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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス基板の表面に、透明導電層からなる複数の検出電極パターンと、各検出電極パター
ンに電気接続する複数の引き出し配線パターンとが形成されたタッチパネル用ガラス基板
の製造方法であって、
　複数のガラス基板を分離する大きさのガラス原板の表裏両面に、前記複数のガラス基板
の各輪郭を表裏面へ投影させた切り出し線を仮想設定し、ガラス原板の表面の切り出し線
で囲まれる各ガラス基板領域に、透明導電層からなる複数の検出電極パターンをパターニ
ングして形成する工程１と、
　前記各ガラス基板領域に、各検出電極パターンに電気接続する引き出し配線パターンを
形成する工程２と、
　工程１と工程２により複数の検出電極パターンと引き出し配線パターンが形成されたガ
ラス原板の表裏両面に、前記切り出し線に沿った切断領域を除き、レジスト膜を形成する
工程３と、
　前記レジスト膜をマスクにしてガラス原板の表裏両面の切断領域をケミカルエッチング
し、ガラス原板より各ガラス基板に分離する工程４と、
　前記ガラス基板の表裏両面に形成されたレジスト膜を除去する工程５と、
　前記ガラス基板の表面にオーバーコートを付着する工程６とにより、
　前記ガラス基板の表面に透明導電層からなる複数の検出電極パターンがパターニングし
て形成されたタッチパネル用ガラス基板を製造することを特徴とするタッチパネル用ガラ
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ス基板の製造方法。
【請求項２】
化学強化したガラス原板の各ガラス基板領域に、工程１と工程２により複数の検出電極パ
ターンと引き出し配線パターンが形成されることを特徴とする請求項１に記載のタッチパ
ネル用ガラス基板の製造方法。
【請求項３】
ガラス原板の表面の前記各ガラス基板領域に、着色装飾層を形成した後、工程１により複
数の検出電極パターンを形成することを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか１項
に記載のタッチパネル用ガラス基板の製造方法。
【請求項４】
前記着色装飾層に抜き文字を施し、当該抜き文字を覆うように前記引き出し配線パターン
が形成されていることを特徴とする請求項３に記載のタッチパネル用ガラス基板の製造方
法。
【請求項５】
請求項１に記載の製造方法により製造されることを特徴とするタッチパネル用ガラス基板
。
【請求項６】
切り出し線の少なくとも一部が曲線であることを特徴とする請求項５に記載のタッチパネ
ル用ガラス基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力位置を検出する為の透明な検出電極パターンとその検出電極パターンを
外部へ接続する配線パターンが表面に形成されたタッチパネル用ガラス基板とその製造方
法に関し、更に詳しくは、マイクロクラックが発生せず、薄型化しても強度に優れたタッ
チパネル用ガラス基板とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルは、指示入力装置として携帯電話機、カーナビゲーションシステム、携帯
情報端末等の種々の機器に搭載され、通常は、その内方に積層配置される表示装置と組み
合わせて、表示装置の表示を目標とした指等の入力操作体の入力位置を検出する用途で用
いられている。
【０００３】
　入力操作体による入力位置を検出するタッチパネルには、入力位置と基準電極までの抵
抗値から検出する抵抗感圧方式、入力操作体の接近による入力位置での浮遊容量の変化か
ら検出する静電容量方式、入力操作体の電気信号を電磁誘導で受けた電極の位置から検出
する電磁誘導方式等の種々の入力位置検出方式が提案されているが、電気的変化から入力
位置を検出するこれらの検出方式には、いずれも入力操作面となる絶縁基板の一面に１又
は複数の導電性の検出パターンが形成されている。
【０００４】
　上述した通り、内方側に表示装置を配置したタッチパネルでは、タッチパネルの入力操
作面を通してその内方の表示装置の表示が目視できるように、タッチパネルを構成する各
部は透明体で構成され、透明なガラス基板を絶縁基板として、ＩＴＯ等の透明導電性材料
からなる検出電極パターンをその表面に形成したタッチパネル用ガラス基板が用いられて
いる。
【０００５】
　透明導電性材料からなる検出電極パターンは、フォトリソグラフィ法によりガラス基板
の表面にパターニングされ、更に、ガラス基板の表面には、検出電極パターンを外部回路
へ接続する配線パターンが検出電極パターンに接続して形成される。ガラス基板の表面に
、検出電極パターンや配線パターンを形成するには、スパッタリングによる透明導電膜の
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形成、フォトレジスト層の付着、フォトレジスト層の露光現像、透明導電膜のエッチング
、配線パターンの印刷などの多数の工程を要することから、従来のタッチパネル用ガラス
基板の製造では、複数のガラス基板を切り出す大きさのガラス原板の表面に対して上記各
工程を行って各ガラス基板に形成する検出電極パターンと配線パターンを一括形成し、そ
の後、ガラス原板から個々のガラス基板を切り出している（特許文献１）。
【０００６】
　ガラス原板から各ガラス基板を切り出す工程は、各ガラス基板の輪郭に沿ってダイヤモ
ンドカッターなどで切り込みを入れ、切り込みの両側にプレス機で圧力を加えて切断する
、いわゆるスクライブカットで各ガラス基板を切り出す（特許文献２）。
【０００７】
　指などの入力操作体が接近することによる検出電極パターンの静電容量の変化から入力
位置を検出する静電容量式タッチパネルでは、表面に検出電極パターンが形成されたガラ
ス基板上に更に保護フィルムや入力操作領域の周囲に所定の表示を印刷したデコレーショ
ンフィルムを積層して、タッチパネルを形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４０００１７８号公報（明細書の項目００３５乃至項目００３６、
図５）
【特許文献２】特開２００９－２９４７７１号公報（明細書の項目００１５、図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この従来の製造方法で製造されたタッチパネル用ガラス基板は、ガラス原板からスクラ
イブカットで切り出すので、その輪郭である切断面に多数のマイクロクラックが発生する
。特に、ガラス基板の破損の多くは、その周辺に発生するマイクロクラックが引き金とな
るので、スクライブカットにより機械的強度が大幅に低下する。一方、薄型化が要望され
る携帯電話機等の携帯電子機器の入力装置としてタッチパネルが用いられる場合には、ガ
ラス基板も例えば厚さ１ｍｍ以下に薄型化することが望まれるが、薄型化したガラス原板
は、スクライブカットする加工工程で割れやすく、扱いが困難であった。また、携帯電子
機器へ搭載した後も、表面への衝撃により毀れやすく、その表面側に透明保護フィルムや
透明保護基板を積層させる必要があり、結局タッチパネル全体での薄型化が困難であると
ともに、透明保護フィルムや透明保護基板を重ねることにより透明性も損なわれることと
なっていた。
【００１０】
　ガラス基板の厚さを１ｍｍ以下に薄型化しても所定の強度を得る手段として、ガラス表
面のイオン交換を行う化学強化が知られているが、ガラス原板に対して化学強化を行うと
、スクライブカットして各ガラス基板を切り出すことができず、結局、個々のガラス基板
に対して化学強化を行った後に、個々のガラス基板毎に上述の多くの工程を経て検出電極
パターンと配線パターンを形成する必要があり、極めて製造効率が悪くなるものであった
。
【００１１】
　更に、携帯電話機に搭載されるタッチパネルには、デザイン上の理由からその輪郭に曲
線を取り入れる要望があるが、機械的な衝撃を加えて切断するスクライブカットでは曲面
の輪郭に沿って切断することができないので、従来は、切削、物理的な研磨加工で曲面を
形成し、高価なものとなっていた。しかも、このような切削や研磨加工により、新たなマ
イクロクラックが発生するので、強度が劣化する問題が残されていた。
【００１２】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、他のタッチパネル用ガラス基板と
ともに一括して製造し、輪郭にマイクロクラックが発生せずに所定の強度が得られるタッ
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チパネル用ガラス基板とその製造方法を提供することを目的とする。
【００１３】
　また、強度が劣化することがなく、タッチパネルの輪郭を曲面としたタッチパネル用ガ
ラス基板とその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的を達成するため、請求項１のタッチパネル用ガラス基板の製造方法は、ガラ
ス基板の表面に、透明導電層からなる複数の検出電極パターンと、各検出電極パターンに
電気接続する複数の引き出し配線パターンとが形成されたタッチパネル用ガラス基板の製
造方法であって、複数のガラス基板を分離する大きさのガラス原板の表裏両面に、前記複
数のガラス基板の各輪郭を表裏面へ投影させた切り出し線を仮想設定し、ガラス原板の表
面の切り出し線で囲まれる各ガラス基板領域に、透明導電層からなる複数の検出電極パタ
ーンをパターニングして形成する工程１と、前記各ガラス基板領域に、各検出電極パター
ンに電気接続する引き出し配線パターンを形成する工程２と、工程１と工程２により複数
の検出電極パターンと引き出し配線パターンが形成されたガラス原板の表裏両面に、前記
切り出し線に沿った切断領域を除き、レジスト膜を形成する工程３と、前記レジスト膜を
マスクにしてガラス原板の表裏両面の切断領域をケミカルエッチングし、ガラス原板より
各ガラス基板に分離する工程４と、前記ガラス基板の表裏両面に形成されたレジスト膜を
除去する工程５と、前記ガラス基板の表面にオーバーコートを付着する工程６とにより、
前記ガラス基板の表面に透明導電層からなる複数の検出電極パターンがパターニングして
形成されたタッチパネル用ガラス基板を製造することを特徴とする。
【００１５】
　ガラス原板から検出電極パターンと引き出し線が形成された各ガラス基板を切断領域で
ケミカルエッチングして分離するので、切断面にマイクロクラックが発生しない。
【００１６】
　請求項２のタッチパネル用ガラス基板の製造方法は、化学強化したガラス原板の各ガラ
ス基板領域に、工程１と工程２により複数の検出電極パターンと引き出し配線パターンが
形成されることを特徴とする。
【００１７】
　化学強化したガラス原板であっても、機械的な衝撃を加えずに、ケミカルエッチングに
より各ガラス基板を分離できる。
【００１８】
　請求項３のタッチパネル用ガラス基板の製造方法は、ガラス原板の表面の前記各ガラス
基板領域に、着色装飾層を形成した後、工程１により複数の検出電極パターンを形成する
ことを特徴とする。
【００１９】
　複数のガラス基板に一工程で着色装飾層が形成される。
【００２０】
　請求項４のタッチパネル用ガラス基板の製造方法は、着色装飾層に抜き文字を施し、当
該抜き文字を覆うように引き出し配線パターンが形成されていることを特徴とする。
【００２１】
　引き出し配線パターンの色で、抜き文字が着色される。
【００２２】
　請求項５のタッチパネル用ガラス基板は、請求項１に記載の製造方法により製造される
ことを特徴とする。
【００２３】
　ケミカルエッチングによりガラス原板から分離されるので、周囲にマイクロクラックが
発生しない。
【００２４】
　請求項６のタッチパネル用ガラス基板は、切り出し線の少なくとも一部が曲線であるこ
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とを特徴とする。
【００２５】
　一部が曲線の切り出し線に沿った切断領域がケミカルエッチングされ、一部が曲線の輪
郭のガラス基板がガラス原板から分離される。
【発明の効果】
【００２６】
　請求項１と請求項５の発明によれば、複数のガラス基板の表面に形成する検出電極パタ
ーンと引き出し線を、一枚のガラス原板に対して一括形成するので、タッチパネル用ガラ
ス基板の量産工程が簡略化される。
【００２７】
　また、機械的な衝撃を加えてガラス原板から各ガラス基板を分離するスクライブカット
と異なり、ケミカルエッチングにより各ガラス基板を分離するので、分離した切断面にマ
イクロクラックが発生せず、厚さ１ｍｍ以下に薄型化しても所定の強度が得られるガラス
基板とすることができる。
【００２８】
　また、機械的な衝撃を加えて切断線が直線状となるスクライブカットと異なり、ケミカ
ルエッチングにより各ガラス基板に分離できるので、各ガラス基板の輪郭となる切り出し
線を曲線を含む任意の形状とすることができ、タッチパネル用ガラス基板をデザイン上の
要望に応じた任意形状とすることができる。
【００２９】
　請求項２の発明によれば、、他のガラス基板と共に表面に検出電極パターンと引き出し
線を一括して形成するガラス基板であっても、化学強化して強度に優れたタッチパネル用
ガラス基板とすることができる。
【００３０】
　請求項３の発明によれば、、ガラス基板毎に着色装飾層を印刷したり、デコレーション
フィルムを貼り付けずに、複数のガラス基板へ一括して着色装飾層を形成できる。
【００３１】
　請求項４の発明によれば、引き出し配線パターンの色で、抜き文字を任意の色に着色で
きる。
【００３２】
　請求項６の発明によれば、、任意の輪郭形状のタッチパネル用ガラス基板が得られるの
で、タッチパネルをデザイン上の要望に応じた任意形状とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施の形態に係るタッチパネル用ガラス基板１の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った一部省略縦断面図である。
【図３】各ガラス基板１’に着色装飾層６を印刷したガラス原板１０の平面図である。
【図４】接続導体片５を形成したガラス原板１０の平面図である。
【図５】タッチパネル用ガラス基板１を分離する工程前のガラス原板１０の平面図である
。
【図６】タッチパネル用ガラス基板１の製造工程を示し、（ａ）は、ガラス原板１０に着
色装飾層６を印刷した工程を、（ｂ）は、透明導電膜５’上に露光現像したフォトレジス
ト層７のマスクを形成した工程を、（ｃ）は、ガラス原板１０に接続導体片５を形成した
工程を、（ｄ）は、接続導体片５上に中間絶縁片２を掛け渡して形成する工程を、（ｅ）
は、配線パターン３を接続した工程を、（ｆ）は、ガラス原板１０の表裏面の切断領域Ｃ
Ａ以外のガラス基板１’に相当する領域を光硬化したフォトレジスト膜８でマスクする工
程を、それぞれ示す部分省略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の一実施の形態に係るタッチパネル用ガラス基板１とその製造方法につい
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て、図１乃至図６を用いて詳細に説明する。タッチパネル用ガラス基板は、一般に液晶パ
ネル等の表示パネルの上方に重ねて平行に配置され、表示パネルに表示されるアイコン等
を目標とする入力操作の入力位置を検出するタッチパネルに用いられる。入力位置を検出
するタッチパネルの検出方式によってその具体的な構成が異なるが、本実施の形態では、
入力操作体が接近する検出電極パターンの静電容量の変化から入力位置を検出する静電容
量方式のタッチパネルに用いられるタッチパネル用ガラス基板１として説明する。
【００３５】
　図１は、タッチパネル用ガラス基板１の平面図であり、以下、タッチパネル用ガラス基
板１のガラス基板部分を単にガラス基板１’と、ガラス基板１’の検出電極パターンが形
成される図１に表れる平面を表面として説明する。図示するように、ガラス基板１の輪郭
は、下方（底面側）に重ねて縦長に配置される長方形の表示パネルに合わせて、全体が縦
長の長方形状であり、長方形状の四隅は、タッチパネルを搭載する機器の表面に表れるデ
ザイン上の要望から４分円の円弧で連続している。ガラス基板１’は、透明なガラスであ
れば、ホウ珪酸ガラス等の種々のガラスを用いることができるが、ここではソーダガラス
である。
【００３６】
　透明なガラス基板１’の表面には、下方の表示パネルを目視可能なように透明導電材料
の例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）からなる複数のＸ検出電極パタ
ーンＸｎと複数のＹ検出電極パターンＹｎが、直交するＸＹ方向で互いに交差して形成さ
れている。複数のＸ検出電極パターンＸｎは、Ｘ方向に等ピッチに形成され、各Ｘ検出電
極パターンＸｎは、それぞれＹ方向に沿って菱形を繰り返して連続する形状に形成されて
いる。また、複数のＹ検出電極パターンＹｎは、Ｙ方向に等ピッチに形成され、各Ｙ検出
電極パターンＹｎは、それぞれＸ方向に沿って菱形を繰り返して連続する形状に形成され
ている。Ｘ検出電極パターンＸｎの菱形とＹ検出電極パターンＹｎの菱形は、それぞれ相
補する輪郭であり、従って、互いに直交して配置される複数のＸ検出電極パターンＸｎと
複数のＹ検出電極パターンＹｎとで、長方形の入力操作領域ＥＡのほぼ全体が覆われる。
【００３７】
　Ｘ検出電極パターンＸｎとＹ検出電極パターンＹｎが交差する部位は、それぞれ菱形の
角の細幅となっているので、微小面積の中間絶縁片２を介してＸ検出電極パターンＸｎと
Ｙ検出電極パターンＹｎを上下に隔てて相互に絶縁している。中間絶縁片２は、微小であ
り、また、透明な絶縁材料で形成するので、目立たないものとなっている。
【００３８】
　各Ｘ検出電極パターンＸｎとＹ検出電極パターンＹｎは、それぞれ入力操作領域ＥＡの
境界で引き出し配線パターン３に電気接続し、配線パターン３により図１の左下隅に引き
出され、特定の検出電極パターンＸｎ、Ｙｎの静電容量の変化から入力位置を検出するタ
ッチパネルの検出回路部へ電気接続可能としている。ここで検出電極パターンＸｎ、Ｙｎ
を構成するＩＴＯは、通常の金属より比抵抗が高いので、配線パターン３は、比抵抗の低
いアルミ若しくは銀で形成し、出力までの合成抵抗を下げて検出感度を良好なものとして
いる。しかしながら、配線パターン３を比較的目立たたないアルミ若しくは銀で形成して
も目視できるので、入力操作領域ＥＡの周囲のガラス基板１’の輪郭との間を黒色など不
透明なインクで印刷するいわゆる黒枠印刷を行い、着色装飾層６を施した入力操作領域Ｅ
Ａの周囲に配線パターン３を形成し、配線パターン３を隠している。
【００３９】
　ガラス基板１’の表面に形成される検出電極パターンＸｎ、Ｙｎと配線パターン３の全
体は、透明絶縁材料で形成されるオーバーコート４で覆われる。尚、本実施の形態に係る
ガラス基板１’は、化学強化するとともに、後述する製造工程により周囲にマイクロクラ
ックが発生していないので、厚さを１ｍｍ以下としても所定の強度が得られ、従来のよう
に入力操作面側となる上方に透明保護パネルを積層させたり、透明保護フィルムを貼り付
けなくてもよい。
【００４０】
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　このガラス基板１’は、図３乃至図５に示すように、９枚のタッチパネル用ガラス基板
１を製造する大きさのガラス原板１０から個々に切り出して形成される。以下、このタッ
チパネル用ガラス基板１を製造する工程を図３乃至図６を用いて説明する。
【００４１】
　ガラス原板１０は、ソーダガラス製の更に大きいガラス原板からスクライブカット等の
方法で長方形に切り出される。切り出したガラス原板１０の輪郭は、図３に示すように、
取り出す９枚のガラス基板１’の輪郭をガラス原板１０の表裏面に投影させてその投影線
を切り出し線ＣＬと仮想設定し、切り出し線ＣＬの周囲に少なくとも数ｍｍ幅の切断領域
ＣＡを確保して９枚のガラス基板１’が互いに重ならずにマトリックス状に整列配置した
状態でその全体に外接する長方形としている。従って、ガラス原板１０において、長方形
の４隅が４分円で連続する切り出し線ＣＬで囲まれる領域が、各ガラス基板１’となるガ
ラス基板領域となる。
【００４２】
　始めに、このガラス原板１０を、３８０℃程度に加熱した硝酸カリ溶融塩に入れ、ガラ
ス表面にイオン交換をおこす化学強化を行う。この化学強化により、ガラス原板１０及び
このガラス原板１０から分離される各ガラス基板１’は、化学強化前に比べて５倍程度の
強度を有するものとなる。
【００４３】
　続いて、図３、図６（ａ）に示すように、ガラス原板１０上の各入力操作領域ＥＡの周
囲と設定した切り出し線ＣＬの間を黒色インクを用いた黒枠印刷を行い、着色装飾層６を
形成する。
【００４４】
　続いて、着色装飾層６を形成したガラス原板１０の表面全体にスパッタリングによりＩ
ＴＯからなる透明導電膜５’を成膜し、その全体をロールコーターに流して透明導電膜５
’上にフォトレジスト層７を付着させる。フォトレジスト層７は、図６（ｂ）に示すよう
に、接続導体片５を形成する部位を露光現像してマスクとし、マスクで覆われる透明導電
膜５’を残して透明導電膜をエッチングし、図４，図６（ｃ）に示すように、Ｘ検出電極
パターンＸｎとＹ検出電極パターンＹｎが交差する部分に帯状の接続導体片５を形成する
。
【００４５】
　更に、図６（ｄ）に示すように、同様のフォトリソグラフィ法、スクリーン印刷などで
、この接続導体片５上に掛け渡して中間絶縁片２を形成する。
【００４６】
　続いて、ガラス基板１’の表面にＸ検出電極パターンＸｎとＹ検出電極パターンＹｎを
形成する。検出電極パターンＸｎ、Ｙｎは、フォトリソグラフィ法でパターンニングして
形成するもので、中間絶縁片２と接続導体片５が形成されたガラス基板１’の表面全体に
スパッタリングによりＩＴＯからなる透明導電膜を成膜し、重ねてその上方全体にフォト
レジスト層を付着させる。その後、Ｘ検出電極パターンＸｎと菱形Ｙ検出電極パターンＹ
ｎの形成部位のフォトレジスト層を露光現像してマスクを形成し、マスクで覆われない透
明導電膜をエッチングし、Ｘ検出電極パターンＸｎとＹ検出電極パターンＹｎを形成する
。これにより、菱形のＸ方向で隣り合うＹ検出電極パターンＹｎの菱形部分が接続導体片
５を介して接続され、各Ｙ検出電極パターンＹｎは、Ｘ方向に沿って形成され、Ｘ検出電
極パターンＸｎは、菱形間の連結部が中間絶縁片２上に形成されて、Ｙ検出電極パターン
Ｙｎと絶縁し、Ｙ方向に沿って形成される。
【００４７】
　図５、図６（ｅ）に示すように、各Ｘ検出電極パターンＸｎとＹ検出電極パターンＹｎ
は、それぞれ入力操作領域ＥＡの境界で、銀の配線パターン３に接続される。配線パター
ン３は、スクリーン印刷、マスクを用いたスパッタリングなどで、黒枠印刷を施した入力
操作領域ＥＡの周囲に形成され、外部回路と接続するために、切り出し線ＣＬで囲われる
ガラス基板１’の左下方に引き出される。
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【００４８】
　上述した化学強化から配線パターン３の形成工程までのいわゆるセンサー面の形成工程
は、９枚のガラス基板１’に対して一括して行うことができるので、量産工程が大幅に短
縮される。
【００４９】
　９枚のガラス基板１’は、ガラス原板１０からケミカルエッチングにより分離するもの
で、ガラス原板１０の表裏面全体に耐フッ酸性のフォトレジスト膜８を付着し、切り出し
線ＣＬで区切られる切断領域ＣＡを除いてフォトレジスト膜８を露光現像する。その後、
アルカリ溶液で露光させていない切断領域ＣＡのフォトレジスト膜を除去し、図６（ｆ）
に示すように、表裏面のガラス基板１’に相当する領域を光硬化したフォトレジスト膜８
で覆う。
【００５０】
　続いて、ガラス原板１０をフッ酸を含有する化学研磨液に浸し、切断領域ＣＡをケミカ
ルエッチングすることにより、９枚のガラス基板１’をガラス原板１０から分離する。こ
のケミカルエッチング工程において、検出電極パターンＸｎ、Ｙｎ等を形成したセンサー
面は、フォトレジスト膜８で覆われるので、エッチング液によるケミカルアタックを受け
ない。
【００５１】
　ガラス原板１０から分離したガラス基板１’の表裏面に付着しているフォトレジスト膜
８は、アルカリ溶液を用いて除去し、その後、検出電極パターンＸｎ、Ｙｎ等を形成した
表面全体にスピンコーター等で透明絶縁材料のオーバーコート４を付着させて、タッチパ
ネル用ガラス基板１を得る。
【００５２】
　上述の実施の形態は、静電容量方式のタッチパネルに用いるタッチパネル用ガラス基板
１について説明したが、タッチパネルの入力位置の検出方式が異なり、検出電極パターン
を含むセンサー面の構成やセンサー面の製造工程が異なるタッチパネル用ガラス基板であ
っても、本発明を適用できる。例えば、抵抗感圧方式などのＸＹ検出電極パターンを絶縁
間隔を隔てて対向させる抵抗感圧方式等のタッチパネルでは、本発明により製造した二枚
のタッチパネル用ガラス基板を、スペーサを介して抵抗層からなる検出電極パターンが対
向するように積層させる。
【００５３】
　また、ガラス基板の表面に検出電極パターンや引き出し配線パターンを形成するセンサ
ー面の製造工程は、少なくともセンサー面を形成した後に切断領域ＣＡをケミカルエッチ
ングするものであれば上述の実施の形態で説明した順に限らず、検出電極パターンの構成
によりその製造工程順が異なる。
【００５４】
　また、着色装飾層６に抜き文字を施し、その上に抜き文字の領域を覆うように配線パタ
ーンを形成することで、抜き文字部分に配線パターンの色を透過させ、タッチパネル用ガ
ラス基板の表側より視認可能な文字を表示させることもできる。特に着色装飾層６を黒色
に近い色調で施すと、配線パターン（アルミ、若しくは銀）の色とのコントラストが大き
くなり、抜き文字表示が明瞭となる。
【００５５】
　更に、ガラス原板１０への化学強化は、化学強化を行わず必要な強度が得られる厚さで
あれば、必ずしも行う必要はない。
【００５６】
　また、必ずしも黒枠印刷工程を行う必要はなく、本発明で製造したタッチパネル用ガラ
ス基板１の上方を黒枠印刷に相当する装飾フィルムで覆っても良い。
【００５７】
　また、各工程で形成するフォトレジスト層、若しくはフォトレジスト膜は、フィルムレ
ジストを貼り付けるものであってもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、薄型化と強度が要求されるタッチパネル用ガラス基板とその製造方法に適し
ている。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　　タッチパネル用ガラス基板
　１’　　ガラス基板
　８　　　フォトレジスト膜（レジスト膜）
　１０　　ガラス原板
　Ｘｎ　　Ｘ検出電極パターン
　Ｙｎ　　Ｙ検出電極パターン
　ＣＬ　　切り出し線
　ＣＡ　　切断領域

【要約】
【課題】他のタッチパネル用ガラス基板とともに一括して製造し、輪郭にマイクロクラッ
クが発生せずに所定の強度が得られるタッチパネル用ガラス基板とその製造方法を提供す
る。
【解決手段】複数のガラス基板を切り出す大きさのガラス原板に、各ガラス基板に形成す
る検出電極パターンと引き出し配線パターンをそれぞれ一括して形成した後、ケミカルエ
ッチングでガラス原板より各タッチパネル用ガラス基板を分離する。ケミカルエッチング
で分離するので、その輪郭にマイクロクラックが発生しない。
【選択図】図６

【図１】

【図２】

【図３】
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