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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に配置された複数の金属配線と、前記金属配線と直接接触して前記金属配線
上に配置された透明粘着剤層とを有する配線基板であって、
　前記金属配線は、
　パルス信号が供給される第１金属配線と、
　固定電位が印加される第２金属配線とを有し、
　前記パルス信号は、基準レベルが前記固定電位と同じレベルであって、パルス幅が３ｍ
ｓｅｃ以下のパルスが複数配列されたパルス列を有し、且つ、６００秒の間に前記パルス
の積算時間が６０秒未満であることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　請求項１記載の配線基板において、
　前記金属配線は銀及び／又は銅を含むことを特徴とする配線基板。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の配線基板において、
　前記パルス信号は、６００秒の間に一定のパルス周期が繰り返されて前記パルス列が出
力される信号形態とされ、デューティ比（パルス幅／パルス周期）が１０％未満であるこ
とを特徴とする配線基板。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の配線基板において、
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　前記パルス信号は、６００秒の間に前記パルス列が出力されるパルス列出力期間と、前
記固定電位が連続して出力される休止期間とを有し、
　６００秒をパルス周期とし、前記パルス列を構成する複数のパルスの積算時間をパルス
幅としたとき、デューティ比（パルス幅／パルス周期）が１０％未満であることを特徴と
する配線基板。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の配線基板において、
　前記透明粘着剤層は、光学的に透明な下記構成成分Ａ、構成成分Ｂ及び構成成分Ｃとか
らなる群から選択される少なくとも１つから構成された透明粘着剤を有し、
　前記透明粘着剤を１００部としたとき、前記構成成分Ａは４５～９５部含み、前記構成
成分Ｂは２０～５０部含み、前記構成成分Ｃは１～４０部含むことを特徴とする配線基板
。
　　　前記構成成分Ａ：２５℃以下のガラス転移温度Ｔgを有するアルキル（メタ）アク
リレートモノマー（ここで、アルキル基が４～１８個の炭素原子を有する）。
　　　前記構成成分Ｂ：２５℃以上のガラス転移温度Ｔgを有する（メタ）アクリレート
モノマーのエステル。
　　　前記構成成分Ｃ：ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、非置換（メタ）アク
リルアミド、Ｎ－アルキル置換（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキル置換（メタ
）アクリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式
アミン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーからなる群から選択さ
れるモノマー。
【請求項６】
　請求項５記載の配線基板において、
　前記構成成分Ａは、ｎ－ブチルアクリレート、２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレ
ート、イソオクチルアクリレート、２－メチルヘキシルアクリレート、及びこれらの組み
合わせからなる群から選択される少なくとも１つであることを特徴とする配線基板。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の配線基板において、
　前記構成成分Ｂは、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、イソ
ボルニル（メタ）アクリレート、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少な
くとも１つであることを特徴とする配線基板。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれか１項に記載の配線基板において、
　前記構成成分Ｃは、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロ
ピル（メタ）アクリレート、Ｎ－オクチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、ビニルピリジン、ビニルイミダゾール、Ｎ，Ｎ
－ジアルキルアミノアルキル（メタ）アクリレート（ここで、アルキル基は、１～４個の
炭素原子を有する）、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つ
であることを特徴とする配線基板。
【請求項９】
　請求項５記載の配線基板において、
　前記構成成分Ａが２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレート、前記構成成分Ｂがイソ
ボルニル（メタ）アクリレート、前記構成成分Ｃが２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レートであることを特徴とする配線基板。
【請求項１０】
　請求項５記載の配線基板において、
　前記透明粘着剤は、
　前記構成成分Ａとして、２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレートを５０～６５部含
み、前記構成成分Ｂとして、イソボルニル（メタ）アクリレートを１５～３０部含み、前
記構成成分Ｃとして、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートを２０～３０部含むこ
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とを特徴とする配線基板。
【請求項１１】
　請求項５記載の配線基板において、
　前記構成成分Ａがｎ－ブチルアクリレート、前記構成成分Ｃが２－ヒドロキシエチル（
メタ）アクリレートであることを特徴とする配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板に関し、特に、配線間のイオンマイグレーションを考慮した配線基
板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）を含有する透明導電性配線に、光学的に透明な
感圧性接着剤組成物を直接接触させた配線基板が知られている（特許文献１参照）。特に
、特許文献１には、透明粘着剤の構成材料を選定することで、所定の環境（温度６０℃、
相対湿度９０％）に３０～４０日保存した際の透明導電性配線の表面抵抗の上昇を抑えた
実施例が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１１－５０１７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、半導体集積回路やチップ部品等の小型化が進んでいる。例えばタッチパネルの周
辺回路や配線部においても、できるだけ小型化すること、端子配線等の金属取り出し配線
の微細化が進んでいる。そのため、配線基板中の金属取り出し配線の幅及び配線間の間隔
はより狭小化しており、イオンマイグレーションによる回路の断線や配線間の短絡が生じ
やすくなっている。特に、金属取り出し配線を構成する金属として、導電性が高い銀や銅
がよく用いられているが、これらの金属はイオンマイグレーションが発生し易いという問
題があり、とりわけ銀はこの問題が顕著に現れる。
【０００５】
　特許文献１は、上述したように、透明導電性配線と透明粘着剤との組み合わせが記載さ
れているが、あくまでも所定の環境下で長時間保存した際の透明導電性配線の抵抗変化を
抑えることが目的であり、近年の小型化等による金属取り出し配線の微細化が進んでいる
中で、金属配線間のイオンマイグレーションによる断線や、配線間の短絡を抑制するには
不十分である。
【０００６】
　つまり、従来技術においては、イオンマイグレーションの抑制について、要求されるレ
ベルを満たしておらず、さらなる改良が必要であった。
【０００７】
　本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、金属取り出し配線間の電位差
を効果的に低減することができ、銀や銅等で構成された金属取り出し配線間のイオンマイ
グレーションの発生を抑制して、小型化並びに配線の微細化、配線間の狭小化をさらに促
進させることができる配線基板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】
【０００８】
［１］　本発明に係る配線基板は、絶縁基板上に配置された複数の金属配線と、前記金属
配線と直接接触して前記金属配線上に配置された透明粘着剤層とを有する配線基板であっ
て、前記金属配線は、パルス信号が供給される第１金属配線と、固定電位が印加される第
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２金属配線とを有し、前記パルス信号は、基準レベルが前記固定電位と同じレベルであっ
て、パルス幅が３ｍｓｅｃ以下のパルスが複数配列されたパルス列を有し、且つ、６００
秒の間に前記パルスの積算時間が６０秒未満であることを特徴とする。
【０００９】
　これにより、第１金属配線と第２金属配線間の電位差を低減することができ、これら第
１金属配線及び第２金属配線がそれぞれ銀や銅等で構成されていても、配線間のイオンマ
イグレーションの発生を抑制することができる。
【００１０】
　これは、第１金属配線の金属イオンの移動度及び移動量をコントロールすること、すな
わち、パルスの印加による金属イオンの接地電位方向への移動量と、基準レベルの期間に
おける金属イオンの第１金属配線への移動をコントロールすることで、金属イオンの酸化
／還元をコントロールすることができ、結果として、イオンマイグレーションの発生を抑
制することができるものと推定される。
【００１１】
［２］　本発明において、前記金属配線は銀及び／又は銅を含んでもよい。
【００１２】
［３］　本発明において、前記パルス信号は、６００秒の間に一定のパルス周期が繰り返
されて前記パルス列が出力される信号形態とされ、デューティ比（パルス幅／パルス周期
）が１０％未満であってもよい。これにより、第１金属配線と第２金属配線間の電位差を
低減することができ、配線間のマイグレーションを抑制する上で有利となる。
【００１３】
［４］　本発明において、前記パルス信号は、６００秒の間に前記パルス列が出力される
パルス列出力期間と、前記固定電位が連続して出力される休止期間とを有し、６００秒を
パルス周期とし、前記パルス列を構成する複数のパルスの積算時間をパルス幅としたとき
、デューティ比（パルス幅／パルス周期）が１０％未満であってもよい。この場合も、こ
れにより、第１金属配線と第２金属配線間の電位差を低減することができ、配線間のマイ
グレーションを抑制する上で有利となる。
【００１４】
［５］　本発明において、前記透明粘着剤層は、光学的に透明な下記構成成分Ａ、構成成
分Ｂ及び構成成分Ｃとからなる群から選択される少なくとも１つから構成された透明粘着
剤を有し、前記透明粘着剤を１００部としたとき、前記構成成分Ａは４５～９５部含み、
前記構成成分Ｂは２０～５０部含み、前記構成成分Ｃは１～４０部含んでもよい。
【００１５】
　　　構成成分Ａ：２５℃以下のガラス転移温度Ｔgを有するアルキル（メタ）アクリレ
ートモノマー（ここで、アルキル基が４～１８個の炭素原子を有する）。
　　　構成成分Ｂ：２５℃以上のガラス転移温度Ｔgを有する（メタ）アクリレートモノ
マーのエステル。
　　　構成成分Ｃ：ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、非置換（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－アルキル置換（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキル置換（メタ）ア
クリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式アミ
ン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーからなる群から選択される
モノマー。
【００１６】
［６］　この場合、前記構成成分Ａは、ｎ－ブチルアクリレート、２－エチル－ヘキシル
（メタ）アクリレート、イソオクチルアクリレート、２－メチルヘキシルアクリレート、
及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つであってもよい。
【００１７】
［７］　前記構成成分Ｂは、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート
、イソボルニル（メタ）アクリレート、及びこれらの組み合わせからなる群から選択され
る少なくとも１つであってもよい。
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【００１８】
［８］　前記構成成分Ｃは、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキ
シプロピル（メタ）アクリレート、Ｎ－オクチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアク
リルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、ビニルピリジン、ビニルイミダゾール、
Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノアルキル（メタ）アクリレート（ここで、アルキル基は、１～
４個の炭素原子を有する）、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少なくと
も１つであってもよい。
【００１９】
［９］　そして、前記構成成分Ａが２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレート、前記構
成成分Ｂがイソボルニル（メタ）アクリレート、前記構成成分Ｃが２－ヒドロキシエチル
（メタ）アクリレートであることが好ましい。
【００２０】
［１０］　特に、前記透明粘着剤は、前記構成成分Ａとして、２－エチル－ヘキシル（メ
タ）アクリレートを５０～６５部含み、前記構成成分Ｂとして、イソボルニル（メタ）ア
クリレートを１５～３０部含み、前記構成成分Ｃとして、２－ヒドロキシエチル（メタ）
アクリレートを２０～３０部含むことが好ましい。これにより、透明粘着剤層の耐白化性
能を高めることができる。
【００２１】
［１１］　あるいは、前記構成成分Ａがｎ－ブチルアクリレート、前記構成成分Ｃが２－
ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートであってもよい。この場合も、透明粘着剤層の耐
白化性能を高めることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明に係る配線基板によれば、配線間の電位差を効果的に低減
することができ、銀や銅等で構成された配線間のイオンマイグレーションの発生を抑制し
て、小型化並びに配線の微細化、配線間の狭小化をさらに促進させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施の形態に係る配線基板をタッチパネルに適用した構成例を示す分解斜視図
である。
【図２】積層導電性フイルム（配線基板）を示す分解斜視図である。
【図３】積層導電性フイルムの断面構造の一例と制御系（自己容量方式）の一例を示す説
明図である。
【図４】第１導電性フイルム（配線基板）と第２導電性フイルム（配線基板）を組み合わ
せて積層導電性フイルムとした例を一部省略して示す平面図である。
【図５】第１補助線と第２補助線によって１つのラインが形成された状態を示す説明図で
ある。
【図６】図６Ａは第１パルス信号及び第２パルス信号の第１信号形態を示す波形図であり
、図６Ｂは第１パルス信号及び第２パルス信号の第２信号形態を示す波形図である。
【図７】積層導電性フイルムの断面構造の一例と制御系（相互容量方式）の一例を示す説
明図である。
【図８】積層導電性フイルムの断面構造の他の例を示す説明図である。
【図９】実施例で使用した第１金属配線及び第２金属配線のパターン例を示す説明図であ
る。
【図１０】図１０Ａはパルス信号Ｐａを示す波形図であり、図１０Ｂはパルス信号Ｐｂを
示す波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る配線基板を例えばタッチパネルに適用した実施の形態例を図１～図
１０Ｂを参照しながら説明する。なお、本明細書において数値範囲を示す「～」は、その
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前後に記載される数値を下限値及び上限値として含む意味として使用される。
【００２５】
　本実施の形態に係る配線基板が適用されるタッチパネル１０は、図１に示すように、セ
ンサ本体１２と制御回路１４（ＩＣ回路等で構成：図３参照）とを有する。センサ本体１
２は、第１導電性フイルム１６Ａ（配線基板）と第２導電性フイルム１６Ｂ（配線基板）
とを積層して構成された積層導電性フイルム１８と、その上に積層された保護層２０とを
有する。積層導電性フイルム１８及び保護層２０は、例えば液晶ディスプレイ等の表示装
置２２における表示パネル２４上に配置されるようになっている。第１導電性フイルム１
６Ａ及び第２導電性フイルム１６Ｂは、上面から見たときに、表示パネル２４の表示画面
２４ａに対応した領域に配された第１センサ部２６Ａ及び第２センサ部２６Ｂと、表示パ
ネル２４の外周部分に対応する領域に配された第１端子配線部２８Ａ及び第２端子配線部
２８Ｂ（いわゆる額縁）とを有する。第１センサ部２６Ａと第１端子配線部２８Ａとで第
１導電部３０Ａが構成され、第２センサ部２６Ｂと第２端子配線部２８Ｂとで第２導電部
３０Ｂが構成される。
【００２６】
　そして、第１導電性フイルム１６Ａは、図２及び図３に示すように、第１透明基体３２
Ａと、該第１透明基体３２Ａの表面上に形成された上述の第１導電部３０Ａと、第１導電
部３０Ａを被覆するように形成された第１透明粘着剤層３４Ａ（図３参照）とを有する。
【００２７】
　第１センサ部２６Ａは、図２に示すように、金属細線にて構成された透明導電層による
複数の第１導電パターン３６Ａと、各第１導電パターン３６Ａの周辺に配列された複数の
第１補助線３７Ａにて構成された第１補助パターン３８Ａとを有する。第１導電パターン
３６Ａは、第１方向（ｘ方向）に延在し、且つ、第１方向と直交する第２方向（ｙ方向）
に配列されている。
【００２８】
　具体的には、第１導電パターン３６Ａは、２以上の第１大格子４０Ａが第１方向に直列
に接続されて構成されている。各第１大格子４０Ａは、それぞれ２以上の小格子４２が組
み合わされて構成されている。また、第１大格子４０Ａの辺の周囲に、第１大格子４０Ａ
と非接続とされた上述の第１補助パターン３８Ａが形成されている。
【００２９】
　隣接する第１大格子４０Ａ間には、これら第１大格子４０Ａを電気的に接続する第１接
続部４４Ａが形成されている。第１方向と第２方向とを二等分する方向を第３方向（ｍ方
向）とし、第３方向と直交する方向を第４方向（ｎ方向）としたとき、第１接続部４４Ａ
は、ｐ個（ｐは１より大きい実数）の小格子４２が第４方向（ｎ方向）に配列された大き
さの中格子４６が配置されて構成されている。
【００３０】
　なお、小格子４２は、ここでは一番小さい正方形状とされている。中格子４６は、例え
ば３個分の小格子４２が一方向に配列された大きさを有する。
【００３１】
　上述のように構成された第１導電性フイルム１６Ａは、図２に示すように、各第１導電
パターン３６Ａの一方の端部側に存在する第１大格子４０Ａの開放端は、第１接続部４４
Ａが存在しない形状となっている。各第１導電パターン３６Ａの他方の端部側に存在する
第１大格子４０Ａの端部は、第１結線部４８ａを介して金属配線による第１端子配線パタ
ーン５０ａに電気的に接続されている。
【００３２】
　すなわち、タッチパネル１０に適用した第１導電性フイルム１６Ａは、図２に示すよう
に、第１センサ部２６Ａに対応した部分に、上述した多数の第１導電パターン３６Ａが配
列され、第１端子配線部２８Ａには各第１結線部４８ａから導出された複数の第１端子配
線パターン５０ａ（第１金属配線）が配列されている。また、第１端子配線パターン５０
ａの外側には、一方の第１接地端子５２ａから他方の第１接地端子５２ａにかけて、第１
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センサ部２６Ａを囲むように、シールド効果を目的とした第１接地ライン５４ａ（第２金
属配線）が形成されている。
【００３３】
　図１の例では、第１導電性フイルム１６Ａの外形は、上面から見て長方形状を有し、第
１センサ部２６Ａの外形も長方形状を有する。第１端子配線部２８Ａのうち、第１導電性
フイルム１６Ａの一方の長辺側の周縁部には、その長さ方向中央部分に、上述した一対の
第１接地端子５２ａに加えて、複数の第１接続端子５６ａが前記一方の長辺の長さ方向に
配列形成されている。また、第１センサ部２６Ａの一方の長辺（第１導電性フイルム１６
Ａの一方の長辺に最も近い長辺：ｙ方向）に沿って複数の第１結線部４８ａが直線状に配
列されている。各第１結線部４８ａから導出された第１端子配線パターン５０ａは、第１
導電性フイルム１６Ａの一方の長辺におけるほぼ中央部に向かって引き回され、それぞれ
対応する第１接続端子５６ａに電気的に接続されている。
【００３４】
　従って、図３に示すように、第１導電部３０Ａを被覆するように形成された第１透明粘
着剤層３４Ａは、第１端子配線部２８Ａの第１端子配線パターン５０ａ（第１金属配線）
、第１接地ライン５４ａ（第２金属配線）及び第１導電パターン３６Ａ（透明導電層）と
接触して、これら第１金属配線、第２金属配線及び透明導電層上に配置される。
【００３５】
　一方、第２導電性フイルム１６Ｂは、図２及び図３に示すように、第２透明基体３２Ｂ
と、該第２透明基体３２Ｂの表面上に形成された上述の第２導電部３０Ｂと、第２導電部
３０Ｂを被覆するように形成された第２透明粘着剤層３４Ｂ（図３参照）とを有する。
【００３６】
　第２センサ部２６Ｂは、金属細線にて構成された透明導電層による複数の第２導電パタ
ーン３６Ｂと、各第２導電パターン３６Ｂの周辺に配列された複数の第２補助線３７Ｂに
て構成された第２補助パターン３８Ｂとを有する。第２導電パターン３６Ｂは、第２方向
（ｙ方向）に延在し、且つ、第１方向（ｘ方向）に配列されている。
【００３７】
　具体的には、第２導電パターン３６Ｂは、２以上の第２大格子４０Ｂが第２方向に直列
に接続されて構成されている。各第２大格子４０Ｂにおいても、それぞれ２以上の小格子
４２が組み合わされて構成されている。また、第２大格子４０Ｂの辺の周囲に、第２大格
子４０Ｂと非接続とされた上述の第２補助パターン３８Ｂが形成されている。
【００３８】
　隣接する第２大格子４０Ｂ間には、これら第２大格子４０Ｂを電気的に接続する第２接
続部４４Ｂが形成されている。第２接続部４４Ｂは、ｐ個の小格子４２が第３方向（ｍ方
向）に配列された大きさの中格子４６が配置されて構成されている。
【００３９】
　上述のように構成された第２導電性フイルム１６Ｂは、各第２導電パターン３６Ｂの一
方の端部側に存在する第２大格子４０Ｂの開放端は、第２接続部４４Ｂが存在しない形状
となっている。一方、奇数番目の各第２導電パターン３６Ｂの他方の端部側に存在する第
２大格子４０Ｂの端部、並びに偶数番目の各第２導電パターン３６Ｂの一方の端部側に存
在する第２大格子４０Ｂの端部は、それぞれ第２結線部４８ｂを介して金属配線による第
２端子配線パターン５０ｂに電気的に接続されている。
【００４０】
　すなわち、タッチパネル１０に適用した第２導電性フイルム１６Ｂは、図１及び図２に
示すように、第２センサ部２６Ｂに対応した部分に、多数の第２導電パターン３６Ｂが配
列され、第２端子配線部２８Ｂには各第２結線部４８ｂから導出された複数の第２端子配
線パターン５０ｂ（第１金属配線）が配列されている。また、第２端子配線パターン５０
ｂの外側には、一方の第２接地端子５２ｂから他方の第２接地端子５２ｂにかけて、第２
センサ部２６Ｂを囲むように、シールド効果を目的とした第２接地ライン５４ｂ（第２金
属配線）が形成されている。
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【００４１】
　図１に示すように、第２端子配線部２８Ｂのうち、第２導電性フイルム１６Ｂの一方の
長辺側の周縁部には、その長さ方向中央部分に、上述した一対の第２接地端子５２ｂに加
えて、複数の第２接続端子５６ｂが前記一方の長辺の長さ方向に配列形成されている。ま
た、第２センサ部２６Ｂの一方の短辺（第２導電性フイルム１６Ｂの一方の短辺に最も近
い短辺：ｘ方向）に沿って複数の第２結線部４８ｂ（例えば奇数番目の第２結線部４８ｂ
）が直線状に配列され、第２センサ部２６Ｂの他方の短辺（第２導電性フイルム１６Ｂの
他方の短辺に最も近い短辺：ｘ方向）に沿って複数の第２結線部４８ｂ（例えば偶数番目
の第２結線部４８ｂ）が直線状に配列されている。
【００４２】
　複数の第２導電パターン３６Ｂのうち、例えば奇数番目の第２導電パターン３６Ｂが、
それぞれ対応する奇数番目の第２結線部４８ｂに接続され、偶数番目の第２導電パターン
３６Ｂが、それぞれ対応する偶数番目の第２結線部４８ｂに接続されている。奇数番目の
第２結線部４８ｂから導出された第２端子配線パターン５０ｂ並びに偶数番目の第２結線
部４８ｂから導出された第２端子配線パターン５０ｂは、第２導電性フイルム１６Ｂの一
方の長辺におけるほぼ中央部に向かって引き回され、それぞれ対応する第２接続端子５６
ｂに電気的に接続されている。
【００４３】
　なお、第１端子配線パターン５０ａの導出形態を上述した第２端子配線パターン５０ｂ
と同様にし、第２端子配線パターン５０ｂの導出形態を上述した第１端子配線パターン５
０ａと同様にしてもよい。
【００４４】
　従って、第２導電部３０Ｂを被覆するように形成された第２透明粘着剤層３４Ｂにおい
ても、第２端子配線部２８Ｂの第２端子配線パターン５０ｂ（第１金属配線）、第２接地
ライン５４ｂ（第２金属配線）及び第２導電パターン３６Ｂ（透明導電層）と接触して、
これら第１金属配線、第２金属配線及び透明導電層上に配置される。
【００４５】
　上述した第１金属配線、第２金属配線及び透明導電層を構成する金属細線は、それぞれ
銀及び／又は銅を含む。
【００４６】
　第１大格子４０Ａ及び第２大格子４０Ｂの一辺の長さは、３～１０ｍｍであることが好
ましく、４～６ｍｍであることがより好ましい。一辺の長さが、上記下限値未満であると
、検出時の第１大格子４０Ａ及び第２大格子４０Ｂの静電容量が減るため、検出不良にな
る可能性が高くなる。他方、上記上限値を超えると、位置検出精度が低下する虞がある。
同様の観点から、第１大格子４０Ａ及び第２大格子４０Ｂを構成する小格子４２の一辺の
長さは５０～５００μｍであることが好ましく、１５０～３００μｍであることがさらに
好ましい。小格子４２が上記範囲である場合には、さらに透明性も良好に保つことが可能
であり、表示装置２２の表示パネル２４上にとりつけた際に、違和感なく表示を視認する
ことができる。
【００４７】
　また、第１導電パターン３６Ａ（第１大格子４０Ａ、中格子４６）の線幅、第２導電パ
ターン３６Ｂ（第２大格子４０Ｂ、中格子４６）の線幅、第１補助パターン３８Ａ（第１
補助線３７Ａ）及び第２補助パターン３８Ｂ（第２補助線３７Ｂ）の線幅はそれぞれ１～
９μｍである。この場合、第１導電パターン３６Ａの線幅や第２導電パターン３６Ｂの線
幅と同じでもよく、異なっていてもよい。ただ、第１導電パターン３６Ａ、第２導電パタ
ーン３６Ｂ、第１補助パターン３８Ａ及び第２補助パターン３８Ｂの各線幅を同じにする
ことが好ましい。
【００４８】
　すなわち、透明導電層を構成する金属細線の線幅は、下限は１μｍ以上、３μｍ以上、
４μｍ以上、もしくは５μｍ以上が好ましく、上限は９μｍ以下、８μｍ以下が好ましい
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。線幅が上記下限値未満の場合には、導電性が不十分となるためタッチパネルに使用した
場合に、検出感度が不十分となる。他方、上記上限値を越えるとモアレが顕著になったり
、タッチパネルに使用した際に視認性が悪くなったりする。なお、上記範囲にあることで
、第１センサ部２６Ａ及び第２センサ部２６Ｂでのモアレが改善され、視認性が特によく
なる。線間隔は（隣接する金属細線の間隔）は３０μｍ以上５００μｍ以下であることが
好ましく、さらに好ましくは５０μｍ以上４００μｍ以下、最も好ましくは１００μｍ以
上３５０μｍ以下である。また、金属細線は、アース接続等の目的においては、線幅は２
００μｍより広い部分を有していてもよい。
【００４９】
　本実施の形態における第１導電性フイルム１６Ａ及び第２導電性フイルム１６Ｂは、可
視光透過率の点から開口率は８５％以上であることが好ましく、９０％以上であることが
さらに好ましく、９５％以上であることが最も好ましい。開口率とは、金属細線を除いた
透光性部分が全体に占める割合であり、例えば、線幅６μｍ、細線ピッチ２４０μｍの正
方形の格子状の開口率は、９５％である。
【００５０】
　そして、例えば第２導電性フイルム１６Ｂ上に第１導電性フイルム１６Ａを積層して積
層導電性フイルム１８としたとき、図４に示すように、第１導電パターン３６Ａと第２導
電パターン３６Ｂとが交差して配置された形態とされ、具体的には、第１導電パターン３
６Ａの第１接続部４４Ａと第２導電パターン３６Ｂの第２接続部４４Ｂとが第１透明基体
３２Ａ（図３参照）を間に挟んで対向した形態となる。
【００５１】
　積層導電性フイルム１８を上面から見たとき、図４に示すように、第１導電性フイルム
１６Ａに形成された第１大格子４０Ａの隙間を埋めるように、第２導電性フイルム１６Ｂ
の第２大格子４０Ｂが配列された形態となる。このとき、第１大格子４０Ａと第２大格子
４０Ｂとの間に、第１補助パターン３８Ａと第２補助パターン３８Ｂとが対向することに
よる組合せパターン５８が形成される。組合せパターン５８は、図５に示すように、第１
補助線３７Ａの第１軸線６０Ａと第２補助線３７Ｂの第２軸線６０Ｂとが一致し、且つ、
第１補助線３７Ａと第２補助線３７Ｂとが重ならず、且つ、第１補助線３７Ａの一端と第
２補助線３７Ｂの一端とが一致し、これにより、小格子４２の１つの辺を構成することと
なる。つまり、組合せパターン５８は、２以上の小格子４２が組み合わされた形態となる
。その結果、積層導電性フイルム１８を上面から見たとき、図４に示すように、多数の小
格子４２が敷き詰められた形態となる。
【００５２】
　そして、この積層導電性フイルム１８をタッチパネル１０として使用する場合は、第１
導電性フイルム１６Ａ上に保護層２０を積層し、第１導電性フイルム１６Ａの多数の第１
導電パターン３６Ａから導出された第１端子配線パターン５０ａと、第２導電性フイルム
１６Ｂの多数の第２導電パターン３６Ｂから導出された第２端子配線パターン５０ｂとを
、例えばスキャンをコントロールする制御回路１４（図３参照）に接続する。
【００５３】
　タッチ位置の検出方式としては、自己容量方式や相互容量方式を好ましく採用すること
ができる。すなわち、自己容量方式であれば、第１導電パターン３６Ａに対して順番にタ
ッチ位置検出のための電圧信号を印加し、第２導電パターン３６Ｂに対して順番にタッチ
位置検出のための電圧信号を印加する。指先が保護層２０の上面に接触又は近接させるこ
とで、タッチ位置に対向する第１導電パターン３６Ａ及び第２導電パターン３６ＢとＧＮ
Ｄ（グランド）間の容量が増加することから、当該第１導電パターン３６Ａ及び第２導電
パターン３６Ｂからの伝達信号の波形が他の導電パターンからの伝達信号の波形と異なっ
た波形となる。従って、制御回路１４では、第１導電パターン３６Ａ及び第２導電パター
ン３６Ｂから供給された伝達信号に基づいてタッチ位置を演算する。
【００５４】
　一方、相互容量方式の場合は、例えば第１導電パターン３６Ａに対して順番にタッチ位
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置検出のための電圧信号を印加し、第２導電パターン３６Ｂに対して順番にセンシング（
伝達信号の検出）を行う。指先が保護層２０の上面に接触又は近接させることで、タッチ
位置に対向する第１導電パターン３６Ａと第２導電パターン３６Ｂ間の寄生容量に対して
並列に指の浮遊容量が加わることから、当該第２導電パターン３６Ｂからの伝達信号の波
形が他の第２導電パターン３６Ｂからの伝達信号の波形と異なった波形となる。従って、
制御回路１４では、電圧信号を供給している第１導電パターン３６Ａの順番と、供給され
た第２導電パターン３６Ｂからの伝達信号に基づいてタッチ位置を演算する。このような
自己容量方式又は相互容量方式のタッチ位置の検出方法を採用することで、保護層２０の
上面に同時に２つの指先を接触又は近接させても、各タッチ位置を検出することが可能と
なる。
【００５５】
　なお、投影型静電容量方式の検出回路に関する先行技術文献として、米国特許第４，５
８２，９５５号明細書、米国特許第４，６８６，３３２号明細書、米国特許第４，７３３
，２２２号明細書、米国特許第５，３７４，７８７号明細書、米国特許第５，５４３，５
８８号明細書、米国特許第７，０３０，８６０号明細書、米国特許出願公開第２００４／
０１５５８７１号明細書等がある。
【００５６】
　ここで、本実施の形態に係るタッチパネル１０の２つの制御系について図３、図６Ａ、
図６Ｂ及び図７を参照しながら説明する。
【００５７】
　第１制御系は、自己容量方式に対応させたもので、図３に示すように、制御回路１４か
ら第１端子配線パターン５０ａ（第１金属配線）にタッチ位置を検出するための第１パル
ス信号Ｐ１が供給され、第２端子配線パターン５０ｂ（第１金属配線）にタッチ位置を検
出するための第２パルス信号Ｐ２が供給される。一方、第１接地ライン５４ａ及び第２接
地ライン５４ｂには、それぞれ接地電位が印加される。
【００５８】
　第１パルス信号Ｐ１及び第２パルス信号Ｐ２は、図６Ａ及び図６Ｂに示すように、基準
レベルが固定電位と同じレベルであって、パルス幅が３ｍｓｅｃ以下のパルスが複数配列
されたパルス列Ｐｒを有し、且つ、６００秒の間にパルスの積算時間が６０秒未満である
。
【００５９】
　これにより、第１端子配線パターン５０ａと第１接地ライン５４ａ間の電位差、並びに
第２端子配線パターン５０ｂと第２接地ライン５４ｂ間の電位差を低減することができ、
配線間のマイグレーションを抑制する上で有利となる。これは、第１金属配線（第１端子
配線パターン５０ａ及び第２端子配線パターン５０ｂ）の金属イオンの移動度及び移動量
をコントロールすること、すなわち、パルスの印加による金属イオンの接地電位方向への
移動量と、基準レベルの期間における金属イオンの第１金属配線への移動をコントロール
することで、金属イオンの酸化／還元をコントロールすることができ、結果として、イオ
ンマイグレーションの発生を抑制することができるものと推定される。なお、第１端子配
線パターン５０ａ及び第２端子配線パターン５０ｂから制御回路１４への伝達信号の各振
幅は、第１パルス信号Ｐ１及び第２パルス信号Ｐ２の各振幅と比して微小であるため、配
線間にイオンマイグレーションが生じるほどではない。
【００６０】
　第１パルス信号Ｐ１及び第２パルス信号Ｐ２の信号形態としては、２種類あり、第１信
号形態は、図６Ａに示すように、６００秒の間に一定のパルス周期Ｔｃが繰り返されてパ
ルス列Ｐｒが出力される信号形態とされ、この場合、デューティ比（パルス幅Ｔｗ／パル
ス周期Ｔｃ）が１０％未満であることが好ましい。
【００６１】
　第２信号形態は、６００秒の間にパルス列Ｐｒが出力されるパルス列出力期間Ｔｐと、
固定電位が連続して出力される休止期間Ｔｋとを有する信号形態とされ、この場合、６０
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０秒をパルス周期Ｔｃとし、パルス列出力期間Ｔｐをパルス幅Ｔｗとしたとき、デューテ
ィ比（パルス幅Ｔｗ／パルス周期Ｔｃ）が１０％未満であることが好ましい。
【００６２】
　このように、本実施の形態に係るタッチパネル１０においては、第１端子配線パターン
５０ａと第１接地ライン５４ａ間の電位差、並びに第２端子配線パターン５０ｂと第２接
地ライン５４ｂ間の電位差を低減することができ、これら第１端子配線パターン５０ａ、
第１接地ライン５４ａ、第２端子配線パターン５０ｂ、第２接地ライン５４ｂがそれぞれ
銀や銅等で構成されていても、配線間のイオンマイグレーションの発生を抑制することが
でき、検知精度の劣化を抑えることができる。
【００６３】
　次に、第２制御系は、相互容量方式に対応させたもので、図７に示すように、第１制御
系とほぼ同様の構成を有するが、第１端子配線パターン５０ａのみにパルス信号（この場
合、第１パルス信号Ｐ１）が印加される点で異なる。
【００６４】
　この場合も、第１端子配線パターン５０ａと第１接地ライン５４ａ間の電位差を低減す
ることができ、配線間のイオンマイグレーションの発生を抑制することができ、検知精度
の劣化を抑えることができる。なお、第２端子配線パターン５０ｂからの伝達信号の振幅
は、第１パルス信号Ｐ１の振幅と比して微小であるため、配線間にイオンマイグレーショ
ンが生じるほどではない。
【００６５】
　上述の積層導電性フイルム１８では、図３に示すように、第１透明基体３２Ａの表面に
第１導電部３０Ａを形成し、第２透明基体３２Ｂの表面に第２導電部３０Ｂを形成するよ
うにしたが、その他、図８に示すように、第１透明基体３２Ａの表面に第１導電部３０Ａ
を形成し、第１透明基体３２Ａの裏面に第２導電部３０Ｂを形成するようにしてもよい。
この場合、第２透明基体３２Ｂが存在せず、第２導電部３０Ｂ上に、第１透明基体３２Ａ
が積層され、第１透明基体３２Ａ上に第１導電部３０Ａが積層された形態となる。この場
合も、第１導電部３０Ａを被覆するように第１透明粘着剤層３４Ａが形成され、第２導電
部３０Ｂを被覆するように第２透明粘着剤層３４Ｂが形成される。また、第１導電性フイ
ルム１６Ａと第２導電性フイルム１６Ｂとはその間に他の層が存在してもよく、第１導電
パターン３６Ａと第２導電パターン３６Ｂとが絶縁状態であれば、それらが対向して配置
されてもよい。
【００６６】
　図１に示すように、第１導電性フイルム１６Ａと第２導電性フイルム１６Ｂの例えば各
コーナー部に、第１導電性フイルム１６Ａと第２導電性フイルム１６Ｂの貼り合わせの際
に使用する位置決め用の第１アライメントマーク６６ａ及び第２アライメントマーク６６
ｂを形成することが好ましい。この第１アライメントマーク６６ａ及び第２アライメント
マーク６６ｂは、第１導電性フイルム１６Ａと第２導電性フイルム１６Ｂを貼り合わせて
積層導電性フイルム１８とした場合に、新たな複合アライメントマークとなり、この複合
アライメントマークは、該積層導電性フイルム１８を表示パネル２４に設置する際に使用
する位置決め用のアライメントマークとしても機能することになる。
【００６７】
　上述の例では、第１導電性フイルム１６Ａ及び第２導電性フイルム１６Ｂを投影型静電
容量方式のタッチパネル１０に適用した例を示したが、その他、表面型静電容量方式のタ
ッチパネルや、抵抗膜式のタッチパネルにも適用することができる。
【００６８】
　第１導電性フイルム１６Ａや第２導電性フイルム１６Ｂに形成される導電パターンとし
ては、上述のほか、メッシュパターンが絶縁部で帯状に区画され、それが平行に複数配置
された導電パターンを使用することができる。
【００６９】
　すなわち、第１の変形例に係るパターンとして、それぞれ端子から第１方向（ｘ方向）
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に延在し、且つ、第１方向と直交する第２方向（ｙ方向）に配列された２以上の帯状の第
１導電パターンを有するようにしてもよい。また、第２の変形例に係るパターンとして、
第１の変形例とは逆に、それぞれ端子から第２方向（ｙ方向）に延在し、且つ、第１方向
（ｘ方向）に配列された２以上の帯状の第２導電パターンを有するようにしてもよい。各
導電パターンは、１つの開口部を金属細線で囲むことで、閉じた複数のメッシュ形状が多
数配列されたパターンとすることができる。メッシュ形状としては、例えば正方形状、長
方形状、正六角形状等が挙げられる。
【００７０】
　そして、上述の第１の変形例に係るパターンと第２の変形例に係るパターンを例えば透
明基体を間に挟んで重ねることで、帯状の第１導電パターンと帯状の第２導電パターンと
が交差する形態となり、これは、例えば投影型静電容量方式のタッチパネルの導電パター
ンに用いて好適となる。
【００７１】
　なお、上述した本実施の形態に係る第１導電性フイルム１６Ａ及び第２導電性フイルム
１６Ｂは、表示装置２２のタッチパネル用の導電フイルムのほか、表示装置２２の電磁波
シールドフイルムや、表示装置２２の表示パネル２４に設置される光学フイルムとしても
利用することができる。表示装置２２としては液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ
、有機ＥＬ、無機ＥＬ等が挙げられる。
【００７２】
　次に、代表的に第１導電性フイルム１６Ａの製造方法について簡単に説明する。第１導
電性フイルム１６Ａを製造する方法としては、例えば第１透明基体３２Ａに感光性ハロゲ
ン化銀塩を含有する乳剤層を有する感光材料を露光し、現像処理を施すことによって、露
光部及び未露光部にそれぞれ金属銀部及び光透過性部を形成して第１導電部３０Ａを形成
するようにしてもよい。なお、さらに金属銀部に物理現像及び／又はめっき処理を施すこ
とによって金属銀部に導電性金属を担持させるようにしてもよい。金属銀部に導電性金属
を担持させた層全体を導電性金属部と記す。
【００７３】
　あるいは、第１透明基体３２Ａ上にめっき前処理材を用いて感光性被めっき層を形成し
、その後、露光、現像処理した後にめっき処理を施すことにより、露光部及び未露光部に
それぞれ金属部及び光透過性部を形成して第１導電部３０Ａを形成するようにしてもよい
。なお、さらに金属部に物理現像及び／又はめっき処理を施すことによって金属部に導電
性金属を担持させるようにしてもよい。
【００７４】
　めっき前処理材を用いる方法のさらに好ましい形態としては、次の２通りの形態が挙げ
られる。なお、下記のより具体的な内容は、特開２００３－２１３４３７号公報、特開２
００６－６４９２３号公報、特開２００６－５８７９７号公報、特開２００６－１３５２
７１号公報等に開示されている。
【００７５】
（ａ）　第１透明基体３２Ａ上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用する官能基を含
む被めっき層を塗布し、その後、露光・現像した後にめっき処理して金属部を被めっき材
料上に形成させる態様。
【００７６】
（ｂ）　第１透明基体３２Ａ上に、ポリマー及び金属酸化物を含む下地層と、めっき触媒
又はその前駆体と相互作用する官能基を含む被めっき層とをこの順に積層し、その後、露
光・現像した後にめっき処理して金属部を被めっき材料上に形成させる態様。
【００７７】
　その他の方法としては、第１透明基体３２Ａ上に形成された銅箔上のフォトレジスト膜
を露光、現像処理してレジストパターンを形成し、レジストパターンから露出する銅箔を
エッチングすることによって、第１導電部３０Ａを形成するようにしてもよい。
【００７８】
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　あるいは、第１透明基体３２Ａ上に金属微粒子を含むペーストを印刷し、ペーストに金
属めっきを行うことによって、第１導電部３０Ａを形成するようにしてもよい。
【００７９】
　あるいは、第１透明基体３２Ａ上に、第１導電部３０Ａをスクリーン印刷版又はグラビ
ア印刷版によって印刷形成するようにしてもよい。
【００８０】
　あるいは、第１透明基体３２Ａ上に、第１導電部３０Ａをインクジェットにより形成す
るようにしてもよい。
【００８１】
　ここで、第１導電性フイルム１６Ａ及び第２導電性フイルム１６Ｂの各層の構成につい
て、以下に詳細に説明する。
【００８２】
［透明基体］
　第１透明基体３２Ａ及び第２透明基体３２Ｂとしては、プラスチックフイルム、プラス
チック板、ガラス板等を挙げることができる。上記プラスチックフイルム及びプラスチッ
ク板の原料としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナ
フタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル類；トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）等を用い
ることができる。第１透明基体３２Ａ及び第２透明基体３２Ｂとしては、融点が約２９０
℃以下であるプラスチックフイルム、又はプラスチック板が好ましく、特に、光透過性や
加工性等の観点から、ＰＥＴが好ましい。
【００８３】
［銀塩乳剤層］
　透明導電層を構成する金属細線となる銀塩乳剤層は、銀塩とバインダーのほか、溶媒や
染料等の添加剤を含有する。
【００８４】
　本実施の形態に用いられる銀塩としては、ハロゲン化銀等の無機銀塩及び酢酸銀等の有
機銀塩が挙げられる。本実施の形態においては、光センサーとしての特性に優れるハロゲ
ン化銀を用いることが好ましい。
【００８５】
　銀塩乳剤層の塗布銀量（銀塩の塗布量）は、銀に換算して１～３０ｇ／ｍ2が好ましく
、１～２５ｇ／ｍ2がより好ましく、５～２０ｇ／ｍ2がさらに好ましい。この塗布銀量を
上記範囲とすることで、導電性フイルムとした場合に所望の表面抵抗を得ることができる
。
【００８６】
　本実施の形態に用いられるバインダーとしては、例えば、ゼラチン、ポリビニルアルコ
ール（ＰＶＡ）、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、澱粉等の多糖類、セルロース及びそ
の誘導体、ポリエチレンオキサイド、ポリビニルアミン、キトサン、ポリリジン、ポリア
クリル酸、ポリアルギン酸、ポリヒアルロン酸、カルボキシセルロース等が挙げられる。
これらは、官能基のイオン性によって中性、陰イオン性、陽イオン性の性質を有する。
【００８７】
　本実施の形態の銀塩乳剤層中に含有されるバインダーの含有量は、特に限定されず、分
散性と密着性を発揮し得る範囲で適宜決定することができる。銀塩乳剤層中のバインダー
の含有量は、銀／バインダー体積比で１／４以上が好ましく、１／２以上がより好ましい
。銀／バインダー体積比は、１００／１以下が好ましく、５０／１以下がより好ましい。
また、銀／バインダー体積比は１／１～４／１であることがさらに好ましい。１／１～３
／１であることが最も好ましい。銀塩乳剤層中の銀／バインダー体積比をこの範囲にする
ことで、塗布銀量を調整した場合でも抵抗値のばらつきを抑制し、均一な表面抵抗を有す
る導電性フイルムを得ることができる。なお、銀／バインダー体積比は、原料のハロゲン
化銀量／バインダー量（重量比）を銀量／バインダー量（重量比）に変換し、さらに、銀
量／バインダー量（重量比）を銀量／バインダー量（体積比）に変換することで求めるこ
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とができる。
【００８８】
＜溶媒＞
　銀塩乳剤層の形成に用いられる溶媒は、特に限定されるものではないが、例えば、水、
有機溶媒（例えば、メタノール等のアルコール類、アセトン等のケトン類、ホルムアミド
等のアミド類、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類、酢酸エチル等のエステル類、
エーテル類等）、イオン性液体、及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。
【００８９】
＜その他の添加剤＞
　本実施の形態に用いられる各種添加剤に関しては、特に制限は無く、公知のものを好ま
しく用いることができる。
【００９０】
［透明粘着剤層］
　第１透明粘着剤層３４Ａ及び第２透明粘着剤層３４Ｂは、光学的に透明な下記構成成分
Ａ、構成成分Ｂ及び構成成分Ｃとからなる群から選択される少なくとも１つから構成され
た透明粘着剤を有する。
【００９１】
　透明粘着剤を１００部としたとき、構成成分Ａは４５～９５部含み、構成成分Ｂは２０
～５０部含み、構成成分Ｃは１～４０部含む。
【００９２】
　　・構成成分Ａ：２５℃以下のガラス転移温度Ｔgを有するアルキル（メタ）アクリレ
ートモノマー（ここで、アルキル基が４～１８個の炭素原子を有する）。
　　・構成成分Ｂ：２５℃以上のガラス転移温度Ｔgを有する（メタ）アクリレートモノ
マーのエステル。
　　・構成成分Ｃ：ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、非置換（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－アルキル置換（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキル置換（メタ）ア
クリルアミド、尿素官能基を有するモノマー、ラクタム官能基、三級アミン、脂環式アミ
ン、芳香族アミン、及びこれらの組み合わせを有するモノマーからなる群から選択される
モノマー。
【００９３】
　ここで、構成成分Ａは、ｎ－ブチルアクリレート、２－エチル－ヘキシル（メタ）アク
リレート、イソオクチルアクリレート、２－メチルヘキシルアクリレート、及びこれらの
組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つである。
【００９４】
　構成成分Ｂは、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、イソボル
ニル（メタ）アクリレート、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少なくと
も１つである。
【００９５】
　構成成分Ｃは、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル
（メタ）アクリレート、Ｎ－オクチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド
、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、ビニルピリジン、ビニルイミダゾール、Ｎ，Ｎ－ジ
アルキルアミノアルキル（メタ）アクリレート（ここで、アルキル基は、１～４個の炭素
原子を有する）、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される少なくとも１つであ
る。
【００９６】
　そして、上述した構成成分Ａ、Ｂ及びＣを秤量混合して、光学的に透明な粘着剤を調製
してもよい。これらの構成成分は、単独で架橋しても、又は共通の架橋剤で架橋してもよ
い。このような架橋剤としては、溶剤コーティング接着剤を製造する乾燥工程中に活性化
される熱架橋剤が挙げられる。このような熱架橋剤としては、多官能性イソシアネート、
アジリジン、及びエポキシ化合物を挙げることができる。加えて、光反応開始剤を使用し
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て、透明粘着剤を架橋させてよい。好適な光反応開始剤としては、ベンゾフェノン及び４
－アクリロキシベンゾフェノンを挙げることができる。
【００９７】
　上述の透明粘着剤は、溶剤系溶液重合を使用して、又はバルク重合を使用して調製する
ことができる。
【００９８】
　溶剤系溶液重合においては、溶剤系透明粘着剤、構成成分及び添加剤は、有機溶媒内で
混合され、溶液からコーティングされ、そして次に乾燥される。溶剤系透明粘着剤は、乾
燥プロセス中に架橋し、あるいは場合によっては、乾燥工程後に架橋してよい。
【００９９】
　バルク重合においては、構成成分Ａ並びに構成成分Ｂ及びＣのうち少なくとも１つを含
むモノマープレミックスを反応開始剤（光反応開始剤又は熱反応開始剤のいずれか）と共
に混合し、次に、これを紫外線等の放射線を使用して部分的に重合させて、コーティング
可能なシロップを形成する。所望により、シロップを可撓性基材上にコーティングする前
に、架橋剤をシロップに添加する。
【０１００】
　さらに別の方法では、透明粘着剤の構成成分（構成成分Ａ、Ｂ、及びＣ）を添加剤（例
えば、反応開始剤（光又は熱反応開始剤）及び所望により、架橋剤）と共に混合する。モ
ノマー又はモノマー混合物は、ギャップ充填用途にて、例えば、２枚のガラス基材等の２
枚の基材の間の空隙を充填すること等において使用可能である。
【０１０１】
　そして、構成成分Ａ、Ｂ及びＣにおいて、好ましくは、構成成分Ａが２－エチル－ヘキ
シル（メタ）アクリレート、構成成分Ｂがイソボルニル（メタ）アクリレート、構成成分
Ｃが２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートである。より具体的には、透明粘着剤は
、構成成分Ａとして、２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレートを５０～６５部含み、
構成成分Ｂとして、イソボルニル（メタ）アクリレートを１５～３０部含み、構成成分Ｃ
として、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートを２０～３０部含むことが好ましい
。
【０１０２】
　また、透明粘着剤は、構成成分Ａ及びＣを含み（構成成分Ｂを含まず）において、好ま
しくは、構成成分Ａがｎ－ブチルアクリレート、構成成分Ｃが２－ヒドロキシエチル（メ
タ）アクリレートである。
【０１０３】
［その他の層構成］
　銀塩乳剤層の上に図示しない保護層を設けてもよい。また、銀塩乳剤層よりも下に、例
えば下塗り層を設けることもできる。
【０１０４】
［導電性フイルム］
　第１導電性フイルム１６Ａの第１透明基体３２Ａ及び第２導電性フイルム１６Ｂの第２
透明基体３２Ｂの厚さは、５～３５０μｍであることが好ましく、３０～１５０μｍであ
ることがさらに好ましい。５～３５０μｍの範囲であれば所望の可視光の透過率が得られ
、且つ、取り扱いも容易である。
【０１０５】
　第１透明基体３２Ａ及び第２透明基体３２Ｂ上に設けられる金属銀部の厚さは、第１透
明基体３２Ａ及び第２透明基体３２Ｂ上に塗布される銀塩乳剤層用塗料の塗布厚みに応じ
て適宜決定することができる。金属銀部の厚さは、０．００１～０．２ｍｍから選択可能
であるが、３０μｍ以下であることが好ましく、２０μｍ以下であることがより好ましく
、０．０１～９μｍであることがさらに好ましく、０．０５～５μｍであることが最も好
ましい。また、金属銀部はパターン状であることが好ましい。金属銀部は１層でもよく、
２層以上の重層構成であってもよい。金属銀部がパターン状であり、且つ、２層以上の重
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層構成である場合、異なる波長に感光できるように、異なる感色性を付与することができ
る。これにより、露光波長を変えて露光すると、各層において異なるパターンを形成する
ことができる。
【０１０６】
　導電性金属部の厚さは、タッチパネル１０の用途としては、薄いほど表示パネル２４の
視野角が広がるため好ましく、視認性の向上の点でも薄膜化が要求される。このような観
点から、導電性金属部に担持された導電性金属からなる層の厚さは、９μｍ未満であるこ
とが好ましく、０．１μｍ以上５μｍ未満であることがより好ましく、０．１μｍ以上３
μｍ未満であることがさらに好ましい。
【０１０７】
　本実施の形態では、上述した銀塩乳剤層の塗布厚みをコントロールすることにより所望
の厚さの金属銀部を形成し、さらに物理現像及び／又はめっき処理により導電性金属粒子
からなる層の厚みを自在にコントロールできるため、５μｍ未満、好ましくは３μｍ未満
の厚みを有する導電フイルムであっても容易に形成することができる。
【０１０８】
　なお、第１導電性フイルム１６Ａ及び第２導電性フイルム１６Ｂの製造方法では、めっ
き等の工程は必ずしも行う必要はない。銀塩乳剤層の塗布銀量、銀／バインダー体積比を
調整することで所望の表面抵抗を得ることができるからである。なお、必要に応じてカレ
ンダー処理等を行ってもよい。
【０１０９】
　なお、本発明は、下記表１及び表２に記載の公開公報及び国際公開パンフレットの技術
と適宜組合わせて使用することができる。「特開」、「号公報」、「号パンフレット」等
の表記は省略する。
【０１１０】
【表１】

【０１１１】
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【表２】

【実施例】
【０１１２】
　以下に、本発明の実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。なお、以下の実施
例に示される材料、使用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない
限り適宜変更することができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的
に解釈されるべきものではない。
【０１１３】
［第１実施例］
　この第１実施例では、使用する透明粘着剤層の耐白化性能を評価した。
【０１１４】
［透明両面粘着シート］
（合成例１：透明両面粘着シートＳ－１の作製）
　アクリル共重合体の調製攪拌機、還流冷凍機、温度計、滴下漏斗及び窒素ガス導入口を
備えた反応容器に、２－エチルヘキシルアクリレート５０質量部と、イソボルニルアクリ
レート２５質量部と、２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部とを酢酸エチル１０
０重量部に溶解し、窒素置換後に内温７０℃までに加温した。
【０１１５】
　この反応液に２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）０．１部と酢酸
エチル１０部とを予め溶解させた溶液をゆっくり滴下しながら、３時間攪拌して重量平均
分子量４０万のアクリル共重合体（Ｐ－１）を得た。
【０１１６】
　次に、上記アクリル共重合体（Ｐ－１）とイソシアネート系架橋剤（日本ポリウレタン
社製コロネートＬ－４５、固形分４５％）０．７重量部を添加し、５分間攪拌した。これ
にＤＬ－α－トコフェロールを酢酸エチル／トルエン混合溶剤（酢酸エチル／トルエン＝
１／１）に溶解した溶液を添加し、５分間攪拌して、アクリル共重合体固形分１００重量
部に対してＤＬ－α－トコフェロール０．５重量部の粘着剤組成物を得た。
【０１１７】
　上記粘着剤組成物をシリコーン化合物で片面を剥離処理した厚さ５０μｍのＰＥＴフイ
ルム上に乾燥後の厚さが５０μｍになるように塗工して、７５℃で５分間乾燥した。得ら
れた粘着シートとシリコーン化合物で片面を剥離処理した厚さ３８μｍのＰＥＴフイルム
を貼り合わせた。その後、２３℃で５日間熟成し厚さ５０μｍの透明両面粘着シート（基
材レス粘着シート）Ｓ－１を得た。
【０１１８】
（合成例２：透明両面粘着シートＳ－２の製造）
　２－エチルヘキシルアクリレート５０質量部と、イソボルニルアクリレート２５質量部
と、２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部の代わりにブチルアクリレート７５質
量部と２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部とを使用してアクリル共重合体の重
合を行い、ＤＬ－α－トコフェロールを使用しなかった以外は合成例１と同様の手順に従
って、透明両面粘着シートＳ－２を製造した。
【０１１９】
（合成例３：透明両面粘着シートＳ－３の製造）
　２－エチルヘキシルアクリレート５０質量部と、イソボルニルアクリレート２５質量部
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と、２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部の代わりにブチルアクリレート６０質
量部と２－エチルヘキシルアクリレート２５質量部、メチルメタクリレート１５質量部と
を使用してアクリル共重合体の重合を行い、ＤＬ－α－トコフェロールを使用しなかった
以外は合成例１と同様の手順に従って、透明両面粘着シートＳ－３を製造した。
【０１２０】
（合成例４：透明両面粘着シートＳ－４の製造）
　２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部を２０質量部に代え、イソボルニルアク
リレート２５質量部を３０質量部に代えた以外は合成例１と同様の手順に従って、透明両
面粘着シートＳ－４を製造した。
【０１２１】
（合成例５：透明両面粘着シートＳ－５の製造）
　２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部を３０質量部に代え、イソボルニルアク
リレート２５質量部を２０質量部に代えた以外は合成例１と同様の手順に従って、透明両
面粘着シートＳ－５を製造した。
【０１２２】
（合成例６：透明両面粘着シートＳ－６の製造）
　２－エチルヘキシルアクリレート５０質量部と、イソボルニルアクリレート２５質量部
と、２－ヒドロキシエチルアクリレート２５質量部を、それぞれ２－エチルヘキシルアク
リレート６５質量部と、イソボルニルアクリレート１５質量部と、２－ヒドロキシエチル
アクリレート２５質量部に代えた以外は合成例１と同様の手順に従って、透明両面粘着シ
ートＳ－６を製造した。
【０１２３】
［環境試験（耐白化性能の評価）］
　透明両面粘着シートＳ－１、Ｓ－２、Ｓ－３、Ｓ－４、Ｓ－５及びＳ－６を所定の大き
さ（長さ５ｃｍ×幅４ｃｍ）に切断し、一方の片面上の剥離フイルムを剥がして、粘着性
を示す一方の表面を積層面としてガラス基板に貼り合わせ、さらに透明両面粘着シートの
他方の片面上の剥離フイルムを剥がし、ＰＥＴ基板（厚み５０μｍ）を貼り付けて、評価
用サンプルを作製した。
【０１２４】
　評価用サンプルを８５℃、８５％ＲＨの条件で１２０時間放置した。その後、評価用サ
ンプルを２３℃、５０％ＲＨに放置した際に、評価用サンプル（透明粘着剤層）がヘイズ
３％以下に達するまでの時間を測定し、以下の基準に従って評価した。実用上、Ａ評価で
あれば耐白化性能に優れる。
　　　Ａ：　６時間未満
　　　Ｂ：　６時間以上１２時間未満
　　　Ｃ：　１２時間以上
【０１２５】
　なお、ヘイズは、村上色彩技術研究所製の「ＨＲ－１００型」を用いて測定した。
【０１２６】
［評価結果］
　透明両面粘着シートＳ－１、Ｓ－２、Ｓ－３、Ｓ－４、Ｓ－５及びＳ－６の耐白化性能
の評価結果を表３に示す。
【０１２７】
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【表３】

【０１２８】
　表３からわかるように、透明両面粘着シートＳ－３は「Ｃ」評価であったが、それ以外
の透明両面粘着シートＳ－１、Ｓ－２、Ｓ－４、Ｓ－５及びＳ－６は、「Ｂ」評価以上で
良好であった。特に、透明両面粘着シートＳ－１及びＳ－２は、「Ａ」であって最も良好
であった。
【０１２９】
　従って、透明粘着剤層の構成成分として、２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレート
、イソボルニル（メタ）アクリレート及び２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートを
用いることが好ましく、さらに好ましくは、２－エチル－ヘキシル（メタ）アクリレート
を５０～６５部、イソボルニル（メタ）アクリレートを１５～３０部、２－ヒドロキシエ
チル（メタ）アクリレートを２０～３０部含むことである。その他、透明粘着剤層の構成
成分として、ｎ－ブチルアクリレート及び２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートを
用いることが好ましい。
【０１３０】
［第２実施例］
　この第２実施例では、実施例１～８、比較例１～１０について、パルス信号の印加形態
を変えた場合の配線間の絶縁抵抗の維持時間（絶縁抵抗寿命）を評価した。透明粘着剤層
は、上述した第１実施例において、耐白化性能が評価「Ａ」であった透明両面粘着シート
Ｓ－１を使用した。
【０１３１】
＜実施例１＞
　ＰＥＴ基板上にスクリーン印刷法により、銀ペースト（アサヒ化学研究所製　ＬＳ４５
０－７ＨＬ）を用いて、図９に示すように、第１端子配線パターン５０ａを想定したくし
歯状の第１金属配線１００ａと、同じく第１接地ライン５４ａを想定したくし歯状の第２
金属配線１００ｂとを、それぞれくし歯状の部分が互いに一定間隔をもって入れ子状に配
線された全体としてストライプ状の金属配線を形成した。第１金属配線１００ａは第１パ
ッド１０２ａを有し、第２金属配線１００ｂは第２パッド１０２ｂを有する。
【０１３２】
　第１金属配線１００ａ及び第２金属配線１００ｂのうち、くし歯部分の線幅Ｗａ及びＷ
ｂを共に４０μｍ、隣接する第１金属配線１００ａと第２金属配線１００ｂ間の空間距離
Ｌａを４０μｍとした。
【０１３３】
　その後、１３０℃で３０分加熱処理を行い、銀配線を硬化させることで、銀配線を備え
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る金属配線付き絶縁基板を作製した。
【０１３４】
（配線基板の製造）
　得られた金属配線付き絶縁基板上に、透明両面粘着シートＳ－１の一方の片面の剥離フ
イルムを剥がして、粘着性を示す一方の表面を積層面として貼り合せて、さらに透明両面
粘着シートＳ－１の他方の片面上の剥離フイルムを剥がして、粘着性を示す他方の表面に
ＰＥＴフイルム（膜厚：５０μｍ）を貼り合せて配線基板を得た。その後、得られた配線
基板を４５℃、０．５ＭＰａの条件下で２０分オートクレーブ処理を行った。これにより
配線基板Ｔ－１を得た。なお、透明両面粘着シートのうち、第１パッド１０２ａ及び第２
パッド１０２ｂに対応する部分にそれぞれ窓を設け、各窓に腐食しにくい金属層（例えば
Ａｕ（金））を埋め込んで第１端子１０４ａ及び第２端子１０４ｂとした。
【０１３５】
［絶縁抵抗寿命試験（マイグレーション評価）］
　得られた配線基板Ｔ－１に関して以下の寿命試験を行った。すなわち、配線基板Ｔ－１
を温度８５℃、相対湿度９０％Ｒｈ環境内に設置し、任意波形発生装置にて図１０Ａに示
すパルス信号Ｐａを生成して、外部より第１端子１０４ａにパルス信号Ｐａを印加した。
パルス信号Ｐａは、基準レベルが０Ｖ、振幅Ａａが＋１０Ｖ、パルス幅Ｔｗが１ｍｓｅｃ
、パルス周期Ｔｃが３３．３３ｍｓｅｃのパルス波形である。実施例１では、デューティ
比（パルス幅Ｔｗ／パルス周期Ｔｃ）が約３％のパルス波形が繰り返し第１端子１０４ａ
に印加される形態となっている。このパルス信号Ｐａの印加形態では、６００秒毎のパル
ス波形の積算印加時間（以下、単に「積算印加時間」と記す）は１８秒であり、積算印加
時間が５０時間となるまでの全体の評価時間（以下、単に「評価時間」と記す）は１６６
７時間である。
【０１３６】
　そして、２４時間毎に、パルス信号Ｐａの印加をやめ、第１端子１０４ａ－第２端子１
０４ｂ間の接続を外し、両端子間（第１端子１０４ａ－第２端子１０４ｂ間）の絶縁抵抗
値を測定し、両端子間の抵抗値が１×１０6オームを下回るまでの時間を測定し、以下の
基準に従って評価をした。寿命試験であるため「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」の順で特
性が優れている。
　　「Ａ」：　積算の電圧１０Ｖの印加時間　５０時間以上
　　「Ｂ」：　積算の電圧１０Ｖの印加時間　３０時間以上５０時間未満
　　「Ｃ」：　積算の電圧１０Ｖの印加時間　１０時間以上３０時間未満
　　「Ｄ」：　積算の電圧１０Ｖの印加時間　１０時間未満
【０１３７】
＜実施例２＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、任意波形発生装置に
て図１０Ｂに示すパルス信号Ｐｂを生成し、外部より第１端子１０４ａにパルス信号Ｐｂ
を印加して、上述した実施例１と同様にして評価した。
【０１３８】
　パルス信号Ｐｂは、基準レベルが０Ｖ、６００秒の間にパルス列Ｐｒが出力されるパル
ス列出力期間Ｔｐと、固定電位が連続して出力される休止期間Ｔｋとを有する信号形態で
ある。特に、この実施例２では、パルス列出力期間Ｔｐが１８秒、休止期間Ｔｋが５８２
秒であり、パルス列Ｐｒを構成する１つのパルスの振幅Ａａは＋１０Ｖ、パルス幅Ｔｓは
１ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｔは２ｍｓｅｃである。また、パルス信号Ｐｂ全体でみた場合
に、６００秒をパルス周期Ｔｃとし、パルス列出力期間Ｔｐをパルス幅Ｔｗとしたとき、
デューティ比（パルス幅Ｔｗ／パルス周期Ｔｃ）は３．０％である。このパルス信号Ｐｂ
の印加形態では、積算印加時間は１８秒であり、評価時間は１６６７時間である。
【０１３９】
＜実施例３＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
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パルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施例１と同
様にして評価した。
【０１４０】
　この実施例３で使用したパルス信号は、パルス周期Ｔｃが２０．０ｍｓｅｃのパルス波
形である点で実施例１と異なる。すなわち、実施例３では、デューティ比（パルス幅Ｔｗ
／パルス周期Ｔｃ）が５．０％のパルス波形が繰り返し第１端子１０４ａに印加される形
態となっている。このパルス信号の印加形態では、積算印加時間は３０秒であり、評価時
間は１０００時間である。
【０１４１】
＜実施例４＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
パルス信号Ｐｂ（図１０Ｂ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施例１と同
様にして評価した。
【０１４２】
　この実施例４で使用したパルス信号は、パルス列出力期間Ｔｐが３０秒、休止期間Ｔｋ
が５７０秒である点で実施例２と異なる。すなわち、実施例４では、デューティ比（パル
ス幅Ｔｗ（＝パルス列出力期間Ｔｐ）／パルス周期Ｔｃ（＝６００秒））が５．０％のパ
ルス波形が繰り返し第１端子１０４ａに印加される形態となっている。このパルス信号の
印加形態では、積算印加時間は３０秒であり、評価時間は１０００時間である。
【０１４３】
＜実施例５＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
パルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施例１と同
様にして評価した。
【０１４４】
　この実施例５で使用したパルス信号は、パルス幅Ｔｗが３ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｃが
１００．０ｍｓｅｃのパルス波形である点で実施例１と異なる。すなわち、実施例５では
、デューティ比（パルス幅Ｔｗ／パルス周期Ｔｃ）が３．０％のパルス波形が繰り返し第
１端子１０４ａに印加される形態となっている。このパルス信号の印加形態では、積算印
加時間は１８秒であり、評価時間は１６６７時間である。
【０１４５】
＜実施例６＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
パルス信号Ｐｂ（図１０Ｂ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施例１と同
様にして評価した。
【０１４６】
　この実施例６で使用したパルス信号は、パルス列Ｐｒを構成する１つのパルスのパルス
幅Ｔｓが３ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｔが６ｍｓｅｃである点で実施例２と異なる。しかし
、実施例６においても、実施例２と同様に、デューティ比が３．０％のパルス波形が繰り
返し第１端子１０４ａに印加される形態となっている。積算印加時間及び評価時間も実施
例２と同じである。
【０１４７】
＜実施例７＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
パルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施例１と同
様にして評価した。
【０１４８】
　この実施例７で使用したパルス信号は、パルス幅Ｔｗが３ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｃが
６０ｍｓｅｃのパルス波形である点で実施例１と異なる。すなわち、実施例７では、デュ
ーティ比が５．０％のパルス波形が繰り返し第１端子１０４ａに印加される形態となって
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いる。このパルス信号の印加形態では、積算印加時間は３０秒であり、評価時間は１００
０時間である。
【０１４９】
＜実施例８＞
　上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
パルス信号Ｐｂ（図１０Ｂ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施例１と同
様にして評価した。
【０１５０】
　この実施例８で使用したパルス信号は、パルス列Ｐｒを構成する１つのパルスのパルス
幅Ｔｓが３ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｔが６．０ｍｓｅｃ、パルス列出力期間Ｔｐが３０秒
、休止期間Ｔｋが５７０秒である点で実施例２と異なる。すなわち、実施例８では、デュ
ーティ比が５．０％のパルス波形が繰り返し第１端子１０４ａに印加される形態となって
いる。このパルス信号の印加形態では、積算印加時間は３０秒であり、評価時間は１００
０時間である。
【０１５１】
＜実施例９＞
　厚さ５０μｍのＰＥＴ基板上に２０μｍの粘着材を介して１８μｍの銅箔を貼合した銅
箔基板に対して、フォトレジスト法にてエッチングマスクを形成し、エッチングにて第１
金属配線１００ａと第２金属配線１００ｂを実施例１と同様に形成した。フォトレジスト
工程は富士フイルム株式会社製のネガ型フォトレジストを銅箔基板上に約１０μｍ塗工し
、配線パターンのネガマスクを通して０．１Ｊ／ｃｍ2露光、アルカリ現像、乾燥に続き
塩化鉄（ＩＩＩ）水溶液でパターン形状に銅箔をエッチングした。それ以外は、実施例１
と同様に、基板の製造を行い、配線基板Ｔ－２を得た。得られた配線基板Ｔ－２の第１端
子１０４ａに実施例１で使用したパルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を
印加して、実施例１と同様にして絶縁抵抗寿命試験（マイグレーション評価）を行った。
【０１５２】
＜実施例１０＞
　上述した配線基板Ｔ－２と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
実施例５で使用したパルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を印加して、上
述した実施例５と同様にして評価した。
【０１５３】
＜比較例１、３、５、７、９＞
　それぞれ上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１
０４ａにパルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施
例１と同様にして評価した。
【０１５４】
　比較例１、３、５、７及び９で使用したパルス信号は、以下の点で実施例１と異なる。
すなわち、比較例１では、パルス周期Ｔｃが１０ｍｓｅｃのパルス信号を使用し、比較例
３では、パルス幅Ｔｗが３ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｃが３０．０ｍｓｅｃのパルス信号を
使用し、比較例５では、パルス幅Ｔｗが５ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｃが１６６．６７ｍｓ
ｅｃのパルス信号を使用し、比較例７では、パルス幅Ｔｗが５ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｃ
が１００．０ｍｓｅｃのパルス信号を使用し、比較例９では、パルス幅Ｔｗが５ｍｓｅｃ
、パルス周期Ｔｃが５０．０ｍｓｅｃのパルス信号を使用した。
【０１５５】
＜比較例２、４、６、８、１０＞
　それぞれ上述した配線基板Ｔ－１と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１
０４ａにパルス信号Ｐｂ（図１０Ｂ参照）と同様のパルス信号を印加して、上述した実施
例１と同様にして評価した。
【０１５６】
　比較例２、４、６、８及び１０で使用したパルス信号は、以下の点で実施例２と異なる
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パルス信号を使用し、比較例４では、パルス列Ｐｒの１つのパルスのパルス幅Ｔｓが３ｍ
ｓｅｃ、パルス周期Ｔｔが６．０ｍｓｅｃ、パルス列出力期間Ｔｐが６０秒、休止期間Ｔ
ｋが５４０秒のパルス信号を使用し、比較例６では、パルス列Ｐｒの１つのパルスのパル
ス幅Ｔｓが５ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｔが１０．０ｍｓｅｃのパルス信号を使用し、比較
例８では、パルス列Ｐｒの１つのパルスのパルス幅Ｔｓが５ｍｓｅｃ、パルス周期Ｔｔが
１０．０ｍｓｅｃ、パルス列出力期間Ｔｐが３０秒、休止期間Ｔｋが５７０秒のパルス信
号を使用し、比較例１０では、パルス列Ｐｒの１つのパルスのパルス幅Ｔｓが５ｍｓｅｃ
、パルス周期Ｔｔが１０．０ｍｓｅｃ、パルス列出力期間Ｔｐが６０秒、休止期間Ｔｋが
５４０秒のパルス信号を使用した。
【０１５７】
＜比較例１１＞
　上述した配線基板Ｔ－２と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
比較例１で使用したパルス信号Ｐａ（図１０Ａ参照）と同様のパルス信号を印加して、上
述した比較例１と同様にして評価した。
【０１５８】
＜比較例１２＞
　上述した配線基板Ｔ－２と同様の構成を有する配線基板を使用し、第１端子１０４ａに
比較例２で使用したパルス信号Ｐｂ（図１０Ｂ参照）と同様のパルス信号を印加して、上
述した比較例２と同様にして評価した。
【０１５９】
［評価結果］
　実施例１～１０、比較例１～１２のマイグレーション評価結果を表４に示す。
【０１６０】
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【表４】

【０１６１】
　表４から、実施例１～１０は、いずれも評価が「Ａ」であり、非常に良好であることが
わかる。
【０１６２】
　一方、比較例１～１２のうち、比較例１、２及び１１は、１つのパルスのパルス幅が１
ｍｓｅｃであったため、評価が「Ｂ」であったが、比較例３～１０はいずれも「Ｃ」以下
の評価であった。比較例１２は、１つのパルスのパルス幅が１ｍｓｅｃであったが、「Ｃ
」の評価であった。
【０１６３】
　このことから、１つのパルスのパルス幅（図１０Ａの例ではパルス幅Ｔｗ、図１０Ｂの
例ではパルス幅Ｔｓ）が３ｍｓｅｃ以下であって、６００秒の間にパルスの積算時間（積
算印加時間）が６０秒未満であることが好ましいことがわかる。
【０１６４】
　特に、実施例１、３、５、７及び９の結果から、図１０Ａのパルス信号Ｐａにおいて、
パルス幅Ｔｗが３ｍｓｅｃ以下であって、デューティ比（パルス幅Ｔｗ／パルス周期Ｔｃ
）が１０％未満であることが好ましいことがわかる。
【０１６５】
　また、実施例２、４、６、８及び１０の結果から、図１０Ｂのパルス信号Ｐｂにおいて
、パルス幅Ｔｗが３ｍｓｅｃ以下であって、デューティ比（パルス列出力時間／６００秒
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【０１６６】
　なお、本発明に係る配線基板は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱する
ことなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【符号の説明】
【０１６７】
１０…タッチパネル　　　　　　　　　　１２…センサ本体
１４…制御回路　　　　　　　　　　　　１６Ａ…第１導電性フイルム
１６Ｂ…第２導電性フイルム　　　　　　１８…積層導電性フイルム
２６Ａ…第１センサ部　　　　　　　　　２６Ｂ…第２センサ部
２８Ａ…第１端子配線部　　　　　　　　２８Ｂ…第２端子配線部
３０Ａ…第１導電部　　　　　　　　　　３０Ｂ…第２導電部
３２Ａ…第１透明基体　　　　　　　　　３２Ｂ…第２透明基体
３４Ａ…第１透明粘着剤層　　　　　　　３４Ｂ…第２透明粘着剤層
３６Ａ…第１導電パターン　　　　　　　３６Ｂ…第２導電パターン
５０ａ…第１端子配線パターン　　　　　５０ｂ…第２端子配線パターン
５２ａ…第１接地端子　　　　　　　　　５２ｂ…第２接地端子
５４ａ…第１接地ライン　　　　　　　　５４ｂ…第２接地ライン
５６ａ…第１接続端子　　　　　　　　　５６ｂ…第２接続端子
１００ａ…第１金属配線　　　　　　　　１００ｂ…第２金属配線
１０４ａ…第１端子　　　　　　　　　　１０４ｂ…第２端子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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