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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】反転することなく異形切断線をスクライブする
液晶パネルの切断装置の提供。
【解決手段】進退走行し下面に矩形液晶パネルを保持す
る第１荷受けステージＨと、第１荷受けステージＨの走
行路に設けた第１門形フレームＤと、第１門形フレーム
Ｄに設けた荷受けステージＨ上の矩形液晶パネルをスク
ライブする第１カッタ１１と、前進停止位置の第１荷受
けステージＨの矩形液晶パネルを荷受けして走行する荷
受け走行体Ｎと、荷受け走行体Ｎの前方に設けた第２門
形フレームＪと、第２門形フレームＪに設けた矩形液晶
パネルの第１カッタによる切断線のブレーク用加圧作用
体３９と、前進停止時の荷受け走行体Ｎ上の矩形液晶パ
ネルを保持する第２荷受けステージ５４と、第２荷受け
ステージ５４の直下と前方との間で進退走行し液晶パネ
ルを保持する第３荷受けステージ６２と、第３荷受けス
テージ６２の走行路に設けた第３門形フレームＫと、第
３門形フレームＫに設けた矩形液晶パネルの上面スクラ
イブ用の第３カッタ１２とからなる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　第１ガイド手段により前後方向に走行ガイドすると共に、走行手段により進退走行する
ように設けた第１走行体と、この第１走行体の下面側に設けてある旋回機能及び昇降機能
の付与された回転軸の下端に設けた下面に矩形液晶パネルの上面吸引保持機能付きの第１
荷受けステージと、この第１荷受けステージの走行路の途中に設けた定置式の第１門形フ
レームと、この第１門形フレームに数値制御の走行手段により左右方向に横行するように
設けた第１スライドベースと、この第１スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手
段で上昇力を付与して設けたベースと、このベースにモーターで首振り機能を付与して設
けた上記荷受けステージの矩形液晶パネルの下面をスクライブする第１カッタと、上記第
１走行体の後退停止位置の上記第１荷受けステージの下面に上記矩形液晶パネルを供給す
るように設けた供給装置と、上記第１走行体の前進停止位置の直下で待機した位置と前方
との間で走行手段により進退走行するように設けた上記第１荷受けステージの上記矩形液
晶パネルを上面に荷受けする荷受け走行体と、この荷受け走行体の前方に設けた定置式の
第２門形フレームと、この第２門形フレームに数値制御の走行手段により左右方向に横行
するように設けた第２スライドベースと、この第２スライドベースに昇降手段で昇降し、
かつ加圧手段で降下力を付与するよう設けたベースと、このベースにモーターで首振り機
能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面加圧用の上記第１カッタによる切断線のブ
レーク用加圧作用体と、上記前進停止時の荷受け走行体上の上記矩形液晶パネルの上面を
吸引保持するように設けた第２荷受けステージと、この第２荷受けステージの直下と前方
との間で走行手段で進退走行するように設けた移動台と、この移動台に上記第２荷受けス
テージの上記液晶パネルを上面に吸引保持して荷受けするように設けた第３荷受けステー
ジと、この第３荷受けステージの走行路に設けた第３門形フレームと、この第３門形フレ
ームに数値制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第３スライドベースと
、この第３スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で降下力を付与したベース
と、このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面スク
ライブ用の第３カッタとからなる液晶パネルの切断装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、大判な液晶パネルから小割（製品サイズの矩形パネル）に分断する切断装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大判な影響パネルは、周知のように、例えば、上側基板（ＴＦＴ）と下側基板（ＣＦ）
との積層体で構成され、この積層上側基板と下側基板の各表面に製品サイズの矩形パネル
に小割するために切断線をスクライブする。
　勿論、上記小割スクライブ線の内側にも端材分断切断線や異形切断線をスクライブする
。
【０００３】
　上記のような前処理のスクライブは、まず上側基板の上面をスクライブし、次いで下側
基板の下面をスクライブする（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３２１６０１７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１の切断方式によると、後方で停止したアームの吸着テーブルの下
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面に液晶パネルの上面を吸引保持したのち、上記のアームを上昇後降下させる１８０°の
反転回動にともない吸着テーブルでの吸引保持液晶パネルを１８０°反転（この反転は、
液晶パネルの一方上側基板の上面を下側に、他方下側基板の下面を上側になるようにする
ことにある）させることにある。
【０００６】
　この反転の要因は、上流側で一方基板の上面に切断線をスクライブし、下流側で他方基
板の上側となった上面に切断線をスクライブする。
【０００７】
　このような方式によると、大型化する液晶パネルの重量が増加するにともない、反転装
置も大型化して大幅なコストアップになると友に、一方基板のスクライブ後、反転したの
ち他方基板のスクライブを行うため機長が長くなる以外に、上流側スクライブと下流側ス
クライブとの間が時間的にも長くなってスムーズな加工を阻害し、また重量の増加にとも
ない大きな吸引保持力を必要とし、さらに、液晶パネルの薄板化にともない液晶パネルの
破断化阻止の問題もある。
【０００８】
　そこで、この考案は、液晶パネルの両表面に液晶パネルを反転することなく切断線をス
クライブして、上述の各種不都合をなくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の各種不都合を解消するために、この考案は、第１ガイド手段により前後方向に走
行ガイドすると共に、走行手段により進退走行するように設けた第１走行体と、この第１
走行体の下面側に設けてある旋回機能及び昇降機能の付与された回転軸の下端に設けた下
面に矩形液晶パネルの上面吸引保持機能付きの第１荷受けステージと、この第１荷受けス
テージの走行路の途中に設けた定置式の第１門形フレームと、この第１門形フレームに数
値制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第１スライドベースと、この第
１スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で上昇力を付与して設けたベースと
、このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記荷受けステージの矩形液晶パ
ネルの下面をスクライブする第１カッタと、上記第１走行体の後退停止位置の上記第１荷
受けステージの下面に上記矩形液晶パネルを供給するように設けた供給装置と、上記前進
停止位置の直下で待機した位置と前方との間で走行手段により進退走行するように設けた
上記第１荷受けステージの上記矩形液晶パネルを上面に荷受けする荷受け走行体と、この
荷受け走行体の前方に設けた定置式の第２門形フレームと、この第２門形フレームに数値
制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第２スライドベースと、この第２
スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で降下力を付与するよう設けたベース
と、このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面加圧
用の上記第１カッタによる切断線のブレーク用加圧作用体と、上記前進停止時の荷受け走
行体上の上記矩形液晶パネルの上面を吸引保持するように設けた第２荷受けステージと、
この第２荷受けステージの直下と前方との間で第２ガイド手段で走行をガイドすると共に
、走行手段で進退走行するように設けた移動台と、この移動台に上記第２荷受けステージ
の上記液晶パネルを上面に吸引保持して荷受けするように設けた第３荷受けステージと、
この第３荷受けステージの走行路に設けた第３門形フレームと、この第３門形フレームに
数値制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第３スライドベースと、この
第３スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で降下力を付与したベースと、こ
のベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面スクライブ
用の第３カッタとからなる構成を採用する。
【考案の効果】
【００１０】
　以上のように、この考案の液晶パネルの切断装置によれば、第１荷受けステージに保持
して前方に矩形液晶パネルを移送する途中において、第１門形フレームの第１カッタで矩
形液晶パネルの下面に異形切断線がスクライブされ、次いで荷受け走行体に荷受けした矩
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形液晶パネルを移送する途中において、第２門形フレームの加圧作用体で上記第１カッタ
による切断線にニューが形成され、その後に移動台の第３荷受けステージで保持した矩形
液晶パネルを移送する途中において、第３門形フレームの第２カッタで矩形液晶パネルの
上面に異形切断線をスクライブすることができる。
【００１１】
　このため、矩形液晶パネルの両面（上下面）に一々矩形液晶パネルを反転（１８０°）
することなく、スムーズに処理することができると共に、加工処理能率（稼働率）が大幅
に向上する特有な効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この考案の実施形態を示す加工ラインの側面図である。
【図２】同上の第１カッタによるスクライブの部分を示す一部切欠拡大側面図である。
【図３】同第１カッタの部分を示す拡大背面図である。
【図４】第１カッタによる切断線をブレークする部分の一部切欠拡大側面図である。
【図５】荷受けステージの部分を示す一部切欠拡大側面図である。
【図６】同第２カッタによるスクライブの部分のブレークを示す拡大側面図である。
【図７】加圧作用体によるブレークの部分を示す一部切欠拡大背面図である。
【図８】加工ずみ液晶パネルの払い出し部分を示す一部切欠拡大側面図である。
【図９】液晶パネルの加工手順を示す縦断正面図である。
【図１０】大判な液晶パネルを並列する短冊状に分断した平面図である。
【図１１】短冊状の液晶パネルのサイズを製品サイズに単個分断した液晶パネルの拡大平
面図である。
【図１２】同上の液晶パネルに切断線をスクライブした一部切欠拡大平面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　次にこの考案の実施形態を添付図面の図１から図９に基づいて説明する。
　まず、処理される大判な液晶パネルＡは、図１０に示す大判な液晶パネルＡに製品サイ
ズの単個割切断線Ｂを入れて、この単個割切断線Ｂの部分で分断することにより図１１の
拡大図で示すような矩形液晶パネルＸになる。
【００１４】
　この矩形液晶パネルＸは、図９の（イ）及び図１２に示すように、ＣＦ側の一方基板１
とＴＦＴ側の他方基板２と、この二枚の一方基板１の表面（図示上面）と、他方基板２の
表面（図示上面）とに後述の第１カッタ１１と第２カッタ１２とで合致する異形切断線１
３、１４をスクライブし、この異形切断線１３、１４の内側上記両基板１、２の対向面間
にシール材３が介在している。
【００１５】
　そして、切断処理する矩形液晶パネルＸは、実施例の図９では、ＣＦ側の一方基板１を
処理供給に際し下側に、ＴＦＴ側の他方基板２を処理供給に際し上側にしたが、限定され
ず、一方基板１を上側に、他方基板２を下側にして供給することもある。
【００１６】
　次に、上記第１カッタ１１及び第２カッタ１１を用いた切断方法を説明する。まず、図
１、２、３に示すように、両側の脚材１６により定置された第１門形フレームＤが設けて
ある。
【００１７】
　この第１門形フレームＤの上側後方と前方との間で第１ガイド手段Ｆによりガイドされ
ると共に、走行手段Ｅにより進退走行する第１走行体Ｇが設けてある。
【００１８】
　上記の第１ガイド手段Ｆは、前後方向の梁材１９の下面全長に設けたレール１５に第１
走行体Ｇに設けてあるスライダ１７をスライド自在に係合して構成され、走行手段Ｅとし
てレール１５とスライダ１７とにリニアモーターを設けて構成したが、限定されず、モー
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ターでドライブされる雄ネジと雌ネジであってもよい。
【００１９】
　そして、第１走行体Ｇには、下向きに突出すると共に、昇降機能（図示省略したシリン
ダ等）と可逆旋回機能（図示省略した可逆モータ等）を付与した回転軸２０が設けてあり
、また回転軸２０の下端には、矩形液晶パネルＸの上面を吸引保持機能２１により保持す
る第１荷受けステージＨが設けてある。
【００２０】
　上記の吸引保持機能２１としては、図２に示すように中空のボックスにより第１荷受け
ステージＨを形成すると共に、第１荷受けステージＨ内を接続ホース（図示省略）を介し
吸引することで、第１荷受けステージＨの下面壁に設けてある多数の小孔２２により矩形
液晶パネルＸを吸引保持する。
【００２１】
　さらに、図１、２で示すように、第１走行体Ｇの後退停止位置の手前には、矩形液晶パ
ネルＸの供給装置Ｉが設けてある。
【００２２】
　上記の供給装置Ｉは、図２に示すように、表裏面が貫通する多孔２３を多数有する多孔
性ベルトを用いたベルトコンベヤ２４上に矩形液晶パネルＸを人手や搬入機などで供給す
ると、ベルトコンベヤ２４の運転により定位置に供給され、供給後にレール１５の下側に
敷設したレール２５にスライダ２６をスライド自在に係合した走行台２７にベルトコンベ
ヤ２４を搭載すると共に、レール２５とスライダ２６とに例えば設けてある走行手段Ｅと
してのリニアモーターで走行台２７を第１荷受けステージＨの直下に移動させることで、
矩形液晶パネルＸの荷渡しを正確かつスムーズに行うことができる。
【００２３】
　上記回転軸２０を降下させることで、ベルトコンベヤ２４上の矩形液晶パネルＸは第１
荷受けステージＨの下面に吸引保持され、その後に回転軸２０を上昇させて、矩形液晶パ
ネルＸと共に第１荷受けステージＨを上昇させ、その後に走行手段Ｅにより矩形液晶パネ
ルＸを吸引保持した第１荷受けステージＨを次加工のため前方に走行させる。
【００２４】
　なお、上記ベルトコンベヤ２４のリターン側の下側に頂壁に吸引孔を有する吸引ボック
ス２９を配置して、良好な吸引力を得るようにしている。
【００２５】
　また、前述の第１門形フレームＤには、走行手段Ｅの数値制御により左右方向に進退走
行する第１スライドベース３１が設けてある。
【００２６】
　上記のスライドベース３１は、第１門形フレームＤの水平材３２に設けてある水平なガ
イドレール３３に第１スライドベース３１に設けてあるスライダ３４をスライド自在に係
合すると共に、供給装置Ｉの前後方向の走行手段Ｅと同様のリニアモーターの走行手段Ｅ
をレール３３とスライダ３４とに設けて、左右方向に数値制御により第１スライドベース
３１をスライドさせるようにしたが、限定されず、その他の方法で第１スライドベース３
１をスライドさせるようにしてもよい。
【００２７】
　さらに、第１スライドベース３１には、昇降手段としてのモーター７１の可逆駆動にと
もないガイド３６に沿って昇降する昇降体３０が設けてあり、この昇降体３０には、加圧
シリンダ３５により上昇するベース７２が設けてあり、そしてこのベース７２には、旋回
モーター３７で首振り旋回する第１カッタ１１が設けてある。
【００２８】
　すると、第１荷受けステージＨの数値制御の前後方向の走行と、数値制御の左右方向の
第１スライドベース３１の走行とで、第１荷受けステージＨの保持矩形液晶パネルＸの下
面に第１カッタ１１で図９の（ロ）に示すように異形切断線１３をスクライブすることが
できる。
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【００２９】
　なお、図１、２に示すように、第１スライドベース３１に搭載してある第１のカメラＰ
－１で矩形液晶パネルの印を読み取り、この読み取りにともない第１走行体Ｇの回転軸２
０の回転により第１荷受けステージＨと共に矩形液晶パネルＸを可逆旋回させてアライメ
ントする。
【００３０】
　上記前進停止した第１荷受けステージＨの直下と前方との間で往復走行する荷受け走行
体Ｎを設ける。
【００３１】
　この荷受け走行体Ｎは、レール２５の延長線前方に延びるレール４５を設けて、このレ
ール４５に荷受け走行体Ｎを構成する走行台４６の下面に設けてあるスライダ４７を走行
自在に係合すると共に、走行手段Ｅにより走行台４６が往復走行するようになっている。
　上記の走行手段Ｅは、供給装置Ｉの走行手段Ｅと同様につき詳細な説明を省略する。
【００３２】
　そして、荷受け走行体Ｎの走行台４６の上側に第１荷受けステージＨの下面に吸引保持
されているスクライブずみ矩形液晶パネルＸを上面に荷受けする待機ベース４８が設けて
ある。
【００３３】
　上記待機ベース４８としては、例えばベルトコンベヤが用いられ、このベルトコンベヤ
を前述の供給装置Ｉのベルトコンベヤ２４と同様に吸引保持機能付として、荷受け矩形液
晶パネルＸを安定よく荷受け保持できるようにしてある。
【００３４】
　また、第１門形フレームＤの前方（第１カッタ１１でスクライブを終了して後の第１荷
受けステージＨの停止位置の前方）には、第２門形フレームＪが設けてある。
【００３５】
　さらに、第２門形フレームＪには、走行手段Ｅの数値制御により左右方向に進退走行す
る第２スライドベース３８が設けてある。
【００３６】
　上記第２スライドベース３８を左右方向に走行させる走行手段Ｅは、第１スライドベー
ス３１の走行手段Ｅと同様につき詳細な説明を省略する。
【００３７】
　さらに、第２スライドベース３８には、昇降手段としてのモーター７１の可逆駆動にと
もない昇降する昇降体３０が設けてあり、この昇降体３０には、加圧シリンダ３５により
降下するベース７２が設けてあり、そしてこのベース７２には、旋回モーター３７で首振
り旋回して上記第１カッタ１１によりスクライブされた異形切断線１３にニュー１３′を
（図９（ハ）に示す）入れるローラやボールその他の加圧作用体３９が設けてある。
【００３８】
　勿論、加圧作用体３９は、荷受け走行体Ｎと第２門形フレームＪの第２スライドベース
３８との数値制御により、異形切断線１３と合致する線上を走行することになる。つまり
上記加圧作用体３９は、前述の第１カッタ１１と同じ線上を走行（移動）する。
【００３９】
　なお、第２門形フレームＪにカメラＰ－２を搭載して矩形液晶パネルＸのマークを読み
取り、読み取りにともない待機ベース４８のベルトコンベヤの微調整などでアライメント
を行う。
【００４０】
　また、第２門形フレームＪ内を通過して前方で荷受け走行体Ｎが停止すると、その上方
に定置配置された支持材５１に設けてある組み込みシリンダ５２の作用にともない昇降す
る回転軸５３の下端に荷受け走行体Ｎの待機ベース４８上のブレークずみ（加圧作用体３
９による）矩形液晶パネルＸの上面を保持する吸引機能として上面に小孔２２を有する第
２荷受けステージ５４が設けてある。
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【００４１】
　すると、第２荷受けステージ５４の直下に前進停止した荷受け走行体Ｎの走行台４６が
停止すると、シリンダ５２の伸長作用により降下する第２荷受けステージ５４の下面に待
機ベース４８上の矩形液晶パネルＸが保持される。
【００４２】
　上記待機ベース４８としては、図４に示すベルトコンベヤ２４と同構成のベルトコンベ
ヤが使用されて、待機ベース４８から第２荷受けステージ５４に矩形液晶パネルＸに受け
渡したのち、荷受け走行体Ｎの走行台４６が第２門形フレームＪの後方に走行する。
【００４３】
　一方、第２荷受けステージ５４に荷受けされた矩形液晶パネルＸは、荷受け走行体Ｎの
後方への移動後、支持材５１の前方で待機していた移動台６１の吸引保持機能付きの第３
荷受けステージ６２上に供給される。
【００４４】
　上記の移動台６１は、下面のスライダ６０を前方に延びる前記レール４５にスライド自
在に係合すると共に、走行手段Ｅとしての例えば荷受け走行体Ｎの走行手段Ｅと同様の方
式を採用した。
【００４５】
　そして、第３荷受けステージ６２の吸引保持機能は、上記第３荷受けステージ６２を中
空にして内部を吸引すると共に、第３荷受けステージ６２の頂壁に無数の小孔６４を設け
て保持するようになっている以外に、移動台６１に据え付けたモーター６３により可逆さ
れる回動軸６５の上端に第３荷受けステージ６２を設けておく。
【００４６】
　また、移動台６１の前方には、第３門形フレームＫが設けてある。
　そして、第３門形フレームＫには、数値制御により左右方向にスライドする第３スライ
ドベース６６が設けてある。
【００４７】
　上記第３スライドベース６６の左右方向のスライドガイド、そして数値制御によるスラ
イドは、第２スライドベース３８の方式と同様につき説明を省略する。
【００４８】
　そして、第３スライドベース６６に第１スライドベース３１と同構成の昇降手段として
のモーター７１の可逆駆動にともない昇降する昇降体３０が設けてあり、この昇降体３０
には、加圧シリンダ３５により降下するベース７２が設けてあり、そしてこのベース７２
には、旋回モーター３７で上記第３荷受けステージ６２上の矩形液晶パネルＸの上側基板
２の上面に（図９の（ニ）に示すように）異形切断線１４をスクライブする首振り旋回す
る第２カッタ１２（図９の（ニ）に示す）が設けてある。
【００４９】
　上記第２カッタ１２の走行、昇降、首振り旋回そして加圧は、第１カッタ１１と同様の
構成になっている。勿論、第３門形フレームＫの第３スライドベース６６は横動し、ベー
ス３０は縦動して、異形切断線１４をスクライブする。
【００５０】
　なお、第３門形フレームＫに搭載してあるカメラＰ－３で矩形液晶パネルＸの印を読み
取り、この読み取りにともない回動軸６５を可逆駆動してアライメントする。
【００５１】
　上記第２カッタ１２でスクライブした処理ずみ矩形液晶パネルＸは、次加工のため払い
出す。払い出しとしては、例えば図１、８に示すように、移動台６１を前方に走行させた
のち、移動台６１の第３荷受けステージ６２上の矩形液晶パネルＸを、払い出し装置Ｚの
吸引孔７３付き荷受けテーブル７５の下面に吸引保持して荷受けしたのち、荷受けテーブ
ル７５の前方への走行にともない矩形液晶パネルＸの端材の分断などの処理を行うように
したが、限定されない。
【００５２】
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　なお、上記矩形液晶パネルＸの第１カッタ１１及び第２カッタ１２によるスクライブ、
並びに加圧作用体３９によるブレイクは、図示の一枚付スクライブ、ブレイクに限定され
ず、多面付スクライブやブレイクの際、第１カッタ１１、第２カッタ１２、及び加圧作用
体３９を多面付に応じて数を増減すればよい。そして端材分断のための半裁線Ｙをブレイ
クしておく。
【００５３】
　また上記の払い出し装置Ｚは、一例にすぎず、その他の方法、例えばロボットなどで払
い出すこともある。
【符号の説明】
【００５４】
Ａ　大判な液晶パネル
Ｂ　切断線
Ｄ　第１門形フレーム
Ｅ　走行手段
Ｆ　第１ガイド手段
Ｇ　第１走行体
Ｈ　第１荷受けステージ
Ｉ　供給装置
Ｊ　第２門形フレーム
Ｎ　荷受け走行体
Ｋ　第３門形フレーム
Ｐ－１　カメラ
Ｐ－２　カメラ
Ｐ－３　カメラ
Ｘ　矩形液晶パネル
１　基板
２　基板
３　シール材
１１　第１カッタ
１２　第２カッタ
１３　異形切断線
１４　異形切断線
１５　レール
１６　脚材
１７　スライダ
１９　梁材
２０　回転軸
２１　吸引保持機能
２２　小孔
２３　多孔
２４　ベルトコンベヤ
２５　レール
２６　スライダ
２７　走行台
２９　吸引ボックス
３０　昇降体
３１　第１スライドベース
３２　水平材
３３　レール
３４　スライダ
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３５　加圧シリンダ
３６　ガイド
３７　旋回モーター
３８　第２スライドベース
３９　加圧作用体
４５　レール
４６　走行台
４７　スライダ
４８　待機ベース
５１　支持材
５２　シリンダ
５３　回転軸
５４　第２荷受けステージ
６０　スライダ
６１　移動台
６２　第３荷受けステージ
６３　モーター
６４　小孔
６５　回動軸
６６　第３スライドベース
７１　モーター
７２　ベース
Ｚ　払い出し装置
７３　吸引孔
７５　荷受けテーブル
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(11) JP 3224931 U 2020.1.30

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月13日(2019.11.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記の各種不都合を解消するために、この考案は、第１ガイド手段により前後方向に走
行ガイドすると共に、走行手段により進退走行するように設けた第１走行体と、この第１
走行体の下面側に設けてある旋回機能及び昇降機能の付与された回転軸の下端に設けた下
面に矩形液晶パネルの上面吸引保持機能付きの第１荷受けステージと、この第１荷受けス
テージの走行路の途中に設けた定置式の第１門形フレームと、この第１門形フレームに数
値制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第１スライドベースと、この第
１スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で上昇力を付与して設けたベースと
、このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記荷受けステージの矩形液晶パ
ネルの下面をスクライブする第１カッタと、上記第１走行体の後退停止位置の上記第１荷
受けステージの下面に上記矩形液晶パネルを供給するように設けた供給装置と、上記前進
停止位置の直下で待機した位置と前方との間で走行手段により進退走行するように設けた
上記第１荷受けステージの上記矩形液晶パネルを上面に荷受けする荷受け走行体と、この
荷受け走行体の前方に設けた定置式の第２門形フレームと、この第２門形フレームに数値
制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第２スライドベースと、この第２
スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で降下力を付与するよう設けたベース
と、このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面加圧
用の上記第１カッタによる切断線のブレーク用加圧作用体と、上記前進停止位置の荷受け
走行体上の上記矩形液晶パネルの上面を吸引保持するように設けた第２荷受けステージと
、この第２荷受けステージの直下と前方との間で第２ガイド手段で走行をガイドすると共
に、走行手段で進退走行するように設けた移動台と、この移動台に上記第２荷受けステー
ジの上記液晶パネルを上面に吸引保持して荷受けするように設けた第３荷受けステージと
、この第３荷受けステージの走行路に設けた第３門形フレームと、この第３門形フレーム
に数値制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第３スライドベースと、こ
の第３スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で降下力を付与したベースと、
このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面スクライ
ブ用の第３カッタとからなる構成を採用する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　第１ガイド手段により前後方向に走行ガイドすると共に、走行手段により進退走行する
ように設けた第１走行体と、この第１走行体の下面側に設けてある旋回機能及び昇降機能
の付与された回転軸の下端に設けた下面に矩形液晶パネルの上面吸引保持機能付きの第１
荷受けステージと、この第１荷受けステージの走行路の途中に設けた定置式の第１門形フ
レームと、この第１門形フレームに数値制御の走行手段により左右方向に横行するように
設けた第１スライドベースと、この第１スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手
段で上昇力を付与して設けたベースと、このベースにモーターで首振り機能を付与して設
けた上記荷受けステージの矩形液晶パネルの下面をスクライブする第１カッタと、上記第
１走行体の後退停止位置の上記第１荷受けステージの下面に上記矩形液晶パネルを供給す
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るように設けた供給装置と、上記第１走行体の前進停止位置の直下で待機した位置と前方
との間で走行手段により進退走行するように設けた上記第１荷受けステージの上記矩形液
晶パネルを上面に荷受けする荷受け走行体と、この荷受け走行体の前方に設けた定置式の
第２門形フレームと、この第２門形フレームに数値制御の走行手段により左右方向に横行
するように設けた第２スライドベースと、この第２スライドベースに昇降手段で昇降し、
かつ加圧手段で降下力を付与するよう設けたベースと、このベースにモーターで首振り機
能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面加圧用の上記第１カッタによる切断線のブ
レーク用加圧作用体と、上記前進停止位置の荷受け走行体上の上記矩形液晶パネルの上面
を吸引保持するように設けた第２荷受けステージと、この第２荷受けステージの直下と前
方との間で走行手段で進退走行するように設けた移動台と、この移動台に上記第２荷受け
ステージの上記液晶パネルを上面に吸引保持して荷受けするように設けた第３荷受けステ
ージと、この第３荷受けステージの走行路に設けた第３門形フレームと、この第３門形フ
レームに数値制御の走行手段により左右方向に横行するように設けた第３スライドベース
と、この第３スライドベースに昇降手段で昇降し、かつ加圧手段で降下力を付与したベー
スと、このベースにモーターで首振り機能を付与して設けた上記矩形液晶パネルの上面ス
クライブ用の第３カッタとからなる液晶パネルの切断装置。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

