせる。
【００９１】
　この場合には、第２軸方向導電線７４２の１つが故障するもしくは適切に動作しない場
合、第２軸方向導電線７４２の他の１つが動作することができ、その結果、導電模様構造
の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される
。
【００９２】
　図２０は、本発明の第１２の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の
平面イメージ図である。第１２の実施の形態の導電模様構造は、第１１の実施の形態の導
電模様構造と基本的に類似する。
【００９３】
　第１１の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線７４２の両方が、隣接する電気的接
続要素７７のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、２つの第２軸方向導電線
７４２の両方が、隣接する第１軸方向導電線７３２の同一の側上に配置される。
【００９４】
　第１１の実施の形態と比較すると、第１２の実施の形態の２つの第２軸方向導電線７４
２は、隣接する電気的接続要素７７のうちの異なる電気的接続要素７７にそれぞれ重ね合
わせ、第１軸方向導電線７３２が、２つの第２軸方向導電線７４２の間に位置する。
【００９５】
　各第２軸方向導電線７４２は、第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂを備える。各第２
軸方向導電線７４２の第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂは、互いに分離される。２つ
の第２軸方向導電線７４２は、第１枝７４２ａおよび第２枝７４２ｂをそれぞれ有する。
２つの第２軸方向導電線７４２のうちの１の第２軸方向導電線７４２が有する第１枝７４
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２ａおよび第２枝７４２ｂが、ある１の電気的接続要素７７に電気的に接続され、２つの
第２軸方向導電線７４２のうちの他の１の第２軸方向導電線７４２が有する第１枝７４２
ａおよび第２枝７４２ｂが、前記ある１の電気的接続要素７７とは異なる他の１の電気的
接続要素７７に電気的に接続される。
【００９６】
　この場合には、２つの第２軸方向導電線７４２が、隣接する電気的接続要素７７のうち
の異なる電気的接続要素７７をそれぞれ覆うために、第１軸方向導電セル７３１のうちの
１つに対する外力に起因して第２軸方向導電線７４２の１つが故障する場合、第２軸方向
導電線７４２の他の１つが依然として動作することができ、これによって、導電模様構造
の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンス
が極めて向上される。
【００９７】
　上述した第１１、１２の実施の形態では、基板７は、例えば、ガラス基板のような硬質
の基板、または、例えば、プラスチック基板あるいは他の透明絶縁基板のような軟質基板
とすることができる。
【００９８】
　第２軸方向導電線７４２は、直線、または、例えば、曲線または蛇行した線のような、
非直線のいずれかとすることができる。非直線の場合は、図１４に示される実施の形態の
ようにすることができる。
【００９９】
　さらに、第１１、１２の実施の形態では、他のケースとして、第２軸方向導電線７４２
のうちの１つのみを直線とし、第２軸方向導電線７４２の他の１つを非直線とすることも
できる。
【０１００】
　さらに、第１１、１２の実施の形態では、導電模様構造は、３もしくはそれ以上の第２
軸方向導電線７４２を利用して、隣接する第２軸方向導電セル７４１を電気的に相互に接
続することができる。
【０１０１】
　図２１は、本発明の第１３の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の
平面イメージ図である。導電模様構造は、通常、参照符号８２を用いて指定して、例えば
ガラス基板のような硬質の基板８の基板表面８１上に形成する。
【０１０２】
　導電模様構造８２は、行列構造を形成する、複数の第１軸方向導電集成部品８３および
複数の第２軸方向導電集成部品８４を備える。第１軸方向導電集成部品８３のそれぞれは
他の第１軸方向導電集成部品８３に対して平行し、第２軸方向導電集成部品８４のそれぞ
れは他の第２軸方向導電集成部品８４に対して平行して位置する。第１軸方向導電集成部
品８３は、第２軸方向導電集成部品８４に実質的に垂直して位置する。
【０１０３】
　なお、第１軸方向導電集成部品８３および第２軸方向導電集成部品８４は、図面に例示
する垂直対応関係以外に、その他の垂直しない対応角度で基板８の基板表面８１上に配置
できることが理解される。
【０１０４】
　各第１軸方向導電集成部品８３は、複数の第１軸方向導電セル８３１から構成される。
各第１軸方向導電セル８３１は、例えば、垂直方向のような第１軸方向に沿って、実質的
に等距離間隔で基板８の基板表面８１上に並べられる。各第８軸方向導電集成部品８４は
、複数の第２軸方向導電セル８４１から構成される。各第２軸方向導電セル８４１は、例
えば、水平方向のような第２軸方向に沿って、実質的に等距離間隔で基板８の基板表面８
１上に並べられる。
【０１０５】
　各第１軸方向導電セル８３１はウィンドウ(window)８３１ａを有し、複数の電気的接続
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要素８７がウィンドウ(window)８３１ａにそれぞれ配置される。第１軸方向導電セル８３
１および電気的接続要素８７が電気的に接続しないように、第１軸方向導電セル８３１お
よび電気的接続要素８７の間に隙間８３１ｂを形成する。
【０１０６】
　複数の第１軸方向導電線８３２は、隣接する第１軸方向導電セル８３１の間をそれぞれ
接続する。これによって、各第１軸方向導電集成部品８３のそれぞれの第１軸方向導電セ
ル８３１が互いに電気的に接続される。第１軸方向導電線８３２は、第１軸方向に沿って
位置する隣接する第１軸方向導電セル８３１を接続する。言い換えると、同一の第１軸方
向導電集成部品８３の第１軸方向導電セル８３１は、第１軸方向導電線８３２によって直
列に一緒に接続される。各第１軸方向導電集成部品８３は、回路板に配置された制御回路
（回路版および制御回路ともに不図示）に第１軸方向信号を伝送する第１軸方向信号伝送
線８６ａに、さらに接続される。
【０１０７】
　複数の第２軸方向導電線８４２（図において、１の第２軸方向導電線は８４２ａおよび
８４２ｂからなる。）は、各第２軸方向導電集成部品８４のうちの隣接する第２軸方向導
電セル８４１の間をそれぞれ接続する。これによって、各第２軸方向導電集成部品８４の
それぞれの第２軸方向導電セル８４１が互いに電気的に接続される。
【０１０８】
　図２１を参照すると、第１３の実施の形態の各第２軸方向導電線８４２が、第１枝８４
２ａおよび第２枝８４２ｂを有し、第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂが互いに分離さ
れたものであることが理解される。第２軸方向導電線８４２の第１枝８４２ａおよび第２
枝８４２ｂが、隣接する電気的接続要素８７に電気的に接続する。
【０１０９】
　従って、第２軸方向導電線８４２の第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂと、隣接する
第１軸方向導電セル８３１のウィンドウ(window)８３１ａに配置される電気的接続要素８
７と、の組み合わせによって、隣接する第２軸方向導電セル８４１が電気的に接続される
。
【０１１０】
　言い換えると、同一の第２軸方向導電集成部品８４の第２軸方向導電セル８４１は、第
２軸方向導電線８４２によって直列に一緒に接続される。各第２軸方向導電集成部品８４
は、制御回路に第２軸方向信号を伝送する第２軸方向信号伝送線８６ｂに、さらに接続さ
れる。さらに、各第２軸方向導電線８４２は、隣接する第１軸方向導電セル８３１の少な
くとも一部にそれぞれ重ね合わせる。
【０１１１】
　さらに、第１軸方向導電集成部品８３を第２軸方向導電集成部品８４から絶縁させるた
めに、第２軸方向導電線８４２および第１軸方向導電セル８３１の間に絶縁体８５が配置
される。ここで、第２軸方向導電線８４２および第１軸方向導電セル８３１の間の電気接
続を防ぐために、複数の絶縁体８５を第１軸方向導電セル８３１にそれぞれ重ね合わせる
。第２軸方向導電線８４２は、隣接する第１軸方向導電セル８３１上に配置された隣接す
る絶縁体８５を横切って伸びる。
【０１１２】
　図２２は、本発明の第１４の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の
平面イメージ図である。第１４の実施の形態の導電模様構造は、第１３の実施の形態の導
電模様構造と基本的に類似する。
【０１１３】
　第１３の実施の形態では、単一の第２軸方向導電線８４２のみが、隣接する第２軸方向
導電セル８４１の間に配置される。言い換えると、第２軸方向導電集成部品８４の隣接す
る第２軸方向導電セル８４１が、１つの第２軸方向導電線８４２によって相互に接続され
る。第１３の実施の形態と比較すると、第１４の実施の形態は、２つの第２軸方向導電線
８４２を利用して、隣接する第２軸方向導電セル８４１を相互に接続する。
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【０１１４】
　各第２軸方向導電線８４２は、第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂを備える。各第２
軸方向導電線８４２の第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂは、互いに分離される。２つ
の第２軸方向導電線６４２の第１枝６４２ａおよび第２枝６４２ｂは、隣接する第１軸方
向導電セル８３１のウィンドウ(window)８３１ａにそれぞれ電気的に接続される。２つの
第２軸方向導電線８４２は、同一の第１軸方向導電セル８３１に重ね合わせる。
【０１１５】
　この場合には、第２軸方向導電線８４２の１つが故障するもしくは適切に動作しない場
合、第２軸方向導電線８４２の他の１つが動作することができ、その結果、導電模様構造
の安定度が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパフォーマンスが向上される
。
【０１１６】
　図２３は、本発明の第１５の実施の形態の、静電容量式タッチパネルの導電模様構造の
平面イメージ図である。第１５の実施の形態の導電模様構造は、第１４の実施の形態の導
電模様構造と基本的に類似する。
【０１１７】
　第１４の実施の形態では、２つの第２軸方向導電線８４２の両方が、隣接する第１軸方
向導電セル８３１のうちの同一の側に重ね合わされる。言い換えると、２つの第２軸方向
導電線８４２の両方が、隣接する第１軸方向導電線８３２の同一の側上に配置される。第
１４の実施の形態と比較すると、第１５の実施の形態の２つの第２軸方向導電線８４２は
、隣接する第１軸方向導電セル８３１のうちの異なる第１軸方向導電セル８３１にそれぞ
れ重ね合わせ、第１軸方向導電線８３２が、２つの第２軸方向導電線８４２の間に位置す
る。
【０１１８】
　各第２軸方向導電線８４２は、第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂを備える。各第２
軸方向導電線８４２の第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂは、互いに分離される。２つ
の第２軸方向導電線８４２は、第１枝８４２ａおよび第２枝８４２ｂをそれぞれ有する。
【０１１９】
　２つの第２軸方向導電線８４２のうちの１の第２軸方向導電線８４２が有する第１枝８
４２ａおよび第２枝８４２ｂが、ある１の第１軸方向導電セル８３１のウィンドウ(windo
w)８３１ａに配置される電気的接続要素８７に電気的に接続され、２つの第２軸方向導電
線８４２のうちの他の１の第２軸方向導電線８４２が有する第１枝８４２ａおよび第２枝
８４２ｂが、前記ある１の第１軸方向導電セル８３１とは異なる他の１の第１軸方向導電
セル８３１のウィンドウ(window)８３１ａに配置される電気的接続要素８７に電気的に接
続される。
【０１２０】
　この場合には、２つの第２軸方向導電線８４２が、隣接する第１軸方向導電セル８３１
のうちの異なる第１軸方向導電セル８３１をそれぞれ覆うために、第１軸方向導電セル８
３１のうちの１つに対する外力に起因して第２軸方向導電線８４２の１つが故障する場合
、第２軸方向導電線８４２の他の１つが依然として動作することができ、これによって、
導電模様構造の圧力に対する抵抗性が向上される。従って、静電容量式タッチパネルのパ
フォーマンスが極めて向上される。
【０１２１】
　上述した第１４、１５の実施の形態では、基板８は、例えば、ガラス基板のような硬質
の基板、または、例えば、プラスチック基板あるいは他の透明絶縁基板のような軟質基板
とすることができる。
【０１２２】
　第２軸方向導電線８４２は、直線、または、例えば、曲線または蛇行した線のような、
非直線のいずれかとすることができる。非直線の場合は、図１４に示される実施の形態の
ようにすることができる。
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【０１２３】
　さらに、第１４、１５の実施の形態では、他のケースとして、第２軸方向導電線８４２
のうちの１つのみを直線とし、第２軸方向導電線８４２の他の１つを非直線とすることも
できる。さらに、第１４、１５の実施の形態では、導電模様構造は、３もしくはそれ以上
の第２軸方向導電線８４２を利用して、隣接する第２軸方向導電セル８４１を電気的に相
互に接続することができる。
【０１２４】
　上述した第３～１５の実施の形態では、第１軸方向導電セルおよび第２軸方向導電セル
は、ダイヤモンド形状の輪郭を有する。なお、例えば、六角形、八角形、長方形、正方形
、三角形などの他の多角形状の輪郭とすることもできる。
【０１２５】
　第１軸方向導電セルおよび第２軸方向導電セルはまた、等距距離間隔でない方法で、第
１軸方向および第２軸方向に沿ってそれぞれ配置されることもできる。第１軸方向導電セ
ル、第１軸方向導電線、第２軸方向導電セル、および電気的接続要素は、例えば、酸化イ
ンヂウム・スズ(ＩＴＯ)、アンチモン酸化・スズ(ＡＴＯ)、酸化チタン(TiO2)などの透明
導電材料で作ることができる。
【０１２６】
　第２軸方向導電線は、透明導電材料または不透明導電材料（好ましくは例えば、銀、銅
、アルミニウム、金、鉄などのような金属）で作ることができる。絶縁体は、電気絶縁材
料で作ることができ、好ましくは、透明絶縁材料（例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド、
ポリ塩化ビニルおよびメタクリル酸メチルのような二酸化ケイ素）、または、例えばイン
クのような不透明絶縁材料で作ることができる。
【０１２７】
　上述した実施の形態では、第１軸方向導電セルおよび隣接する第２軸方向導電セルの間
の静電容量効果が測定されて、タッチ位置を検知する。本発明に係る導電模様構造を有す
る静電容量式タッチパネルは、例えば、液晶画面と結合して、電子デバイスを構成するこ
とができる。
【０１２８】
　図２４に、本発明の導電模様構造を有する電子デバイス９０を示す。電子デバイス９０
は、その上のタッチアクションを感知し、対応するタッチ感知信号を生成する静電容量式
タッチパネル９１と、タッチ感知信号を受信および処理し、対応する表示指示信号を生成
するプロセッサ９４と、表示指示信号を受信すると共に対応する画像を表示するディスプ
レイ９２と、静電容量式タッチパネル９１およびディスプレイ９２の間に配置されて、静
電容量式タッチパネル９１をディスプレイ９２に結合する接着層９３と、を備える。
【０１２９】
　タッチパネル９１はディスプレイ９２上に配置することができる。通常、ディスプレイ
９２は、上側基板と、下側基板と、上側基板および下側基板の間に配置される画素ユニッ
トと、光を遮蔽する複数の黒色行列(black matrix)を有する遮蔽層と、を備える。好まし
くは、タッチパネル９１の光伝送を向上させるために、本発明のタッチ感知回路の第２軸
方向導電線は、一列に真っ直ぐに並べることができる。
【０１３０】
　本発明の導電模様構造はまた、例えば、下側基板の上面上に配置する、または、上側基
板の下面上に配置するなどとして、ディスプレイにおいて利用することもできる。この場
合、上側基板または下側基板はまた、その上に導電模様構造を形成することができる場所
において利用することもできる。本発明の導電模様構造がディスプレイパネルに利用され
る時、光を遮蔽する複数の黒色行列（black matrix）を有する遮蔽層を用いて、第２軸方
向導電線を積み重ねることもできる。
【０１３１】
　代替可能な他の実施の形態として、遮蔽層は省略することができ、第２軸方向導電線を
、ディスプレイにおける光を遮蔽する遮蔽要素として利用することもできる。さらに、第
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２軸方向導電線が金属で作られる場合、第２軸方向導電セルおよび第２軸方向導電線の間
の抵抗を効果的に減少することができ、これによって、第２軸方向導電セルおよび第２軸
方向導電線の間の信号伝送の感度を向上させることができる。
【０１３２】
　好ましい実施の形態を参照して本発明を説明したが、当業者は、添付した特許請求の範
囲によって定められ意図される本発明の精神および範囲を離れることなくして、これに対
する種々の変更および取り換えを行ってもよい。例えば、上述した実施の形態では、ウィ
ンドウ(window)および電気的接続要素の輪郭の形状を長方形の形状として説明したが、こ
れに限定されず、ウィンドウ(window)および電気的接続要素の少なくとも１つが幾何学的
形状の輪郭を有するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１３３】
１　基板、
１１　基板表面、
１２　導電模様構造、
１３　第１軸方向導電集成部品、
１３１　第１軸方向導電セル、
１３２　第１軸方向導電線、
１３３　導電線表面、
１４　第２軸方向導電集成部品、
１４１　第２軸方向導電セル、
１４２　第２軸方向導電線、
１５　第２軸方向導電セル配置スペース、
１６ａ、１６ｂ　信号伝送線、
１７　絶縁層、
２　基板、
２１　基板表面、
３１、３２　第１軸方向導電セル、
３３　第１軸方向導電線、
３４　信号伝送線、
４　絶縁層、
５１、５２　第２軸方向導電セル、
５３　第２軸方向導電線、
５４　信号伝送線、
Ａ　タッチエリア、
Ｂ　タッチエリア、
Ｘ　第１軸方向、
Ｙ　第２軸方向、
６　基板、
６１　基板表面、
６２　導電模様構造、
６３　第１軸方向導電集成部品、
６３１　第１軸方向導電セル、
６３２　第１軸方向導電線、
６４　第２軸方向導電集成部品、
６４１　第２軸方向導電セル、
６４２　第２軸方向導電線、
６４２ａ　第１枝、
６４２ｂ　第２枝、
　第２軸方向導電線、
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６５　絶縁体、
６６ａ、６６ｂ　信号伝送線、
６７　電気的接続要素、
７　基板、
７１　基板表面、
７２　導電模様構造、
７３　第１軸方向導電集成部品、
７３１　第１軸方向導電セル、
７３２　第１軸方向導電線、
７４　第２軸方向導電集成部品、
７４１　第２軸方向導電セル、
７４２　第２軸方向導電線、
７４２ａ　第１枝、
７４２ｂ　第２枝、
７５　絶縁体、
７６ａ、７６ｂ　信号伝送線、
７７　電気的接続要素、
８　基板、
８１　基板表面、
８２　導電模様構造、
８３　第１軸方向導電集成部品、
８３１　第１軸方向導電セル、
８３１ａ　ウィンドウ(window)、
８３１ｂ　隙間、
８３２　第１軸方向導電線、
８４　第２軸方向導電集成部品、
８４１　第２軸方向導電セル、
８４２　第２軸方向導電線、
８４２ａ　第１枝、
８４２ｂ　第２枝、
８５　絶縁体、
８６ａ、７６ｂ　信号伝送線、
８７　電気的接続要素、
９０　電子デバイス、
９１　静電容量式タッチパネル、
９２　ディスプレイ、
９３　接着層、
９４　プロセッサ、
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