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(57)【要約】
【課題】製造コストを軽減することができるキャパシテ
ィタッチパネルの提供。
【解決手段】パターン形成面有する基板と、パターン形
成面にパターン導電層を有し、パターン導電層に複数の
第１の電極ユニットと、複数の第２の電極ユニットと、
間隔を空けて配置される複数の第１の導線及び第２の導
線と、を有し、複数の第１の電極ユニットは、第２の電
極ユニットに容量性カップリングされて複数の二次元的
に配列されたキャパシティ感知ユニットを形成し、各第
１の電極ユニットは複数の第１の電極を有するキャパシ
ティタッチパネルであって、各第１の導線は各第１の電
極ユニットの第１の電極に接続し、且つ該第１の電極か
ら延伸し、複数の第２の導線はそれぞれ第２の電極ユニ
ットから延伸しながら、複数の第１の導線と交差しない
ように配置されるキャパシティタッチパネルを提供する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターン形成面を備え、前記パターン形成面は、電極形成区画と、前記電極形成区画を
包囲すると共に連結エリアを有する周辺区画とが画成されてなる基板と、前記パターン形
成面にパターン導電層が形成されると共に、前記電極形成区画に、第１の所定方向に沿っ
て配列される複数の第１の電極ユニットと、前記第１の所定方向と交差する第２の所定方
向に沿って配列される複数の第２の電極ユニットと、間隔を空けて配置される複数の第１
の導線及び第２の導線とを有し、前記複数の第１の電極ユニットは、前記第２の電極ユニ
ットに容量性カップリングされて前記電極形成区画に複数の二次元的に配列されたキャパ
シティ感知ユニットを形成し、各前記第１の電極ユニットは前記第２の所定方向に沿って
並んでいる複数の第１の電極を有するキャパシティタッチパネルであって、
　各前記第１の導線は各前記第１の電極ユニットの少なくとも１つの前記第１の電極に接
続され、且つ該第１の電極から前記周辺区画まで延伸し、また、前記複数の第１の導線は
前記連結エリアで集中して外部コネクタと連結しており、
　また、前記複数の第２の導線はそれぞれ前記第２の電極ユニットから前記周辺区画まで
延伸し、前記連結エリアで集中して外部コネクタと連結しながら、前記複数の第１の導線
と交差しないように配置されることを特徴とするキャパシティタッチパネル。
【請求項２】
　各前記第２の電極ユニットは１つの第２の電極を有し、２つの隣接する前記第２の電極
ユニットがそれぞれ有する前記第２の電極は、対応する該２つの第２の電極の間にチャン
ネルを画成し、該チャンネルは前記第１の所定方向に沿って前記電極形成区画の一端から
他端まで延伸し、
　各前記第１の電極ユニットの前記第１の電極は、それぞれ前記複数の第２の電極ユニッ
トの前記第２の電極によって画成されたチャンネルに配置されることを特徴とする請求項
１のキャパシティタッチパネル。
【請求項３】
　前記第１の電極から延伸する前記複数の第１の導線の一部は、前記電極形成区画の外部
に配置されると共に、前記連結エリアに隣接する前記電極形成区画の前記他端に配置され
、前記複数の第１の導線の前記電極形成区画に残る他の部分は、１つの前記第１の電極か
ら延伸し該第１の電極が配置される前記チャンネルを通過することを特徴とする請求項２
のキャパシティタッチパネル。
【請求項４】
　各前記第２の電極ユニットは、前記第１の所定方向に沿って並んでいる複数の第２の電
極を有し、前記パターン導電層は、更に複数の導電性を有する接続ラインを有し、これら
導電性を有する接続ラインは各第２の電極ユニットの互いに隣接する２つの第２の電極を
電気的に接続させることを特徴とする請求項１のキャパシティタッチパネル。
【請求項５】
　互いに隣接する２つの前記第２の電極ユニットの前記複数の第２の電極は、対応する互
いの間にチャンネルを画成し、画成されたチャンネルは前記第１の所定方向に沿って前記
電極形成区画の一端から該電極形成区画の他端まで延伸し、各前記第１の電極ユニットの
前記複数の第１の電極は、それぞれ前記第２の電極ユニットの第２の電極によって画成さ
れたチャンネルに配置されることを特徴とする請求項４のキャパシティタッチパネル。
【請求項６】
　前記第１の電極から延伸する前記複数の第１の導線の一部は、前記電極形成区画の外部
に配置されると共に、前記連結エリアに隣接する前記電極形成区画の前記他端に配置され
、前記複数の第１の導線の前記電極形成区画に残る他の部分は、１つの前記第１の電極か
ら延伸し該第１の電極が配置される前記チャンネルを通過することを特徴とする請求項５
のキャパシティタッチパネル。
【請求項７】
　前記パターン導電層は更に前記第２の電極ユニットの第２の電極によって画成されたチ



(3) JP 2010-157239 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

ャンネルに配置される複数の電極を有することを特徴とする請求項５のキャパシティタッ
チパネル。
【請求項８】
　各前記第２の電極ユニットは、前記第１の所定方向に沿って並んでいる複数の第２の電
極を有し、各前記第１の電極ユニットが有する各前記第１の電極は、各第２の電極ユニッ
トの互いに隣接する２つの第２の電極の間に並ぶように配置されることを特徴とする請求
項１のキャパシティタッチパネル。
【請求項９】
　前記複数の第１と第２の電極は互いに対応して複数のチャンネルを画成し、画成された
各チャンネルは第１の所定方向に沿って前記電極形成区画の一端から該電極形成区画の他
端まで延伸し、前記パターン導電層は、更に複数の導電性を有する接続ラインを有し、こ
れら導電性を有する接続ラインは各第２の電極ユニットの互いに隣接する２つの第２の電
極を電気的に接続させることを特徴とする請求項８のキャパシティタッチパネル。
【請求項１０】
　前記複数の第１の導線は前記電極形成区画外に配置されると共に、それぞれ前記周辺区
画の前記第２の所定方向で対峙する両端に隣接する１つの前記第１の電極から延伸するよ
うに配置され、前記パターン導電層は、更に複数の導電性を有する第１及び第２の接続ラ
インを有し、各前記第１の接続ラインは、前記チャンネルの一端に配置される各前記第１
の電極ユニットの２つの隣接する前記第１の電極を電気的に接続させ、各前記第２の接続
ラインは、前記チャンネルの他端に配置される各前記第１の電極ユニットの２つの隣接す
る前記第１の電極を電気的に接続させることを特徴とする請求項９のキャパシティタッチ
パネル。
【請求項１１】
　各前記第２の電極ユニットは前記第１の所定方向に沿って並んでいる複数の第２の電極
を有し、各前記第１の電極ユニットの各前記第１の電極は、各第２の電極ユニットの互い
に隣接する２つの第２の電極の間に並ぶように配置され、各前記第１の導線は各前記第１
の電極ユニットの前記第１の電極を電気的に接続し、各前記第２の導線は、各前記第２の
電極ユニットの前記第２の電極を電気的に接続することを特徴とする請求項１のキャパシ
ティタッチパネル。
【請求項１２】
　前記基板は、更に前記パターン形成面とは逆側に背面を有し、前記キャパシティタッチ
パネルは更に前記基板の前記背面に形成され且つ導電性を有する接地層を備えていること
を特徴とする請求項１のキャパシティタッチパネル。
【請求項１３】
　前記接地層は透明導電材からなる少なくとも１層のフィルムを有することを特徴とする
請求項１のキャパシティタッチパネル。
【請求項１４】
　前記パターン導電層は透明導電材または金属材からなる少なくとも１層のフィルムを有
することを特徴とする請求項１のキャパシティタッチパネル。
【請求項１５】
　前記基板はガラスからなることを特徴とする請求項１のキャパシティタッチパネル。
【請求項１６】
　前記パターン導電層は、直接前記パターン形成面に成長されることを特徴とする請求項
１のキャパシティタッチパネル。
【請求項１７】
　コントローラと接続できるように構成されたキャパシティタッチパネルであって、
　基板と、パターン導電層と、コネクタとを備え、
　前記基板は、パターン形成面を有し、前記パターン形成面は、電極形成区画と、前記電
極形成区画を包囲すると共に連結エリアを有する周辺区画とが画成されており、
　前記パターン導電層は、前記パターン形成面に形成されると共に、前記電極形成区画に
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複数の第１の電極ユニットと、複数の第２の電極ユニットと、間隔を空けて配置される複
数の第１の導線及び第２の導線とが形成され、前記第１の電極ユニットは前記第２の電極
ユニットに容量性カップリングされて前記電極形成区画に複数の二次元的に配列されたキ
ャパシティ感知ユニットを構成し、更に、各前記第１の電極ユニットは、複数の第１の電
極を有しており、
　前記コネクタは、前記基板の前記パターン形成面の前記周辺区画の前記連結エリアに連
結され、前記第１と第２の電極ユニットを前記コントローラに電気的に接続し、間隔を空
けて配置された複数の第１の導電フィンガー及び複数の第２の導電フィンガーとを有して
おり、
　各前記第１の導線は各前記第１の電極ユニットの少なくとも１つの前記第１の電極と電
気的に接続されると共に、該第１の電極から前記周辺区画に延伸するように配置されてお
り、前記連結エリアで各前記複数の第１の導線が集中してそれぞれ前記第１の導電フィン
ガーに電気的に接続されており、
　各前記第２の導線は各前記第２の電極ユニットからそれぞれ前記周辺区画に延伸するよ
うに配置されており、各前記複数の第１の導線と交差せずに前記連結エリアで各前記複数
の第２の導線が集中してそれぞれ前記第２の導電フィンガーに電気的に接続されることを
特徴とするキャパシティタッチパネル。
【請求項１８】
　前記複数の第１の導線は、それぞれ前記第１の電極ユニットの前記第１の電極と電気的
に接続されると共に、接続される前記第１の電極から延伸するように配置されており、前
記コネクタは、連結面と、該連結面の反対側にある接続面とを有するように構成され、前
記第１と第２の導電フィンガーは、前記連結面に形成されており、更に、前記コネクタは
前記連結面及び前記接続面を通過するように延伸した複数の媒介ユニットを有しており、
前記接続面に間隔を空けて配置された複数の導電性を有する接続ラインが形成され、各前
記媒介ユニットは、それぞれ前記接続ラインに電気的に接続される複数の媒介子を有して
おり、各前記媒介ユニットの各前記媒介子は、いずれかの前記第１の導電フィンガーに電
気的に接続し、各前記第１の導電フィンガーはそれぞれ前記複数の第１の導線のいずれか
に連結しており、各前記第２の導線は、それぞれ前記第２の導電フィンガーのいずれかに
連結されることを特徴とする請求項１７のキャパシティタッチパネル。
【請求項１９】
　各前記第２の電極ユニットはそれぞれ１つの第２の電極を有しており、
　２つの隣接する前記第２の電極ユニットがそれぞれ有する前記第２の電極は、対応する
該２つの第２の電極の間にチャンネルを画成し、該チャンネルは前記第１の所定方向に沿
って前記電極形成区画の一端から他端まで延伸し、
　各前記第１の電極ユニットの前記第１の電極は、それぞれ前記複数の第２の電極ユニッ
トの前記第２の電極によって画成されたチャンネルに配置されることを特徴とする請求項
１８のキャパシティタッチパネル。
【請求項２０】
　前記第１の電極から延伸する前記複数の第１の導線の一部は、前記電極形成区画の外部
に配置されると共に、前記連結エリアに隣接する前記電極形成区画の前記他端に配置され
、前記複数の第１の導線の前記電極形成区画に残る他の部分は、１つの前記第１の電極か
ら延伸し該第１の電極が配置される前記チャンネルを通過することを特徴とする請求項１
８のキャパシティタッチパネル。
【請求項２１】
　前記基板は、更に前記パターン形成面とは逆側に背面を有し、前記キャパシティタッチ
パネルは更に前記基板の前記背面に形成され且つ導電性を有する接地層を備えていること
を特徴とする請求項１７のキャパシティタッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はキャパシティタッチパネル（capacity　touch　panel:静電容量式タッチパネ
ル）に関し、特に、パターン導電層を有し、該パターン導電層に複数の第１と第２の電極
及び複数の第１と第２の導線が二次元的に配置された導電レイヤーが同じ基板面に形成さ
れるキャパシティタッチパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　台湾特許出願第０９６１１５１５２号明細書は、基板と、基板上にそれぞれ独立して配
置されるように形成された複数の第１の電極及び複数の第２の電極と、複数の第１の導線
と、複数の導線と、複数の電気絶縁パッドとを備えるキャパシティタッチパネルを開示す
る。前記複数の第１の電極は、互いに平行する複数の行に沿って並ぶように配列され、前
記複数の第２の電極は、前記複数の行と直交すると共に、互いに平行する複数の列に沿っ
て並ぶように配列される。各前記第１の導線は、それぞれ同じ行に並んでいる各前記第１
の電極の間を接続する。各前記電気絶縁パッドは、それぞれ一本の前記第１の導線を覆う
ように配置される。各前記第２の導線は、それぞれ同じ列に並んでいる各前記第２の電極
の間を接続すると共に、各前記第１の導線と電気的に接続しないよう、各前記電気絶縁パ
ッドの上方を通過するように配置される。
【０００３】
　米国特許公告第２００８／０２４６４９６号明細書は、従来のキャパシティタッチパネ
ルの一例を開示する。該キャパシティタッチパネルは、基板と、基板上に形成される複数
の第１の電極及び複数の第２の電極と、複数の第１の導線と、複数の第２の導線とを備え
たキャパシティタッチパネルを開示する。前記複数の第１の電極及び複数の第２の電極は
、第１の方向に沿って延伸すると共に、第２の方向上で入れ替わるように配置される。前
記複数の第２の電極は三つのグループに分けられている。各前記第１の導線は、それぞれ
１つの前記第１の電極と電気的に接続し、各前記第２の導線は、それぞれ１つの前記第２
の電極のグループに電気的に接続される。前記複数の第２の導線は通過部を有し、該通過
部を通過することによって、各前記第２の電極から前記第１の導線をバイパスして横切っ
て外部コネクタと接続するボンディングエリアまで延伸するように構成される。
【０００４】
　従って、上記２種類の従来のキャパシティタッチパネルは、少なくとも第１と第２の電
極のレイアウトに供する２つのレイヤー、あるいは、電気絶縁層及び第１と第２の導線の
レイアウトに使用される中介コンタクトする基板を必要とする。更に、前記２種類の従来
のキャパシティタッチパネルは複雑なレイヤー構造を有するため、複雑な製造工程が必要
で製造コストが高いという欠点をも持っている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記問題点に鑑みて、本発明は基板面に簡単な単層レイヤー構造を有し、製造コストを
軽減することができるキャパシティタッチパネルの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成すべく、本発明はパターン形成面を備え、前記パターン形成面に電極形
成区画と、前記電極形成区画を包囲すると共に連結エリアを有する周辺区画とが画成され
てなる基板と、前記パターン形成面にパターン導電層が形成されると共に、前記電極形成
区画に、第１の所定方向に沿って配列される複数の第１の電極ユニットと、前記第１の所
定方向と交差する第２の所定方向に沿って配列される複数の第２の電極ユニットと、間隔
を空けて配置される複数の第１の導線及び第２の導線とを有し、前記複数の第１の電極ユ
ニットは、前記第２の電極ユニットに容量性カップリングされて前記電極形成区画に複数
の二次元的に配列されたキャパシティ感知ユニットを形成し、各前記第１の電極ユニット
は前記第２の所定方向に沿って並んでいる複数の第１の電極を有するキャパシティタッチ
パネルであって、各前記第１の導線は各前記第１の電極ユニットの少なくとも１つの前記
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第１の電極に接続され、且つ該第１の電極から前記周辺区画まで延伸し、また、前記複数
の第１の導線は前記連結エリアで集中して外部コネクタと連結しており、また、前記複数
の第２の導線はそれぞれ前記第２の電極ユニットから前記周辺区画まで延伸し、前記連結
エリアで集中して外部コネクタと連結しながら、前記複数の第１の導線と交差しないよう
に配置されることを特徴とするキャパシティタッチパネルを提供する。
【０００７】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、各前記第２の電極ユニットは１つの第２の電
極を有し、２つの隣接する前記第２の電極ユニットがそれぞれ有する前記第２の電極は、
対応する該２つの第２の電極の間にチャンネルを画成し、該チャンネルは前記第１の所定
方向に沿って前記電極形成区画の一端から他端まで延伸し、各前記第１の電極ユニットの
前記第１の電極は、それぞれ前記複数の第２の電極ユニットの前記第２の電極によって画
成されたチャンネルに配置されることが好ましい。
【０００８】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記第１の電極から延伸する前記複数の第１
の導線の一部は、前記電極形成区画の外部に配置されると共に、前記連結エリアに隣接す
る前記電極形成区画の前記他端に配置され、前記複数の第１の導線の前記電極形成区画に
残る他の部分は、１つの前記第１の電極から延伸し該第１の電極が配置される前記チャン
ネルを通過することが更に好ましい。
【０００９】
　また、上記キャパシティタッチパネルにおいて、各前記第２の電極ユニットは、前記第
１の所定方向に沿って並んでいる複数の第２の電極を有し、前記パターン導電層は、更に
複数の導電性を有する接続ラインを有し、これら導電性を有する接続ラインは各第２の電
極ユニットの互いに隣接する２つの第２の電極を電気的に接続させるように構成すること
もできる。
【００１０】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、互いに隣接する２つの前記第２の電極ユニッ
トの前記複数の第２の電極は、対応する互いの間にチャンネルを画成し、画成されたチャ
ンネルは前記第１の所定方向に沿って前記電極形成区画の一端から該電極形成区画の他端
まで延伸し、各前記第１の電極ユニットの前記複数の第１の電極は、それぞれ前記第２の
電極ユニットの第２の電極によって画成されたチャンネルに配置されることが好ましい。
【００１１】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記第１の電極から延伸する前記複数の第１
の導線の一部は、前記電極形成区画の外部に配置されると共に、前記連結エリアに隣接す
る前記電極形成区画の前記他端に配置され、前記複数の第１の導線の前記電極形成区画に
残る他の部分は、１つの前記第１の電極から延伸し該第１の電極が配置される前記チャン
ネルを通過することが好ましい。
【００１２】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記パターン導電層は更に前記第２の電極ユ
ニットの第２の電極によって画成されたチャンネルに配置される複数の電極を有するよう
に構成することもできる。
【００１３】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、各前記第２の電極ユニットは、前記第１の所
定方向に沿って並んでいる複数の第２の電極を有し、各前記第１の電極ユニットが有する
各前記第１の電極は、各第２の電極ユニットの互いに隣接する２つの第２の電極の間に並
ぶように配置されるように構成することもできる。
【００１４】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記複数の第１と第２の電極は互いに対応し
て複数のチャンネルを画成し、画成された各チャンネルは第１の所定方向に沿って前記電
極形成区画の一端から該電極形成区画の他端まで延伸し、前記パターン導電層は、更に複
数の導電性を有する接続ラインを有し、これら導電性を有する接続ラインは各第２の電極
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ユニットの互いに隣接する２つの第２の電極を電気的に接続させることが好ましい。
【００１５】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記複数の第１の導線は前記電極形成区画外
に配置されると共に、それぞれ前記周辺区画の前記第２の所定方向で対峙する両端に隣接
する１つの前記第１の電極から延伸するように配置され、前記パターン導電層は、更に複
数の導電性を有する第１及び第２の接続ラインを有し、各前記第１の接続ラインは、前記
チャンネルの一端に配置される各前記第１の電極ユニットの２つの隣接する前記第１の電
極を電気的に接続させ、各前記第２の接続ラインは、前記チャンネルの他端に配置される
各前記第１の電極ユニットの２つの隣接する前記第１の電極を電気的に接続させることが
好ましい。
【００１６】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、各前記第２の電極ユニットは前記第１の所定
方向に沿って並んでいる複数の第２の電極を有し、各前記第１の電極ユニットの各前記第
１の電極は、各第２の電極ユニットの互いに隣接する２つの第２の電極の間に並ぶように
配置され、各前記第１の導線は各前記第１の電極ユニットの前記第１の電極を電気的に接
続し、各前記第２の導線は、各前記第２の電極ユニットの前記第２の電極を電気的に接続
するように構成することもできる。
【００１７】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記基板は、更に前記パターン形成面とは逆
側に背面を有し、前記キャパシティタッチパネルは更に前記基板の前記背面に形成され且
つ導電性を有する接地層を備えることが好ましい。
【００１８】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記接地層は透明導電材からなる少なくとも
１層のフィルムを有することが好ましい。
【００１９】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記パターン導電層は透明導電材または金属
材からなる少なくとも１層のフィルムを有することが好ましい。
【００２０】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記基板はガラスからなることが好ましい。
【００２１】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記パターン導電層は直接前記パターン形成
面に成長されることが好ましい。
【００２２】
　更に、本発明はコントローラと接続できるように構成されたキャパシティタッチパネル
であって、基板と、パターン導電層と、コネクタとを備え、前記基板は、パターン形成面
を有し、前記パターン形成面は電極形成区画と、前記電極形成区画を包囲すると共に連結
エリアを有する周辺区画とが画成されており、前記パターン導電層は、前記パターン形成
面に形成されると共に、前記電極形成区画に複数の第１の電極ユニットと、複数の第２の
電極ユニットと、間隔を空けて配置される複数の第１の導線及び第２の導線とが形成され
、前記第１の電極ユニットは、前記第２の電極ユニットに容量性カップリングされて前記
電極形成区画に複数の二次元的に配列されたキャパシティ感知ユニットを構成し、更に、
各前記第１の電極ユニットは、複数の第１の電極を有しており、前記コネクタは、前記基
板の前記パターン形成面の前記周辺区画の前記連結エリアに連結され、前記第１と第２の
電極ユニットを前記コントローラに電気的に接続し、間隔を空けて配置された複数の第１
の導電フィンガー及び複数の第２の導電フィンガーとを有しており、各前記第１の導線は
各前記第１の電極ユニットの少なくとも１つの前記第１の電極と電気的に接続されると共
に、該第１の電極から前記周辺区画に延伸するように配置されており、前記連結エリアで
各前記複数の第１の導線が集中してそれぞれ前記第１の導電フィンガーに電気的に接続さ
れており、各前記第２の導線は各前記第２の電極ユニットからそれぞれ前記周辺区画に延
伸するように配置されており、各前記複数の第１の導線と交差せずに前記連結エリアで各
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前記複数の第２の導線が集中してそれぞれ前記第２の導電フィンガーに電気的に接続され
ることを特徴とするキャパシティタッチパネルをも提供する。
【００２３】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記複数の第１の導線は、それぞれ前記第１
の電極ユニットの前記第１の電極と電気的に接続されると共に、接続される前記第１の電
極から延伸するように配置されており、前記コネクタは、連結面と、該連結面の反対側に
ある接続面とを有するように構成され、前記第１と第２の導電フィンガーは、前記連結面
に形成されており、更に、前記コネクタは前記連結面及び前記接続面を通過するように延
伸した複数の媒介ユニットを有しており、前記接続面に間隔を空けて配置された複数の導
電性を有する接続ラインが形成され、各前記媒介ユニットは、それぞれ前記接続ラインに
電気的に接続される複数の媒介子を有しており、各前記媒介ユニットの各前記媒介子は、
いずれかの前記第１の導電フィンガーに電気的に接続し、各前記第１の導電フィンガーは
それぞれ前記複数の第１の導線のいずれかに連結しており、各前記第２の導線は、それぞ
れ前記第２の導電フィンガーのいずれかに連結することが好ましい。
【００２４】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、各前記第２の電極ユニットはそれぞれ１つの
第２の電極を有しており、２つの隣接する前記第２の電極ユニットがそれぞれ有する前記
第２の電極は、対応する該２つの第２の電極の間にチャンネルを画成し、該チャンネルは
前記第１の所定方向に沿って前記電極形成区画の一端から他端まで延伸し、各前記第１の
電極ユニットの前記第１の電極は、それぞれ前記複数の第２の電極ユニットの前記第２の
電極によって画成されたチャンネルに配置されることが好ましい。
【００２５】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記第１の電極から延伸する前記複数の第１
の導線の一部は、前記電極形成区画の外部に配置されると共に、前記連結エリアに隣接す
る前記電極形成区画の前記他端に配置され、前記複数の第１の導線の前記電極形成区画に
残る他の部分は、１つの前記第１の電極から延伸し該第１の電極が配置される前記チャン
ネルを通過するように構成することが好ましい。
【００２６】
　上記キャパシティタッチパネルにおいて、前記基板は、更に前記パターン形成面とは逆
側に背面を有し、前記キャパシティタッチパネルは更に前記基板の前記背面に形成され且
つ導電性を有する接地層を備えていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
　上記構成により、本発明のキャパシティタッチパネルは、第１の導線と第２の導線とが
交差しない構成を実現するため、導電層は単純な構成を有すると共に、一回の光リソグラ
フ処理または他のパターン形成処理によって基板に直接形成することができるので、製造
過程が簡単且つ製造コストを軽減できる利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明のキャパシティタッチパネルの第１の好ましい実施形態の構成が示される
説明図。
【図２】本発明のキャパシティタッチパネルの第１の好ましい実施形態の構成が示される
拡大断面図。
【図３】本発明のキャパシティタッチパネルの第１の好ましい実施形態におけるキャパシ
ティ感知ユニットの構成が示される説明図。
【図４】本発明のキャパシティタッチパネルの第２の好ましい実施形態の構成が示される
説明図。
【図５】本発明のキャパシティタッチパネルの第２の好ましい実施形態におけるキャパシ
ティ感知ユニットの構成が示される説明図。
【図６】本発明のキャパシティタッチパネルの第３の好ましい実施形態の構成が示される
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説明図。
【図７】本発明のキャパシティタッチパネルの第４の好ましい実施形態の構成が示される
説明図。
【図８】本発明のキャパシティタッチパネルの第５の好ましい実施形態の構成が示される
説明図。
【図９】本発明のキャパシティタッチパネルの第６の好ましい実施形態の構成が示される
説明図。
【図１０】本発明のキャパシティタッチパネルの第７の好ましい実施形態の構成が示され
る説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下は図１～図１０を参照しながら、本発明のキャパシティタッチパネルの各好ましい
実施形態について説明する。なお、図面において機能または構成が類似する部材には同一
符号が付けられており、そして各実施形態において、後述の実施形態において前の実施形
態と同じ構成を採用する部分についての詳しい説明は省略される。
【００３０】
　図１から図３では本発明の第１の好ましい実施形態のキャパシティタッチパネルの構成
が示されており、図示のように、本発明の第１の好ましい実施形態のキャパシティタッチ
パネルはコントローラ８に電気的に接続でき、基板２と、パターン導電層３と、コネクタ
７とを備えている。
【００３１】
　基板２はパターン形成面２１を有し、パターン形成面２１は電極形成区画２１１と周辺
区画２１２とに区切られている。周辺区画２１２は電極形成区画２１１を包囲すると共に
、電極形成区画２１１の底側に隣接する連結エリア２１３を有する。
【００３２】
　パターン導電層３はパターン形成面２１に形成されると共に、複数の第１の電極ユニッ
ト３１と複数の第２の電極ユニット３２と、間隔を空けて配置される複数の第１の導線３
３と、間隔を空けて配置される複数の第２の導線３４と、導電性を有する複数の接続ライ
ン３５とを有する。第１の電極ユニット３１は電極形成区画２１１に形成されていて第１
の所定方向(Ｙ)に沿って並んでおり、複数の第２の電極ユニット３２は電極形成区画２１
１に形成されると共に第１の所定方向(Ｙ)と直交する前記第２の所定方向(Ｘ)に沿って並
んでいる。
【００３３】
　このパターン導電層３は、全体が直接にパターン形成面２１から成長するか、あるいは
他の基板（図示せず）で成長してからパターン形成面２１に移されるかによって作成され
る。
【００３４】
　各前記第１の電極ユニット３１は、前記第２の所定方向(Ｘ)に沿って並んでいる複数の
第１の電極３１１を有する。各前記第２の電極ユニット３２は、前記第１の所定方向(Ｙ)
に沿って並んでいる複数の第２の電極３２１を有する。前記第２の電極ユニット３２にお
いて、隣接する２つの第２の電極３２１は対応して、それらの間にチャンネル６を画成す
る。第２の電極ユニット３２における第２の電極３２１によって画成される前記チャンネ
ル６は、前記第１の所定方向(Ｙ)に沿って、電極形成区画２１１の上側（一端）から電極
形成区画２１１の底側（他端）まで延伸する。各前記第１の電極ユニット３１における前
記第１の電極３１１は、それぞれ前記チャンネル６内に配置される。
【００３５】
　前記第１の電極ユニット３１は第２の電極ユニット３２に容量性カップリングされ、電
極形成区画２１１に二次元的に配列された複数のキャパシティ感知ユニット５を構成する
。各前記キャパシティ感知ユニット５は、隣接する２つの第１の電極３１１及び隣接する
２つの第２の電極３２１を有する。図３における矢印は、各前記キャパシティ感知ユニッ
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ト５により生成される電界を示す。
【００３６】
　各前記第１の導線３３は、各第１の電極ユニット３１における１つの第１の電極３１１
に接続し、且つ該第１の電極３１１から周辺区画２１２に延伸する。各第１の電極３１１
から延伸する第１の導線３３の一部は、連結エリア２１３と隣接するように電極形成区画
２１１の底側に配置される。第１の電極３１１から延伸する各前記第１の導線３３の他の
部分は、第１の電極３１１チャンネル６内に配置される第１の電極３１１まで延伸する。
更に、各第１の導線３３は連結エリア２１３で集中してコネクタ７と電気的に連結する。
【００３７】
　各第２の導線３４は、各第２の電極ユニット３２から周辺区画２１２に進入するように
延伸する。更に詳しく言うと、各前記第２の導線３４は、連結エリア２１３に隣接する電
極形成区画２１１の底側に配置される１つの第２の電極ユニット３２における１つの第２
の電極３２１に接続される。更に、各第２の導線３４は連結エリア２１３で集中してコネ
クタ７と電気的に連結する一方、第１の導線３３と交差しないように配置される。
【００３８】
　ここで、本発明のキャパシティタッチパネルにとって重要なのは、第１と第２の電極ユ
ニット３１、３２及び第１と第２の導線３３、３４は実質的に透明に構成する必要がある
ことである。従って、第１と第２の電極ユニット３１、３２及び第１と第２の導線３３、
３４は酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）からなる非常に薄い薄膜を形成することによって、
透明化する目的に達成できる。しかし、ＩＴＯ層が薄ければ薄いほど、その電気抵抗率が
大きくなり、そして第１と第２の導線３３、３４は比較的に長く形成される必要があるた
め、第１と第２の導線３３、３４の長さを軽減する絶縁層と媒介の使用、ないし第１と第
２の導線３３、３４の一部に従来の金属材を使用することによって、その電気抵抗率を小
さくする必要がある。例えば、米国特許公開第２００８／０２４６４９６号明細書で開示
される上記従来のキャパシティタッチパネルでは、基板上に形成された電気絶縁層及び媒
介を使用することによって、導線のＩＴＯに形成された部分を、導線の作動エリア（例え
ば電極形成エリア）以外の部分（金属材）に接続する。これによって、上記従来のキャパ
シティタッチパネルにおける第１と第２の導線は交差するようになる。本発明の好ましい
実施形態において、第１と第２の導線３３、３４のＩＴＯは十分な薄さを有しながら、集
積回路の抵抗／容量の必要条件を満たすことができる低い抵抗を有するので、第１と第２
の電極３１１、３２１から連結エリア２１３まで延伸する第１と第２の導線３３、３４は
、ある意味では交差することはない。
【００３９】
　なお、非常に細い金属材で第１と第２の導線３３、３４を作成することもできる。この
場合、ほぼ見えないほどの細さになるには、３０μｍ以下の細さが必要となる。ＩＴＯを
導線または電極の材料として使用して集積回路の抵抗／容量の必要条件を満たすには、３
インチのキャパシティタッチパネルの場合ではＩＴＯ層の薄さが７０ｎｍ以上が必要で、
４インチ以上のキャパシティタッチパネルの場合ではＩＴＯ層の薄さが２００ｎｍ以上が
必要となる。ＩＴＯは青色領域では強い吸収特性を有し、そして薄ければ薄いほど、青色
領域での吸収が大きくなる特性を持っているので、ＩＴＯパターンの可視性を最小化する
ため、ＩＴＯ層に付加的な補償または反射防止層を形成することになる。
【００４０】
　各前記接続ライン３５は各第２の電極ユニット３２において隣接する２つの第２の電極
３２１を接続し、これによって各前記第２の電極ユニット３２における第２の電極３２１
は、作動時に同電位になる。
【００４１】
　コネクタ７はフレキシブルプリントサーキット基板からなり、基板２のパターン形成面
２１の周辺区画２１２の連結エリア２１３に連結され、第１の電極ユニット３１及び第２
の電極ユニット３２をコントローラ８に電気的に接続することができる。コネクタ７は連
結面７１と、連結面７１の反対側にある接続面７２とを有する。間隔を空けて配置された
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複数の第１の導電フィンガー７３及び複数の第２の導電フィンガー７４は連結面７１に形
成される。更に、複数の媒介ユニット７５は連結面７１及び接続面７２を貫通するように
延伸し、間隔を空けて配置された複数の導電性を有する接続ライン７６は接続面７２に形
成される。
【００４２】
　第１の導電フィンガー７３はそれぞれ第１の導線３３と連結して電気的に接続する。第
２の導電フィンガー７４はそれぞれ第２の導線３４と連結して電気的に接続する。
【００４３】
　各前記媒介ユニット７５は複数の媒介子７５１を有し、各媒介子７５１はそれぞれいず
れかの接続ライン７６に電気的に接続される。各前記媒介ユニット７５における各前記媒
介子７５１は、それぞれいずれかの第１の導電フィンガー７３に電気的に接続される。特
に、各前記媒介ユニット７５における媒介子７５１は、第１の電極ユニット３１の第１の
電極３１１から延伸する第１の導線３３が連結する第１の導電フィンガー７３にそれぞれ
電気的に接続される。従って、各前記第１の電極ユニット３１における第１の電極３１１
は、作動時に同電位になる。
【００４４】
　基板２は更にパターン形成面２１の反対側にある背面２２を有する。この実施形態のキ
ャパシティタッチパネルは更に基板２背面２２に形成されていて導電性を持つ接地層９を
有し、液晶ディスプレイからの電磁干渉をシールドすることができる。
【００４５】
　基板２の材料としては、透明誘電材料（例えばガラス）または不透明誘電材料を使用す
ることができる。各前記パターン導電層３及び接地層９は、少なくとも１層の透明導電材
（例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ、またがＡＺＯ）または金属材（例えばＡｇ）で形成すること
ができ、そして三層構造（例えば、ＩＴＯ／Ａｇ／ＩＴＯ）を採用することが好ましい。
【００４６】
　図４、図５では本発明のキャパシティタッチパネルの第２の好ましい実施形態を示す。
本発明の第２の好ましい実施形態と第１の好ましい実施形態の違いは、パターン導電層３
及びコネクタ７の構成にあり、以下はこの相違点に重心を置いて説明する。
【００４７】
　この実施形態において、パターン導電層３は第１の好ましい実施形態における接続ライ
ン３５を有しておらず、コネクタ７は第１の好ましい実施形態における媒介ユニット７５
及び接続ライン７６を有していない。
【００４８】
　各前記第１の電極ユニット３１における各前記第１の電極３１１は、２つの第２の電極
ユニット３２において隣接する２つの第２の電極３２１の間に配置される。各前記キャパ
シティ感知ユニット５は１つの第１の電極３１１及び該第１の電極３１１に隣接する１つ
の第２の電極３２１とからなる。図５では矢印で各前記キャパシティ感知ユニット５によ
って生成される電界を示す。
【００４９】
　各前記第１の導線３３を各第１の電極ユニット３１における第１の電極３１１に電気的
に接続することにより、各前記第１の電極ユニット３１における第１の電極３１１は作動
時に同電位になる。
【００５０】
　各前記第２の導線３４を各第２の電極ユニット３２における第２の電極３２１に電気的
に接続することにより、各前記第２の電極ユニット３２における第２の電極３２１は作動
時に同電位になる。
【００５１】
　図６では本発明のキャパシティタッチパネルの第３の好ましい実施形態を示す。本発明
の第３の好ましい実施形態と第１の好ましい実施形態の違いは、パターン導電層３の構成
にある。
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【００５２】
　この実施形態において、各前記第１の電極ユニット３１における各前記第１の電極３１
１は各第２の電極ユニット３２における２つの隣接する第２の電極３２１の間に並ぶよう
に配置される。各前記キャパシティ感知ユニット５は１つの第１の電極３１１と、該第１
の電極３１１に隣接する１つの第２の電極３２１とからなる。
【００５３】
　これらの第１の電極３１１と第２の電極３１２は互いに対応して複数のチャンネル６を
画成し、各チャンネル６は第１の所定方向(Ｙ)に沿って、電極形成区画２１１の上側から
電極形成区画２１１の底側まで延伸する。各前記接続ライン３５は各第２の電極ユニット
３２において隣接する２つの第２の電極３２１を接続すると共に、中央のチャンネル６ま
で延伸する。
【００５４】
　第１の導線３３電極形成区画２１１の外側に配置され、それぞれ第１の電極３１１から
前記第２の所定方向(Ｘ)に沿って、周辺区画２１２の両側に延伸する。
【００５５】
　パターン導電層３は更に導電性を有する複数の第１の接続ライン３６及び複数の第２の
接続ライン３７を有しており、各第１の接続ライン３６はそれぞれ１つの第１の電極ユニ
ット３１において隣接する２つの第１の電極３１１を接続すると共に、中央のチャンネル
６の左側（一端）に配置されており、各第２の接続ライン３７はそれぞれ１つの第１の電
極ユニット３１において隣接する２つの第１の電極３１１を接続すると共に、中央のチャ
ンネル６の右側（他端）に配置される。
【００５６】
　図７では本発明のキャパシティタッチパネルの第４の好ましい実施形態を示す。本発明
の第４の好ましい実施形態と第１の好ましい実施形態の違いは３つある。まず、この実施
形態のキャパシティタッチパネルは更にもう１つのコネクタ７´を有する。そして、基板
２のパターン形成面２１の周辺区画２１２は更にもう１つの連結エリア２１３´を有し、
該連結エリア２１３´は電極形成区画２１１の上側に隣接すると共に、コネクタ７´に連
結する。また、パターン導電層３は更に複数の第３の導線３８を有する。
【００５７】
　この実施形態において、パターン形成面２１の下半部分に配置される第１の導線３３は
、連結エリア２１３で集中し、コネクタ７を介してコントローラ８に電気的に接続する。
パターン形成面２１の上半部分に配置される第１の導線３３は、連結エリア２１３´で集
中し、コネクタ７´とパターン導電層３の第３の導線３８とコネクタ７を介してコントロ
ーラ８に電気的に接続する。
【００５８】
　この第４の実施形態は、キャパシティタッチパネルのサイズが大きく、且つ第１の導線
３３の数が多い場合に適用する。
【００５９】
　図８では本発明のキャパシティタッチパネルの第５の好ましい実施形態を示す。本発明
の第５の好ましい実施形態と第１の好ましい実施形態の違いは、パターン導電層３は更に
第２の電極ユニット３２の第２の電極３２１により画成されたチャンネル６内に配置され
た複数のダミー電極３９を有することにある。
【００６０】
　この実施形態において、ダミー電極３９は接地手段（図示せず）に電気的に接続するか
、参照電極または浮動電極に電気的に接続するか、あるいは、他の部材と特に電気的に接
続しない構成を採用することができる。ダミー電極３９は第１の電極３１１と第２の電極
３２１とチャンネル６の間の光透過率の差異を減少することができると共に、パターン導
電層３に形成される反射防止層（図示せず）の設計を単純化することができる。特に、上
記各実施形態にもパターン形成面２１にダミー電極３９を有する構成を採用することがで
きる。
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【００６１】
　図９では本発明のキャパシティタッチパネルの第６の好ましい実施形態を示す。本発明
の第６の好ましい実施形態と第１の好ましい実施形態の違いはパターン導電層３の構成に
ある。
【００６２】
　この実施形態において、パターン導電層３には接続ライン３５を有しておらず、各前記
第２の電極ユニット３２は長尺状に形成された１つの第２の電極３２１のみ有する。各前
記第１の電極ユニット３１における前記第１の電極３１１は長方形に形成される。ここで
、各前記第１の電極ユニット３１における第１の電極３１１の形状は一定にする必要がな
く、第１の所定方向(Ｙ)に沿って、電極形成区画２１１の上側から電極形成区画２１１の
底側へ漸次小さくなる構成を採用することができる。各前記キャパシティ感知ユニット５
は１つの第１の電極３１１と、第２の電極３２１の該第１の電極３１１に隣接する部分と
からなる。
【００６３】
　図１０では本発明のキャパシティタッチパネルの第７の好ましい実施形態を示す。本発
明の第７の好ましい実施形態と第６の好ましい実施形態の違いは第１の電極ユニット３１
の第１の電極３１１は矢印状に形成されることにある。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　上記構成により、本発明のキャパシティタッチパネルは、第１の導線３３と第２の導線
３４とが交差しない構成を実現するため、導電層３は単純な構成を有すると共に、一回の
光リソグラフ処理または他のパターン形成処理によって基板２に直接形成することができ
るので、製造過程が簡単且つ製造コストを軽減できる利点を有する。
【符号の説明】
【００６５】
　２　　基板
　２１　　パターン形成面
　２１１　　電極形成区画
　２１２　　周辺区画
　２１３　　連結エリア
　２１３´　　連結エリア
　３　　パターン導電層
　３１　　第１の電極ユニット
　３１１　　第１の電極
　３２　　第２の電極ユニット
　３２１　　第２の電極
　３３　　第１の導線
　３４　　第２の導線
　３５　　接続ライン
　３６　　第１の接続ライン
　３７　　第２の接続ライン
　３９　　ダミー電極
　５　　キャパシティ感知ユニット
　６　　チャンネル
　７　　コネクタ
　７１　　連結面
　７２　　接続面
　７３　　第１の導電フィンガー
　７４　　第２の導電フィンガー
　７５　　媒介ユニット
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　７５１　　媒介子
　７６　　接続ライン
　７´　　コネクタ
　８　　コントローラ
　９　　接地層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 2010-157239 A 2010.7.15

フロントページの続き

(72)発明者  タン　トンヤン
            台湾，タイナンシー，チェンカンサンチェ，１２シアン　６０ノン　７ハウ
(72)発明者  チャン　ホンロン
            台湾，タイナンシー，アンナンチュイ，コンイェイールー　３６ハウ
Ｆターム(参考) 5B087 AA05  CC11  CC13  CC16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

