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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補強シートで補強された基板上に電子デバイス用部材を形成する第１の工程と、
　該電子デバイス用部材を形成した前記基板と、前記補強シートとを剥離する第２の工程
とを有する、電子デバイスの製造方法であって、
　該第２の工程は、
　前記基板及び前記補強シートを含む積層体の一方の主面を支持する支持ユニットと、
　前記積層体の他方の主面に取付けられる板状の可撓性部材と、
　前記可撓性部材上の前記積層体側と反対側の面に固定された複数のパッドと、
　それぞれが、前記複数のパッドのいずれかに継手を介して連結された複数のロッドと、
　前記複数のロッドをロッド毎にロッドの軸方向に移動させるための複数の駆動装置と、
　前記複数のロッドの位置をロッド毎に制御する制御装置とを備えた剥離装置を用い、前
記支持ユニットにより前記積層体の一方の主面を支持すると共に、前記積層体の他方の主
面が一端側から順次撓み変形するように前記制御装置により前記複数のロッドの位置を制
御するステップを有し、
　該ステップにおいて、前記各パッドを、前記各パッドと継手を介して連結されたロッド
の中心線と、前記補強シート上の前記基板側の面又は前記基板上の前記補強シート側の面
との交点近傍を中心として回動させる、電子デバイスの製造方法。
【請求項２】
　前記継手は、球面継手である請求項１に記載の電子デバイスの製造方法。
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【請求項３】
　前記複数の駆動装置のそれぞれは、複数のクッション部材のいずれかを介して、１つの
フレームに連結される請求項１又は２に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項４】
　前記駆動装置は、サーボモータである請求項１～３のいずれか一項に記載の電子デバイ
スの製造方法。
【請求項５】
　前記可撓性部材は、前記積層体の他方の主面に取外し可能に取付けられる取付部、及び
前記可撓性部材の曲げ剛性を規定する規定部により構成される請求項１～４のいずれか一
項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項６】
　前記取付部は、ゴムからなる請求項５に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項７】
　前記補強シートは、少なくともガラスシートを含む請求項１～６のいずれか一項に記載
の電子デバイスの製造方法。
【請求項８】
　補強シートで補強された基板上に電子デバイス用部材を形成する第１の工程と、
　該電子デバイス用部材を形成した前記基板と、前記補強シートとを剥離する第２の工程
とを有する、電子デバイスの製造方法であって、
　該第２の工程は、
　前記基板及び前記補強シートを含む積層体の両方の主面に取付けられる板状の可撓性部
材と、
　前記可撓性部材上の前記積層体側と反対側の面に固定された複数のパッドと、
　それぞれが、前記複数のパッドのいずれかに継手を介して連結された複数のロッドと、
　前記複数のロッドをロッド毎にロッドの軸方向に移動させるための複数の駆動装置と、
　前記複数のロッドの位置をロッド毎に制御する制御装置とを備えた剥離装置を用い、前
記積層体の一方の主面が一端側から順次撓み変形するように前記制御装置により前記複数
のロッドの位置を制御し、前記積層体の他方の主面が一端側から順次撓み変形するように
前記制御装置により前記複数のロッドの位置を制御するステップを有し、
　該ステップにおいて、前記各パッドを、前記各パッドと継手を介して連結されたロッド
の中心線と、前記補強シート上の前記基板側の面又は前記基板上の前記補強シート側の面
との交点近傍を中心として回動させる、電子デバイスの製造方法。
【請求項９】
　前記電子デバイス用部材は、表示パネルに用いられる部材、太陽電池に用いられる部材
、又は薄膜２次電池に用いられる部材である、請求項１～８のいずれか１項に記載の電子
デバイスの製造方法。
【請求項１０】
　前記表示パネルは、液晶パネル、有機ＥＬパネル、プラズマディスプレイパネル、又は
フィールドエミッションパネルである、請求項９に記載の電子デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示パネル、太陽電池、薄膜２次電池等の電子デバイスの薄型化、軽量化が進行
しており、これらの電子デバイスに用いられるガラス基板の薄板化が進行している。薄板
化によりガラス基板の強度が低下すると、ガラス基板のハンドリング性が低下するので、
ガラス基板上に電子デバイス用部材（例えば、薄膜トランジスタやカラーフィルタ）を形
成するのが難しくなる。
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【０００３】
　これに対し、特許文献１には、ガラス基板に補強シートを剥離可能に貼り付けた積層体
が開示されている。ガラス基板上の補強シート側と反対側の面に電子デバイス用部材を形
成した後、ガラス基板に貼り付けられた補強シートを剥離することにより、ガラス基板の
強度の低下を補うことができる。
【０００４】
　また、特許文献１には、ガラス基板に貼り付けられた補強シートを剥離するため、ガラ
ス基板と補強シートとの間に剃刀の刃等を刺入して初期剥離を行うことが記載されている
。初期剥離を行うことで、その後の剥離を容易に行うことができる。
【０００５】
　一方、特許文献２には、吸着部材に貼り付けたガラス基板を剥離する剥離装置として、
ガラス基板上に板状の可撓性部材を取付け、可撓性部材上に固定された複数のロッドをロ
ッド毎にロッドの軸方向に伸縮させることにより、ガラス基板を両端側から順次撓み変形
させて剥離する装置が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、樹脂基板に貼り付けられた補強シートを剥離する剥離装置とし
て、回転体を回転させつつ、回転体の曲面を補強シートの上面に順次接触させて、接触し
た部分から補強シートを順次撓み変形させて剥離する装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第０８／００７６２２号パンフレット
【特許文献２】日本国特開２０００－８４８４４号公報
【特許文献３】日本国特開２００４－１４２８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１では、初期剥離後の剥離方法について具体的な説明がない。そこで、初期剥
離後の剥離方法として、特許文献２に記載の剥離装置を用いることが考えられる。例えば
、補強シート上に板状の可撓性部材を取付け、可撓性部材上に固定された複数のロッドを
ロッド毎に軸方向に伸縮させて、補強シートを一端側から（即ち、初期剥離を行った位置
から）順次撓み変形させて剥離することが考えられる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献２に記載の剥離装置では、各ロッドが軸直交方向には移動でき
ないので、補強シートの撓み変形が妨げられることがある。補強シートの撓み変形が小さ
いと、補強シートと基板とが略平行に剥離されるので、剥離するための力が大きくなり、
剥離するのが困難になる。このため、補強シートが樹脂層を含む場合であって、該樹脂層
と基板とが密着している場合、剥離の際に樹脂層が凝集破壊して基板に付着する虞がある
。
【００１０】
　一方、特許文献３では、回転体の曲面形状によって、補強シートの撓み変形の程度が決
まっているので、剥離対象の変更に対応するのが困難である。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、基板に貼り付けられた補強シート
を容易に剥離することができ、且つ、剥離対象の変更に容易に対応できる電子デバイスの
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】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様によれば、
　補強シートで補強された基板上に電子デバイス用部材を形成する第１の工程と、
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　該電子デバイス用部材を形成した前記基板と、前記補強シートとを剥離する第２の工程
とを有する、電子デバイスの製造方法であって、
　該第２の工程は、
　前記基板及び前記補強シートを含む積層体の一方の主面を支持する支持ユニットと、
　前記積層体の他方の主面に取付けられる板状の可撓性部材と、
　前記可撓性部材上の前記積層体側と反対側の面に固定された複数のパッドと、
　それぞれが、前記複数のパッドのいずれかに継手を介して連結された複数のロッドと、
　前記複数のロッドをロッド毎にロッドの軸方向に移動させるための複数の駆動装置と、
　前記複数のロッドの位置をロッド毎に制御する制御装置とを備えた剥離装置を用い、前
記支持ユニットにより前記積層体の一方の主面を支持すると共に、前記積層体の他方の主
面が一端側から順次撓み変形するように前記制御装置により前記複数のロッドの位置を制
御するステップを有し、
　該ステップにおいて、前記各パッドを、前記各パッドと継手を介して連結されたロッド
の中心線と、前記補強シート上の前記基板側の面又は前記基板上の前記補強シート側の面
との交点近傍を中心として回動させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、基板に貼り付けられた補強シートを容易に剥離することができ、且つ
、剥離対象の変更に容易に対応できる電子デバイスの製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、第１実施形態における電子デバイスの製造方法で用いられる剥離装置を
示す一部断面側面図である。
【図２】図２は、図１の剥離装置の動作を示す一部断面側面図である。
【図３】図３は、補強シート１２０の一例を示す側面図である。
【図４】図４は、図３の変形例を示す側面図である。
【図５】図５は、積層体１００の一例を示す側面図である。
【図６】図６は、剥離刃２０の一例を示す側面図である。
【図７】図７（ａ）および７（ｂ）は、可撓性部材３０の一例を示す全体図である。
【図８】図８は、パッド４０の配置例を示す上面図である。
【図９】図９は、第２実施形態における電子デバイスの製造方法で用いられる剥離装置を
示す一部断面側面図である。
【図１０】図１０は、図９の剥離装置の動作を示す一部断面側面図である。
【図１１】図１１（ａ）～１１（ｆ）は、第２実施形態における剥離方法を示す工程図で
ある。
【図１２】図１２（ａ）～１２（ｆ）は、第３実施形態における剥離方法を示す工程図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。
  （第１実施形態）
　図１は、第１実施形態における電子デバイスの製造方法で用いられる剥離装置を示す一
部断面側面図である。図２は、図１の剥離装置の動作を示す一部断面側面図である。
【００１６】
　剥離装置は、ガラス基板１１０に貼り付けられた補強シート１２０を剥離する装置であ
る。剥離装置は、ガラス基板１１０及び補強シート１２０を含む積層体１００の第１主面
１０２を支持すると共に積層体１００の第２主面１０４を一端側から順次撓み変形させる
。このようにして、剥離装置は、ガラス基板１１０を平坦に保持すると共に補強シート１
２０を一端側から順次撓み変形させて剥離する。
【００１７】
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　尚、本実施形態では、剥離装置は、ガラス基板１１０を平坦に保持すると共に補強シー
ト１２０を一端側から順次撓み変形させて剥離するとしたが、本発明はこれに限定されな
い。例えば、剥離装置は、補強シート１２０を平坦に保持すると共にガラス基板１１０を
一端側から順次撓み変形させて剥離してもよい。
【００１８】
　次に、積層体１００について説明する。
【００１９】
　積層体１００は、少なくともガラス基板１１０及び補強シート１２０により構成される
。ガラス基板１１０上の補強シート１２０側と反対側の面には、上述の如く、電子デバイ
ス用部材が形成されていてもよい。
【００２０】
　ここで、電子デバイスとは、表示パネル、太陽電池、薄膜２次電池等の電子部品をいう
。表示パネルは、ＴＦＴ－ＬＣＤやＳＴＮ－ＬＣＤ等の液晶パネル、有機ＥＬパネル、プ
ラズマディスプレイパネル、フィールドエミッションパネル等を含んでいる。
【００２１】
　ガラス基板１１０は、無アルカリガラス基板であってもよいし、アルカリガラス基板で
あってもよく、適用される電子デバイス及びその製造工程に基づいて適宜選択されるが、
熱収縮率が小さいことから、無アルカリガラス基板であることが好ましい。
【００２２】
　ガラス基板１１０の厚さは、特に限定されないが、薄板化の観点から、好ましくは０．
３ｍｍ以下であり、より好ましくは０．１５ｍｍ以下である。０．３ｍｍ以下の場合、ガ
ラス基板１１０に良好なフレキシブル性を与えることが可能である。０．１５ｍｍ以下の
場合、ガラス基板１１０をロール状に巻き取ることが可能である。
【００２３】
　補強シート１２０は、加熱冷却時の反りや剥離を抑制するため、ガラス基板１１０との
線膨張係数差の絶対値の小さいものが好ましく、少なくともガラスシートを含むものが好
ましい。ガラスシートは、ガラス基板１１０と同じ材料で形成されてもよいし、異なる材
料で形成されてもよいが、同じ材料で形成されることが好ましい。
【００２４】
　図３は、補強シート１２０の一例を示す側面図である。
【００２５】
　図３に示す例では、補強シート１２０は、ガラスシート１２１のみからなる。この場合
、ガラスのシラノール基（Ｓｉ－ＯＨ）同士の結合力やファンデルワールス力等により補
強シート１２０とガラス基板１１０とを剥離可能に貼り付けることができる。
【００２６】
　図４は、図３の変形例を示す側面図である。
【００２７】
　図４に示す例では、補強シート１２０は、ガラスシート１２１とガラスシート１２１上
に形成された樹脂層１２２とからなる。この場合、樹脂層１２２とガラス基板１１０との
間に作用するファンデルワールス力や樹脂層１２２の粘着力等により樹脂層１２２とガラ
ス基板１１０とを剥離可能に貼り付けることができる。
【００２８】
　樹脂層１２２は、フレキシブル性や耐衝撃性の観点から、少なくとも、アクリル樹脂、
ポリオレフィン樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、及びシリコーン樹脂のいずれか
１種を含むことが好ましい。樹脂層１２２は、耐熱性の観点から、シリコーン樹脂からな
ることがより好ましい。
【００２９】
　尚、図４に示す例では、補強シート１２０がガラスシート１２１と樹脂層１２２とから
なるとしたが、ガラスシート１２１上の樹脂層１２２側と反対側の面に、別の樹脂層が更
に形成されていてもよい。
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【００３０】
　図５は、積層体１００の一例を示す側面図である。
【００３１】
　図５に示す例では、積層体１００は、補強シート１２０Ａ、ガラス基板１１０Ａ、液晶
層１３０、ガラス基板１１０Ｂ、補強シート１２０Ｂが順次配置された構成である。この
積層体１００は、ＴＦＴ－ＬＣＤに用いられるものであって、ガラス基板１１０Ａ上の液
晶層１３０側の面には不図示の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成されており、ガラス基
板１１０Ｂ上の液晶層１３０側の面には不図示のカラーフィルタが形成されている。
【００３２】
　尚、図５に示す例では、積層体１００は、両側に補強シートが配置されている構成とし
たが、片側にのみ補強シートが配置されている構成であってもよい。
【００３３】
　次に、剥離装置の詳細について図１及び図２を再度参照して説明する。
【００３４】
　剥離装置は、ステージ１０（支持ユニット）、剥離刃２０、可撓性部材３０、複数のパ
ッド４０、複数の継手５０、複数のロッド６０、複数の駆動装置７０、制御装置８０等に
より構成される。
【００３５】
　ステージ１０は、積層体１００の第１主面１０２を支持して、ガラス基板１１０を平坦
に保持する。
【００３６】
　尚、本実施形態では、ステージ１０は、積層体１００の第１主面１０２を支持して、ガ
ラス基板１１０を平坦に保持するとしたが、積層体１００の第２主面１０４を支持して、
補強シート１２０を平坦に保持してもよい。
【００３７】
　ステージ１０は、積層体１００の第１主面１０２を真空吸着する。尚、真空吸着する代
わりに、静電吸着してもよいし、着脱可能に接着してもよい。
【００３８】
　剥離刃２０は、初期剥離を行うためのものであって、手動又は適当な駆動装置により、
ガラス基板１１０と補強シート１２０との間に刺入される。例えば、剥離刃２０は、積層
体１００の角部においてガラス基板１１０と補強シート１２０との間に刺入され、ガラス
基板１１０と補強シート１２０との界面に沿って所定量移動される。
【００３９】
　図６は、剥離刃２０の一例を示す側面図である。
【００４０】
　剥離刃２０の先端部において、ガラス基板１１０側の刃面２２は、図６に示すように、
先端に行くほどガラス基板１１０から離れるように構成されている。これにより、剥離刃
２０の刺入によるガラス基板１１０の損傷を抑制することができる。
【００４１】
　同様に、剥離刃２０の先端部において、補強シート１２０側の刃面２４は、先端に行く
ほど補強シート１２０から離れるように構成されている。これにより、剥離刃２０の刺入
による補強シート１２０の損傷を抑制することができる。補強シート１２０が樹脂層１２
２を含んでいる場合であって、該樹脂層１２２がガラス基板１１０と密着している場合、
樹脂層１２２はガラスシート１２１に比較して耐傷付き性が低いので、特に有効である。
【００４２】
　図６に示す例では、補強シート１２０側の刃面２４は、２つの傾斜面２６、２８により
構成されている。刃面２２と傾斜面２６とのなす角αは６５°に設定され、刃面２２と傾
斜面２８とのなす角βは１２°に設定されている。傾斜面２６の長さＬ１は３５μｍに設
定され、傾斜面２８の長さＬ２は２９０μｍに設定されている。
【００４３】
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　可撓性部材３０は、板状であって、積層体１００の第２主面１０４に取付けられる部材
である。即ち、可撓性部材３０は、補強シート１２０上のガラス基板１１０と反対側の面
１０４に取り付けられる部材である。可撓性部材３０は、積層体１００の第２主面１０４
に取外し可能に取付けられてよい。
【００４４】
　尚、本実施形態では、可撓性部材３０は、積層体１００の第２主面１０４に取付けられ
るとしたが、積層体１００の第１主面１０２に取付けられてもよい。
【００４５】
　可撓性部材３０を介さずに、後述のパッド４０を積層体１００の第２主面１０４に直接
取付ける場合、パッド４０の移動開始時に該パッド４０の直下において補強シート１２０
とガラス基板１１０とが略平行に剥離されるので、剥離のための力が大きくなり、剥離す
るのが困難になる。このため、補強シート１２０が樹脂層１２２を含む場合であって、該
樹脂層１２２とガラス基板１１０とが密着している場合、剥離の際に樹脂層１２２が凝集
破壊してガラス基板１１０に付着する虞がある。
【００４６】
　図７は、可撓性部材３０の一例を示す全体図であって、図７（ａ）は平面図であり、図
７（ｂ）は図７（ａ）のＡ－Ａ'線に沿った断面図である。
【００４７】
　図７に示す例では、可撓性部材３０は、取付部３２と、規定部３４とにより構成される
。取付部３２は、積層体１００の第２主面１０４に取外し可能に取付けられる部位である
。取付部３２には、溝部３６が形成されており、規定部３４の貫通孔３８と連通している
。貫通孔３８に接続された真空ポンプ等により、溝部３６内を減圧して、積層体１００の
第２主面１０４を取付部３２に真空吸着する。尚、真空吸着する代わりに、静電吸着して
もよいし、取外し可能に接着してもよい。
【００４８】
　取付部３２の材料は、特に限定されないが、密着性の観点から、ゴムが好ましい。ゴム
としては、剥離性の観点から、シリコーンゴムが好ましい。
【００４９】
　シリコーンゴムの代わりに、シリコーンゲルを用いることも可能であるが、この場合、
積層体１００に取付けた取付部３２を取外す際に、シリコーンゲルが凝集破壊して積層体
１００に付着することがある。
【００５０】
　取付部３２の表面には、剥離性を向上する目的で、コーティングを施してもよい。
【００５１】
　取付部３２の厚さＴ１は、好ましくは１ｍｍ以上であり、より好ましくは２ｍｍ以上で
ある。取付部３２の厚さＴ１が１ｍｍ未満の場合、取付部３２の変形代が小さいので、取
付部３２と積層体１００との密着性を十分に得るのが困難になる。また、取付部３２の厚
さＴ１は３０ｍｍ以下であることが好ましい。取付部３２の厚さＴ１が３０ｍｍを超える
と、取付部３２の変形代が大きいので、積層体１００の第２主面１０４の撓み変形を制御
するのが難しくなる。
【００５２】
　規定部３４は、可撓性部材３０の曲げ剛性を規定する部位である。可撓性部材３０の単
位幅（１ｍｍ）あたりの曲げ剛性は、１０００～４００００Ｎ・ｍｍ２／ｍｍであること
が好ましい。言い換えると、可撓部材３０の曲げ剛性は、１０００～４００００Ｎ・ｍｍ
２であることが好ましい。
【００５３】
　可撓性部材３０の単位幅（１ｍｍ）あたりの曲げ剛性が１０００Ｎ・ｍｍ２／ｍｍ未満
の場合、可撓性部材３０が柔らかくなり、補強シート１２０が剥離の際に折れ曲がるよう
になる。
【００５４】
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　一方、可撓性部材３０の単位幅（１ｍｍ）あたりの曲げ剛性が４００００Ｎ・ｍｍ２／
ｍｍを超える場合、可撓性部材３０が撓みにくくなり、補強シート１２０の撓み変形が行
いにくくなる。
【００５５】
　規定部３４の材料は、可撓性部材３０の単位幅（１ｍｍ）あたりの曲げ剛性が１０００
～４００００Ｎ・ｍｍ２／ｍｍである限り、特に限定されないが、例えばポリ塩化ビニル
（ＰＶＣ）樹脂、アクリル樹脂、ポリアセタール（ＰＯＭ）樹脂等の樹脂板の他、金属板
が用いられる。
【００５６】
　複数のパッド４０は、可撓性部材３０上の積層体１００側と反対側の面に固定されてい
る。複数のパッド４０は、可撓性部材３０上に吸着固定されてもよいし、接着固定されて
もよい。
【００５７】
　図８は、複数のパッド４０の配置例を示す上面図である。
【００５８】
　図８に示す例では、複数のパッド４０が等ピッチ（例えば、中心間距離Ｐ＝９８ｍｍ）
で碁盤目状に配置されている。パッド４０の大きさは、可撓性部材３０の撓み変形を妨げ
ないように設定され、図８に示す例では直径が２９ｍｍに設定されている。
【００５９】
　尚、本実施形態では、複数のパッド４０が等ピッチで碁盤目状に配置されているとした
が、本発明はこれに限定されない。例えば、不等ピッチで配置されてもよいし、千鳥状に
配置されてもよい。
【００６０】
　複数のパッド４０は、複数の継手５０のいずれかを介して、複数のロッド６０のいずれ
かに連結され、連結されたロッド６０の中心線Ｘと、補強シート１２０上のガラス基板１
１０側の面との交点Ｐ近傍（交点Ｐから±１５ｍｍ以内、より好ましくは、交点Ｐから±
５ｍｍ以内）を中心として回動可能とされている。これにより、図２に示すように、パッ
ド４０とロッド６０との連結部分においてパッド４０側がロッド６０の軸直交方向に移動
することができ、可撓性部材３０の撓み変形に追従することができる。
【００６１】
　このような継手５０としては、例えば図１に示す球面継手、リンク等がある。これらの
中でも、構造の比較的簡単な球面継手が好ましい。
【００６２】
　ボールジョイントを介して、パッド４０とロッド６０とが連結されている場合、連結部
分においてパッド４０側がロッド６０の軸直交方向に移動できないので、可撓性部材３０
の撓み変形が妨げられ、積層体１００の第２主面１０４の撓み変形が妨げられることがあ
る。積層体１００の第２主面１０４の撓み変形が小さいと、補強シート１２０とガラス基
板１１０とが略平行に剥離されるので、剥離するための力が大きくなり、剥離するのが困
難になる。このため、補強シート１２０が樹脂層１２２を含む場合であって、該樹脂層１
２２とガラス基板１１０とが密着している場合、剥離の際に樹脂層１２２が凝集破壊して
ガラス基板１１０に付着する虞がある。
【００６３】
　これに対し、本実施形態では、継手５０により、各パッド４０を可撓性部材３０の撓み
変形に追従させることができるので、ガラス基板１１０に貼り付けられた補強シート１２
０を容易に剥離することができる。このため、補強シート１２０が樹脂層１２２を含む場
合であって、該樹脂層１２２とガラス基板１１０とが密着している場合、剥離の際の破損
を抑制することができる。
【００６４】
　尚、パッド４０と継手５０との間には、コイルバネ５２が若干縮んだ状態で介装されて
いる。コイルバネ５２の復元力により、パッド４０とロッド６０の連結部分のがたつきを



(9) JP 5445663 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

なくすことができる。
【００６５】
　複数の駆動装置７０は、１つの制御装置８０による制御下で、複数のロッド６０をステ
ージ１０に対して接近、離間する方向にロッド６０毎に移動させるためのものである。言
い換えると、複数の駆動装置７０は、１つの制御装置８０による制御下で、複数のロッド
６０をロッド６０毎に軸方向に伸縮させるためのものである。駆動装置７０は、ロッド６
０毎に１つずつ設置されている。駆動装置７０としては、特に限定されないが、エアシリ
ンダやサーボモータが用いられることが好ましい。
【００６６】
　複数の駆動装置７０は、複数のクッション部材１４のいずれかを介して、フレーム１６
に連結されていることが好ましい。クッション部材１４の材質は、特に限定されないが、
例えばウレタンゴム等が挙げられる。尚、フレーム１６は、ステージ１０に対して接近、
離間する方向に相対的に移動可能なものである。
【００６７】
　このように、各駆動装置７０とフレーム１６との間にクッション部材１４が介在してい
るので、各ロッド６０を軸直交方向にわずかに傾動させることが可能であり、各パッド４
０を可撓性部材３０の撓み変形に追従させるのが容易である。
【００６８】
　制御装置８０は、マイクロコンピュータ等で構成され、ステージ１０に対する複数のロ
ッド６０の位置をロッド６０毎に制御する。図２に示すように、制御装置８０は、ガラス
基板１１０が平坦に支持された状態で、初期剥離を行った位置（剥離刃２０を刺入した位
置）から補強シート１２０を順次撓み変形させるように、複数のロッド６０の位置を制御
する。このため、複数のロッド６０の位置を剥離対象（ガラス基板１１０や補強シート１
２０）の厚さや種類等に応じて設定することができ、剥離対象の変更に容易に対応するこ
とができる。
【００６９】
　図２に示すように、制御装置８０は、順次撓み変形される補強シート１２０上のガラス
基板１１０側の面を剥離領域１２４と未剥離領域１２６とに分ける剥離前線１２８付近に
おいて、剥離領域１２４の曲率半径が２５０ｍｍ～２５００ｍｍ、より好ましくは５００
ｍｍ～１０００ｍｍとなるように複数のロッド６０の位置を制御する。ここで、剥離前線
１２８付近とは、剥離前線１２８から５０ｍｍ以内の領域をいう。
【００７０】
　剥離前線１２８付近において、剥離領域１２４の曲率半径が２５０ｍｍ未満であると、
補強シート１２０が折れて破損することがある。特に、補強シート１２０がガラスシート
１２１を含む場合に問題となる。
【００７１】
　一方、剥離前線１２８付近において、剥離領域１２４の曲率半径が２５００ｍｍを超え
ると、補強シート１２０とガラス基板１１０とが略平行に剥離されるので、剥離のための
力が大きくなり、剥離するのが困難になる。このため、積層体１００と可撓性部材３０と
の吸着が外れることがある。また、補強シート１２０が樹脂層１２２を含む場合であって
、該樹脂層１２２とガラス基板１１０とが密着している場合、剥離の際に樹脂層１２２が
凝集破壊してガラス基板１１０に付着する虞がある。
【００７２】
　尚、剥離前線１２８付近以外の剥離領域１２４では、補強シート１２０が折れて損傷し
ない限り、補強シート１２０の形状に限定はなく、例えば平板状であってよい。
【００７３】
　制御装置８０は、駆動装置７０としてサーボモータを用いた場合、図１、図２に示すよ
うに、位置検出部８２と、制御部８４とを備える。位置検出部８２は、サーボモータの回
転数に基づいて複数のロッド６０の現在位置をロッド６０毎に検出する。制御部８４は、
位置検出部８２により検出された現在位置が予め設定された目標位置に近づくように、複
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数のサーボモータへの供給電力をサーボモータ毎に制御する。ここで、目標位置は、制御
を開始してからの時間Ｔに応じてロッド６０毎に変化するものであって、ロッド６０毎に
記録媒体に予め記録されたものを読み出して用いる。また、時間Ｔは、制御装置８０に組
み込まれたタイマー等により検出される。
【００７４】
　このようにして、制御装置８０は、複数のロッド６０の位置をロッド６０毎に正確に制
御することができると共に、複数のロッド６０の位置を互いに対応付けて正確に制御する
ことができる。その結果、補強シート１２０の剥離前線１２８の移動速度を一定に保つこ
とが可能である。
【００７５】
　剥離前線１２８の移動速度が変動すると、剥離のための力が変動するので、補強シート
１２０に局所的に過度な負荷がかかることがある。
【００７６】
　また、制御装置８０は、駆動装置７０としてサーボモータを用いた場合、図１、図２に
示すように、負荷検出部８６を更に備えてもよい。負荷検出部８６は、複数のサーボモー
タの負荷トルク（例えば、複数のサーボモータへの供給電流）をサーボモータ毎に検出す
る。この場合、制御部８４は、負荷検出部８６の検出結果に基づいて複数のロッド６０の
目標位置をロッド６０毎に修正し、記録媒体に記録する。例えば、ｎ回目（ｎは１以上の
自然数）の制御時に、一のサーボモータの負荷トルクが閾値を超えたとき、該一のサーボ
モータにより移動されるロッド６０の目標位置の時間Ｔを所定時間（例えば、０．０６秒
）遅らせるように修正し、記録媒体に記録する。ｎ＋１回目の制御時には、ｎ回目の制御
時に用いられた目標位置の代わりに、ｎ回目の制御後に修正、記録された目標位置に基づ
いて、複数のサーボモータへの供給電力をサーボモータ毎に制御する。これにより、ｎ＋
１回目の制御時に、補強シート１２０に過度な負荷がかかるのを抑制することができ、補
強シート１２０の損傷を抑制することができる。
【００７７】
　次に、上記剥離装置を用いた剥離方法について説明する。
【００７８】
　図５に示す積層体１００を補強シート１２０Ａが上側になるようにしてステージ１０に
載置し真空吸着する。この状態で、ステージ１０に対して昇降可能なフレーム１６を下降
して板状の可撓性部材３０を補強シート１２０Ａに押しつける。その後、フレーム１６を
停止し、補強シート１２０Ａを可撓性部材３０に真空吸着する。この状態では、図１に示
すように、可撓性部材３０は平板状になっている。
【００７９】
　図１に示す状態から、積層体１００の補強シート１２０Ａとガラス基板１１０Ａとの間
に剥離刃２０を刺入して初期剥離を行う。続いて、図２に示すように、複数のロッド６０
をロッド６０毎に移動して、可撓性部材３０を一端側から順次撓み変形させ、補強シート
１２０Ａを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み変形させガラス基板１１０
Ａから全面剥離する。
【００８０】
　全面剥離の際、補強シート１２０Ａの剥離前線付近において、剥離領域の曲率半径が２
５０ｍｍ～２５００ｍｍ、より好ましくは５００ｍｍ～１０００ｍｍとなるように剥離す
る。これにより、容易に剥離することができると共に、剥離の際の破損を抑制することが
できる。
【００８１】
　補強シート１２０Ａを剥離後、フレーム１６を所定位置まで上昇し、可撓性部材３０に
よる真空吸着を解除したうえで補強シート１２０Ａを取外し、ステージ１０による真空吸
着を解除したうえで積層体１００を取外す。
【００８２】
　その後、補強シート１２０Ａが剥離された積層体１００を、補強シート１２０Ｂが上側
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になるようにしてステージ１０に載置し真空吸着した後、同様にして、補強シート１２０
Ｂを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み変形させガラス基板１１０Ｂから
剥離する。
【００８３】
　このようにして、積層体１００から補強シート１２０Ａ、１２０Ｂを容易に剥離するこ
とができ、且つ、剥離の際の損傷を抑制することができる。
【００８４】
　尚、本実施形態では、補強シート１２０を一端側から順次撓み変形させて剥離するとし
たが、本発明はこれに限定されない。例えば、補強シート１２０を両端側から順次撓み変
形させて剥離してもよい。
【００８５】
　尚、本実施形態では、ステージ１０が固定されフレーム１６が昇降する構成としたが、
ステージ１０が昇降しフレーム１６が固定される構成であってもよいし、ステージ１０と
フレーム１６の両方が昇降する構成であってもよい。要は、ステージ１０とフレーム１６
とが相対的に移動する構成であればよい。
【００８６】
　（第２実施形態）
　図９は、第２実施形態における電子デバイスの製造方法で用いられる剥離装置を示す一
部断面側面図である。図１０は、図９の剥離装置の動作を示す一部断面側面図である。
【００８７】
　上記第１実施形態では、積層体１００の片側に、板状の可撓性部材３０、複数のパッド
４０、複数のロッド６０、複数の駆動装置７０等が配置されていた。
【００８８】
　これに対し、本実施形態の剥離装置は、積層体１００の両側に、板状の可撓性部材３０
、複数のパッド４０、複数のロッド６０、複数の駆動装置７０等が配置されている。
【００８９】
　即ち、本実施形態の剥離装置は、図９、図１０に示すように、積層体１００の一方の片
側に、板状の可撓性部材３０Ａ、複数のパッド４０Ａ、複数のロッド６０Ａ、複数の駆動
装置７０等が配置されており、積層体１００の他方の片側に、板状の可撓性部材３０Ｂ、
複数のパッド４０Ｂ、複数のロッド６０Ｂ、複数の駆動装置７０Ｂ等が配置されている。
【００９０】
　可撓性部材３０Ａは、積層体１００の一方の主面１０４に取り付けられる部材である。
一方、可撓性部材３０Ｂは、積層体１００の他方の主面１０２に取り付けられる部材であ
る。
【００９１】
　複数のパッド４０Ａは、可撓性部材３０Ａ上の積層体１００側と反対側の面に固定され
ている。一方、複数のパッド４０Ｂは、可撓性部材３０Ｂ上の積層体１００側と反対側の
面に固定されている。
【００９２】
　複数のパッド４０Ａは、複数の継手５０Ａのいずれかを介して、複数のロッド６０Ａの
いずれかに連結され、連結されたロッド６０Ａの中心線Ｘと、補強シート１２０上のガラ
ス基板１１０側の面との交点Ｐ近傍を中心として回動可能とされている。一方、複数のパ
ッド４０Ｂは、複数の継手５０Ｂのいずれかを介して、複数のロッド６０Ｂのいずれかに
連結され、連結されたロッド６０Ｂの中心線Ｙと、ガラス基板１１０上の補強シート１２
０側の面との交点Ｑ近傍を中心として回動可能とされている。
【００９３】
　尚、パッド４０Ａと継手５０Ａとの間には、コイルバネ５２Ａが若干縮んだ状態で介装
されている。コイルバネ５２Ａの復元力により、パッド４０Ａとロッド６０Ａの連結部分
のがたつきをなくすことができる。一方、パッド４０Ｂと継手５０Ｂとの間には、コイル
バネ５２Ｂが若干縮んだ状態で介装されている。コイルバネ５２Ｂの復元力により、パッ
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ド４０Ｂとロッド６０Ｂの連結部分のがたつきをなくすことができる。
  複数の駆動装置７０Ａは、１つの制御装置８０による制御下で、複数のロッド６０Ａを
ロッド６０Ａ毎に軸方向に伸縮させるためのものである。駆動装置７０Ａは、ロッド６０
Ａ毎に１つずつ設置されている。複数の駆動装置７０Ａは、複数のクッション部材１４Ａ
のいずれかを介して、フレーム１６Ａに連結されている。一方、複数の駆動装置７０Ｂは
、１つの制御装置８０による制御下で、複数のロッド６０Ｂをロッド６０Ｂ毎に軸方向に
伸縮させるためのものである。駆動装置７０Ｂは、ロッド６０Ｂ毎に１つずつ設置されて
いる。複数の駆動装置７０Ｂは、複数のクッション部材１４Ｂのいずれかを介して、フレ
ーム１６Ｂに連結されている。
【００９４】
　制御装置８０は、マイクロコンピュータ等で構成され、複数のロッド６０Ａの位置をロ
ッド６０Ａ毎に制御すると共に、複数のロッド６０Ｂの位置をロッド６０Ｂ毎に制御する
。図９および図１０に示すように、制御装置８０は、初期剥離を行った位置（剥離刃２０
を刺入した位置）から補強シート１２０を順次撓み変形させるように、複数のロッド６０
Ａの位置を制御すると共に、初期剥離を行った位置からガラス基板１１０を順次撓み変形
させるように、複数のロッド６０Ｂの位置を制御する。このようにして、ガラス基板１１
０と補強シート１２０とを互いに反対方向に撓み変形させて、剥離を行う。尚、ガラス基
板１１０と補強シート１２０とを略対称に撓み変形させてもよいし、非対称に撓み変形さ
せてもよい。
【００９５】
　ところで、撓み変形の程度が大きいと、ガラス基板１１０や補強シート１２０が折れて
破損する可能性がある。一方、撓み変形の程度が小さいと、ガラス基板１１０と補強シー
ト１２０とが略平行に剥離されるので、剥離のための力が大きくなり、剥離するのが困難
になる。
【００９６】
　本実施形態では、剥離の際に、ガラス基板１１０及び補強シート１２０の両方を互いに
反対方向に撓み変形させるので、いずれか一方を平坦に保持し他方を撓み変形させる場合
に比較して、ガラス基板１１０と補強シート１２０とが略平行になり難い。このため、破
損を効果的に抑制したり、剥離力を低減することができる。
【００９７】
　例えば、剥離の際に、ガラス基板１１０と補強シート１２０とを略対称に撓み変形させ
る場合、いずれか一方を平坦に保持し他方を撓み変形させる場合に比較して、剥離領域の
曲率半径を略２倍に設定することにより、剥離力を同等に維持しつつ、破損を効果的に抑
制することができる。
【００９８】
　また、ガラス基板１１０と補強シート１２０とを略対称に撓み変形させる場合、いずれ
か一方を平坦に保持し他方を撓み変形させる場合に比較して、剥離領域の曲率半径を略同
一に設定することにより、破損を同等に抑制しつつ、剥離力を低減することができる。
【００９９】
　次に、上記剥離装置を用いた剥離方法について説明する。
【０１００】
　図１１（ａ）～図１１（ｆ）は、第２実施形態における剥離方法を示す工程図である。
【０１０１】
　図５に示す積層体１００を補強シート１２０Ａが上側になるようにして板状の可撓性部
材３０Ｂに載置し真空吸着する。この状態で、フレーム１６Ｂに対して昇降可能なフレー
ム１６Ａを下降して、板状の可撓性部材３０Ａを補強シート１２０Ａに押しつける。その
後、フレーム１６Ａを停止し、補強シート１２０Ａを可撓性部材３０Ａに真空吸着する。
この状態では、図１１（ａ）に示すように、可撓性部材３０Ａ及び可撓性部材３０Ｂは平
板状になっている。
【０１０２】
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　続いて、積層体１００の補強シート１２０Ａとガラス基板１１０Ａとの間に剥離刃２０
を刺入して初期剥離を行う。その後、図１１（ｂ）及び図１１（ｃ）に示すように、可撓
性部材３０Ａを一端側から順次撓み変形させ、補強シート１２０Ａを一端側から（初期剥
離を行った位置から）順次撓み変形させる。この際、可撓性部材３０Ｂを一端側から順次
撓み変形させ、ガラス基板１１０Ａを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み
変形させる。このようにして、補強シート１２０Ａをガラス基板１１０Ａから全面剥離す
る。
【０１０３】
　補強シート１２０Ａを剥離後、フレーム１６Ａを所定位置まで上昇し、一方の可撓性部
材３０Ａによる真空吸着を解除したうえで補強シート１２０Ａを取外す。次いで、可撓性
部材３０Ａを下降させてガラス基板１１０Ａに押しつける。その後、ガラス基板１１０Ａ
を可撓性部材３０Ａに真空吸着する。この状態では、図１１（ｄ）に示すように、可撓性
部材３０Ａ及び可撓性部材３０Ｂは平板状になっている。
【０１０４】
　続いて、補強シート１２０Ｂとガラス基板１１０Ｂとの間に剥離刃２０を刺入して初期
剥離を行う。続いて、図１１（ｅ）及び図１１（ｆ）に示すように、可撓性部材３０Ｂを
一端側から順次撓み変形させ、補強シート１２０Ｂを一端側から（初期剥離を行った位置
から）順次撓み変形させる。この際、可撓性部材３０Ａを一端側から順次撓み変形させ、
ガラス基板１１０Ｂを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み変形させる。こ
のようにして、補強シート１２０Ｂをガラス基板１１０Ｂから全面剥離する。
【０１０５】
　このようにして、積層体１００から補強シート１２０Ａ、１２０Ｂを容易に剥離するこ
とができ、且つ、剥離の際の損傷を抑制することができる。
【０１０６】
　尚、本実施形態では、フレーム１６Ｂが固定されフレーム１６Ａが昇降する構成とした
が、フレーム１６Ｂが昇降しフレーム１６Ａが固定される構成であってもよいし、フレー
ム１６Ｂとフレーム１６Ａの両方が昇降する構成であってもよい。要は、フレーム１６Ｂ
とフレーム１６Ａとが相対的に移動する構成であればよい。
【０１０７】
　（第３実施形態）
　本実施形態では、図９に示す剥離装置を用いて剥離を行うが、剥離装置の動作が異なる
。
【０１０８】
　図１２（ａ）～図１２（ｆ）は、第３実施形態における剥離方法を示す工程図である。
【０１０９】
　図５に示す積層体１００を補強シート１２０Ａが上側になるようにして可撓性部材３０
Ｂに載置し真空吸着する。この状態で、フレーム１６Ｂに対して昇降可能なフレーム１６
Ａを下降して、板状の可撓性部材３０Ａを補強シート１２０Ａに押しつける。その後、フ
レーム１６Ａを停止し、補強シート１２０Ａを可撓性部材３０Ａに真空吸着する。この状
態では、図１２（ａ）に示すように、可撓性部材３０Ａ及び可撓性部材３０Ｂは平板状に
なっている。
【０１１０】
　続いて、積層体１００の補強シート１２０Ａとガラス基板１１０Ａとの間に剥離刃２０
を刺入して初期剥離を行う。その後、図１２（ｂ）及び図１２（ｃ）に示すように、ガラ
ス基板１１０Ａを平坦に保持した状態で、可撓性部材３０Ａを一端側から順次撓み変形さ
せ、補強シート１２０Ａを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み変形させガ
ラス基板１１０Ａから全面剥離する。
【０１１１】
　全面剥離の際、補強シート１２０Ａの剥離前線付近において、剥離領域の曲率半径が２
５０ｍｍ～２５００ｍｍ、より好ましくは５００ｍｍ～１０００ｍｍとなるように剥離す



(14) JP 5445663 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

る。これにより、容易に剥離することができると共に、剥離の際の破損を抑制することが
できる。
【０１１２】
　補強シート１２０Ａを剥離後、可撓性部材３０Ａを所定位置まで上昇させ、可撓性部材
３０Ａによる真空吸着を解除したうえで補強シート１２０Ａを取外す。次いで、可撓性部
材３０Ａを下降させてガラス基板１１０Ａに押しつける。その後、ガラス基板１１０Ａを
可撓性部材３０Ａに真空吸着する。この状態では、図１２（ｄ）に示すように、可撓性部
材３０Ａ及び可撓性部材３０Ｂは平板状になっている。
【０１１３】
　続いて、補強シート１２０Ｂとガラス基板１１０Ｂとの間に剥離刃２０を刺入して初期
剥離を行う。続いて、図１２（ｅ）及び図１２（ｆ）に示すように、ガラス基板１１０Ｂ
を平坦に保持した状態で、可撓性部材３０Ｂを一端側から順次撓み変形させ、補強シート
１２０Ｂを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み変形させガラス基板１１０
Ｂから全面剥離する。
【０１１４】
　全面剥離の際、補強シート１２０Ｂの剥離前線付近において、剥離領域の曲率半径が２
５０ｍｍ～２５００ｍｍ、より好ましくは５００ｍｍ～１０００ｍｍとなるように剥離す
る。これにより、容易に剥離することができると共に、剥離の際の破損を抑制することが
できる。
【０１１５】
　このようにして、積層体１００から補強シート１２０Ａ、１２０Ｂを容易に剥離するこ
とができ、且つ、剥離の際の損傷を抑制することができる。
【０１１６】
　尚、本実施形態では、補強シート１２０Ａ、１２０Ｂを一端側から順次撓み変形させて
剥離するとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、補強シート１２０Ａ、１２０
Ｂを両端側から順次撓み変形させて剥離してもよい。
【０１１７】
　尚、本実施形態では、フレーム１６Ｂが固定されフレーム１６Ａが昇降する構成とした
が、フレーム１６Ｂが昇降しフレーム１６Ａが固定される構成であってもよいし、フレー
ム１６Ｂとフレーム１６Ａの両方が昇降する構成であってもよい。要は、フレーム１６Ｂ
とフレーム１６Ａとが相対的に移動する構成であればよい。
【０１１８】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上述した実施の形態に制限さ
れることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種々の変形及
び置換を加えることができる。
【０１１９】
　例えば、上述した実施の形態において、剥離刃２０を用いて初期剥離を行うとしたが、
本発明はこれに限定されない。例えば、圧縮空気や液体を吹き付けて初期剥離を行っても
よい。
【０１２０】
　また、上述した実施の形態において、剥離装置は、ガラス基板１１０に貼り付けられた
補強シート１２０を剥離する装置であるとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば
、剥離装置は、シリコンウエハや金属基板、プラスチック基板等の基板に貼り付けられた
補強シートを剥離する装置であってもよい。金属基板の材料としては、特に限定されない
が、例えばステンレス鋼、銅等が挙げられる。プラスチック基板の材料としては、特に制
限はないが、透明な樹脂として、例えばポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリカーボネ
ート樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリアクリル樹
脂、ポリシリコーン樹脂、透明フッ素樹脂などが挙げられ、不透明な樹脂として、ポリイ
ミド樹脂、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアラミド樹脂、ポリエーテルケトン樹脂、
ポリエーテルエーテルケトン樹脂、各種液晶ポリマー樹脂などが挙げられる。これらの中
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でも、耐熱性の観点から、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアラミド
樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエーテルケトン樹脂、ポリエーテルエーテルケト
ン樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、各種液晶ポリマー樹脂等が好ましい。これらの
材料は、５％加熱重量減温度が３００℃以上であるので、基板上に薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）などを形成することが可能である。より好ましい５％加熱重量減温度は、３５０℃
以上である。
  この場合、耐熱性の点では上記したガラス基板はどれも当てはまる。
  耐熱性の観点でより好ましいプラスチック基板としては、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂
、ポリアミド樹脂、ポリアラミド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエーテルケトン
樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、各種液晶ポリ
マー樹脂等が例示される。
  また、基板はガラス基板、シリコンウェハ、金属板、プラスチック基板等、同じ材質、
または異なる材質を積層した積層基板であってもよい。例えば、ガラス基板とプラスチッ
ク基板の積層体、プラスチック基板、ガラス、プラスチック基板の順に積層した積層体、
２枚以上のガラス基板同士、あるいは２枚以上のプラスチック基板同士の積層体などでも
よい。
【０１２１】
　また、上述した実施の形態において、補強シート１２０は、ガラスシート１２１のみか
らなる、又は、ガラスシート１２１とガラスシート１２１上に形成された樹脂層１２２と
からなるとしたが、本発明はこれに限定されない。例えば、ガラスシート１２１の代わり
に、シリコンウエハや金属シート、プラスチックシートを用いてもよい。金属シートの材
料としては、特に限定されないが、例えばステンレス鋼、銅等が挙げられる。一方、プラ
スチックシートの材料としては、特に制限はないが、例えば、ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリア
ラミド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリエーテルケトン樹脂、ポリエーテルエーテ
ルケトン樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂、ポリアクリル樹脂、各種液晶ポリマー樹
脂、ポリシリコーン樹脂などが例示される。これらの中でも、耐熱性の観点から、ポリイ
ミド樹脂、フッ素樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアラミド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂
、ポリエーテルケトン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリエチレンナフタレー
ト樹脂、各種液晶ポリマー樹脂等が好ましい。これらの材料は、５％加熱重量減温度が３
００℃以上であるので、基板上に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）などを形成することが可能
である。より好ましい５％加熱重量減温度は、３５０℃以上である。
【実施例】
【０１２２】
　以下に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例によって限
定されるものではない。
［実施例１］
（補強シートの作製）
　縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．４ｍｍのガラスシート（旭硝子社製、ＡＮ１０
０）をアルカリ洗浄し、純水で超音波洗浄した後、８０℃のＩＰＡ蒸気を１０分間あてて
乾燥を行った。乾燥後のガラスシート上に、付加反応型の液状シリコーン（信越シリコー
ン社製、ＫＮＳ－３２０Ａ）１００質量部と白金系触媒（信越シリコーン社製、ＣＡＴ－
ＰＬ－５６）２質量部との混合物をスピンコータにより塗工した（塗工量３０ｇ／ｍ２）
。次いで、１８０℃にて１０分間大気中で加熱硬化して、ガラスシートとシリコーン樹脂
層とからなる補強シートを作製した。
（ガラス基板と補強シートの貼り付け）
　縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．３ｍｍのガラス基板（旭硝子社製、ＡＮ１００
）をアルカリ洗浄、純水洗浄した後、８０℃のＩＰＡ蒸気を１０分間あてて乾燥を行った
。乾燥後のガラス基板と補強シートとを真空中でプレス装置により貼り付け、ガラス基板
とシリコーン樹脂層とを密着させた。
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（積層体の作製）
　このようにして貼り合わせたガラス基板／補強シートを２組用意し、ガラス基板同士を
両面テープにより貼り合わせて積層体を作製した。この積層体は、補強シート、ガラス基
板、両面テープ（接着剤層）、ガラス基板、補強シートが順次配置された構成である。尚
、接着剤層は、図５に示す液晶層１３０に代わるものである。
（剥離試験）
　上記積層体を、図１、図２に示す剥離装置を用いて剥離した。具体的には、積層体の第
１主面をステージ１０上に真空吸着し、積層体の第２主面に可撓性部材３０を真空吸着し
た。
【０１２３】
　続いて、積層体の第２主面側の補強シートとガラス基板との間に剥離刃２０を刺入して
初期剥離を行い、複数のロッド６０をロッド６０毎に移動して可撓性部材３０を一端側か
ら順次撓み変形させ、補強シートを一端側から（初期剥離を行った位置から）順次撓み変
形させガラス基板から全面剥離した。
【０１２４】
　補強シートの剥離前線付近における剥離領域の曲率半径Ｒを、剥離試験の結果と共に表
１に示す。尚、補強シートの剥離前線の平均移動速度は、０．４ｍ／秒に設定した。
【０１２５】
【表１】

　実施例１では、剥離後の補強シートに破損は認められなかった。
【０１２６】
　［実施例２～３、比較例１～２］
　実施例２～３、比較例１～２では、曲率半径Ｒを表１に記載の条件に変更した以外は、
実施例１と同様に、積層体を作製し、ガラス基板に貼り付けた補強シートを剥離した。結
果を表１に示す。
【０１２７】
　実施例２～３では、剥離後の補強シートに破損は認められなかった。一方、比較例１で
は、剥離の際に補強シートに含まれるガラスシートが折れた。また、比較例２では、剥離
のための力が大きくなり、剥離の際に可撓性部材３０と補強シートとの吸着が外れてしま
った。
【０１２８】
　［実施例４～６、比較例３～４］
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　実施例４～６、比較例３～４では、補強シートとして、ガラスシートのみを用い、曲率
半径Ｒを表１に記載の条件に変更した以外は、実施例１と同様に、積層体を作製し、ガラ
ス基板に貼り付けた補強シートを剥離した。結果を表１に示す。
【０１２９】
　尚、補強シートであるガラスシートには、縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．４ｍ
ｍのガラスシート（旭硝子社製、ＡＮ１００）をアルカリ洗浄し、純水で超音波洗浄した
後、８０℃のＩＰＡ蒸気を１０分間あてて乾燥を行ったものを用いた。
【０１３０】
　実施例４～６では、剥離後の補強シートに破損は認められなかった。一方、比較例３で
は、剥離の際に補強シートであるガラスシートが折れた。また、比較例４では、剥離のた
めの力が大きくなり、剥離の際に可撓性部材３０と補強シートとの吸着が外れてしまった
。
【０１３１】
　［実施例７］
　実施例７では、縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．４ｍｍのガラスシート（旭硝子
社製、ＡＮ１００）からなる補強シートを、厚さ０．１ｍｍのポリエチレンテレフタラー
ト樹脂板に貼り付けた以外は、実施例３と同様に積層体を作製し、ポリエチレンテレフタ
ラート樹脂板に貼り付けた補強シートを剥離した。剥離後の補強シートに破損は認められ
なかった。
【０１３２】
　［実施例８］
　実施例８では、縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．４ｍｍのガラスシート（旭硝子
社製、ＡＮ１００）からなる補強シートを、厚さ０．１ｍｍの鏡面処理を施したステンレ
ス基板（ＳＵＳ３０４）に貼り付けた以外は、実施例３と同様に積層体を作製し、ステン
レス基板に貼り付けた補強シートを剥離した。剥離後の補強シートに破損は認められなか
った。
【０１３３】
　［実施例９］
　実施例９では、縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．４ｍｍのガラスシート（旭硝子
社製、ＡＮ１００）からなる補強シートを、厚さ０．０５ｍｍのポリイミド基板（東レ・
デュポン製、カプトン２００ＨＶ）に貼り付けた以外は、実施例３と同様に積層体を作製
し、ポリイミド基板に貼り付けた補強シートを剥離した。剥離後の補強シートに破損は認
められなかった。
【０１３４】
　［実施例１０］
　実施例１０では、初めに縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、板厚０．０８ｍｍ、線膨張係数
３８×１０－７／℃のガラス基板（旭硝子社製、ＡＮ１００、無アルカリガラス基板）を
、洗浄装置を用いてアルカリ洗剤で洗浄を行い、表面を清浄化した。さらにガラス基板表
面にγ－メルカプトプロピルトリメトキシシランの０．１％メタノール溶液を噴霧し、続
いて８０℃で３分乾燥させ、積層用ガラスフィルムとして準備した。一方で、縦３５０ｍ
ｍ、横３００ｍｍ、板厚０．０５ｍｍのポリイミド基板（東レ・デュポン社製、カプトン
２００ＨＶ）の表面をプラズマ処理した物を準備した。そして、前記積層用ガラスフィル
ムと前記ポリイミド基板とを重ね合わせ、３２０℃に加熱したプレス装置を用いて両者を
積層し、ガラス／樹脂積層基板とした。
  縦３５０ｍｍ、横３００ｍｍ、厚さ０．４ｍｍのガラスシート（旭硝子社製、ＡＮ１０
０）からなる補強シートを、前記ガラス／樹脂積層基板の樹脂面に貼り付けた以外は、実
施例３と同様に積層体を作製し、ガラス／樹脂積層基板に貼り付けた補強シートを剥離し
た。剥離後の補強シートに破損は認められなかった。
【０１３５】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
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る。
【０１３６】
　本出願は、２００９年８月３１日出願の日本特許出願２００９－２００９１４に基づく
ものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明によれば、基板に貼り付けられた補強シートを容易に剥離することができ、且つ
、剥離対象の変更に容易に対応できる剥離装置を提供することができる。
【符号の説明】
【０１３８】
　１０　　支持ユニット（ステージ）
　２０　　剥離刃
　３０　　可撓性部材
　３２　　取付部
　３４　　規定部
　４０　　パッド
　５０　　球面継手
　６０　　ロッド
　７０　　駆動装置
　８０　　制御装置
　１００　積層体
　１１０　ガラス基板
　１２０　補強シート
　１２１　ガラスシート
　１２２　樹脂層
　１２４　剥離領域
　１２６　未剥離領域
　１２８　剥離前線
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