
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏光板の一方表面に設けた粘着剤層を用いて偏光板を液晶パネルに貼付けた後に行なう
液晶パネルの偏光板貼付け精度検査方法において、液晶パネルの四隅のいずれか又は複数
のエッジ部付近を液晶パネル側面に対して垂直となる方向からＣＣＤカメラにより撮影し
、撮影された画像中の液晶パネル端部から偏光板端部までの距離を画像処理により測定し
、該距離が規定範囲内にあれば良品と判定することを特徴とする液晶パネルの偏光板貼付
け精度検査方法。
【請求項２】
　偏光板の一方表面に設けた粘着剤層を用いて偏光板を液晶パネルに貼付けた後に行なう
液晶パネルの偏光板貼付け精度検査方法において、液晶パネルの四隅のいずれか又は複数
のエッジ部付近を液晶パネル側面に対して垂直となる方向からＣＣＤカメラにより撮影し
、撮影された画像中の偏光板端部の位置を画像処理により求め、別途手段により認識した
液晶パネル上の位置決め用アライメントマークの位置から偏光板端部までの距離を算出し
、該距離が規定範囲内にあれば良品と判定することを特徴とする液晶パネルの偏光板貼付
け精度検査方法。
【請求項３】
　液晶パネル上の偏光板貼付け予定位置端部より若干外側にＣＣＤカメラを配置させ、該
ＣＣＤカメラにて液晶パネルの２つのエッジ部付近を、夫々に焦点を合わせて撮影するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶パネルの偏光板貼付け精度検査方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、液晶パネルへ貼付けられた偏光板の貼付け精度検査方法に関し、更に詳しく
は、偏光板貼付け装置の直後に精度検査装置を組み込み、偏光板貼付け後、即座に偏光板
断面方向から貼付け検査を行なう方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図１０は、偏光板が貼り付けられた液晶パネル（液晶セル）の構成図であり、（Ａ）は平
面図、（Ｂ）はその一部の側面断面図であり、図示のように、液晶パネル１は２枚のガラ
ス基板２，２の境界部に液晶を封入して（図示省略）構成されており、更にこの貼り合わ
せたガラス基板２，２の外側の両主面に夫々偏光板３，３を貼り付けて液晶セルが構成さ
れている。
【０００３】
液晶ユニットの製造工程において、従来から行われている液晶パネル１への偏光板３の貼
付け方法は、前もって粘着剤層を一方表面に設けた偏光板３を、その粘着剤層を用いて液
晶パネル１に貼り付けるものである。
【０００４】
液晶パネル１への偏光板３の貼付け位置は高い精度が要求され、アライメントを行なって
貼り付けており、その方法は通常ガラス基板２側に設けたアライメントマーク４を利用し
て偏光板貼付け装置が自動的に位置決めしながら貼付けを行なっている。
【０００５】
しかし、位置決めを貼付け装置により自動的に行なっていても、装置のタイミングずれ等
で貼付け位置ずれが発生する場合があり、貼付け作業後に貼付け精度の確認を行なわない
と、偏光板３の貼付け位置ずれした液晶パネル１が次工程へ流れてしまうことがあり、仮
に偏光板３の貼付け位置がずれていた場合には、後工程で液晶パネル１を外枠に組み込め
ないといった問題や、画素の表示不良といった問題が発生していた。
【０００６】
そこで、偏光板貼付け後に全数もしくはサンプリングを行ない、偏光板貼付け周縁部を顕
微鏡にて観察して貼付け後の位置ずれを確認する方法や、ダイヤルゲージで偏光板の周囲
側面をなぞることにより位置ずれを読み取る方法等が行なわれている。
【０００７】
また、基板に偏光板貼付け位置精度確認用マーカを設けて、貼付け後の偏光板がマークの
内側に入っているか否かで、貼付け位置の目視確認を可能としたものがある（例えば、特
許文献１参照）。
【０００８】
ところで、上記した方法はいずれも人手によって手動で行なわれておりコストがかかるも
のであり、また液晶パネルの表裏両面に貼り付けられた２枚の偏光板について各々の貼付
け状態を検査するため１枚の液晶パネルに対して２回の検査が必要で手間がかかるという
問題があった。
【０００９】
また、サンプリングを行なって検査する方法では、偏光板貼付け後に不良が発覚するまで
の間にタイムラグがあり、貼付け装置上のトラブルによる場合はその発見が遅れ、大量の
不良品が発生する恐れがある。
【００１０】
ここで発生した不良品については、偏光板が剥がされ再度貼り直すこととなるが、膨大な
手間がかかると共に剥離ミスによって再生が不可能となる場合があり、これらは歩留まり
向上の阻害原因となっていた。
【００１１】
また、手動検査であるため、時間とコストがかかると共に、最近の液晶パネルの高性能化
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に伴い、貼付け精度の要求も高くなってきており、手動検査では対応が困難になってきて
いる。
【００１２】
また、ダイヤルゲージでなぞる方法では、検査時に液晶パネルに接触するため、静電気が
液晶パネルに伝わって液晶が破損する場合や、パネル大型化に対応できない場合があった
。
【００１３】
そこで、自動化が行なえるように透明絶縁性基板に貼付け精度確認用のスリットを設け、
スリットを介して偏光板貼付け位置を表面上からＣＣＤ等で検査する方法が提案されてい
る（例えば、特許文献２参照）。
【００１４】
当該方法は、ガラス基板の所定位置にスリット加工を施して、偏光板がこのスリットから
ずれて見えたり見えなかったりするかで良否を判定するものであり、偏光板の貼付け位置
良否判定を目視或いは光学式の検査装置を用いた自動検査により行なえるようになってい
る。
【００１５】
【特許文献１】
特開平５－２１６０２１号公報（図１－図３）
【００１６】
【特許文献２】
特開平１０－９０６７３号公報
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記特許文献２のように透明絶縁性基板に確認用スリットを設け、ＣＣＤで自動
的に検査を行なう方法であっても次のような問題があった。
【００１８】
即ち、この方法は液晶パネル基板側に加工を必要とし、全ての液晶パネルに対応できない
という問題や、スリットのスペースを確保するため、基板全体に対して液晶表示部分が狭
くなるという問題もある。
【００１９】
そこで、この発明の課題は、確認用スリットを設ける等の液晶パネルに加工を施さずに従
来と同じ製造工程にて液晶パネルへの偏光板貼付け精度を自動的に検査することで、不良
品発生を防止するとともに、パネルサイズの変更にも容易に対応でき、液晶パネルの生産
工程の効率化を図ることができる偏光板貼付け精度を検査する方法を提供することにある
。
【００２０】
また、液晶パネル両面に貼り付けられた２枚の偏光板の貼付け状態の検査を同時に行ない
、検査効率の向上を図ることができるような検査方法を提供することにある。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
上記のような課題を解決するため、請求項１の発明は、偏光板の一方表面に設けた粘着剤
層を用いて偏光板を液晶パネルに貼付けた後に行なう液晶パネルの偏光板貼付け精度検査
方法において、液晶パネルの四隅のいずれか又は複数のエッジ部付近を液晶パネル側面に
対して垂直となる方向からＣＣＤカメラにより撮影し、撮影された画像中の液晶パネル端
部から偏光板端部までの距離を画像処理により測定し、該距離が規定範囲内にあれば良品
と判定する液晶パネルの偏光板貼付け精度検査方法である。
【００２２】
上記構成によれば、ＣＣＤカメラが液晶パネルの四隅のエッジ部（角部）付近をパネル側
面（断面）に対して垂直方向から撮影しているので、画像には液晶パネルを構成するガラ
ス基板の端部と偏光板の端部とが同時に映像化され、この画像を解析することにより、液
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晶パネル側面に沿う水平方向におけるガラス基板端部から偏光板端部までの距離が求めら
れる。
【００２３】
なお、液晶パネル側面に沿う水平方向の距離を画像から求めるためにＣＣＤカメラは液晶
パネル側面に対して垂直方向から撮影するのであるが、画像の視差の影響が出ない範囲内
で、略垂直として多少斜め方向から撮影してもかまわない。
【００２４】
画像解析で求められた液晶パネルの四隅のエッジにおける２枚の偏光板の端部とガラス基
板端部との距離が所定の範囲内にあれば、液晶パネルは偏光板の貼付け精度が規定内にあ
る良品と判断でき、この距離が所定範囲を外れるものであれば、液晶パネルは偏光板の貼
付け精度が規定外にある不良品と判断できる。
【００２５】
偏光板を液晶パネルに貼付けた直後に、貼付け位置が適性範囲にあるか否かを判別して良
品のみを次工程へ流すことができるので、偏光板の貼付け位置検査のための工程が不要と
なるとともに、不良品が発生したと判断すれば貼付け装置を停止させるとともに不良品を
排出領域へ排出することができるので、貼付け装置のトラブルによる不良品発生時は即座
にそれ以上の不良品発生を防ぐことができ、歩留まりの向上とコストダウンとなる。
【００２６】
また、この発明はパネル側面に対して垂直方向から撮影しているので、ガラス基板の表裏
二面に貼付けられた２枚の偏光板を同時に映像化して夫々の偏光板のガラス基板端部から
の距離を同時に求めることができるので、２枚の偏光板を貼付けた後に撮影すれば、検査
時に液晶パネルの裏返し等の手間がかからず迅速な検査を行なうことができる。
【００２７】
なお、液晶パネルの四隅のエッジを撮影するには、１台のＣＣＤカメラの移動によっても
よいし、液晶パネルの回転による位置変更によってもよく、ＣＣＤカメラを複数用いて液
晶パネルの複数のエッジを同時に撮影するようにすれば、より迅速に精度検査を行なうこ
とができる。
【００２８】
また、請求項２の発明は、偏光板の一方表面に設けた粘着剤層を用いて偏光板を液晶パネ
ルに貼付けた後に行なう液晶パネルの偏光板貼付け精度検査方法において、液晶パネルの
四隅のいずれか又は複数のエッジ部付近を液晶パネル側面に対して垂直となる方向からＣ
ＣＤカメラにより撮影し、撮影された画像中の偏光板端部の位置を画像処理により求め、
別途手段により認識した液晶パネル上の位置決め用アライメントマークの位置から偏光板
端部までの距離を算出し、該距離が規定範囲内にあれば良品と判定する偏光板貼付け精度
検査方法である。
【００２９】
上記請求項１の発明ではＣＣＤカメラで得た液晶パネルの端部を基準に偏光板端部までの
距離を求めたが、この請求項２の発明では、例えば液晶パネル位置決め時に予め認識した
液晶パネル上のアライメントマークの位置情報等を利用して、ＣＣＤカメラで得た偏光板
端部との距離を求めて偏光板貼付け精度を検査するものである。
【００３０】
なお、液晶パネル上の位置決め用アライメントマークの位置を認識するための別途手段と
は、上記の液晶パネル位置決め時に別途用意されたＣＣＤカメラにより認識されたアライ
メントマークの位置情報を利用する他、偏光板貼付け精度検査部の平面方向（液晶パネル
の上部又は下部）にＣＣＤカメラを設けるか、或いはこの検査に用いている液晶パネル側
面撮影用ＣＣＤカメラを駆動して平面方向から撮影できるように移動するかして、液晶パ
ネル平面方向からの撮影によりアライメントマークの位置を認識をしてもよく、この方法
は特に限定されるものではない。
【００３１】
この方法は液晶パネルのガラス基板の端面精度があまり良くなく、偏光板の位置の基準と
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するのに不適当な場合に用いるのが好ましい。
【００３２】
また、請求項３の発明は、上記請求項１又は２の発明において、液晶パネル上の偏光板貼
付け予定位置端部より若干外側にＣＣＤカメラを配置させ、該ＣＣＤカメラにて液晶パネ
ルの２つのエッジ部付近を、夫々に焦点を合わせて撮影する液晶パネルの偏光板貼付け精
度検査方法である。
【００３３】
上記構成によれば、ＣＣＤカメラを偏光板の貼付け予定位置端部より若干外側、即ち、液
晶パネルのエッジ部を真横ではなく若干斜め（視差による測定誤差が影響を及ぼさない範
囲）から偏光板の一方側両エッジがＣＣＤカメラの視野に入ることになり、偏光板が傾い
て貼付けられた場合でもＣＣＤカメラの視野内で遠い方のエッジ部が近い方のエッジ部の
陰になって隠れることがなく、１台のＣＣＤカメラで２つのエッジ部付近の撮影が可能と
なる。
【００３４】
なお、この場合はＣＣＤカメラの焦点が遠近２つのエッジに合わせられることが必要であ
るため、ＣＣＤカメラから見た２つのエッジの距離差が比較的近い小型の液晶パネルに適
用するのが好ましい。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を図１乃至図９に基づいて説明する。
【００３６】
図１は、この発明に係る液晶パネルへの偏光板貼付け装置の全体を示す平面図である。
【００３７】
図示のように、偏光板貼付け装置は、ガラス基板からなる液晶パネル１の一方面に偏光板
３を貼り付ける図示左側の前段と、同じく液晶パネル１の他方面に偏光板３を貼り付ける
図示右側の後段に分割されており、それぞれ水平の機台１１上に、偏光板３の粘着面から
離型紙を剥離する偏光板３の処理ラインと液晶パネル１へ偏光板３を貼り付ける偏光板貼
付けラインが平行するように設けられている。
【００３８】
前段及び後段の偏光板３の処理ライン上には、偏光板供給ポジションａと、離型紙剥離ポ
ジションｂが設定され、また、偏光板貼付けライン上には、前段では液晶パネル供給ポジ
ションｃと、偏光板貼付けポジションｄと、液晶パネル排出ポジションｅが、後段では液
晶パネル供給ポジションｃと、偏光板貼付けポジションｄと、液晶セル検査・排出ポジシ
ョンｆがそれぞれ設定されている。
【００３９】
上記前段の偏光板貼付け装置における偏光板貼付けラインの液晶パネル供給ポジションｃ
には、液晶パネル供給ライン１２が臨み、カレット取りや洗浄工程を経た液晶パネル１が
この液晶パネル供給ライン１２で液晶パネル供給ポジションｃに送られてくる。
【００４０】
同じく前段の偏光板貼付け装置における偏光板３の処理ラインの偏光板供給ポジションａ
には、偏光板３を積み重ね状態で収納する偏光板収納ボックス１３が設けられている。
【００４１】
上記偏光板供給ポジションａと離型紙剥離ポジションｂとの間には相対向する２つの（図
示省略）円筒形のブラシ１４及び適宜な位置決め手段（図示省略）が設置され、適宜手段
により偏光板供給ポジションａから離型紙剥離ポジションｂに搬送される偏光板３はこの
２つのブラシ１４の間を通ることにより表面の塵や埃が取り除かれ、続いて適宜な位置決
め手段（図示省略）で位置決めされるようになっている。
【００４２】
また、離型紙剥離ポジションｂには離型紙剥離ローラ１５により偏光板３より離型紙を剥
離する離型紙剥離装置１６が設けられている。
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【００４３】
また、偏光板収納ボックス１３から供給され、位置決めされた偏光板３をその上面で吸着
保持し、更に離型紙剥離装置１６により離型紙が剥離されて表面粘着剤層が露出する偏光
板３を、偏光板貼付けラインの偏光板貼付けポジションｄに移送する偏光板吸着テーブル
１７が配置されている。
【００４４】
上記、偏光板処理ラインの離型紙剥離ポジションｂと偏光板貼付けラインの偏光板貼付け
ポジションｄとの間には、偏光板吸着テーブル１７に吸着されて移送される偏光板３の表
面の塵や疵等が無いかどうかを検査する検査装置１８が設置されている。
【００４５】
前段の偏光板貼付ラインの液晶パネル供給ポジションｃには、液晶パネル供給ライン１２
で送られてきた液晶パネル１をその上面で吸着保持し、この吸着後に所定ストロークを上
昇動する液晶パネル供給テーブル１９が設置され、偏光板貼付けポジションｄの下部に、
貼付ローラ２０が昇降手段で上下動するように配置され、また、液晶パネル排出ポジショ
ンｅには、同じく上面で偏光板貼付後の液晶パネル１を吸着保持する液晶パネル排出テー
ブル２１が設置されている。
【００４６】
偏光板吸着テーブル１７により吸着保持された偏光板３は、離型紙剥離ポジションｂから
偏光板貼付けポジションｄに移送される際、検査装置１８の検査により良品と判断されれ
ば、偏光板貼付けポジションｄにて液晶パネル１に貼付けられ、偏光板３が一面側に貼付
けられた液晶パネル１は、液晶パネル排出ポジションｅにて液晶パネル排出テーブル２１
に受け渡され、更に液晶パネル排出テーブル２１から適宜手段により反転して後段の液晶
パネル供給テーブル１９上に供給される。
【００４７】
後段の液晶パネル供給テーブル１９に移された液晶パネルは、後段の液晶パネル供給ポジ
ションｃから偏光板貼付けポジションｄに移動し、上記前段の偏光板貼付け作業と同様の
処理工程をもう一度行ない、液晶パネル１の偏光板３が未だ貼られていない他方面にも偏
光板３が貼付けられる。
【００４８】
なお、剥離紙剥離ポジションｂにおいて、図示では前段の離型紙剥離装置１６では偏光板
３に対して剥離ローラ１５が横方向に移動して離型紙５を剥離するような配置であるのに
対し、後段の離型紙剥離装置１６では剥離ローラ１５が固定で偏光板３の移動につれて剥
離紙５を剥離するような配置であるが、前段、後段共にいずれの離型紙剥離装置を用いて
も良く、前段、後段共同じ離型紙剥離装置１６を用いることもできる。
【００４９】
後段の偏光板貼付けポジションｄにて偏光板３が貼り付けられることにより、両面に偏光
板３が貼り付けられた液晶パネル１（液晶セル）は、液晶セル検査・排出ポジションｆに
送られ、偏光板貼付け状態検査装置２７により両面の偏光板３の貼付け状態が検査され、
良品は液晶セル排出ライン３６に送られ、不良品は不良品排出部３４に排出されることに
なる。
【００５０】
なお、この偏光板貼付け状態検査装置２７及び不良品排出部３４を前段にも設け、片面の
偏光板貼付け毎に偏光板３の貼付け状態を検査し、良品は後段へ供給し、不良品は不良品
排出領域へ排出すると構成としてもよい。但し、検査時間の短縮、検査装置のコストの面
から、図示のように両面に偏光板を貼り付けた後、検査することが好ましい。
【００５１】
図２は、図１の矢印Ｉ－Ｉに沿う正面図であり、前段の偏光板貼付けラインにて一方面に
偏光板３を貼付け済みの液晶パネル１の他方面に、粘着剤層が露出された偏光板３の２枚
目を貼付ける後段の偏光板貼付けラインの全体を示すものである。
【００５２】
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図示のように、偏光板貼付けラインの上部には、下面で液晶パネル１を吸着保持し、液晶
パネル供給ポジションｃの液晶パネル供給テーブル１９の直上と、液晶セル検査・排出ポ
ジションｆの液晶セル検査テーブル２６の直上の間を水平に往復移動する液晶パネル吸着
テーブル２２が配置され、この液晶パネル吸着テーブル２２が液晶パネル供給ポジション
ｃで停止する状態で、液晶パネル供給テーブル１９が上昇し、該液晶パネル供給テーブル
１９の上面で保持した液晶パネル１を液晶パネル吸着テーブル２２の下面に圧接させ、液
晶パネル吸着テーブル２２が液晶パネル１を吸着すると、液晶パネル供給テーブル１９は
吸着を解いて下降位置に戻ることになる。
【００５３】
ここで、液晶パネル１のアライメントマーク４が適宜な撮影手段（図示省略）で認識され
、その認識データに基づいて吸着テーブル２２を適宜手段で駆動して液晶パネル１が位置
決めされる。
【００５４】
次に、下面に液晶パネル１を吸着した液晶パネル吸着テーブル２２は、偏光板貼付けポジ
ションｄに移動して停止し、上記した偏光板吸着テーブル１７は、この液晶パネル吸着テ
ーブル２２の直下に移動して停止し、この偏光板貼付けポジションｄにおいて、吸着テー
ブル２２に吸着された液晶パネル１と偏光板吸着テーブル１７上の新たに供給される偏光
板３が上下に対向した配置となる。
【００５５】
液晶パネル１に偏光板３を貼付ける作用を説明すれば、まず図２の二点鎖線のように、偏
光板吸着テーブル１７を軸２３を中心に回動させることにより傾斜させて偏光板３の先端
を液晶パネルＡの下面に接近させ、この状態でシリンダ２４を作用させて貼付ローラ２０
を上昇させ、偏光板吸着テーブル１７から突出する偏光板３の端部を貼付ローラ２０によ
って液晶パネル１に押し付け、その後、偏光板吸着テーブル１７による偏光板３の吸着を
弱く設定し、傾斜した偏光板吸着テーブル１７からの落下を防止しつつ、上記貼付ローラ
２０の押圧力と液晶パネル吸着テーブル２２の移動に伴う液晶パネル１の水平移動とによ
って、偏光板３の表面粘着剤層で該偏光板３を液晶パネル１に貼り付けるようにしている
。
【００５６】
なお、貼付ローラ２０の押し上げるシリンダ２４の押圧力は、荷重センサ２５によって制
御される。
【００５７】
上記前段及び後段の偏光板貼付け工程を経て、両面に偏光板３を貼付け済みの液晶パネル
１（液晶セル）は、液晶セル検査・排出ポジションｆに移送される。
【００５８】
液晶パネル吸着テーブル２０が液晶セル検査・排出ポジションｆに停止すると、液晶セル
検査テーブル２６が上昇し、偏光板３の貼付いた液晶パネル１を液晶パネル吸着テーブル
２２から受け取って下降位置に戻り、液晶パネル吸着テーブル２２は液晶パネル供給ポジ
ションｃに戻ることになる。
【００５９】
後段の液晶セル検査・排出ポジションｆにおいて、液晶パネル１は液晶パネル吸着テーブ
ル２２から液晶セル検査テーブル２６に移し替えられ、偏光板貼付け状態検査装置２７に
より偏光板３の貼付け位置の検査が行なわれる。
【００６０】
なお、液晶セル検査テーブル２６は液晶パネル１より若干小さな面積としておき、液晶パ
ネル１の周辺部が液晶セル検査テーブル２６から外側に突出した状態で吸引等の適宜手段
で液晶パネル１を固定している。
【００６１】
図３の液晶セル検査・排出ポジションｆ付近の平面図、及び図４の（図１の矢印 II－ IIに
沿う）側面図に示すように、液晶セル検査テーブル２６の前方側の液晶セル検査装置２７
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は、両面に偏光板３を貼付けた後の液晶パネル１の前方の辺縁部付近の両側にＣＣＤカメ
ラ２８，２９を配置し、各ＣＣＤカメラ２８，２９は液晶パネル１の近い方のエッジ部付
近を液晶パネル１の側面に対して垂直方向から撮影するようになっており、撮影されたエ
ッジ部付近の画像は別途配置された画像処理装置（図５）に送られるようになっている。
【００６２】
ＣＣＤカメラ２８，２９は、撮影方向に設けた筒体３０の内部にハーフミラー３１を組み
込み、ファイバー照明３２等からの光をハーフミラー３１で液晶パネル１側に照射し、液
晶パネル１のエッジ部の状態検出のための光源（同軸落射照明）としており、この透過光
を照射する光源３３としては、ハロゲンランプ、紫外光、キセノンランプ等を用いること
ができる。
【００６３】
光源３３から出てファイバー照明３２となった光はハーフミラー３１に反射し筒体３０か
ら出て、ガラス基板２や偏光板３のエッジ部に反射して再度筒体３０に入りハーフミラー
３１を透過した後ＣＣＤカメラ２８，２９に入力されてアナログ信号の画像として撮像さ
れる。
【００６４】
図５は、上記検査装置２７が行なう検査処理の一般的なブロック図を示すものであり、こ
のアナログ信号はＡ／Ｄ変換にてデジタル信号にされ、リアルタイムでノイズ除去等のフ
ィルタ役目として画像前処理がされ、更に画像処理された上で画像表示装置によりモニタ
に様子が映し出され、同時にホストコンピュータがガラス基板２のエッジ部（端部）から
偏光板３のエッジ部（端部）までの距離を測定して、該距離が所定範囲内にあるか否かで
貼付け位置の良否を決定する。
【００６５】
図６は、偏光板貼付け状態の一例を示す平面図であり、（Ａ）は、液晶パネル１に基準値
から規定範囲内の精度で偏光板３が貼り付けられた、即ち正常な状態の液晶セルを示すも
のであり、（Ｂ）は偏光板３が点線で示す基準位置から斜めにずれて貼り付けられた不良
の場合、（Ｃ）は偏光板３が点線で示す基準位置から平行にずれて貼り付けられた不良の
場合を示すものであり、いずれも理解を容易にするため偏光板３の位置ずれ量は実際より
強調して表示したものである。
【００６６】
偏光板３の位置ずれを検査する場合、（液晶パネル１を構成する）ガラス基板２と偏光板
３は長方形で夫々が同一形状、同一寸法で揃っているので、ガラス基板２及び偏光板３の
周囲四辺のうちの縦横二辺の距離寸法を検査すれば、偏光板３がガラス基板２内でどのよ
うな位置にあるかが判別できる。
【００６７】
即ち、図６の各図に示される液晶パネル１の右下のエッジ部付近におけるガラス基板２端
部と偏光板３端部の横方向の距離ａ 1、液晶パネル１の右上のエッジ部付近におけるガラ
ス基板２端部と偏光板３端部の横方向の距離ａ 2、液晶パネル１の左下のエッジ部付近に
おけるガラス基板２端部と偏光板３端部の縦方向の距離ｂ 1及び液晶パネル１の右下のエ
ッジ部付近におけるガラス基板２端部と偏光板３端部の縦方向の距離ｂ 2の４つの寸法が
判れば、偏光板３のガラス基板２上での位置が判別できる。
【００６８】
ａ 1，ａ 2，ｂ 1，ｂ 2の各寸法は、図６（Ａ）の場合定められた基準値から規定範囲内にあ
り、図６（Ｂ）の場合は１つ又はそれ以上の寸法が基準値から規定範囲外となり、図６（
Ｃ）の場合は、ａ 1，ａ２ が基準値から規定範囲内であるが、ｂ 1，ｂ 2が基準値から規定
範囲外となる。よって４つの寸法が基準値から規定範囲内にある時に、偏光板３は正常な
位置にあり良品と判断できる。
【００６９】
次に、該検査部における上記寸法の測定手法を説明すると、まず、第１段階の精度検査と
して、図３や図４に示すように同軸落射照明を利用して液晶パネル１の側面（断面）のエ

10

20

30

40

50

(8) JP 3948522 B2 2007.7.25



ッジ部分に２台のＣＣＤカメラ２８，２９の焦点を合わせてエッジ部分の画像を撮影する
。
【００７０】
図７はＣＣＤカメラ２８により得られた液晶画面の表示を示すものであり、モニターには
、液晶パネルのエッジ部付近における上下２枚のガラス基板２，２の端部と偏光板３，３
の端部とが階段状に映し出されており、該画像をＡ／Ｄ変換による画像処理を行ない、上
側の偏光板３のガラス基板２端部からの寸法ａ 1、及び下側の偏光板３のガラス基板２端
部からの寸法ａ′ 1を検出することにより測定する。
【００７１】
　もう一方のＣＣＤカメラ２９においても、同様の手法により液晶パネルのもう一方のエ
ッジ部付近における上側の偏光板３のガラス基板２端部からの寸法ａ 2、及び下側の偏光
板３ ガラス基板２端部からの寸法ａ′ 2が画像からＡ／Ｄ変換による画像処理が行なわ
れて検出、測定される。
【００７２】
この第１の精度検査段階で測定した上側の偏光板３の位置情報のうち寸法ａ 1，ａ 2，及び
下側の偏光板３の位置情報のうち寸法ａ′ 1，ａ′ 2の情報に基づき、ホストコンピュータ
にて偏光板貼付け位置の良否が判定され、ａ 1、ａ 2、ａ′ 1、ａ′ 2のうち一つでも基準値
から規定範囲外となるものがあれば、不良品として液晶セル検査・排出ポジションｆより
適宜手段（図示せず）により不良品排出部３４に排出されて次の精度検査はなされず、全
て規定範囲内のものであれば、次の第２段階の精度検査に移行する。
【００７３】
不良が検出されなかった液晶パネル１は、液晶セル検査テーブル２６を駆動手段３５によ
り左方向に９０°回転させることにより、図６での手前側側面が両ＣＣＤカメラ２８，２
９側に臨むようになる。なお、ＣＣＤカメラ側の回転や移動手段によって測定位置を変更
するようにしてもよい。
【００７４】
第２段階の精度検査では、手前側のＣＣＤカメラ２８により、図６で示した各液晶パネル
１におけるｂ 1、ｂ′ 1が、奥側のＣＣＤカメラ２９によりｂ 2、ｂ′ 2が測定されることに
なる。
【００７５】
上側の偏光板３の位置情報のうち寸法ｂ 1、ｂ 2、及び下側の偏光板３の位置情報のうち寸
法ｂ 1、ｂ′２ の情報に基づき、ホストコンピュータにて偏光板貼付け位置の良否が判定
され、ｂ 1、ｂ 2、ｂ′ 1、ｂ′２ のうち一つでも基準値から規定範囲外となるものがあれ
ば、不良品として液晶セル検査・排出ポジションｆより適宜手段（図示せず）により不良
品排出部３４に排出されて次工程へは送らず、全て基準値から規定範囲内のものであれば
、不良の無い良品はそのまま液晶セル排出ライン３６に搬送され続いて次工程での作業が
行なわれる。
【００７６】
なお、第１段階の検査と第２段階の検査において、不良品の排出が行なわれた際に、同時
に偏光板貼付けラインを停止して偏光板貼付け装置を検査するようにすれば、装置不良が
原因による偏光板貼付け不良が続いて発生することを防止でき、不良品が大量に発生する
事態を防ぐことができる。
【００７７】
続いて配置された液晶セル排出ライン３６により、偏光板貼付け位置が良品と判断された
液晶パネル１は、ＴＣＰ、ＦＰＣ等の実装工程に移送される。
【００７８】
図８は、精度検査装置の他の例を示すもので（Ａ）は平面図であり（Ｂ）は一部拡大平面
図で、設置されているＣＣＤカメラは１台とし、またＣＣＤカメラと照明を別個とした構
成の例を示すものである。
【００７９】
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この実施形態の場合、ＣＣＤカメラ３７は液晶パネル１の図示右側における偏光板３の貼
付け予定位置における偏光板辺縁の延長線上より若干外側（図示右側）にずらせて配置さ
せてある。なお、この図においても偏光板３の位置ずれ量やＣＣＤカメラ３７の設置位置
のずらし量は、理解を容易にするため実際より強調して表示してある。
【００８０】
次に、該検査部における上記寸法の測定手法を説明すると、まず、第１段階の精度検査と
して、図８に示すように照明３８を点灯して液晶パネル１の一辺を照らすとともに、ＣＣ
Ｄカメラ３７の手前側にあるエッジ部分にＣＣＤカメラ３７の焦点を合わせてエッジ部分
の画像を撮影する。
【００８１】
ＣＣＤカメラのずれ量は視差に影響を与えない程度であるため、先の実施形態で得られた
図７の液晶画面の表示と同様の画像が撮影され、モニターには、液晶パネル１のエッジ部
付近における上下２枚のガラス基板２，２の端部と偏光板３，３の端部とが階段状に映し
出されており、該画像をＡ／Ｄ変換による画像処理を行ない、上側の偏光板３のガラス基
板２端部からの寸法ａ 1、及び下側の偏光板３のガラス基板２端部からの寸法ａ′ 1を検出
することにより測定することができる。
【００８２】
次に、ＣＣＤカメラ３７の奥側にあるエッジ部分にＣＣＤカメラ３７の焦点を合わせ直し
、該エッジ部分付近の画像を撮影し、Ａ／Ｄ変換による画像処理の後、ａ 2、ａ′ 2を測定
する。
【００８３】
ところで、仮にＣＣＤカメラを先の実施形態のように液晶パネル１の側面に対して垂直方
向からエッジ部分に向けて撮影したとすると、図８（Ｂ）に示すように偏光板３が傾いて
いる場合、ＣＣＤカメラに対して偏光板３の手前側のエッジ部が奥側のエッジ部を隠して
しまい、寸法ａ 2を測定しようとしても、画像処理で手前側のエッジ部による影響で見か
け上の距離ａ xが測定されてしまうが、この実施例のようにＣＣＤカメラ３７を設置すれ
ば、偏光板３の両エッジは、他のエッジ部に邪魔されず、焦点を規定の位置に合わせれば
そのエッジ部の画像が得られることになる。
【００８４】
なお、検査時におけるＣＣＤカメラ３７からの距離が遠近となる２つのエッジ部付近の撮
影の順番については、特に限定されるものではない。
【００８５】
この第１段階の精度検査で測定した上側の偏光板３の位置情報のうち寸法ａ 1，ａ 2，及び
下側の偏光板３の位置情報のうち寸法ａ′ 1，ａ′ 2の情報に基づき、ホストコンピュータ
にて偏光板貼付け位置の良否が判定され、ａ 1、ａ 2、ａ′ 1、ａ′ 2のうち一つでも基準値
から規定範囲外となるものがあれば、不良品として液晶セル検査・排出ポジジョンｆより
適宜手段（図示せず）により不良品排出部３４に排出されて次の精度検査はなされず、全
て基準値から規定範囲内のものであれば、次の第２段階の精度検査に移行する。
【００８６】
不良が検出されなかった液晶パネルは、液晶セル検査テーブル２６を駆動手段３５により
左方向に９０°回転させることにより、図６での左手前側のエッジが右手前側となりＣＣ
Ｄカメラ３７に臨むようになる。なお、ＣＣＤカメラ３７側の回転や移動手段によって測
定位置を変更するようにしてもよい。
【００８７】
その後、第２段階の精度検査として、第１段階の精度検査と同様の手法により同じＣＣＤ
カメラ３７により遠近２つのエッジに焦点を合わせて、夫々ｂ 1、ｂ′ 1とｂ 2、ｂ′ 2を測
定し、上側の偏光板３の位置情報のうち寸法ｂ 1，ｂ 2、及び下側の偏光板３の位置情報の
うち寸法ｂ′１ ，ｂ′ 2の情報に基づき、ホストコンピュータにて偏光板貼付け位置の良
否が判定され、ｂ１ 、ｂ 2、ｂ′１ ，ｂ′ 2のうち一つでも基準値から規定範囲外となるも
のがあれば、不良品として液晶セル検査・排出ポジションｆより適宜手段（図示せず）に
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より不良品排出部３４に排出されて次工程へは送らず、全て基準値から規定範囲内のもの
であれば、不良の無い良品はそのまま液晶セル排出ライン３６に搬送され続いて次工程で
の作業が行なわれる。
【００８８】
なお、この実施形態の検査装置はＣＣＤカメラ３７を液晶パネルの遠近２箇所のエッジに
焦点を合わせる必要から小型の液晶パネルに適する方法であり、液晶パネルが大型である
とＣＣＤカメラ３７が遠近２つのエッジ部分に焦点を合わせるのが困難な場合があり、そ
の場合は、第１段階の検査でＣＣＤカメラ３７から近いエッジ部分の寸法ａ 1、ａ′ 1のみ
、第２段階の検査でもＣＣＤカメラ３７から近いエッジ部分の寸法ｂ 1、ｂ′ 1のみ測定を
行い、これらの寸法のみで良否判定を行なうか、もしくは液晶セル検査テーブル２６の回
転と共にＣＣＤカメラ３７及び照明３８の移動を組み合わせて、残りの寸法ａ 2、ｂ 2、ａ
′ 2、ｂ′ 2を測定できるようにしてもよい。
【００８９】
次に、液晶パネルのガラス基板上に設けられているアライメントマークの位置を基準に偏
光板端部（エッジ部）までの距離を測定して精度を検査する方法を説明するが、その検査
装置自体は、先に説明した図３乃至図５や図８で示した検査装置をそのまま利用でき、先
に説明した実施形態と同一の部分は同一の符号を付して説明する。
【００９０】
前述の実施形態では、液晶パネルの側面に垂直方向から撮影した映像を解析して、ガラス
基板の端部を基準に偏光板端部までの距離を測定していたが、この実施形態では、液晶パ
ネル側に位置決め用として設けられたアライメントマークの位置情報を別途手段により得
てこの位置を基準として、液晶パネルの側面に垂直方向から撮影した映像を解析して得ら
れた偏光板端部の位置との距離を算出するものである。
【００９１】
アライメントマークの位置情報を得る手段としては、例えば、液晶パネルへ偏光板を貼付
けの際に液晶パネル側の正確な位置決めのために認識したアライメントマークの位置情報
を利用することができる。
【００９２】
まず、偏光板の貼付けの際は、偏光板貼付け前の液晶パネル１を構成するガラス基板２の
４つのエッジ部付近に設けられたアライメントマーク４の位置を認識することによって、
液晶パネル１の位置を必要に応じて修正しており、精度検査で利用するアライメントマー
ク４の位置情報は、この際に得られた位置情報を基にする。
【００９３】
アライメントマーク４は、例えば、ガラス基板２の一方の表面にプリント等の手段で印刷
されて設けられたもので、透明なガラス基板２を透過して表裏両面から認識することがで
き、液晶パネル１が供給テーブル１９から吸着テーブル２２に移載された際に、吸着テー
ブル２２に吸着した状態で下側に設けられたＣＣＤカメラ等で認識することができる。
【００９４】
なお、上記アライメントマーク４の位置情報に基づいて、偏光板貼付けポジションｄにお
いて液晶パネル吸着テーブル２２ごと液晶パネル１の位置を修正駆動した場合は、アライ
メントマーク４の位置情報もそれに従って修正しておく。
【００９５】
あるいは上記のように液晶パネルへの偏光板貼付け作業時に認識する手段とは別の手段に
よりアライメントマーク４の位置を認識するようにしても良く、例えば吸着テーブル２２
から検査テーブル２６に移してから別途手段により認識するようにしても良い。
【００９６】
アライメントマーク４はガラス基板２の一方表面に設けられているので、認識手段として
は液晶パネルの上下何れかの側の表面に垂直方向からＣＣＤカメラ等により撮影するのが
好ましく、この際のＣＣＤカメラは別途設けておくか、あるいはこの精度検査で用いるＣ
ＣＤカメラ２８，２９又は３７を利用して、液晶パネルの側面撮影用の位置から液晶パネ
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ルの平面撮影用の位置まで駆動して用いるようにしても良い。
【００９７】
なお、上述の説明ではＣＣＤカメラによる位置認識を説明したが、アライメントマーク４
の認識手段はＣＣＤカメラに限られることなく、従来使用されている適宜の認識手段を使
用することができる。
【００９８】
また、アライメントマーク４の位置確認のポジションについても、上述した場所に限られ
ず、精度検査時に液晶パネルの位置が認識できれば良く、特に限定されるものではない。
【００９９】
更に、アライメントマーク４についても、この実施形態で示したガラス基板上にプリント
したものに限られず、適宜手段によって位置を認識できるものであれば、ガラス基板上に
設けられた凹部、凸部、あるいは孔やスリットのようなものであってもよい。
【０１００】
その後、先に述べた実施形態と同様、第１段階の精度検査と、第２段階の精度検査を経て
良品、不良品が識別されることになる。
【０１０１】
図９（Ａ）は、この実施形態の第１段階の精度検査におけるモニター画面を示す図であり
、図９（Ｂ）の液晶パネルのエッジ部付近の一部拡大平面図で示す部分を液晶パネルの側
面方向から撮影した画像が映し出されている。
【０１０２】
上記モニターには、液晶パネルのエッジ部付近における上下２枚のガラス基板２，２の端
部と偏光板３，３の端部とが階段状に映し出されており、該画像をＡ／Ｄ変換による画像
処理を行ない、上側の偏光板３端部の位置、及び下側の偏光板３端部の位置を画像上で認
識することによりこれらの部分の位置情報を得ている。
【０１０３】
アライメントマーク４は、液晶パネル１のエッジ部付近でガラス基板２の上側一方主面に
設けられており、側面方向からの画像を映すモニターでは認識できないが、先に述べた別
途手段により予め得られているアライメントマーク４の位置情報をホストコンピュータ（
図５）に入力して当該検査部における位置情報に換算し、画像処理により得られた上下の
偏光板３の位置情報とから、上側の偏光板３端部のアライメントマーク４からのａ 1、及
び下側の偏光板３端部のアライメントマーク４からの寸法ａ′ 1を算出する。
【０１０４】
同様の手法により液晶パネルのもう一方のエッジ部付近における上側の偏光板３端部のア
ライメントマーク４からの寸法ａ 2、及び下側の偏光板３端部のアライメントマーク４か
らの寸法ａ′ 2が算出される。
【０１０５】
正常な状態でのアライメントマーク４と偏光板３端部との距離を基準値として、この第１
段階の精度検査で算出したａ１ 、ａ 2、ａ′１ 、ａ′ 2のうち一つでも基準値から規定範囲
外となるものがあれば不良品とし、全て規定範囲内のものであれば、次の第２の精度検査
段階に移行する。
【０１０６】
不良が検出されなかった液晶パネル１は、検出テーブル３３を駆動手段３５により左方向
に９０°回転させることにより、図６での手前側側面が両ＣＣＤカメラ２８，２９側に臨
むようになる。なお、ＣＣＤカメラ側の回転や移動手段によって測定位置を変更するよう
にしてもよいのは他の実施形態と同様である。
【０１０７】
この第２段階の精度検査では、アライメントマーク４の位置情報を改めて適宜手段で行な
って得てもよいし、先に得ていたアライメントマーク４の位置情報に、９０°回転した情
報を加えて新たな位置情報としてもよい。
【０１０８】
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以上、第１段階、第２段階の精度検査の詳細と、検査後の液晶パネル１の次工程への移行
あるいは不良品排出部への排出は、先に述べた実施形態と同様であるので、説明を省略す
る。
【０１０９】
以上説明したこの実施形態の精度検査方法は、偏光板３の位置精度の基準を、ガラス基板
２ではなくアライメントマーク４としているので、ガラス基板２のエッジ部の端面精度が
良くない場合に用いるのが効果的である。
【０１１０】
【発明の効果】
以上のように、請求項１の発明によると、偏光板貼付け位置の精度検査がＣＣＤカメラと
その画像処理により自動化されるため、液晶パネルの生産性が向上する。
【０１１１】
また、液晶パネルの側面（断面）方向より検査を行うことにより、一度に両面の偏光板を
同時に検査でき、検査時間の短縮と検査装置台数を減らすことが可能となる。
【０１１２】
更に、液晶パネルへの偏光板貼付け工程が終了した直後に検査を行なうため、不良品発生
時に直ちに機械を停止可能であり、装置異常による大量の不良品発生が無くなる。
【０１１３】
また、偏光板貼付け装置付近にＣＣＤカメラを設置するだけでよいので、検査のために大
きなスペースを要さず、小型から大型まで各種パネルに容易に対応することができる。
【０１１４】
更に、検査のために液晶パネル等へ加工を要せずに、従来と同じ液晶パネルのまま検査を
適用することができるので各種パネルに柔軟に対応することができる。
【０１１５】
また、請求項２の発明によると、上記の効果に加え、偏光板貼付け位置の精度の基準に偏
光板貼付けの際の液晶パネルの位置決めに用いるアライメントマークの位置を用いている
ので、ガラス基板の端面の精度が良くない場合であっても、正確な精度検査が可能となる
。
【０１１６】
また、請求項３の発明によると、上記請求項１又は２の効果に加え、１台のＣＣＤカメラ
にて液晶パネルの２つのエッジ部を撮影することができるので、設備コストの低下に寄与
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に用いる液晶パネルの偏光板貼付け装置の平面図
【図２】図１の矢印Ｉ－Ｉに沿う拡大した正面図
【図３】この発明の検査装置を示す平面図
【図４】図１の矢印 II－ IIに沿う側面図
【図５】検査装置の一例を示すブロック図
【図６】（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は偏光板貼付け状態の一例を示す平面図
【図７】検査モニターの画像を示す図
【図８】（Ａ）は検査装置の他の例を示す平面図、（Ｂ）はその一部拡大平面図
【図９】（Ａ）は他の検査方法における検査モニターの画像を示す図、（Ｂ）は液晶パネ
ルのエッジ部付近の一部拡大平面図
【図１０】（Ａ）は液晶パネルの構成を示す平面図、（Ｂ）はその一部の側面断面図
【符号の説明】
１　　　液晶パネル
２　　　ガラス基板
３　　　偏光板
４　　　アライメントマーク
１１　　機台
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１２　　液晶パネル供給ライン
１３　　偏光板収納ボックス
１４　　ブラシ
１５　　離型紙剥離ローラ
１６　　離型紙剥離装置
１７　　偏光板吸着テーブル
１８　　検査装置
１９　　液晶パネル供給テーブル
２０　　貼付ローラ
２１　　液晶パネル排出テーブル
２２　　液晶パネル吸着テーブル
２３　　軸
２４　　シリンダ
２５　　荷重センサ
２６　　液晶セル検査テーブル
２７　　偏光板貼付け状態検査装置
２８　　ＣＣＤカメラ
２９　　ＣＣＤカメラ
３０　　筒体
３１　　ハーフミラー
３２　　ファイバー照明
３３　　光源
３４　　不良品排出部
３５　　駆動手段
３６　　液晶セル排出ライン
３７　　ＣＣＤカメラ
３８　　照明
ａ　　　偏光板供給ポジション
ｂ　　　離型紙剥離ポジション
ｃ　　　液晶パネル供給ポジション
ｄ　　　偏光板貼付けポジション
ｅ　　　液晶パネル排出ポジション
ｆ　　　液晶セル検査・排出ポジション
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