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(57)【要約】
【課題】本発明はセル単位のG2方式タッチセンサーが形
成された単一の強化ガラス板加工システム及びこれを利
用した強化ガラス板加工方法に関する。
【解決手段】G2方式タッチセンサーが形成された強化ガ
ラス板を第1の吸着移送部に水平移動させて第1のサンド
ブラスト部で強化ガラス板下面をタッチスクリーンが使
用される規格に対応される大きさで切削し、第1の吸着
移送部上に吸着された強化ガラス板を第2の吸着移送部
に移動させて第2のサンドブラスト部で強化ガラス板上
面をタッチスクリーンが使用される規格に対応される大
きさで切削し、上下面が切削された強化ガラス板を第2
の吸着移送部に水平移動させて外部に排出する。
【選択図】図5
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム310;
　上面に複数のG2方式タッチセンサー601が形成された強化ガラス板600を進入させる移送
コンベヤ320;
　前記フレーム310上方に設置され、前記移送コンベヤ320上に載せられた強化ガラス板60
0上面を吸着して水平に移動する第1の吸着移送部330;
　前記第1の吸着移送部330後方に設置され、前記第1の吸着移送部330によって移送された
前記強化ガラス板600底面を加工する第1のサンドブラスト部340;
　前記第1のサンドブラスト部340後方に設置され、前記第1の吸着移送部330から前記強化
ガラス板600を受け取って前記強化ガラス板600底面を吸着した状態で水平に移動する第2
の吸着移送部350;および
　前記第1のサンドブラスト部340後方に設置され、前記第2の吸着移送部350に吸着された
前記強化ガラス板600上面を加工する第2のサンドブラスト部360
を有することを特徴とするセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガ
ラス板加工システム。
【請求項２】
　前記フレーム310の上下部の長さ方向には前記第1の吸着移送部330及び第2の吸着移送部
350の水平移動を案内する移送レール311が形成されていることを特徴とする請求項１に記
載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項３】
　前記第1の吸着移送部330及び第2の吸着移送部350は、
　板材形状で上面又は下面のうち、いずれか1面に定められた間隔で離隔されるように複
数の吸着孔331a、351aを形成している真空吸着プレート板331,351;及び
　前記真空吸着プレート板331,351の上面又は下面のうち、いずれか1面に具備されて前記
真空吸着プレート板331,351の吸着孔331a、351aを通じて空気が吸入されるようにする吸
入器332,352
を有することを特徴とする請求項１に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項４】
　前記第1の吸着移送部330及び第2の吸着移送部350は、前記真空吸着プレート板331,351
の上下面中、前記吸着孔331a、351aが形成された一面にパッド370がもっと具備されてい
ることを特徴とする請求項３に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成された単
一の強化ガラス板加工システム。
【請求項５】
　前記パッド370は、シリコン材質で上面に前記強化ガラス板600を吸着する多数の通孔37
1を形成していることを特徴とする請求項４に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが
形成された単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項６】
　前記第1の吸着移送部330は、上下に昇降作動されて、前記移送コンベヤ320上に載せら
れた前記強化ガラス板600を吸着することを特徴とする請求項１に記載のセル単位のＧ2方
式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項７】
　前記第1のサンドブラスト部340は、
　　　位置移動のフレーム341;および
　　　前記位置移動のフレーム341の上面に定められた間隔で離隔されるように複数個で
形成されて前記強化ガラス板600下面を切削するノズル342
を有することを特徴とする請求項１に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項８】
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　前記第2のサンドブラスト部360は、
　位置移動のフレーム36と;および
　前記位置移動のフレーム361の下面に定められた間隔で離隔されるように複数個で形成
されて前記強化ガラス板600上面を切削するノズル362
を有することを特徴とする請求項１に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項９】
　前記第1のサンドブラスト部340は、
　第1の位置移動フレーム341´;
　前記第1の位置移動フレーム341´の上面に一列配置され、前記強化ガラス板600下面を
一方向に切削するX軸ノズル342´;
　前記第1の位置移動フレーム341´と直交する方向に移動される第2の位置移動フレーム3
43´;および
　前記第2の位置移動フレーム343´の上面に一列配置され、前記X軸ノズル342´と直交す
る方向に移動されて、前記強化ガラス板600下面を一方向に切削するY軸ノズル344´
を有することを特徴とする請求項１に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項１０】
　前記第1のサンドブラスト部340は、前記第1の位置移動フレーム341´及び第2の位置移
動フレーム343´が順次的に作動されて、前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´に、前
記強化ガラス板600の下面を一端から他端まで一度に切削することを特徴とする請求項９
に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工システ
ム。
【請求項１１】
　前記第2のサンドブラスト部360は、
　　　第1の位置移動フレーム361´;
　　　前記第1の位置移動フレーム361´の下面に一列配置され、前記強化ガラス板600上
面を一方向に切削するX軸ノズル362´;
　　　前記第1の位置移動フレーム361´と直交する方向に移動される第2の位置移動フレ
ーム363´;および
　　　前記第2の位置移動フレーム363´の下面に一列配置され、前記X軸ノズル362´と直
交する方向に移動されて、前記強化ガラス板600上面を一方向に切削するY軸ノズル364´
を有することを特徴とする請求項１に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項１２】
　前記第2のサンドブラスト部360は、
　前記第1の位置移動フレーム361´及び第2の位置移動フレーム363´が順次的に作動され
て、前記X軸ノズル362´及びY軸ノズル364´に、前記強化ガラス板600の上面を一端から
他端まで一度に切削することを特徴とする請求項１１に記載のセル単位のＧ2方式タッチ
センサーが形成された単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項１３】
　前記第1のサンドブラスト部340及び第2のサンドブラスト部360は、前記X軸ノズル342´
、362´及びY軸ノズル344´、364´が前記第1、第2の位置移動フレーム341´、343´、36
1´、363´により前記強化ガラス板600の角の部分を迂回切削して前記強化ガラス板600の
角の部分に曲線が形成されることを特徴とする請求項10又は12に記載のセル単位のＧ2方
式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項１４】
　前記第1のサンドブラスト部340及び第2のサンドブラスト部360は、前記強化ガラス板60
0の角の部分を迂回切削する前記X軸ノズル342´、362´及びY軸ノズル344´、364´の移
動速度が前記強化ガラス板600の側面部分を直線切削する移動速度に比べて相対的に低下
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することを特徴とする請求項１３に記載のセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成され
た単一の強化ガラス板加工システム。
【請求項１５】
　板材形状で上面又は下面のうち、いずれか1面に定められた間隔で離隔されるように複
数の吸着孔331a、351aを形成している真空吸着プレート板331,351;及び
　　　前記真空吸着プレート板331,351の上面又は下面のうち、いずれか1面に具備されて
前記真空吸着プレート板331,351の吸着孔331a、351aを通じて空気が吸入されるようにす
る吸入器332,352;から構成され、
　　　前記真空吸着プレート板331,351は複数の単位真空吸着プレート板331,351に分割構
成されて;
　　　強化ガラス板600上面あるいは下面を吸着することを特徴とする真空吸着装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板の加工シ
ステムに関し、もっと詳しくは複数個のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガ
ラス板を区画切断して、G2方式タッチセンサーが形成されたセル単位のタッチスクリーン
を製造するセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、スマートフォーン、タブレットPC、タッチスクリーン方式のTVにはタッチス
クリーンが使用され、このようなタッチスクリーンはタッチセンサーを構成するガラス板
とフィルムの使用可否によってG1F1、GF2、G2などの名称で通用される。
【０００３】
　ここで、G2方式タッチスクリーンは、フィルムが全然使用されなく、単一の強化ガラス
に直接的にタッチセンサーが製作される。
【０００４】
　このような、G2方式タッチスクリーンが設置されるスマートフォーン、タブレットPC、
タッチスクリーン方式のTVなどはスリム化、軽量化及び色の鮮明度が向上される。
【０００５】
　前記のような従来のG2方式タッチスクリーン製造方法は次のようである。
【０００６】
　まず、ガラス板10をタッチスクリーンが使用される製品の規格に対応される大きさのセ
ル単位で切断する（S10）。
【０００７】
　この場合、前記ガラス板10は非強化されている。
【０００８】
　この時、前記ガラス板10はスクライビング、水ゼット、レーザービームまたはサンドブ
ラスト方式によって切断される。
【０００９】
　前記方式によって切断された前記ガラス板10は、後加工余裕を勘案して切断されること
が望ましい。
【００１０】
　次いで、前記ガラス板10の切断で形成された複数のセル単位ガラス板10aを定められた
規格で再加工し、その状態で前記セル単位ガラス板10aにラウンド、ホールなどを加工す
る（S20）。
【００１１】
　その後、前記の工程で獲得したそれぞれのセル単位ガラス板10aにタッチセンサー20を
形成する工程を進行S30して、セル単位G2方式タッチスクリーンを獲得するようになる（S
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40）。
【００１２】
　しかし、単一のセル単位でタッチスクリーンを製作する方法は、ガラス板10を切断して
獲得した複数個のセル単位ガラス板の各々にタッチセンサーを個別的に形成してG2方式タ
ッチスクリーンを製造する時間が長くなり、多数の工程過程の中で、セル単位ガラス板に
スクラッチ及び微細チッピング(chipping)、クラック等が発生され、これによりG2方式タ
ッチスクリーン不良率の増加により生産效率低下及び収率が減少される問題点がある。
【００１３】
　したがって、近来には、G2方式のタッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板を区
画切断して複数のセル単位タッチスクリーンを製作する方法をよく利用する。
図３を参照すると、G2方式のタッチセンサー601が形成された単一の強化ガラス板600の上
面をサンドブラスト、スクライビング、ウォータージェットまたはレーザービームで区画
切削する。
【００１４】
　その次、作業者が前記強化ガラス板600の上下を反転させ、前記と同一な方法で前記強
化ガラス板600の下面を切削して複数のセル単位タッチスクリーンを獲得することになる
。
【００１５】
　この時、前記強化ガラス板600は、小型または大型に行われ、その大きさによってセル
単位タッチスクリーンの収率が変わる。
【００１６】
　ここで、小型の強化ガラス板600の切削作業時には、単独の作業者が前記強化ガラス板6
00を把持して上下を反転させることになる。
【００１７】
　反面、大型の強化ガラス板600は、その面積が広がることにより、前記強化ガラス板600
の反転時に少なくとも2人以上のそれぞれの作業者が前記強化ガラス板600の一側面を把持
して回転させなければならない。
【００１８】
　つまり、図４を参照すると、それぞれの作業者は両手を利用して、前記強化ガラス板60
0一側面を把持し、2人の作業者が同時に両手が互いに行き交うように回転させて前記強化
ガラス板600の上下面を覆すことになる。
【００１９】
　そして、前記強化ガラス板600の上下面を覆した状態で2人の作業者が同時に下方に向か
って前記強化ガラス板600を移動させて、作業台またはテーブルなどに前記強化ガラス板6
00を下ろして置いて前記強化ガラス板600を反転させることになる。
【００２０】
　以後、前記タッチスクリーンに様々な加工作業を進めて、複数のセル単位タッチスクリ
ーンを獲得することになる。
【００２１】
　しかし、前記のような方法でG2方式のタッチセンサーが形成された単一の大型の強化ガ
ラス板を区画切断する場合、次のような問題点がある。
【００２２】
　第一に、作業者が大型の強化ガラス板を直接運搬しなければならない困難さがあり、運
搬中に作業者の過ちで強化ガラス板に衝撃が加えられるとか、或いは強化ガラス板を落下
させて、強化ガラス板が破損されるなどの問題点がある。
【００２３】
　第二に、強化ガラス板の上面が切削された後には、強化ガラス板の厚さが半分近くに薄
くなるが、強化ガラス板の下面を切削するために、作業者が強化ガラス板を持ち上げる場
合、強化ガラス板が破損される可能性が極めて高くなる問題点がある。
【００２４】
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　第三に、大型の強化ガラス板を持ち上げる場合、小型の強化ガラス板に比べて強化ガラ
ス板の中央部に垂れ下がりが発生して強化ガラス板が破損されるとか変形され、強化ガラ
ス板の面積及び重さによってこれを運搬する人員が増加し、これによって、不要な作業人
員の増加とともに人件費が上昇される問題点がある。
【００２５】
　第四に、強化ガラス板上下面を作業者が直接反転しなければならない面倒さがあり、反
転された強化ガラス板の加工位置を再設定しなければならなく、反転途中に強化ガラス板
が外部装置に衝突されて破損されることができ、作業者が強化ガラス板の加工工程を綿密
に検討しなければならない面倒さが発生する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　本発明は、前述のような問題点を解決するためのものであって、本発明の目的は、G2方
式タッチセンサーが形成された強化ガラス板を第1の吸着移送部に水平移動させて、第1の
サンドブラスト部で強化ガラス板下面をタッチスクリーンが使用される規格に対応される
大きさで切削し、第1の吸着移送部上に吸着された強化ガラス板を第2の吸着移送部に移動
させて第2のサンドブラスト部で強化ガラス板上面をタッチスクリーンが使用される規格
に対応される大きさで切削し、上下面が切削された強化ガラス板を第2の吸着移送部に水
平移動させて外部に排出するセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガ
ラス板加工システムを提供することである。
【００２７】
　本発明の他の目的は、第1、第2のサンドブラスト部の位置移動フレームをX軸及びY軸で
自由に移動させてノズルが前記強化ガラス板上下面をタッチスクリーンが使用される規格
に対応される大きさで切削するようにするセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された
単一の強化ガラス板加工システムを提供することである。
【００２８】
　本発明の他の目的は、第1、第2のサンドブラスト部の第1の位置移動フレーム及び第2の
位置移動フレームを順次的にX軸及びY軸に移動させることによって、X軸ノズル及びY軸ノ
ズルが強化ガラス板上下面を一端から他端まで一度に切削してタッチスクリーンが使用さ
れる規格に対応される大きさで切削するようにするセル単位のG2方式タッチセンサーが形
成された単一の強化ガラス板加工システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　前記のような本発明の目的を達成するために、本発明によるセル単位のG2方式タッチセ
ンサーが形成された単一の強化ガラス板加工システムは、フレームと;上面に複数個のG2
方式タッチセンサーが形成された強化ガラス板を進入させる移送コンベヤと;前記フレー
ム上方に設置され、前記移送コンベイア上に乗せられた強化ガラス板上面を吸着して水平
移動する第1の吸着移送部と;前記第1の吸着移送部後方に設置され、前記第1の吸着移送部
によって移送された前記強化ガラス板底面を加工する第1のサンドブラスト部と;前記第1
のサンドブラスト部後方に設置され、前記第1の吸着移送部から前記強化ガラス板を渡し
てもらって前記強化ガラス板底面を吸着した状態で水平移動する第2の吸着移送部と;前記
第1のサンドブラスト部後方に設置され、前記第2の吸着移送部に吸着された前記強化ガラ
ス板上面を加工する第2のサンドブラスト部;を有することを特徴とする。
【００３０】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記フレームの上下部の長さ方向には、前記第1の吸着移送部及び第2の
吸着移送部の水平移動を案内する移送レールが形成されていることを特徴とする。
【００３１】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1の吸着移送部及び第2の吸着移送部は、板材形状で上面又は下面
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のうち、1面に定められた間隔で離隔されるように複数の吸着孔を形成している真空吸着
プレート板;および前記真空吸着プレート板の上面又は下面のうち、いずれか1面に具備さ
れて前記真空吸着プレート板の吸着孔を通じて空気が吸入されるようにする吸入器;から
構成されることを特徴とする。
【００３２】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1の吸着移送部及び第2の吸着移送部は、前記真空吸着プレート板
の上か面中、前記吸着孔が形成された一面にパッドがもっと具備されていることを特徴と
する。
【００３３】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記パッドは、シリコン材質で上面に前記強化ガラス板を吸着する多数
の通孔を形成しているのを特徴とする。
【００３４】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1の吸着移送部は、上下に昇降作動されて、前記移送コンベイア
上に載せられた前記強化ガラス板を吸着することを特徴とする。
【００３５】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1のサンドブラスト部は、位置移動のフレームと;前記位置移動の
フレームの上面に定められた間隔で離隔されるように複数個で形成されて前記強化ガラス
板下面を切削するノズル;を有することを特徴とする。
【００３６】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第2のサンドブラスト部は、位置移動のフレームと;前記位置移動の
フレームの下面に定められた間隔で離隔されるように複数個で形成されて前記強化ガラス
板上面を切削するノズル;を有することを特徴とする。
【００３７】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1のサンドブラスト部は、第1の位置移動フレームと;前記第1の位
置移動フレームの上面に一列配置され、前記強化ガラス板下面を一方向に切削するX軸ノ
ズル;前記第1の位置移動フレームと直交する方向に移動される第2の位置移動フレーム;前
記第2の位置移動フレームの上面に一列配置され、前記X軸ノズルと直交する方向に移動さ
れて、前記強化ガラス板下面を一方向に切削するY軸ノズル;を有することを特徴とする。
【００３８】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1のサンドブラスト部は、前記第1の位置移動フレーム及び第2の
位置移動フレームが順次的に作動されて、前記X軸ノズル及びY軸ノズルで前記強化ガラス
板の下面を一端から他端まで一度に切削することを特徴とする。
【００３９】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第2のサンドブラスト部は、第1の位置移動フレームと;前記第1の位
置移動フレームの下面に一列配置され、前記強化ガラス板上面を一方向に切削するX軸ノ
ズル;前記第1の位置移動フレームと直交する方向に移動される第2の位置移動フレーム;前
記第2の位置移動フレームの下面に一列配置され、前記X軸ノズルと直交する方向に移動さ
れて、前記強化ガラス板上面を一方向に切削するY軸ノズル;を有することを特徴とする。
【００４０】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第2のサンドブラスト部は、前記第1の位置移動フレーム及び第2の
位置移動フレームが順次的に作動されて、前記X軸ノズル及びY軸ノズルで前記強化ガラス
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板の上面を一端から他端まで一度に切削することを特徴とする。
【００４１】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1のサンドブラスト部及び第2のサンドブラスト部は、前記X軸ノ
ズル及びY軸ノズルが前記第1、第2の位置移動フレームにより前記強化ガラス板の角の部
分を迂回切削して前記強化ガラス板の角の部分に曲線が形成されることを特徴とする。
【００４２】
　本発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板加工シ
ステムにおいて、前記第1のサンドブラスト部及び第2のサンドブラスト部は、前記強化ガ
ラス板の角の部分を迂回切削する前記X軸ノズル及びY軸ノズルの移動速度が前記強化ガラ
ス板の側面部分を直線切削する移動速度に比べて相対的に低下するのを特徴とする。
【００４３】
　本発明による真空吸着装置は、板材形状と上面又は下面のうち、いずれか1面に定めら
れた間隔で離隔されるように複数の吸着孔を形成している真空吸着プレート板;および前
記真空吸着プレート板の上面又は下面のうち、いずれか1面に具備されて前記真空吸着プ
レート板の吸着孔を通じて空気が吸着されるようにする吸入器;から構成され、前記真空
吸着プレート板は複数の単位真空吸着プレート板に分割構成されて;強化ガラス板600上面
又は下面を吸着することを特徴とする。
【発明の効果】
【００４４】
　上述したような本発明によるセル単位のＧ2方式タッチセンサーが形成された単一の強
化ガラス板加工システムは、強化ガラス板の移送を自動化して作業能率が向上され、強化
ガラス板が真空吸着プレート板に固定されて移送途中に落下の危険がなく、強化ガラス板
全体面が真空吸着プレート板に吸着された状態に移送されて、垂れが発生されず、強化ガ
ラス板移送の自動化で作業人員の減少とともに人件費が節約されるという利点がある。
【００４５】
　また、強化ガラス板が第1、第2の吸着移送部によって水平移動されて、強化ガラス板を
反転させる難しさが解消され、強化ガラス板の加工位置が自動的に再設定されて大型の強
化ガラス板を加工できる利点があり、さらに上面が加工された大型の強化ガラス板の反戦
なく下面を加工することができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】従来のG2方式タッチスクリーンを製造する工程過程を示す図面である。
【図２】従来のG2方式タッチスクリーンを製造する方法を示す手順図である。
【図３】従来の強化ガラス板の加工工程を示す図面である。
【図４】従来の強化ガラス板を回転させる状態を示す概略図である。
【図５】本発明の第1及び第2の実施形態によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システムを示す概略図である。
【図６】本発明の第1及び第2の実施形態によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システムの第1の吸着移送部を示す概略分解斜視図である。
【図７】本発明の第1及び第2の実施形態によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成さ
れた単一の強化ガラス板加工システムの第2の吸着移送部を示す概略分解斜視図である。
【図８】本発明の第1の実施形態による第1、第2のサンドブラスト部を平面から見た概略
図である。
【図９】本発明の第2の実施形態による第1、第2のサンドブラスト部を平面から見た概略
図である。
【図１０】本発明の第2の実施形態による第1、第2のサンドブラスト部で強化ガラス板を
切削する経路を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
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　以下、本発明の実施形態を添付された図面を参照してもっと詳細に説明する。
【００４８】
　[第1の実施形態]
　第1の実施形態によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス
板加工システムを説明すると次の通りである。
【００４９】
　ここで、前記カッティング部300は、フレーム310と、移送コンベヤ320、第1の吸着移送
部330、第1のサンドブラスト部340、第2の吸着移送部350及び第2のサンドブラスト部360
を有する。
【００５０】
　図5ないし図7を参照すると、前記フレーム310は、前記移送コンベヤ320、第1の吸着移
送部330、第1のサンドブラスト部340、第2の吸着移送部350及び第2のサンドブラスト部36
0を、内部に位置させる。
【００５１】
　前記フレーム310の上下部の長さ方向には前記第1の吸着移送部330及び第2の吸着移送部
350の水平移動を案内する移送レール311が形成される。
【００５２】
　前記移送コンベヤ320は上面に複数個のG2方式タッチセンサー601が形成された強化ガラ
ス板600を進入させる。
【００５３】
　前記移送コンベヤ320はローラー駆動方式で前記強化ガラス板600を中央部に位置させる
。
【００５４】
　前記第1の吸着移送部330は、前記フレーム310上方に設置され、前記移送コンベヤ320上
に載せられた前記強化ガラス板600上面を吸着して水平移動する。
【００５５】
　前記第1の吸着移送部330は上下に昇降作動されて、前記移送コンベヤ320上に載せられ
た前記強化ガラス板600を吸着し、前記第1のサンドブラスト部340で加工作業が完了した
後前記強化ガラス板600を前記第2の吸着移送部350に伝達する。
【００５６】
　前記第1の吸着移送部330は前記第1のサンドブラスト部340が前記強化ガラス板600下面
を加工する間、前記第1のサンドブラスト部340上方に位置される。
【００５７】
　前記第1の吸着移送部330は板材形状で下面に定められた間隔で離隔されるように複数の
吸着孔331aを形成している真空吸着プレート板331及び前記真空吸着プレート板331の上面
に具備されて前記真空吸着プレート板331の吸着孔331aを通じて空気が吸入されるように
する吸入器332を有する。
【００５８】
　前記真空吸着プレート板331の吸着孔331aは単位別で構成されて前記強化ガラス板600の
大きさに応じて前記吸着孔331aが単位別に空気を吸入することができる。
【００５９】
　前記吸着孔331aの単位別の空気吸入はソレノイド弁構造によって制御されることが望ま
しい。
【００６０】
　前記第1の吸着移送部330は、前記吸着孔331aが形成された前記真空吸着プレート板331
の下面にパッド370をもっと具備する。
【００６１】
　前記パッド370は、シリコン材質で下面に前記強化ガラス板600を吸着する多数の通孔37
1を形成する。
【００６２】
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　前記パッド370は、前記強化ガラス板600の大きさに対応されることが望ましい。
【００６３】
　前記第1の吸着移送部330は、前記フレーム310の移送レール311に沿って水平移動される
。
【００６４】
　前記第1のサンドブラスト部340は前記第1の吸着移送部330後方に設置され、前記第1の
吸着移送部330によって移送された前記強化ガラス板600底面を加工する。
【００６５】
　前記第1のサンドブラスト部340は位置移動のフレーム341と前記位置移動のフレーム341
の上面に定められた間隔で離隔されるように複数個で形成されて前記強化ガラス板600下
面を切削するノズル342を有する。
【００６６】
　前記第1のサンドブラスト部340は、前記位置移動のフレーム341を移動させて前記ノズ
ル342が前記強化ガラス板600下面に付着された保護フィルム701の境界線の700aに沿って
移動されるようにする。
【００６７】
　前記ノズル342は研磨剤を3.0Mpaの圧で照射調査し、50～70mm/secの移動速度に移動さ
れて、前記強化ガラス板600下面を加工の厚さの50%で切断する。
【００６８】
　前記第2の吸着移送部350は前記第1のサンドブラスト部340後方に設置され、前記第1の
吸着移送部330から前記強化ガラス板600を受け取って前記強化ガラス板600底面を吸着し
た状態で水平移動する。
【００６９】
　前記第2の吸着移送部350は板材形状で上面に定められた間隔で離隔されるように複数の
吸着孔351aを形成している真空吸着プレート板351及び前記真空吸着プレート板351の下面
に具備されて前記真空吸着プレート板351の吸着孔351aを通じて空気が吸入されるように
する吸入器352を有する。
【００７０】
　前記第2の吸着移送部350は、前記吸着孔351aが形成された前記真空吸着プレート板351
の上面にパッド370をもっと具備する。
【００７１】
　前記パッド370は、シリコン材質で上面に前記強化ガラス板600を吸着する多数の通孔37
1を形成する。
【００７２】
　前記第2の吸着移送部350は前記第2のサンドブラスト部360が前記強化ガラス板600上面
を加工する間、前記第2のサンドブラスト部360下方に位置される。
【００７３】
　前記第2の吸着移送部350は、前記フレーム310の移送レール311に沿って水平移動される
。
【００７４】
　前記第2のサンドブラスト部360は前記第1のサンドブラスト部340後方に設置され、前記
第2の吸着移送部350に吸着された前記強化ガラス板600上面を加工する。
【００７５】
　前記第2のサンドブラスト部360は位置移動のフレーム361と前記位置移動のフレーム361
の底面に定められた間隔で離隔されるように複数個で形成されて前記強化ガラス板600上
面を切削するノズル362を有する。
【００７６】
　前記第2のサンドブラスト部360は、前記位置移動のフレーム361を移動させて前記ノズ
ル362が前記強化ガラス板600上面に付着された保護フィルム701の境界線の700aに沿って
移動されるようにする。
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【００７７】
　前記ノズル362は研磨剤を3.0Mpaの圧で照射調査し、50～70mm/secの移動速度に移動さ
れて、前記強化ガラス板600上面を加工の厚さの50%で切断する。
【００７８】
　前記のように構成される本発明の第1の実施形態によるセル単位のＧ2方式タッチセンサ
ーが形成された単一の強化ガラス板加工システムは次のように使用される。
【００７９】
　以下説明では、前記の第1の実施形態において、前記強化ガラス板600に保護フィルム70
1を付着し、この保護フィルム701を区画切削して前記保護フィルム層700の境界線の700a
を形成する説明は省略する。
【００８０】
　まず、上下面に保護フィルム層700が除去されて境界線700aが形成された前記強化ガラ
ス板600を前記移送コンベヤ320に進入させて、前記強化ガラス板600が前記移送コンベヤ3
20の中央部に位置されるようにする。
【００８１】
　そうすると、前記第1の吸着移送部330が下方に移動され、その状態で前記強化ガラス板
600上面を吸着して上方へ移動される。
【００８２】
　ここで、図5ないし図6を参照すると、前記第1の吸着移送部330は、前記の吸入器332で
前記真空吸着プレート板331の吸着孔331aを通じて空気を吸入して前記パッド370が前記真
空吸着プレート板331下面に付着された状態を維持することになる。
【００８３】
　そして、前記パッド370は、前記通孔371を通じて空気を吸入して前記強化ガラス板600
を下面に固定させる。
【００８４】
　以後、前記第1の吸着移送部330は、前記フレーム310の前記移送レール311に沿って水平
移動されて、前記第1のサンドブラスト部340上方に位置される。
【００８５】
　それでは、図8に示す前記第1のサンドブラスト部340の位置移動のフレーム341がX軸及
びY軸方向に前記ノズル342を移動させて前記強化ガラス板600の境界線の700aを応じて前
記強化ガラス板600の下面切削作業を進行する。
【００８６】
　この時、前記ノズル342は研磨剤を3.0Mpaの圧で調査し、50～70mm/secの移動速度で移
動させて前記強化ガラス板600下面を加工の厚さの50%で切削する。
【００８７】
　ここで、前記強化ガラス板600切断時の湿度は50～60%に維持させ、温度は22～25度で維
持させ、研磨剤を噴射する前記第1サンドブラスト340のノズル342と前記強化ガラス板600
の間の距離は20mmの離隔されるようにすることが望ましい。
【００８８】
　また、前記第1のサンドブラスト部340は砂を圧縮空気で噴射して鋳物など金属製品の表
面をきれいに仕上げ及び手入れをする工法で、アルミナシリケート#400(Aumina-silicate
 #400)研磨剤を使用する。
【００８９】
　前記のように前記第1のサンドブラスト部340で切削作業が完了すれると、前記第1の吸
着移送部330が前記移送レール311を応じて前記第2のサンドブラスト部360の方向に移動さ
れる。
【００９０】
　そして、前記第1の吸着移送部330が上下に昇降移動されて、前記第1の吸着移送部330に
吸着されている前記強化ガラス板600を前記第2の吸着移送部350に伝えることになる。
【００９１】



(12) JP 2015-847 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

　この時、図7を参照すると、前記第2の吸着移送部350は、前記の吸入器352で前記の真空
吸着プレート板351の吸着孔351aを通じて空気を吸入して前記パッド370が前記真空吸着プ
レート板351上面に付着された状態を維持することになる。
【００９２】
　そして、前記パッド370は、前記通孔371を通じて空気を吸入して前記強化ガラス板600
を上面に固定させる。
【００９３】
　一方、図8を参照すると、前記第2の吸着移送部350に前記強化ガラス板600が吸着される
とともに前記第1の吸着移送部330は、前記移送レール311に沿って元の位置に復帰され、
前記第2のサンドブラスト部360の位置移動のフレーム361がX軸及びY軸方向に前記ノズル3
62を移動させて前記強化ガラス板600の境界線の700aを応じて前記強化ガラス板600の上面
切削作業を進行する。
【００９４】
　ここで、前記第2のサンドブラスト部360が前記強化ガラス板600を切削する方法は、前
記の第1のサンドブラスト部340が前記強化ガラス板600を切削する方法と同一であるので
、これに対する詳細な説明は省略する。
【００９５】
　以後、前記第2のサンドブラスト部360で切削作業が完了すると、前記強化ガラス板600
は多数のセル単位ガラス基板で切断され、その状態で前記の移送レール311に沿って移動
される前記第2の吸着移送部350によって外部に排出される。
【００９６】
　[第2の実施形態]
　第2の実施形態によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス
板加工システムを説明すると次の通りである。
【００９７】
　前記カッティング部300は、フレーム310と、移送コンベヤ320、第1の吸着移送部330、
第1のサンドブラスト部340、第2の吸着移送部350及び第2のサンドブラスト部360を有する
。
【００９８】
　以下の説明で、第1の実施形態と同一な構成については同一な参照符号を使用し、これ
に対する詳細な説明は省略する。
【００９９】
　図9を参照すると、前記第1のサンドブラスト部340は第1の位置移動フレーム341´、X軸
ノズル342´、第2の位置移動フレーム343´及びY軸ノズル344´を有する。
【０１００】
　前記第1の位置移動フレーム341´は前記X軸ノズル342´を一方向に移動させる。
【０１０１】
　前記X軸ノズル342´は前記第1の位置移動フレーム341´の上面に一列配置され、前記強
化ガラス板600下面を一方向に切削する。
【０１０２】
　前記第2の位置移動フレーム343´は前記第1の位置移動フレーム341´と直交する方向に
移動される。
【０１０３】
　前記Y軸ノズル344´は前記第2の位置移動フレーム343´の上面に一列配置され、前記X
軸ノズル342´と直交する方向に移動されて、前記強化ガラス板600下面を一方向に切削す
る。
【０１０４】
　前記第1のサンドブラスト部340は前記第1の位置移動フレーム341´及び第2の位置移動
フレーム343´を順次的に作動させて前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´が前記強化
ガラス板600の下面を一端から他端まで一度に切削するようにする。
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【０１０５】
　前記第1のサンドブラスト部340は、前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´が前記第1
、第2の位置移動フレーム341´、343´により前記強化ガラス板600の角の部分を迂回切削
して前記強化ガラス板600の角の部分に曲線が形成されるようにする。
【０１０６】
　前記第1のサンドブラスト部340は、前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´が、使用者
が入力する入力値に応じて前記強化ガラス板600の側面部を多様な形状に加工することに
なる。
【０１０７】
　前記第1のサンドブラスト部340は、前記強化ガラス板600の角の部分を迂回切削する前
記X軸ノズル342´および前記Y軸ノズル344´の移動速度が前記強化ガラス板600の側面部
分を直線切削する移動速度に比べて相対的に低下する。
【０１０８】
　前記第2のサンドブラスト部360は第1の位置移動フレーム361´、X軸ノズル362´、第2
の位置移動フレーム363´及びY軸ノズル364´を有する。
【０１０９】
　前記第1の位置移動フレーム361´は前記X軸ノズル362´を一方向に移動させる。
【０１１０】
　前記X軸ノズル362´は前記第1の位置移動フレーム361´の下面に一列配置され、前記強
化ガラス板600上面を一方向に切削する。
【０１１１】
　前記第2の位置移動フレーム363´は前記第1の位置移動フレーム361´と直交する方向に
移動される。
【０１１２】
　前記Y軸ノズル364´は前記第2の位置移動フレーム363´の下面に一列配置され、前記X
軸ノズル362´と直交する方向に移動されて、前記強化ガラス板600上面を一方向に切削す
る。
【０１１３】
　前記第2のサンドブラスト部360は前記第1の位置移動フレーム361´及び第2の位置移動
フレーム363´を順次的に作動させて前記X軸ノズル362´及びY軸ノズル364´が前記強化
ガラス板600の上面を一端から他端まで一度に切削するようにする。
【０１１４】
　前記第2のサンドブラスト部360は、前記X軸ノズル362´及びY軸ノズル364´が前記第1
、第2の位置移動フレーム361´、363´により前記強化ガラス板600の角の部分を迂回切削
して前記強化ガラス板600の角の部分に曲線が形成されるようにする。
【０１１５】
　前記第2のサンドブラスト部360は、前記X軸ノズル362´及びY軸ノズル364´が使用者が
入力する入力値に応じて前記強化ガラス板600の側面部を多様な形状に加工することにな
る。
【０１１６】
　前記第2のサンドブラスト部360は、前記強化ガラス板600の角の部分を迂回切削する前
記X軸ノズル362´および前記Y軸ノズル364´の移動速度が前記強化ガラス板600の側面部
分を直線切削する移動速度に比べて相対的に低下する。
【０１１７】
　前記のように構成される本発明の第2の実施形態によるセル単位のＧ2方式タッチセンサ
ーが形成された単一の強化ガラス板加工システムは次のように使用される。
【０１１８】
　以下の説明では、前記の第2の実施形態で、前記強化ガラス板600に保護フィルム701を
付着し、この保護フィルム701を区画切削して前記保護フィルム層700の境界線の700aを形
成する説明は省略する。
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【０１１９】
　まず、図5ないし図7,図9ないし図10を参照すると、上下面に保護フィルム層700が除去
されて境界線700aが形成された前記強化ガラス板600を前記移送コンベヤ320に進入させて
、前記強化ガラス板600が前記移送コンベヤ320の中央部に位置されるようにする。
【０１２０】
　それでは、前記第1の吸着移送部330街下方に移動され、その状態で前記強化ガラス板60
0上面を吸着して上方へ移動される。
【０１２１】
　ここで、前記第1の吸着移送部330は、前記の吸入器332で前記真空吸着プレート板331の
吸着孔331aを通じて空気を吸入して前記パッド370が前記真空吸着プレート板331下面に付
着された状態に維持される。
【０１２２】
　そして、前記パッド370は、前記通孔371を通じて空気を吸入して前記強化ガラス板600
を下面に固定させる。
【０１２３】
　以後、前記第1の吸着移送部330は、前記フレーム310の移送レール311に沿って水平移動
されて、前記第1のサンドブラスト部340上方に位置される。
【０１２４】
　それでは、図9及び図10を参照すると、前記第1のサンドブラスト部340の第1の位置移動
フレーム341´がX軸ノズル342´を一方向に移動させて前記強化ガラス板600の境界線の70
0aを応じて前記X軸ノズル342´が移動されながら、前記強化ガラス板600下面を一度に一
方向に切削することになる。
【０１２５】
　そして、前記X軸ノズル342´の切削作業が完了すると、前記第2の位置移動フレーム343
´がY軸ノズル344´を前記X軸ノズル342´の移動方向と直交する方向に移動させて前記強
化ガラス板600の境界線の700aを応じて前記Y軸ノズル344´が移動されながら、前記強化
ガラス板600下面を一度に一方向に切削することになる。
【０１２６】
　ここで、前記第1の位置移動フレーム341´と前記第2の位置移動フレーム343´は前記強
化ガラス板600の角の部分で前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´が迂回切削作業を進
行するようにして、前記強化ガラス板600の角部分に曲線を形成するようになる。
【０１２７】
　特に、前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´が前記強化ガラス板600の角の部分を迂
回切削する場合には、前記強化ガラス板600の側面の直線区間を切削する速度に比べて相
対的に低い速度で移動することになる。
【０１２８】
　また、前記X軸ノズル342´及びY軸ノズル344´は研磨剤を3.0Mpaの圧で照射し、50～70
mm/secの移動速度で移動させて前記強化ガラス板600下面を加工の厚さの50%で切削する。
【０１２９】
　そして、前記強化ガラス板600切断時の湿度は50～60%に維持させ、温度は22～25度で維
持させ、研磨剤を噴射する前記第1サンドブラストのX、Y軸ノズル342´、344´前記強化
ガラス板600の間の距離は20mmで離隔されるようにすることが望ましい。
【０１３０】
　また、前記第1のサンドブラスト部340は砂を圧縮空気で噴射して鋳物など金属製品の表
面をきれいに仕上げ及び手入れをする工法で、アルミナシリケート#400(Alumina-silicat
e #400)研磨剤を使用する。
【０１３１】
　前記のように前記第1のサンドブラスト部340で切削作業が完了すると、前記第1の吸着
移送部330が前記移送レール311を応じて前記第2のサンドブラスト部360の方向に移動され
る。
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【０１３２】
　そして、前記第1の吸着移送部330が上下に昇降移動されて、前記第1の吸着移送部330に
吸着されている前記強化ガラス板600を前記第2の吸着移送部350に伝えることになる。
【０１３３】
　この時、前記第2の吸着移送部350は、前記の吸入器352で、前記の真空吸着プレート板3
51の吸着孔351aを通じて空気を吸入して前記パッド370が前記真空吸着プレート板351上面
に付着された状態に維持される。
【０１３４】
　そして、前記パッド370は、前記通孔371を通じて空気を吸入して前記強化ガラス板600
を上面に固定させる。
【０１３５】
　一方、前記第2の吸着移送部350に強化ガラス板600が吸着されるとともに前記第1の吸着
移送部330は、前記移送レール311に沿って元の位置に復帰され、前記第2のサンドブラス
ト部360の第1の位置移動フレーム361´及び第2の位置移動フレーム363´により前記X軸ノ
ズル362´および前記Y軸ノズル364´が前記強化ガラス板600の境界線に沿って順次的に一
方向に移動されて前記強化ガラス板600上面を一度に切削することになる。
【０１３６】
　ここで、前記第2のサンドブラスト部360が前記強化ガラス板600を切削する方法は、前
記の第1のサンドブラスト部340が前記強化ガラス板600を切削する方法と同一であるので
、これに対する詳細な説明は省略する。
【０１３７】
　以後、前記第2のサンドブラスト部360で切削作業が完了すると、前記強化ガラス板600
は多数のセル単位ガラス基板で切断され、その状態で前記の移送レール311に沿って移動
される前記第2の吸着移送部350によって外部に排出される。
【０１３８】
　前記とように、複数のG2方式タッチセンサーが形成された単一の強化ガラス板に保護フ
ィルム層700を形成した後、区画切断してG2方式タッチスクリーンを製造する方法は、複
数個のG2方式タッチセンサー601が形成された強化ガラス板600切断でG2方式タッチセンサ
ー601が形成されたセルの単位ガラス基板を獲得して生産効率が増加し、これによって大
量生産が可能であり、保護フィルム層700が除去された境界線700aに沿って強化ガラス板6
00を切断して強化ガラス板600が保護フィルム層700によって保護され、保護フィルム層70
0の境界線の700aによって強化ガラス板600が切断される区画部分を明確に確認することが
できる。
【０１３９】
　また、強化ガラス板600の移送を自動化して作業能率が向上し、強化ガラス板600が真空
吸着プレート板331,351に固定されて移送途中に落下の危険がなく、強化ガラス板600全体
面が真空吸着プレート板331,351に吸着された状態に移送されて、垂れが発生されず、強
化ガラス板600移送の自動化で作業人員の減少とともに人件費が節約され、強化ガラス板6
00が第1、第2の吸着移送部330,350によって水平移動されて、強化ガラス板600を反転させ
る難しさが解消され、強化ガラス板600の加工位置が自動的に再設定されて大型の強化ガ
ラス板600を加工することができる利点があり、さらに上面が加工された大型の強化ガラ
ス板600の反戦なく、下面を加工することができる利点がある。
【０１４０】
　以上で説明したことは、発明によるセル単位のG2方式タッチセンサーが形成された単一
の強化ガラス板加工システムを実施するための一つの実施形態に過ぎないものであって、
本発明は前記の実施形態に限らず、以下特許請求の範囲で請求する本発明の要旨を外れる
ことがなく、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば誰でもさまざまな
変更実施が可能な範囲まで本発明の技術的精神がある。
【符号の説明】
【０１４１】



(16) JP 2015-847 A 2015.1.5

10

20

30

100:ラミネーター
200:カッティングプロッタ
201:カッターの刃
300:カッティング部
310:フレーム
311:移送レール
320:移送コンベヤ
330:第1の吸着移送部
331,351:真空吸着プレート板
331a、351a:吸着孔
332,352:吸入器
340:第1のサンドブラスト部
341:位置移動のフレーム
341´:第1の位置移動フレーム
342:ノズル
342´:X軸ノズル
343´:第2の位置移動フレーム
344´:Y軸ノズル
350:第2の吸着移送部
360:第2のサンドブラスト部
361:位置移動のフレーム
361´:第1の位置移動フレーム
362:ノズル
362´:X軸ノズル
363´:第2の位置移動フレーム
364´:Y軸ノズル
370:パッド
371:通孔
600:ガラス板
600a:セル単位のガラス基板
601:G2方式タッチセンサー
601a:切断部
700:保護フィルム層
700a:境界線
701:保護フィルム
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