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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を支持する基板支持装置を有する架台と、
　該基板支持装置上に搬入された基板の側縁部の少なくとも1箇所を保持し、該架台の一
辺に沿ったＹ方向に沿って該基板を往復移動させることが可能なクランプ装置と、
　該基板の両面をそれぞれ分断またはスクライブするための一対の基板分断装置と、
　前記クランプ装置によって前記Ｙ方向に移動された前記基板の上面側および下面側で前
記基板分断装置のそれぞれを、前記Ｙ方向と直交するＸ方向に移動させるために互いに対
向して前記架台に固定された基板分断装置ガイド体とを備え、
　前記基板支持装置が、前記基板分断装置を介在させてＹ方向に互いに離間して配置され
た第１基板支持部および第２基板支持部をさらに有しており、
　前記クランプ装置によって前記Ｙ方向に移動された前記基板を前記基板分断装置によっ
て前記Ｘ方向およびＹ方向に沿って分断する際に、前記クランプ装置にてクランプされた
前記基板の下面をエアーにて支持することにより前記基板支持装置から浮上させる基板浮
上ユニットをさらに有することを特徴とする基板分断システム。
【請求項２】
　前記基板浮上ユニットは、前記第１基板支持部内に配置された第１基板浮上ユニットと
、前記第２基板支持部内に配置された第２基板浮上ユニットとを有する請求項１に記載の
基板分断システム。
【請求項３】
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　前記第１基板支持部および前記第２基板支持部は、前記Ｙ方向に沿って配置された複数
のコンベアベルトを有し、前記第１基板浮上ユニットおよび前記第２基板浮上ユニットは
、相互に隣接する前記コンベアベルトの間に配置されている、請求項２に記載の基板分断
システム。
【請求項４】
　前記第１基板浮上ユニットおよび前記第２基板浮上ユニットは、相互に隣接する前記コ
ンベアベルトの間に配置されたテーブルと、該テーブルの上面からエアーを上方に向かっ
て噴出させるエアー噴出手段とをそれぞれ有する、請求項３に記載の基板分断システム。
【請求項５】
　前記エアー噴出手段は、前記テーブルに垂直状態で支持された複数のエアー噴出ロッド
と、前記各エアー噴出ロッドの上端部に設けられた緩衝パッドとを有し、前記各緩衝パッ
ドにエアー噴出口が設けられている、請求項４に記載の基板分断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の表示パネルに使用されるガラス基板等のマザー基板を含む
、種々の材料のマザー基板を分断するために使用される基板分断システムに関し、特に、
一対の脆性材料基板を相互に貼り合わせた貼り合わせマザー基板の分断に好適に使用する
ことができる基板分断システム、基板製造装置、基板スクライブ方法、基板分断方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置等の表示パネルは、通常、脆性材料基板であるガラス基板を用いて形成さ
れている。液晶表示装置は、一対のガラス基板を、適当な間隔を形成して貼り合わせて、
その間隙内に液晶を封入することによって表示パネルとされる。
【０００３】
　このような表示パネルを製造する際には、マザーガラス基板を貼り合わせた貼り合わせ
マザー基板を分断することによって、貼り合わせマザー基板から複数の表示パネルを取り
出す加工が行われている。貼り合わせマザー基板を分断するために使用されるスクライブ
装置が、実公昭５９－２２１０１号公報（特許文献１）に開示されている。
【０００４】
　図４３は、このスクライブ装置の概略構成図である。このスクライブ装置９５０は、貼
り合わせマザー基板９０８の両側の側縁部をそれぞれ載置するテーブル９５１を備えてい
る。テーブル９５１には、貼り合わせマザー基板９０８の各側縁部をクランプするクラン
プ具９５２が取り付けられている。スクライブ装置９５０は、貼り合わせマザー基板９０
８の上下にそれぞれ設けられた一対のカッターヘッド９５３および９５４を備えている。
各カッターヘッド９５３および９５４は、貼り合わせマザー基板９０８を挟んで相互に対
向した状態になっている。
【０００５】
　このような構成のスクライブ装置９５０においては、貼り合わせマザー基板９０８が各
クランプ具９５２によって各テーブル９５１にそれぞれ固定されると、一対のカッターヘ
ッド９５３および９５４によって、貼り合わせマザー基板９０８の表面および裏面が、そ
れぞれ同時にスクライブされて、スクライブラインが形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実公昭５９－２２１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、このようなスクライブ装置９５０では、スクライブラインが形成された
貼り合わせマザー基板９０８を分断するためのブレイク装置が別途必要である。また、ブ
レイク装置によって貼り合わせマザー基板９０８を分断する際には、貼り合わせマザー基
板９０８の一方のマザー基板を分断した後に、他方のマザー基板を分断するために、貼り
合わせマザー基板９０８を反転させる（上面が下面になるように裏返す）必要があり、貼
り合わせマザー基板９０８から表示パネルを分断させるためには、複雑なラインシステム
を構築しなければならない。
【０００８】
　このようなスクライブ装置９５０を用いて貼り合わせマザー基板９０８から表示パネル
を分断させるためには、スクライブ装置９５０の数倍の設置面積を有する複雑なラインシ
ステムを構築しなければならず、表示パネルの製造コストを押し上げる一つの原因となっ
ていた。
【０００９】
　また、図４３に示されたスクライブ装置９５０はマザー基板である貼り合わせマザー基
板９０８の表裏面のそれぞれの側から同時にスクライブ加工するものであるが、その加工
方向は一つの方向（紙面の左右方向）に限られ、クロススクライブ（スクライブラインが
直交する方向（紙面に垂直方向）にスクライブ）することが出来ない。
【００１０】
　このため、クロススクライブするためにはさらに別のスクライブ装置が必要であり、貼
り合わせマザー基板９０８のスクライブ加工効率が非常に悪いという問題がある。
【００１１】
　また、上述のスクライブ装置９５０と同様の装置を用いて各種マザー基板をその表裏面
のそれぞれの側から同時に分断加工する場合においても一回の基板のセッティングで直交
する２つの方向の加工ができないという問題がある。
【００１２】
　本発明は、このような問題を解決するものであり、その目的は設置面積を小さくしてコ
ンパクトであり、また、各種マザー基板を効率よく分断することができる基板分断システ
ムおよび基板分断システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の基板分断システムは、基板を支持する基板支持装置を有する架台と、該テーブ
ル上に搬入された基板の側縁部の少なくとも1箇所を保持し、該架台の一辺に沿ったＹ方
向に沿って該基板を往復移動させることが可能なクランプ装置と、該基板の両面をそれぞ
れ分断するための一対の基板分断装置と、前記クランプ装置によって前記Ｙ方向に移動さ
れた前記基板の上面側および下面側で前記基板分断装置のそれぞれを、前記Ｙ方向と直交
するＸ方向に移動させるために互いに対向して前記架台に固定された基板分断装置ガイド
体とを備え、前記基板支持装置が、前記基板分断装置を介在させてＹ方向に互いに離間し
て配置された第１基板支持ユニットおよび第２基板支持ユニットをさらに有しており、第
１基板支持ユニットおよび第２基板支持ユニットが、前記クランプ装置によって前記Ｙ方
向に移動された前記基板を前記基板分断装置によって前記Ｘ方向およびＹ方向に沿って分
断できるように、前記基板を支持することを特徴とする。
【００１４】
　前記第１基板支持ユニットおよび前記第２基板支持ユニットは、前記クランプ装置が前
記基板を保持しながら移動する際、前記第１基板支持ユニットおよび前記第２基板支持ユ
ニットが前記基板と摺接することなく該基板を支持する。
【００１５】
　前記第１基板支持ユニットおよび前記第２基板支持ユニットは、それぞれ、前記クラン
プ装置が前記基板を保持しながら移動する速度と同じ速度で該クランプ装置の移動方向に
回転駆動されるコンベアベルトによって構成されている。
【００１６】
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　前記基板分断装置は、前記基板にスクライブラインを形成するカッターホイールと、該
カッターホイールに前記基板への押圧力を伝達するサーボモータとを有するカッターヘッ
ドを具備する。
【００１７】
　スクライブラインが刻まれた前記基板の表面および裏面へ蒸気を吹きかけるスチームユ
ニット部をさらに具備する。
【００１８】
　前記スチームユニット部には、前記基板の表面および裏面を乾燥させる基板乾燥手段が
設けられている。
【００１９】
　前記スチームユニット部で分断された基板を取り出す基板搬出装置をさらに具備する。
【００２０】
　前記基板搬送装置は、前記基板を保持する基板保持手段と、前記基板が保持された該基
板保持手段を、該基板に対して垂直な第１の軸の回りに回転させる基板回転手段と、該基
板回転手段を、該基板保持手段にて保持された前記基板に対して垂直な前記第１の軸とは
異なる第２の軸の回りに旋回させる手段とを備える搬出ロボットを具備する。
【００２１】
　前記基板搬送装置により搬送される前記基板の表面と裏面とを反転させる基板反転手段
をさらに具備する。
【００２２】
　前記基板支持装置に搬送される基板を位置決めする位置決めユニット部をさらに具備す
る。
【００２３】
　前記基板分断装置でスクライブされた前記基板を、前記基板乾燥手段へ搬送する搬送ユ
ニットをさらに具備する。
【００２４】
　前記基板分断装置によって分断された基板の不要部を除去する除去手段をさらに具備す
る。
【００２５】
　前記基板は、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板である。
【００２６】
　また、本発明の基板分断システムは、基板を支持する基板支持装置を有する架台と、該
テーブル上に搬入された基板の側縁部の少なくとも1箇所を保持し、該架台の一辺に沿っ
たＹ方向に沿って該基板を往復移動させることが可能なクランプ装置と、該基板の両面を
それぞれ分断するための一対の基板分断装置と、前記クランプ装置によって前記Ｙ方向に
移動された前記基板の上面側および下面側で前記基板分断装置のそれぞれを、前記Ｙ方向
と直交するＸ方向に移動させるために互いに対向して前記架台に固定された基板分断装置
ガイド体とを備え、前記基板支持装置が、前記基板分断装置を介在させてＹ方向に互いに
離間して配置された第１基板支持ユニットおよび第２基板支持ユニットをさらに有してお
り、前記クランプ装置によって前記Ｙ方向に移動された前記基板を前記基板分断装置によ
って前記Ｘ方向およびＹ方向に沿って分断する際に、前記クランプ装置にてクランプされ
た前記基板をエアーにて支持する基板浮上ユニットをさらに有することを特徴とする。
【００２７】
　前記基板浮上ユニットは、前記第１基板支持ユニット内に配置された第１基板浮上ユニ
ットと、前記第２基板支持ユニット内に配置された第２基板浮上ユニットとを有する。
【００２８】
　前記第１基板支持ユニットおよび前記第２基板支持ユニットは、前記Ｙ方向に沿って配
置された複数のコンベアベルトを有し、前記第１基板浮上ユニットおよび前記第２基板浮
上ユニットは、相互に隣接する前記コンベアベルトの間に配置されている。
【００２９】
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　前記第１基板浮上ユニットおよび前記第２基板浮上ユニットは、相互に隣接する前記コ
ンベアベルトの間に配置されたテーブルと、該テーブルの上面からエアーを上方に向かっ
て噴出させるエアー噴出手段とをそれぞれ有する。
【００３０】
　前記エアー噴出手段は、前記テーブルに垂直状態で支持された複数のエアー噴出ロッド
と、前記各エアー噴出ロッドの上端部に設けられた緩衝パッドとを有し、前記各緩衝パッ
ドにエアー噴出口が設けられている。
【００３１】
　本発明の基板製造装置は、前記基板分断システムと、該基板分断システムで分断された
基板の端面部を面取りする面取りシステムとを具備する。
【００３２】
　本発明の基板製造装置は、前記基板分断システムと、該基板分断システムで分断された
基板の機能を検査する検査システムを具備する。
【００３３】
　本発明の基板スクライブ方法は、前記基板分断システムを用いて基板の上面および下面
にスクライブラインを形成するスクライブ方法であって、前記基板の少なくとも２本のス
クライブ予定ラインに沿って、スクライブライン形成手段を対向させて、少なくとも２本
のスクライブラインを形成する際、前記スクライブライン形成手段は、第１のスクライブ
ラインを形成した後、前記基板から離間することなく、円形状の領域を描くように前記基
板を移動した後、第２のスクライブラインを形成することを特徴とする。
【００３４】
　前記スクライブライン形成手段によって前記スクライブラインが３本以上形成され、形
成された全てのスクライブラインによって多角形状の領域が形成されることを特徴とする
。
【００３５】
　前記複数のスクライブラインによって、長方形の領域が形成されることを特徴とする。
【００３６】
　前記スクライブライン形成手段は、ディスク状であってその外周に前記基板の表面を転
接する刃先が形成されたカッターホイールであることを特徴とする。
【００３７】
　前記カッターホイールは、刃先に所定のピッチで複数の突起が形成されていることを特
徴とする。
【００３８】
　前記スクライブライン形成手段は、円形状の軌跡を描くように前記基板上を移動する際
に、前記基板に対する圧力が、前記各スクライブラインをそれぞれ形成する場合における
前記基板に対する圧力よりも低減されていることを特徴とする。
【００３９】
　本発明の基板分断方法は、前記基板分断システムを用いて、基板の上面および下面の分
断予定ラインに沿って主スクライブラインを形成するステップと、形成された主スクライ
ブラインの直近に主スクライブラインとはほぼ平行に補助スクライブラインを形成するス
テップとを具備し、補助スクライブラインの形成により前記基板が主スクライブラインに
沿って分断される。
【００４０】
　前記補助スクライブラインは、前記主スクライブラインとは０．５ｍｍ～１．０ｍｍの
間隔をあけて形成されていることを特徴とする。
【００４１】
　前記主スクライブラインは、前記基板の表面から前記基板の厚さ方向の少なくとも８０
％以上に達した垂直クラックによって形成されていることを特徴とする。
【００４２】
　前記主スクライブラインは、基板表面を転動する円板状のカッターホイールによって形
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成されており、該カッターホイールは、その外周面における厚さ方向の中央部が鈍角のＶ
字形状になるように外方に突出しており、その鈍角になった部分に、所定の高さの複数の
突起が、所定のピッチで全周にわたって設けられていることを特徴とする。
【００４３】
　前記カッターホイールによる前記主スクライブラインの形成方向と前記補助スクライブ
ラインの形成方向とが反対になっており、該カッターホイールが、主スクライブラインお
よび補助スクライブラインを基板表面と接触した状態で連続して形成することを特徴とす
る。
【００４４】
　前記主スクライブラインおよび／または前記補助スクライブラインは、前記いずれかの
ラインの少なくとも一方の端部から適当な間隔をあけて形成されることを特徴とする。
【００４５】
　前記スクライブライン形成手段によって少なくとも２本の主スクライブラインを形成す
る際、前記スクライブ形成手段は第１の主スクライブラインを形成した後、前記基板から
離間することなく、円形状の領域を描くように前記基板上を移動し、第２の主スクライブ
ラインを形成した後、前記少なくとも２本の主スクライブラインに沿って補助スクライブ
ラインを形成することを特徴とする。
【００４６】
　前記スクライブライン形成手段によって前記主スクライブラインが３本以上形成され、
形成された全ての主スクライブラインによって多角形状の領域が形成されることを特徴と
する。
【００４７】
　前記複数の主スクライブラインによって、長方形の領域が形成されることを特徴とする
。
【００４８】
　前記スクライブライン形成手段は、ディスク状であってその外周に前記基板の表面を転
接する刃先が形成されたカッターホイールであることを特徴とする。
【００４９】
　前記カッターホイールは、刃先に所定のピッチで複数の突起が形成されていることを特
徴とする。
【００５０】
　前記スクライブライン形成手段は、円形状の軌跡を描くように前記基板上を移動する際
に、前記基板に対する圧力が、前記各主スクライブラインをそれぞれ形成する場合におけ
る前記基板に対する圧力よりも低減されていることを特徴とする。
【００５１】
　本発明の基板分断方法は、前記基板分断システムを用いて、基板の上面および下面のそ
れぞれにスクライブラインが形成された基板を分断する方法であって、該基板の上面およ
び下面に蒸気を吹き付けて、該基板を分断することを特徴とする。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明の基板分断システムによれば、第１基板支持ユニットまたは第２基板支持ユニッ
トに支持された基板をクランプ装置が保持してＹ方向に移動させ、移動された基板をその
上面側および下面側から基板分断装置がＸ方向に分断し、次いで、第1基板支持ユニット
および第2基板支持ユニットに支持された基板をクランプ装置が保持してＹ方向に往復移
動させ、移動される基板をその上面側および下面側から基板分断装置がＹ方向に分断する
ことができるので、貼り合わせ基板を形成する表裏両面の単板基板を、上下反転および水
平方向で９０°回転させることなく水平方向で直交する二方向に連続して分断することが
できる。したがって、システム全体がコンパクトになり、一度の位置決め等のセッティン
グで二方向の連続加工が可能になる。
【００５３】
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　第１基板支持ユニットおよび第２基板支持ユニットは、クランプ装置が基板を保持しな
がら移動する際、前記各ユニットが基板と摺接することなく基板を支持するので、第１基
板支持ユニットおよび第２基板支持ユニットに支持された基板をクランプ装置が保持して
Ｙ方向に移動させる際、前記基板に歪み応力を負荷することなく移動できるので、端面の
強度を有する基板を安定して得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施の形態１の基板分断システムの一例を示す概略斜視図である。
【図２】その基板分断システムの他の方向からの概略斜視図である。
【図３】その基板分断システムの要部を拡大した概略斜視図である。
【図４】その基板分断システムの他の要部を拡大した概略斜視図である。
【図５】（ａ）は基板搬出装置の搬出ロボットの構成を示す概略構成図、（ｂ）は搬出ロ
ボットの動作を説明する説明図である。
【図６】その基板分断システムの基板支持装置に設けられた第１基板支持ユニットの側面
図である。
【図７】その基板分断システムの分断装置ガイド体側から第１基板支持部を見たときの正
面図である。
【図８】本発明の実施の形態１の基板分断システムのスチームユニット部を基板搬入側か
ら見たときの要部の正面図である。
【図９】そのスチームユニット部のスチームユニットの構造を示す部分側面断面図である
。
【図１０】本発明の実施の形態１の基板分断システムに設けられるクランプ装置の構成を
示し、動作説明のための斜視図である。
【図１１】本発明の実施の形態１の基板分断システムに設けられるクランプ装置の構成を
示し、動作説明のための斜視図である。
【図１２】本発明の実施の形態１の基板分断システムの基板分断装置に具備されるカッタ
ーヘッドの一例を示す側面図である。
【図１３】そのカッターヘッドの主要部の正面図である。
【図１４】本発明の実施の形態１の基板分断システムの基板分断装置に具備されるカッタ
ーヘッドの別の一例を示す正面図である。
【図１５】本発明の実施の形態１の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図
である。
【図１６】本発明の実施の形態１の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図
である。
【図１７】本発明の実施の形態１の基板分断システムおいて、基板をスクライブするとき
のスクライブパターンを示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態１の基板分断システムおいて、基板をスクライブするとき
の別のスクライブパターンを示す図である。
【図１９】本発明の実施の形態１の基板分断システムおいて、基板をスクライブするとき
のさらに別のスクライブパターンを示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態１の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図
である。
【図２１】本発明の実施の形態１の基板分断システムの動作説明のための概略平面模式図
である。
【図２２】本発明の基板分断方法の原理を説明するための基板の断面図である。
【図２３】本発明の基板分断方法の一例を説明するための基板のスクライブパターンを示
す基板の平面図である。
【図２４】本発明の基板分断方法の別の一例を説明するための基板のスクライブパターン
を示す基板の平面図である。
【図２５】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパ
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ターンを示す基板の部分平面図である。
【図２６】（ａ）および（ｂ）は本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するため
の基板のスクライブパターンを示す基板の平面図である。
【図２７】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパ
ターンを示す基板の平面図である。
【図２８】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパ
ターンを示す基板の部分平面図である。
【図２９】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパ
ターンを示す基板の平面図である。
【図３０】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための平面図である。
【図３１】本発明の基板分断方法のさらに別の一例を説明するための基板のスクライブパ
ターンを示す基板の平面図である。
【図３２】本発明の実施の形態２の基板分断システムの一例を示す全体概略斜視図である
。
【図３３】その基板分断システムを示す概略平面図である。
【図３４】その基板分断システムを示す概略側面図である。
【図３５】本発明の実施の形態２の基板分断システムの位置決めユニット部を示す概略斜
視図である。
【図３６】本発明の実施の形態２の基板分断システムのパネル端子分離部を説明する模式
図である。
【図３７】本発明の実施の形態２の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模
式図である。
【図３８】本発明の実施の形態２の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模
式図である。
【図３９】本発明の実施の形態２の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模
式図である。
【図４０】本発明の実施の形態２の基板分断システムの動作説明のための概略部分平面模
式図である。
【図４１】実施の形態３の本発明の基板製造装置の構成の一例を示す概略図である。
【図４２】実施の形態３の本発明の基板製造装置の構成の他の例を示す概略図である。
【図４３】従来のスクライブ装置の構成を示す正面図である。
【図４４】本発明の実施の形態４の基板分断システムの概略平面模式図である。
【図４５】その基板分断システムの第１基板浮上ユニットの概略平面図である。
【図４６】その第１基板浮上ユニットの側面図である。
【図４７】その第１基板浮上ユニットの縦断面図である。
【図４８】その第１基板浮上ユニットの動作説明のための縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。
（実施の形態１）
【００５６】
　図１および図２は、本発明の基板分断システムの実施形態の一例をそれぞれ異なる方向
から見た全体を示す概略斜視図である。なお、本発明において、「基板」には、複数の基
板に分断されるマザー基板、また、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板およびセ
ラミックス基板、半導体基板、ガラス基板等の脆性材料基板等の単板が含まれる。さらに
、このような単板に限らず、一対の基板同士を貼り合わせた貼り合わせ基板、一対の基板
同士を積層させた積層基板も含まれる。
【００５７】
　本発明の基板分断システムは、例えば、一対のガラス基板が相互に貼り合わせられた液
晶表示装置のパネル基板（表示パネル用貼り合わせ基板）を製造する際、この基板分断シ
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ステムによって、一対のマザーガラス基板が相互に貼り合わされた貼り合わせマザー基板
９０を複数枚のパネル基板（表示パネル用貼り合わせ基板）に分断する。
【００５８】
　本実施の形態１の基板分断システム１において、第１基板支持部２０Ａが配置される側
を基板搬入側、基板搬出装置８０が配置されている側を基板搬出側として以下の説明を行
う。また、本発明の基板分断システム１において、基板が搬送されていく方向（基板の流
れ方向）は基板搬入側から基板搬出側に向かう＋Ｙ方向である。また、この基板が搬送さ
れていく方向に対して水平状態で直交する方向であるＸ方向に沿って水平状態で分断装置
ガイド体３０は設けられる。
【００５９】
　この基板分断システム１は、中空の直方体状の架台１０を有しており、架台１０の上面
には４本の支柱１４が設けられ、枠状のメインフレーム１１が支柱１４の上部に配置され
ている。該架台１０の上面には、搬送ロボットよって本基板分断システム１に搬送される
貼り合わせマザー基板９０を水平状態で支持する基板支持装置２０が配置されている。
【００６０】
　図１に示すように、基板支持装置２０は、メインフレーム１１内に搬入される貼り合わ
せマザー基板９０を支持するために基板分断システム１の基板搬入側に配置された第１基
板支持部２０Ａと、貼り合わせマザー基板９０が分断され、順次、表示パネルが基板分断
システムから搬出された後の貼り合わせマザー基板９０を支持するために基板搬出側に配
置された第２基板支持部２０Ｂとを備えている。なお、架台１０における第１基板支持部
２０Ａ側を基板搬入側、第２基板支持部２０Ｂ側を基板搬出側とする。
【００６１】
　また、図２に示すように、架台１０の上方には、基板支持装置２０（第１基板支持ユニ
ット２１Ａ）によって水平状態で支持された基板を、水平状態で保持するクランプ装置５
０がメインフレーム１１の長手方向のフレーム１１Ａおよび１１Ｂに沿ってスライド可能
に設けられている。さらに、図１に示すように架台１０の上面には、第１基板支持部２０
Ａと第２基板支持部２０Ｂとの間に分断装置ガイド体３０が基板が搬送されていく方向と
は水平状態で直交する方向に沿って、各支柱３３によって固定されている。分断装置ガイ
ド体３０は、メインフレーム１１の上方に、メインフレーム１１の長手方向のフレーム１
１Ａおよび１１Ｂとは直交するＸ方向に沿って架設された上側ガイドレール３１と、メイ
ンフレーム１１の下方に、上側ガイドレール３１に沿って架設された下側ガイドレール３
２とを備える。
【００６２】
　図３は、分断装置ガイド体３０における上側ガイドレール３１近傍の概略斜視図である
。上側ガイドレール３１には、上部基板分断装置６０が、上側ガイドレール３１に沿って
移動可能に取り付けられている。また、図４は、分断装置ガイド体３０における下側ガイ
ドレール３２近傍の概略斜視図である。下側ガイドレール３２には、下部基板分断装置７
０が、下側ガイドレール３２に沿って移動可能に取り付けられている。
【００６３】
　上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０は、それぞれ、リニアモータによっ
て、上側ガイドレール３１および下側ガイドレール３２に沿って往復移動するようになっ
ており、上側ガイドレール３１および下側ガイドレール３２にそれぞれリニアモータの固
定子が、上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０にリニアモータの可動子がそ
れぞれ取り付けられている。上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０は、マザ
ー基板がクランプ装置５０によって水平状態に保持されるとともに、マザー基板の保持を
補助するための基板支持装置２０によって支持された貼り合わせマザー基板９０の上側お
よび下側の各ガラス基板を複数の表示パネルに分断する。
【００６４】
　図２に示すように、分断装置ガイド体３０における一方の端部には、クランプ装置５０
によって保持され、基板支持装置２０によって支持された貼り合わせマザー基板９０に設
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けられた第１のアライメントマークを撮像する第１光学装置３８が分断装置ガイド体３０
に沿って移動可能に設けられており、また、分断装置ガイド体３０における他方の端部に
は貼り合わせマザー基板９０に設けられた第２のアライメントマークを撮像する第２光学
装置３９が分断装置ガイド体３０に沿って移動可能に設けられている。
【００６５】
　図１および図２に示すように、上側ガイドレール３１および下側ガイドレール３２の各
端面同士は各支柱３３により連結され、分断装置ガイド体３０の両端は各支柱３３により
架台１０の上面に固定される。
【００６６】
　架台１０の搬出側の上方には、貼り合わせマザー基板９０から分断された各表示パネル
を搬出する搬出ロボット１４０と、搬出ロボット１４０をメインフレーム１１の長手方向
のフレーム１１Ａおよび１１Ｂと直交するＸ方向に移動可能とするために架設された基板
搬出装置用ガイド８１とを備えた基板搬出装置８０が、分断装置ガイド体３０に対して基
板搬出側に配置されており、架台１０の上面にそれぞれ設けられたガイドレール１３に沿
って、基板搬出装置用ガイド８１の端部が支持部材８２を介して、リニアモータによって
スライドするようになっている。
【００６７】
　架台１０の上面に、基板搬出装置８０を移動させるリニアモータの固定子１２が、メイ
ンフレーム１１の長手方向のフレーム１１Ａおよび１１Ｂに沿ってそれぞれ設けられてい
る。各固定子１２は、それぞれの外側面が開口した扁平な中空直方体形状に形成され、そ
の断面は、「コ」の字状に形成されている。各固定子の内部には、基板搬出装置８０の両
端を支持する各支柱８２を保持する各ガイドベース１６に、リニアモータの可動子（図示
せず）がメインフレーム１１の長手方向のフレーム１１Ａおよび１１Ｂに沿ってスライド
可能に挿入されている。
【００６８】
　各固定子１２には、長手方向に沿って複数の永久磁石がそれぞれ配置されており、隣接
する永久磁石の磁極が相互に反転した状態になっている。各可動子は、それぞれ電磁石に
よって構成されており、各可動子を構成する電磁石の磁極を順次切り換えることによって
、各可動子が、各固定子１２に沿ってそれぞれスライドする。
【００６９】
　基板搬出装置８０の搬出ロボット１４０には、貼り合わせマザー基板９０から分断され
た各表示パネルを吸引吸着させる吸着部（図示せず）が設けられており、吸着部によって
表示パネルが吸着された状態で、基板搬出装置８０全体が、基板搬出側にスライドされる
ことにより、分断された各表示パネルは架台１０から搬出される。
【００７０】
　図５（ａ）は、基板搬出装置８０の搬出ロボット１４０の構成を示す概略構成図である
。搬出ロボット１４０は基板搬出装置用ガイド８１に取り付けられ、リニアモータまたは
サーボモータの駆動手段と直線ガイドとを組み合わせた移動機構により基板搬出装置用ガ
イド８１に沿う方向（Ｘ方向）に移動自在となっている。
【００７１】
　搬出ロボット１４０には２個のサーボモータ１４０ａと１４０ｍを備えており、サーボ
モータ１４０ａは駆動シャフト１４０ｂと連結している。第１プーリ１４０ｃと第２プー
リ１４０ｅは一体的に取り付けられ、それぞれベアリングを介して駆動シャフト１４０ｂ
に取り付けられ、駆動シャフト１４０ｂの回転に対して切り離された状態とされる。アー
ム１４０ｆはその端部が駆動シャフト１４０ｂに一体的に取り付けられており、アーム１
４０ｆは、駆動シャフト１４０ｂの回転によって、駆動シャフト１４０ｂを中心として回
転する。また、アーム１４０ｆの先端部には、回転シャフト１４０ｇが回転可能に支持さ
れている。回転シャフト１４０ｇは、アーム１４０ｆを貫通しており、その一方の端部に
第３プーリ１４０ｈが一体的に取り付けられている。第２プーリ１４０ｅと第３プーリ１
４０ｈとの間には例えば、タイミングベルトのようなベルト１４１ｉ掛けられる。
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【００７２】
　さらに、サーボモータ１４０ｍの回転軸には第４プーリ１４０ｎが取り付けられ、第４
プーリ１４０ｎと第１プーリ１４０ｃとの間に、例えば、タイミングベルトのようなベル
ト１４０ｐが掛けられる。これにより、サーボモータ１４０ｍの回転はベルト１４０ｐを
介して第１プーリ１４０ｃに伝達され、さらに、ベルト１４０ｉを介して第３プーリ１４
０ｈに伝達され、回転シャフト１４０ｇが回転する。
【００７３】
　回転シャフト１４０ｇの他方の端部には、吸着パッド取り付け板１４０ｊの中央部が一
体的に取り付けられている。吸着パッド取り付け板１４０ｊの下面には、本基板分断シス
テム１で分断された基板を不図示の吸引機構により吸着する吸着パッド１４０ｋが設けら
れている。
【００７４】
　このような構成の搬出ロボット１４０は、サーボモータ１４０ａおよび１４０ｍの回転
方向と回転角度を組み合わせて設定することにより、アーム１４０ｆの移動距離を最小に
して、次工程の装置へ分断された基板の向きを水平の状態で種々角度方向に変えて搬送す
ることができる。
【００７５】
　尚、分断された基板の搬送において、分断された基板は吸引により吸着パットで保持さ
れ、搬出ロボット１４０全体が昇降機構（不図示）により、一旦上昇した後、次工程の装
置へ搬送され、再び、昇降機構（不図示）により搬出ロボット１４０が下降し、次工程の
所定の位置で予め決まられた状態に載置される。
【００７６】
　次に、このような構成の搬出ロボット１４０を用いて分断された基板の向きを例えば９
０゜変化させる場合を図５（ｂ）を用いて説明する。
【００７７】
　分断された基板９３に、吸着パッド取り付け板１４０ｊに取り付けられた各吸着パッド
１４０ｋが吸着されると、搬出ロボット１４０全体が昇降機構により上昇し、サーボモー
タ１４０ａが駆動されて、駆動シャフト１４０ｂは基板側から見て時計の針の回転方向と
は逆方向へ９０度回転させられる。駆動シャフト１４０ｂが９０度にわたって回転される
と、アーム１４０ｆが、駆動シャフト１４０ｂを中心として基板側から見て時計の針の回
転方向とは逆方向へ９０度回転する。これにより、アーム１４０ｆの先端部に回転シャフ
ト１４０ｇを介して回転可能に支持された吸着パッド取り付け板１４０ｊが、アーム１４
０ｆともに、駆動シャフト１４０ｂを中心として、基板側から見て時計の針の回転方向と
は逆方向へ９０度回動する。この場合、吸着パッド取り付け板１４０ｊに取り付けられた
回転シャフト１４０ｇも駆動シャフト１４０ｂを中心に回転移動する。
【００７８】
　このとき、サーボモータ１４０ｍの回転がベルト１４０ｐを介して第１プーリ１４０ｃ
に伝達され、さらに、ベルト１４０ｉを介して第３プーリ１４０ｈに伝達され、回転シャ
フト１４０ｇが時計の針の回転方向に１８０゜回転させられる。回転シャフト１４０ｇに
取り付けられた吸着パッド取り付け板１４０ｊも回転シャフト１４０ｇを中心に時計の針
の回転方向に１８０゜回転する。従って、吸着パッド取り付け板１４０ｊは、駆動シャフ
ト１４０ｄを中心として基板側から見て時計の針の回転方向とは逆方向へ９０度回動する
間に、回転シャフト１４０ｇを中心として基板側から見て時計の針の回転方向へに１８０
度自転することになる。その結果、各吸着パッド１４０ｋにて吸着された分断された基板
９３は、図５（ｂ）に示すように、その回転中心位置を移動させながら、比較的小さなス
ペースで基板側から見て時計の針の回転方向へ９０度回転させられる。
【００７９】
　図１に示すように、基板支持装置２０の第１基板支持部２０Ａおよび第２基板支持部２
０Ｂは、例えば、それぞれが分断装置ガイド体３０を挟んでＹ方向の両側にＹ方向に沿っ
て設けられた５つの第１基板支持ユニット２１Ａおよび５つの第２基板支持ユニット２１
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Ｂをそれぞれ備えている。各第１基板支持ユニット２１Ａおよび各第２基板支持ユニット
２１Ｂは、それぞれ、メインフレーム１１の長手方向のフレーム１１Ａおよび１１Ｂに対
して平行な方向（Ｙ方向）に沿った直線状に分断装置ガイド体３０の基板搬搬入側および
基板搬出側にそれぞれ各保持板４５により架台１０の上面に固定されている。
【００８０】
　図６は、第１基板支持部２０Ａに設けられた１つの第１基板支持ユニット２１Ａの側面
図である。第１基板支持ユニット２１Ａは、架台１０の上面に保持板４５を用いて取り付
けられ、架台１０の上方へ設けられる。
【００８１】
　第１基板支持ユニット２１Ａは複数台（本実施例の説明においては５台）、所定の間隔
を設けて配置され、架台１０の上面に保持板４５を用いて取り付けられる。
【００８２】
　第１基板支持ユニット２１Ａは、メインフレーム１１と平行な方向（Ｙ方向）に沿って
直線状に延びる支持本体部２１ａを有しており、支持本体部２１ａの各端部に、例えば、
タイミングベルト２１ｅを案内するタイミングプーリ２１ｃおよび２１ｄがそれぞれ取り
付けられている。タイミングベルト２１ｅは駆動用タイミングプーリ２１ｂが後述するモ
ータ１１６が駆動して回転したときに、周回移動させられる。
【００８３】
　このように構成される第１基板支持ユニット２１Ａのタイミングベルト２１ｅを移動さ
せる機構を図７を用いて説明する。図７は分断装置ガイド体３０側から第１基板支持部２
０Ａに設けられた複数（５台）の第１基板支持ユニット２１Ａを見た時の正面図である。
【００８４】
　図７に示すように、第１基板支持ユニット２１Ａの支持本体部２１ａに備えられたそれ
ぞれの駆動用タイミングプーリ２１ｂは、メインフレーム１１の長手方向のフレーム１１
Ａおよび１１Ｂと直交するＸ方向と平行に設けられた回転駆動シャフト４９に結合されて
いる。この回転駆動シャフト４９一端はモータ１１６の回転軸に継ぎ手（図示せず）を用
いて連結され、モータ１１６の回転軸の回転方向に応じて、第１基板支持ユニット２１Ａ
の駆動用タイミングプーリ２１ｂが回転し、タイミングベルト２１ｅを周回移動させる。
【００８５】
　尚、モータ１１６の回転軸の回転方向は、本発明の基板分断システムを制御する図示し
ない制御部により制御されて選択される。
【００８６】
　図１に示すように、基板支持装置２０の第２基板支持部２０Ｂは、例えば、それぞれが
分断装置ガイド体３０を挟んでＹ方向の両側にＹ方向に沿って設けられた５つの第２基板
支持ユニット２１Ｂを備えている。この第２基板支持ユニット２１Ｂは第１基板支持ユニ
ット２１Ａの構造と同様であり、分断装置ガイド体３０に対して対称となるように、しか
も、Ｙ方向の取付け方向が逆になるように、それぞれ、メインフレーム１１の長手方向の
フレーム１１Ａおよび１１Ｂに対して平行な方向（Ｙ方向）に沿った直線状に分断装置ガ
イド体３０の基板搬搬入側および基板搬出側にそれぞれ各保持板４５により架台１０の上
面に固定されている。
【００８７】
　図１に示すように、架台１０の基板搬出側の上方には、スクライブ加工後、完全に分断
されていない貼り合わせマザー基板９０を完全に分断された状態とするための基板乾燥手
段であるスチームユニット部１６０が、第２基板支持部２０Ｂの基板搬出側、基板搬出装
置８０の基板搬入側に配置される。
【００８８】
　図８はスチームユニット部１６０を基板搬入側から見たときの要部の正面図である。図
８に示すように、スチームユニット部１６０は貼り合わせマザー基板９０の上側のマザー
基板に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット１６１を取り付ける上側スチームユニ
ット取付けバー１６２と、貼り合わせマザー基板９０の下側のマザー基板に蒸気を吹き付
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ける複数個のスチームユニット１６１を取り付ける下側スチームユニット取付けバー１６
３とが、フレーム１１Ａ側の支柱１６４とフレーム１１Ｂ側の支柱１６４に、フレーム１
１Ａおよびフレーム１１Ｂとは直交するＸ方向に沿って取り付けられている。
【００８９】
　スチームユニット部１６０は、架台１０の上面にそれぞれ設けられたガイドレール１３
に沿って、リニアモータによってスライドするようになっている。
【００９０】
　図１に示すように、架台１０の上面に、スチームユニット部１６０を移動させるリニア
モータの固定子１２が、メインフレーム１１の長手方向のフレーム１１Ａおよび１１Ｂに
沿ってそれぞれ設けられている。各固定子１２は、それぞれの外側面が開口した扁平な中
空直方体形状に形成され、その断面は、「コ」の字状に形成されている。各固定子の内部
には、スチームユニット部１６０の両端を支持する各支柱１６４を保持する各ガイドベー
ス１７に、リニアモータの可動子（図示せず）がメインフレーム１１の長手方向のフレー
ム１１Ａおよび１１Ｂに沿ってスライド可能に挿入されている。
【００９１】
　各固定子１２には、長手方向に沿って複数の永久磁石がそれぞれ配置されており、隣接
する永久磁石の磁極が相互に反転した状態になっている。各可動子は、それぞれ電磁石に
よって構成されており、各可動子を構成する電磁石の磁極を順次切り換えることによって
、各可動子が、各固定子１２に沿ってそれぞれスライドする。
【００９２】
　図８に示すように、６個のスチームユニット１６１が上側スチームユニット取付けバー
１６２に取り付けられ、６個のスチームユニット１６１が上側の６個のスチームユニット
１６１対して間隙ＧＡを開けて下側スチームユニット取付けバー１６３に取り付けられる
。尚、間隙ＧＡはスチームユニット部１６０が基板搬入側へ移動したときに貼り合わせマ
ザー基板９０がその間隙ＧＡを通過するように調整される。
【００９３】
　図９は、スチームユニット１６１の構造を示す部分側面断面図である。スチームユニッ
ト１６１はそのほぼ全体がアルミ材質で構成されており、鉛直方向に複数本のヒーター１
６１ａが埋め込まれている。自動操作で開閉する開閉弁（不図示）が開くと水が水供給口
１６１ｂからスチームユニット１６１内に流入し、ヒーター１６１ａで熱せられて、供給
された水が気化して蒸気となる。その蒸気が導通孔１６１ｃを通って噴出口１６１ｄから
マザー基板の表面へ向けて吹き付けられる。
【００９４】
　また、上側スチームユニット取付けバー１６２の搬出側には、貼り合わせマザー基板９
０の上面に蒸気が吹き付けられた後、貼り合わせマザー基板９０の表面に残った水分を除
去するためのエアーナイフ１６５が備えられている。
【００９５】
　尚、下側スチームユニット取付けバー１６３にも、上側スチームユニット取付けバー１
６２に取り付けられるものと同様のスチームユニット１６１とエアーナイフ１６５が備え
られる。
【００９６】
　架台１０には、第１基板支持部２０Ａに支持された貼り合わせマザー基板９０を位置決
めするための位置決め装置（図示せず）が設けられている。位置決め装置は、例えば複数
の位置決めピン（図示せず）が、メインフレーム１１のフレーム１１Ｂに沿って、および
、そのフレーム１１Ｂに対して直交する方向に沿って、それぞれ一定の間隔をあけて設け
られている。また、フレーム１１Ｂに沿って配置された位置決めピンに対して、貼り合わ
せマザー基板９０における各位置決めピンに対向する側縁を押し付けるプッシャー（図示
せず）が設けられるとともに、フレーム１１Ｂに対して直交する方向に沿って配置された
位置決めピンに対して、貼り合わせマザー基板９０における対向する側縁を押し付けるプ
ッシャー（図示せず）が設けられている。
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【００９７】
　また、例えば、本発明の基板分断システムに搬送されてくる直前に貼り合わせマザー基
板９０の位置決めを実施する位置決め装置を本基板分断システムとは別に装備させる場合
には、本基板分断システム内の位置決め装置を省略することができる。
【００９８】
　また、本基板分断システム内の位置決め装置は、上述の位置決めピンとプッシャーに限
定されるものではなく、貼り合わせマザー基板９０の基板分断システム内における位置を
一定にさせる装置であればよい。
【００９９】
　さらに、図１に示すように、架台１０の上方には、第１基板支持部２０Ａに支持されて
、各位置決めピンに押し付けられて位置決めされた貼り合わせマザー基板９０をクランプ
する複数台のクランプ装置５０が設けられている。
【０１００】
　図２に示すように、位置決めされた貼り合わせマザー基板９０における基板搬入側の側
縁部をクランプするために、複数台のクランプ装置５０がメインフレーム１１のフレーム
１１Ａ及びフレーム１１Ｂとは直交する方向に沿って一定の間隔をあけて配置されている
（図２では一例として２台のクランプ装置が配置されている）。
【０１０１】
　各クランプ装置５０は、マザー基板９０の側縁部をクランプするクランプ具５１を備え
ており、クランプ具５１は、移動ベース５７に取り付けられたシリンダー５５のロッド５
６に接合された保持部材５８に取付られ、シリンダー５５の駆動により昇降させられる。
【０１０２】
　図１０および図１１は、各クランプ装置に設けられた複数のクランプ具５１を示し、そ
の動作を説明するための斜視図である。各クランプ具５１は、それぞれ同様の構成になっ
ており、ケーシング５１ａと、このケーシング５１ａに、垂直状態から水平状態にわたっ
て回動し得るようにそれぞれ取り付けられた上下一対の回動アーム部５１ｂとを有してい
る。各回動アーム部５１ｂは、それぞれの一方の端部を中心として回動し得るようになっ
ており、それぞれの回動の中心となる端部同士が相互な近接した状態になっている。上側
に位置する回動アーム部５１ｂの先端部は、垂直状態では、図１０に示すように、回動中
心に対して上方に位置し、下側に位置する回動アーム部５１ｂの先端部は、垂直状態では
、回動中心に対して下方に位置している。そして、各回動アーム部５１ｂが、貼り合わせ
マザー基板９０側に９０度にわたってそれぞれ回動することによって、各回動アーム５１
ｂは、それぞれ相互に対向した水平状態になる。
【０１０３】
　各回動アーム部５１ｂの先端部には、貼り合わせマザー基板９０の上面および下面にそ
れぞれ当接するクランプ部５１ｃがそれぞれ取り付けられている。各クランプ部５１ｃは
、それぞれ弾性体によって構成されている。そして、各回動アーム部５１ｂがそれぞれ一
体となって垂直状態から水平状態に回動されるとともに、水平状態から垂直状態に回動さ
れる。そして、各回動アーム部５１ｂが水平状態に回動されると、各回動アーム部５１ｂ
の先端部にそれぞれ取り付けられたクランプ部５１ｃによって、図１１に示すように、貼
り合わせマザー基板９０がクランプされる。
【０１０４】
　これらのクランプ具５１は一体となって駆動される。貼り合わせマザー基板９０は、側
縁部が、それぞれ複数のクランプ具５１にてクランプされた状態になると、全てのクラン
プ具５１が下方へ沈み込み、貼り合わせマザー基板９０は、第１基板支持部２０Ａのタイ
ミングベルト２１ｅによって支持される。
【０１０５】
　また、上記したクランプ装置５０の配置は、貼り合わせマザー基板９０を保持するクラ
ンプ装置５０をメインフレーム１１のフレーム１１Ａ及びまたはフレーム１１Ｂに沿って
備えるように構成しても、貼り合わせマザー基板９０は基板に損傷を与えることなく保持
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できる。
【０１０６】
　上記のクランプ装置５０およびクランプ具５１の構成は、本発明の基板分断システムに
用いられる一例を示したものであり、これに限定されるものではない。すなわち、貼り合
わせマザー基板９０における側縁部を把持または保持する構成のものであればよい。また
、例えば基板サイズが小さい場合には、基板の側縁部の１箇所をクランプすることにより
基板が保持され、基板に不具合を生じさせることなく基板を分断することができる。
【０１０７】
　再び、図１及び図２に戻り、架台１０の上面には、１対のガイドレール２８がＹ方向に
沿って設けられている。各クランプ装置５０は１対のガイドレール２８に沿って、所定の
間隔を設けて配置された複数台の第１基板支持ユニット２１Ａ（本実施の形態の説明にお
いては５台）における両側にそれぞれは位置された２台の第１基板支持ユニット２１Ａの
間をリニアモータを用いてスライドされる。
【０１０８】
　図２に示すように、架台１０の上面に、各クランプ装置５０を保持する移動ベース５７
を移動させるリニアモータの固定子２８が、メインフレーム１１の長手方向のフレーム１
１Ａおよび１１Ｂに沿ってそれぞれ設けられている。各固定子２８は、それぞれの内側面
が開口した扁平な中空直方体形状に形成され、その断面は、「コ」の字状に形成されてい
る。各固定子の内部には、各クランプ装置５０を保持する移動ベース５７に、リニアモー
タの可動子（図示せず）がメインフレーム１１の長手方向のフレーム１１Ａおよび１１Ｂ
に沿ってスライド可能に挿入されている。
【０１０９】
　各固定子２８には、長手方向に沿って複数の永久磁石がそれぞれ配置されており、隣接
する永久磁石の磁極が相互に反転した状態になっている。各可動子は、それぞれ電磁石に
よって構成されており、各可動子を構成する電磁石の磁極を順次切り換えることによって
、各可動子が、各固定子２８に沿ってそれぞれスライドする。
【０１１０】
　第１基板支持部２０Ａに貼り合わせマザー基板９０が載置され、貼り合わせマザー基板
９０が位置決めされると、位置決めされた貼り合わせマザー基板９０は、クランプ装置５
０によって保持されるとともに、各第１基板支持ユニット２１Ａのタイミングベルト２１
ｅによって支持される。
【０１１１】
　この状態で、分断装置ガイド体３０に設けられた上部基板分断装置６０および下部基板
分断装置７０よって、貼り合わせマザー基板９０の分断またはスクライブが開始され、分
断動作中またはスクライブ動作中、各クランプ装置５０が基板搬出側へ移動を開始するの
と同時に、基板支持部２０Ａの第１基板支持ユニット２１Ａのタイミングベルト２１ｅと
、第２基板支持部２０Ｂの第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅとは、
各クランプ装置５０移動速度と同一の周回速度で、図１において時計回りに周回移動し、
各クランプ装置５０が基板搬入側へ移動を開始するのと同時に、基板支持部２０Ａの第１
基板支持ユニット２１Ａのタイミングベルト２１ｅと第２基板支持部２０Ｂの第２基板支
持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅとは、各クランプ装置５０の移動速度と同一
の周回速度で図１において反時計回りに周回移動し、分断途中またはスクライブ途中の貼
り合わせマザー基板９０は第１基板支持部２０Ａの第１基板支持ユニット２１Ａのタイミ
ングベルト２１ｅと第２基板支持部２０Ｂの第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベ
ルト２１ｅとによって摺接することなく支持される状態になる。
【０１１２】
　このように、各クランプ装置５０の移動中、第１基板支持部２０Ａの第１基板支持ユニ
ット２１Ａのタイミングベルト２１ｅと第２基板支持部２０Ｂの第２基板支持ユニット２
１Ｂのタイミングベルト２１ｅは、貼り合わせマザー基板９０を保持する各クランプ装置
５０の移動速度と同一の周回速度で各クランプ装置の移動方向と同じ方向に周回移動する



(16) JP 4965632 B2 2012.7.4

10

20

30

40

50

ため、移動中の貼り合わせマザー基板９０は、クランプ装置５０に保持されたまま、貼り
合わせマザー基板９０に第１基板支持部２０Ａの第１基板支持ユニット２１Ａのタイミン
グベルト２１ｅと第２基板支持部２０Ｂの第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベル
ト２１ｅが摺接することなく支持される。
【０１１３】
　貼り合わせマザー基板９０の分断が完了した状態では、第２基板支持部２０Ｂの全ての
第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅによって、貼り合わせマザー基板
９０が支持される。
【０１１４】
　第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅによって、貼り合わせマザー基
板９０が支持された状態で、スチームユニット部１６０が基板搬入側へ移動して、スクラ
イブラインが刻まれた貼り合わせマザー基板９０の表裏面全体に蒸気を吹きかけて熱応力
によって垂直クラックを伸張させて、貼り合わせマザー基板９０を完全に分断させるとと
もに、蒸気を吹きかけた後に貼り合わせマザー基板９０の表裏面に残存する水分をエアー
ナイフ１６５で除去する。
【０１１５】
　その後、第２基板支持部２０Ｂの全ての第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベル
ト２１ｅ上の貼り合わせ基板９０から分断された全ての表示パネルが、基板搬出装置８０
の搬出ロボット１４０によって搬出されることにより、分断された貼り合わせマザー基板
９０’（端材）が第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅ上に支持される
。
【０１１６】
　そして、基板搬出装置８０およびスチームユニット部１６０が基板搬出側の端部に移動
する。その後、各クランプ装置５０のクランプ具５１が開かれ、分断された貼り合わせマ
ザー基板９０’はクランプ具５１により把持される状態から第２基板支持ユニット２１Ｂ
のタイミングベルト２１ｅのみに支持される状態となる。
【０１１７】
　このような状態となると、各クランプ装置５０は基板搬入側に移動させられ、第２基板
支持部２０Ｂの全ての第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅが周回移動
させられ、分断された貼り合わせマザー基板９０’（端材）は、下方に落下する。この場
合、下方に落下した分断された貼り合わせマザー基板９０’（端材及びカレット）は、傾
斜状態で配置されたガイド板によって案内されてカレット収容ボックス内に収容されるよ
うになっている。
【０１１８】
　分断装置ガイド体３０における上側ガイドレール３１には、図３に示すように、上部基
板分断装置６０が取り付けられており、また、下側ガイドレール３２には、図４に示すよ
うに、上部基板分断装置６０と同様の構成であって、上下を反転した状態の下部基板分断
装置７０が取り付けられている。上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０は、
前述したように、それぞれ、リニアモータによって、上側ガイドレール３１および下側ガ
イドレール３２に沿ってスライドするようになっている。
【０１１９】
　上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０には、サーボモータを用いたカッター
ヘッド６５が設けられている。図１２は、カッターヘッド６５の側面図を示し、図１３に
その主要部の正面図を示す。例えば、図１２および図１３に示すように、貼り合わせマザ
ー基板９０の上部マザー基板をスクライブするカッターホイール６２ａがチップホルダ６
２ｂに回転自在に取り付けられており、さらに、チップホルダ６２ｂは、クランプ装置５
０によって保持された貼り合わせマザー基板９０の表面に対して垂直方向を軸として回転
自在にカッターヘッド６２ｃに取り付けられている。そして、カッターヘッド６２ｃは図
示しない駆動手段により貼り合わせマザー基板９０の表面に対して垂直方向に沿って移動
自在になっており、カッターホイール６２ａには、図示しない付勢手段により適宜、荷重
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がかけられるようになっている。
【０１２０】
　チップホルダ６２ｂに保持されたカッターホイール６２ａとしては、例えば、特開平９
－１８８５３４号公報に開示されているように、幅方向の中央部が鈍角のＶ字状になるよ
うに突出した刃先を有しており、その刃先に、所定の高さの突起が周方向に所定のピッチ
で形成されているものが用いられる。
【０１２１】
　下側ガイドレール３２に設けられた下部基板分断装置７０は、上部基板分断装置６０と
同様の構成になっており、上部基板分断装置６０とは上下を反転した状態で、そのカッタ
ーホイール６２ａ（図４参照）が、上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａと対
向するように配置されている。
【０１２２】
　上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａは、上述した付勢手段とカッターヘッ
ド６２ｃの移動手段とにより、貼り合わせマザー基板９０の表面に圧接され、下部基板分
断装置７０のカッターホイール６２ａも、上述の付勢手段とカッターヘッド６２ｃの移動
手段とにより、貼り合わせマザー基板９０の裏面に圧接される。そして、上部基板分断装
置６０と下部基板分断装置７０とを同時に同一の方向へ移動させることにより、貼り合わ
せマザー基板９０は分断されていく。
【０１２３】
　このカッターホイール６２ａはＷＯ ０３／０１１７７７に開示されているサーボモー
タを用いたカッターヘッド６５に回転自在に支持されることが望ましい。
【０１２４】
　図１２および図１３に示すように、一対の側壁６５ａ間にサーボモータ６５ｂが倒立状
態で保持され、その側壁６５ａの下部には、側方から見てＬ字状のホルダー保持具６５ｃ
が支軸６５ｄを通じて回動自在に設けられている。そのホルダー保持具６５ｃの前方(図
１３中、右方向)には、軸６５ｅを介してカッターホイール６２ａを回転自在に支持する
チップホルダ６２ｂが取り付けられている。サーボモータ６５ｂの回転軸と支軸６５ｄと
には、平傘歯車６５ｆが互いにかみ合うように装着されている。これにより、サーボモー
タ６５ｂに正逆回転により、ホルダー保持具６５ｃは支軸６５ｄを支点として上下方向へ
の回動動作を行ない、カッターホイール６２ａが上下動する。このカッターへッド６５自
体は、上部基板分断装置６０と下部基板分断装置７０に備えられる。
【０１２５】
　図１４はサーボモータを用いたカッターヘッドの別の一例を示す正面図であり、サーボ
モータ６５ｂの回転軸をホルダー保持具６５ｃに直結したものである。
【０１２６】
　図１２及び図１４のカッターヘッドはサーボモータを位置制御により回転させることで
、カッターホイール６２ａを昇降させて位置決めする。これらのカッターヘッドはカッタ
ーヘッドを水平方向へ移動させて貼り合わせマザー基板９０にスクライブラインを形成す
るスクライブ動作中に、予めサーボモータ６５ｂ設定されたカッターホイール６２ａの位
置がズレたときに、その設定位置へ戻すように働く回転トルクを制限して脆性材料基板に
対するスクライブ圧をカッターホイール６２ａ伝達するようになっている。すなわち、サ
ーボモータ６５ｂはカッターホイール６２ａの鉛直方向の位置を制御するとともに、カッ
ターホイール６２ａに対する付勢手段となる。
【０１２７】
　上述したサーボモータを備えたカッターヘッド６５を用いることで、貼り合わせマザー
基板９０をスクライブする時に、カッターホイール６２ａが受ける抵抗力の変動によるス
クライブ圧の変化に瞬時に対応してサーボモータの回転トルクが修正されるため、安定し
たスクライブが実施でき、品質のよいスクライブラインを形成することができる。
【０１２８】
　尚、貼り合わせマザー基板９０をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッ
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ターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り合
わせマザー基板９０への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドも本発
明の基板分断システムのマザー基板の分断に有効に適用される。
【０１２９】
　また、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０は上記の構成に限るものではな
い。すなわち、基板の表裏面を加工して基板を分断させる構成の装置であればよい。
【０１３０】
　例えば、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０がレーザ光、ダイシングソー
、カッティングソー、ダイヤモンド切断刃カッター等を用いてマザー基板を分断させる装
置であってもよい。マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、および
セラミックス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレ
ーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、ダイヤモンド切断刃カッター等を用いてマ
ザー基板を分断する基板分断装置が用いられる。
【０１３１】
　さらに、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板、異なるマザー基板を
組み合わせて貼り合わせた貼り合わせマザー基板、複数のマザー基板同士を組み合わせて
積層させた基板を分断する場合にも上述のマザー基板を分断するものと同様の基板分断装
置が用いられる。
【０１３２】
　また、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０には基板の分断を補助する分断
補助手段を備えていてもよい。分断補助手段としては、例えば、ローラなどを基板に押圧
させたり、圧縮空気を基板に向けて噴射させたり、レーザを基板に照射するか、熱風など
を基板に吹きかけて基板を温める（熱する）ものが一例として挙げられる。
【０１３３】
　さらに、上述の説明においては、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０が同
一の構成である場合を説明したが、基板の分断パターンや基板の分断条件により異なる構
成の装置であってもよい。
【０１３４】
　このような構成の基板分断システムの動作について、大判のガラス板を貼り合わせた貼
り合わせ基板を分断する場合の一例を主に説明する。
【０１３５】
　大判のガラス基板が相互に貼り合わせられた貼り合わせマザー基板９０を、複数の表示
パネル９０ａ（図１６参照）に分断する際には、まず、図１５に示すように、基板搬入側
の端部から、搬送ロボット等によって貼り合わせマザー基板９０を本発明の基板分断シス
テム１に搬入させて、第１基板支持部２０Ａの全ての第１基板支持ユニット２１Ａのタイ
ミングベルト２１ｅに貼り合わせマザー基板９０を水平状態で載置する。
【０１３６】
　このような状態になると、貼り合わせマザー基板９０は、メインフレーム１１のフレー
ム１１Ｂに沿って配置された図示しない位置決めピンに当接するように、図示しないプッ
シャーによって押圧されるとともに、そのフレーム１１Ｂとは直交する方向に沿って配置
された図示しない位置決めピンに当接するように、図示しないプッシャーによって押圧さ
れる。これにより、貼り合わせマザー基板９０は、基板分断システムにおける架台１０内
の所定の位置に位置決めされる。
【０１３７】
　その後、図１５に示すように貼り合わせマザー基板９０は、基板搬入側にフレーム１１
Ｂとは直交するように配置されたクランプ装置５０の各クランプ具５１によって、基板搬
入側に位置する貼り合わせマザー基板９０の側縁部がクランプされる。
【０１３８】
　各クランプ装置５０のクランプ具５１は、貼り合わせマザー基板９０の搬入時において
、その搬入を妨げないように、シリンダー５５によりロッド５６を縮めた所定の位置に待
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機している。そして、貼り合わせマザー基板９０の位置決め終了後、ロッド５６が伸ばさ
れて、貼り合わせマザー基板９０基板搬入側の側縁部を把持する。
【０１３９】
　基板搬入側に位置する貼り合わせマザー基板９０の側縁部がクランプ装置５０によって
クランプされると、貼り合わせマザー基板９０の側縁部をクランプしている各クランプ具
５１が貼り合わせマザー基板９０の自重によりほぼ同時に沈み込むため、貼り合わせマザ
ー基板９０が全ての第１基板支持ユニット２１Ａのタイミングベルト２１ｅによって補助
的に支持された状態とされる。
【０１４０】
　このような状態になると、分断装置ガイド体３０が、各クランプ装置５０によって水平
状態にクランプされた貼り合わせマザー基板９０における近接した側縁部上の所定位置に
なるように、各クランプ装置５０を基板搬出側にスライドさせる。そして、分断装置ガイ
ド体３０に設けられた第１光学装置３８および第２光学装置３９がそれぞれの待機位置か
ら分断装置ガイド体３０に沿って移動することにより、それぞれ貼り合わせマザー基板９
０に設けられた第１アライメントマークと第２アライメントマークを撮像する。
【０１４１】
　各クランプ装置５０が基板搬出側へ移動を開始するのと同時に、第１基板支持部２０Ａ
の第１基板支持ユニット２１Ａのタイミングベルト２１ｅと、第２基板支持部２０Ｂの第
２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅとが、各クランプ装置５０でクラン
プされた貼り合わせマザー基板９０が搬出側へ移動する移動速度と同一の方向へ同一速度
でモータの駆動によって周回させられる。このため、移動中のクランプ装置５０に保持さ
れた貼り合わせマザー基板９０は、第１基板支持部２０Ａの第１基板支持ユニット２１Ａ
のタイミングベルト２１ｅと、第２基板支持部２０Ｂの第２基板支持ユニット２１Ｂのタ
イミングベルト２１ｅとにそれぞれ摺接することなく支持される。
【０１４２】
　次に、第１アライメントマークと第２アライメントマークの撮像結果に基づいて、図示
しない演算処理装置によりクランプ装置５０によって水平状態で支持された貼り合わせマ
ザー基板９０の分断装置ガイド体３０に対する傾き、分断開始位置と分断終了位置を演算
によって求め、その演算結果に基づいて、上部基板分断装置６０および下部基板分断装置
７０とともに、貼り合わせマザー基板９０を保持した各クランプ装置５０を移動させて貼
り合わせマザー基板９０を分断する（これを直線補間によるスクライブあるいは分断と呼
ぶ）。
【０１４３】
　この場合、図１６に示すように、貼り合わせマザー基板９０の表面および裏面にそれぞ
れ対向したカッターホイール６２ａを、それぞれ、表面および裏面にそれぞれ圧接して転
動させることにより、貼り合わせマザー基板９０の表面および裏面にスクライブラインが
形成される。
【０１４４】
　貼り合わせマザー基板９０は、例えば図１６示すように、上側ガイドレール３１および
下側ガイドレール３２に沿った列方向に２つのパネル基板９０ａを、２列にわたって分断
するようになっており、貼り合わせマザー基板９０から４個のパネル基板９０ａを分断す
るために、パネル基板９０ａの側縁に沿って、上部基板分断装置６０のカッターホイール
６２ａおよび下部基板分断装置７０のカッターホイール６２ａをそれぞれ圧接させて転動
させる。
【０１４５】
　この場合、上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａと、下部基板分断装置７０
のカッターホイール６２ａとにより、各ガラス基板における各カッターホイール６２ａの
転接部分にそれぞれ垂直クラックが生成されてスクライブライン９５が形成される。しか
も、各カッターホイール６２ａの刃先には、外周稜線に所定のピッチで突起部がそれぞれ
形成されているために、各ガラス基板には、厚さ方向にガラス基板の厚さの約９０％の長
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さの垂直クラックが形成される。
【０１４６】
　また、貼り合わせマザー基板９０をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカ
ッターホイールなどのスクライブカッターをスクライブカッターによる貼り合わせマザー
基板９０への押圧力を周期的に変化（振動）させる機構を備えるカッターヘッドを用いる
スクライブ方法も本発明の基板分断システムの貼り合わせマザー基板９０の分断に有効に
適用される。
【０１４７】
　貼り合わせマザー基板９０の表裏面をスクライブする方法としては、図１７に示すよう
に貼り合わせマザー基板９０の短辺方向である縦方向に沿ってスクライブ定ラインＳ１～
Ｓ４に沿って、順番にスクライブラインを形成した後に、長辺方向である横方向に沿った
スクライブ予定ラインＳ５からＳ８に沿って順番にスクライブラインを形成する従来の方
法が一般的に用いられる。
【０１４８】
　また、上述のスクライブ方法の他に本発明の基板分断システムには、図１８に示すスク
ライブ方法を好適に実施することができる。図１８では、１枚の貼り合わせマザ基板９０
から４枚のパネル基板９０ａを形成するようになっている。
【０１４９】
　貼り合わせマザー基板９０は、長方形状になっており、４枚のパネル基板９０ａは、貼
り合わせマザー基板９０の長手方向に沿って２枚のパネル基板９０ａが形成されるととも
に、長手方向と直交する幅方向に沿って２枚のパネル基板９０ａが形成される。各パネル
基板９０ａは、隣接するパネル基板９０ａとは適当な間隔をあけた状態で、また、貼り合
わせマザー基板９０の長手方向に沿った各側縁および幅方向に沿った各側縁ともそれぞれ
適当な間隔をあけて形成される。
【０１５０】
　上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａおよび下部基板分断装置７０のカッタ
ーホイール６２ａをそれぞれ対向させて、同時に圧接転動させることにより、パネル基板
９０ａを１枚ずつ、順番に、全周にわたるスクライブラインを貼り合わせマザー基板９０
の表裏面に形成する。
【０１５１】
　この場合、まず、スクライブの対象となるパネル基板９０ａに対して、貼り合わせマザ
ー基板９０の長手方向と平行な側縁に沿った１本の直線状のスクライブ予定ラインＳ１に
沿ってスクライブラインを形成する。すなわち、カッターヘッド６２ｃのカッターホイー
ル６２ａを、このスクライブ予定ラインＳ１に沿って貼り合わせマザー基板９０の表裏面
に圧接転動させる。
【０１５２】
　このとき、図１９において、カッターホイール６２ａによるスクライブ開始点は貼り合
わせマザー基板９０上の位置（内切りの位置）となっているが、スクライブ予定ラインＳ
１に沿った貼り合わせマザー基板９０の端面の外側近傍の位置（外切りの位置）であって
もよい。
【０１５３】
　スクライブ予定ラインＳ１に沿って、厚さ方向の全体にわたる垂直クラックによるスク
ライブラインが形成されると、貼り合わせマザー基板９０を保持した各クランプ装置５０
をＹ方向へかつ上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０をＸ方向へ同時に移動
させることによって、カッターホイール６２ａが半径１ｍｍ程度の円形状の軌跡が形成さ
れるように垂直軸回りに２７０度にわたって旋回させられる（図１９のコーナー部Ａ）。
【０１５４】
　カッターホイール６２ａが旋回移動中は、貼り合わせマザー基板９０に対するカッター
ホイール６２ａの圧接力を低減させるため、貼り合わせマザー基板９０には深い垂直クラ
ックが形成されない。貼り合わせ基板９０の板厚が０．７ｍｍのときカッターホイール６
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２ａが旋回移動中に貼り合わせマザー基板９０に形成する垂直クラックの深さは１００μ
ｍ～２００μｍ程度である。
【０１５５】
　図１７に示すように、カッターホイール６２ａによりクロススクライブする際には、第
１の方向にスクライブし、第２の方向へスクライブしたときに形成されたスクライブライ
ンの交点で、貼り合わせマザー基板９０に欠けが発生しやすい。
【０１５６】
　このような欠けは、既に第１の方向へスクライブした時に、貼り合わせマザー基板９０
にほぼその板厚に達するよな垂直クラックが形成されているため、第２の方向へのスクラ
イブ中にカッターホイール６２ａが第１の方向のスクライブライン付近に達すると、第１
のスクライブラインの手前側でマザーガラス基板９０が沈みこみ、第１の方向のスクライ
ブラインと第２の方向のスクライブラインの交差部で第１の方向のスクライブラインに沿
ったガラス基板に乗り上げるときに発生する。
【０１５７】
　図１８に示すようなスクライブ方法においては、カッターホイール６２ａを旋回させて
、貼り合わせマザー基板９０に対する圧接力を低減させて、既に形成されたスクライブ予
定ラインＳ１に沿ったスクライブラインと交差させるため、スクラブラインが交差する前
に貼り合わせマザー基板９０の一部分が沈み込むことがなく、スクライブラインが交差す
るときの貼り合わせマザー基板９０の欠けの発生を防ぐことができる。
【０１５８】
　カッターホイール６２ａの進行方向が２７０度にわたって旋回されて、カッターホイー
ル６２ａが、スクライブ予定ラインＳ１と直交するパネル基板９０ａの幅方向に沿った直
線状のスクライブ予定ラインＳ２に沿った状態になると、スクライブ予定ラインＳ２に沿
ってカッターホイール６２ａが圧接転動させられる。これにより、スクライブ予定ライン
Ｓ２に沿って、厚さ方向の全体にわたる垂直クラックによるスクライブラインが形成され
る。
【０１５９】
　その後、同様にして、カッターホイール６２ａを貼り合わせマザー基板９０の表裏面か
ら離間させることなく、コーナー部Ｂにおいて、半径１ｍｍ程度の円形状の軌跡を形成し
つつスクライブ予定ラインＳ２とは直交する方向に２７０度にわたって旋回させて、スク
ライブ予定ラインＳ３に沿った状態として、スクライブ予定ラインＳ３に沿って、厚さ方
向の全体にわたる垂直クラックによるスクライブラインを形成する。さらにその後に、同
様にして、カッターホイール６２ａを貼り合わせガラス基板９０の表裏面から離間させる
ことなく、コーナー部Ｃにおいて、半径１ｍｍ程度の円形状の軌跡を形成しつつスクライ
ブ予定ラインＳ３とは直交する方向に２７０度にわたって旋回させて、スクライブ予定ラ
インＳ４に沿った状態として、スクライブ予定ラインＳ４に沿って、厚さ方向の全体にわ
たる垂直クラックによるスクライブラインを貼り合わせマザー基板９０の表裏面に形成す
る。
【０１６０】
　これにより、パネル基板９０ａの周囲には、４本の直線状のスクライブラインによる閉
曲線が形成された状態になる。その後、例えば、貼り合わせマザー基板９０の長手方向に
隣接するパネル基板９０ａを形成するために、同様にして、そのパネル基板９０ａの周囲
に、４本の直線状のスクライブラインによる閉領域を形成し、さらには、残りの一対のパ
ネル基板９０ａのそれぞれに対しても、順番に４本の直線状のスクライブラインによる閉
領域をパネル基板９０ａの全周にわたって形成する。
さらに、上述のスクライブ方法の他に本発明の基板分断システムでは、図１９に示すスク
ライブ方法を好適に実施することができる。図１９では、１枚の貼り合わせマザー基板９
０から４枚のパネル基板９０ａを形成するようになっている。
【０１６１】
　図１９に示すスクライブ方法では、パネル基板９０ａにおける相互に直交するスクライ
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ブ予定ラインＳ１およびＳ２に沿ったスクライブラインを、前述と同様の方法によって形
成する。スクライブ予定ラインＳ１に沿ってスクライブラインを形成する場合には、カッ
ターホイール６２ａを、貼り合わせマザー基板９０の端面の外側付近に位置させて、そこ
から連続的にスクライブ予定ラインＳ１に沿ったスクライブラインを形成する。
【０１６２】
　スクライブ開始当初において、カッターホイール６２ａが貼り合わせマザー基板９０の
表裏面に乗り上げるときに発生する貼り合わせマザー基板９０の欠けは、製品となるパネ
ル基板９０ａには影響しない。
【０１６３】
　そして、コーナー部Ａにおいて、円形状の軌跡を形成しつつスクライブ予定ラインＳ１
とは直交する方向に２７０度にわたって旋回させて、スクライブ予定ラインＳ２に沿った
状態として、スクライブ予定ラインＳ２に沿って、ほぼ厚さ方向の全体にわたる垂直クラ
ックによるスクライブラインを形成する。
【０１６４】
　その後、カッターホイール６２ａを、一旦、貼り合わせマザー基板９０の表面から離間
させた後に、スクライブ予定ラインＳ１とは直交する方向のスクライブ予定ラインＳ４お
よびＳ３に沿ったスクライブラインを、その順番で形成する。この場合も、スクライブ開
始当初において、カッターホイール６２ａが貼り合わせマザー基板９０の表裏面に乗り上
げるときに発生する貼り合わせマザー基板９０の欠けは、製品となるパネル基板９０ａに
は影響しない。
【０１６５】
　これにより、パネル基板９０ａの周囲には、４本の直線状のスクライブラインが形成さ
れた状態になる。その後、例えば、貼り合わせマザー基板９０の長手方向に隣接するパネ
ル基板９０ａを形成するために、同様にして、そのパネル基板９０ａの周囲に、４本の直
線状のスクライブラインを全周にわたって形成し、さらには、残りの一対のパネル基板９
０ａのそれぞれに対しても、順番に、４本の直線状のスクライブラインによる閉領域を形
成する。
【０１６６】
　上述のスクライブ方法で貼り合わせマザー基板にスクライブラインを形成した後、図２
０に示すように、第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベルト２１ｅによって、スク
ライブライン９５が形成されたマザー貼り合わせ基板９０が支持された状態で、スチーム
ユニット部１６０が基板搬入側へ移動して、スクライブラインが刻まれた貼り合わせマザ
ー基板９０の表裏面全体に蒸気を吹きかけて、貼り合わせマザー基板９０が完全に分断さ
せるとともに、蒸気を吹きかけた後の貼り合わせマザー基板９０の表裏面に残存する水分
をエアーナイフ１６５で除去する。
【０１６７】
　スクライブラインが刻まれた貼り合わせマザー基板９０の表裏面全体に蒸気を吹きかけ
ることにより、カッターホイール６２ａによって形成されたスクライブラインは、貼り合
わせマザー基板９０の表裏面部分が加熱されて体積膨張することによって、垂直クラック
は、貼り合わせマザー基板９０の上下のマザー基板の表面から貼り合わせ面側に伸展し、
貼り合わせマザー基板９０が完全に分断される。
【０１６８】
　その後、図２０に示すように、第２基板支持部２０Ｂの全ての第２基板支持ユニット２
１Ｂのタイミングベルト２１ｅ上の貼り合わせ基板９０から分断された全てのパネル基板
９０ａが、基板搬出装置８０の搬出ロボット１４０によって搬出されることにより、分断
された貼り合わせマザー基板９０’（端材）が各第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミン
グベルト２１ｅに支持される。
【０１６９】
　そして、基板搬出装置８０およびスチームユニット部１６０が基板搬出側の端部に移動
する。
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【０１７０】
　基板搬出装置８０およびスチームユニット部１６０が基板搬出側の端部に移動した後、
各クランプ装置５０のクランプ具５１が開かれ、分断された貼り合わせマザー基板９０’
はクランプ具５１により把持される状態から第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベ
ルト２１ｅのみに支持される状態となる。
【０１７１】
　このような状態となると、図２１に示すように各クランプ装置５０は基板搬入側に移動
させられ、第２基板支持部２０Ｂの全ての第２基板支持ユニット２１Ｂのタイミングベル
ト２１ｅが周回移動させられ、分断された貼り合わせマザー基板９０’（端材）は、下方
に落下する。この場合、下方に落下した分断された貼り合わせマザー基板９０’（端材及
びカレット）は、傾斜状態で配置されたガイド板によって案内されてカレット収容ボック
ス内に収容されるようになっている。
【０１７２】
　尚、分断装置ガイド体３０の上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０による
スクライブ方法に以下に説明するスクライブ方法を用いることにより、スチームユニット
部１６０による貼り合わせ基板の分断工程を省略することができる。
【０１７３】
　この場合、図２２に示すように、貼り合わせマザー基板９０の上部のマザー基板９１お
よび下部マザー基板９２の分断予定ラインに沿って、カッターホイール６２ａがマザー基
板９１および９２に圧接させられ、転動させられて、マザー基板９１および９２をスクラ
イブする。これにより、マザー基板９１および９２のそれぞれの厚さ方向に沿った垂直ク
ラックＶｍが、分断予定ラインに沿って順次形成され、主スクライブラインＭＳが形成さ
れる。垂直クラックＶｍは、マザー基板９１および９２の表面から、マザー基板９１およ
び９２のそれぞれの厚さの８０％以上に達するように、さらに好ましくは９０％以上に達
するように形成される。
【０１７４】
　その後、マザー基板９１および９２を分断することによって得られるパネル基板の領域
外において、主スクライブラインＭＳに対して、０．５～１．０ｍｍ程度の間隔をあけて
、主スクライブラインＭＳに沿って、カッターホイール６２ａをマザー基板９１および９
２に圧接転動させることによってマザー基板９１および９２をスクライブする。これによ
り、マザー基板９１および９２の厚さ方向に沿った垂直クラックＶｓが、主スクライブラ
インＭＳに沿って、順次形成されて、補助スクライブラインＳＳが形成される。
【０１７５】
　このとき、カッターホイール６２ａがマザー基板９１および９２の表面を圧接転動して
、その刃部がマザー基板９１および９２の表面に食い込むことによって、マザー基板９１
および９２の表面部分には圧縮力が加わり、すでに形成されている主スクライブラインＭ
Ｓにおける垂直クラックＶｍの表面部分に圧縮力が作用する。この場合、主スクライブラ
インＭＳを形成する垂直クラックＶｍは、マザー基板９１および９２のそれぞれの厚さに
対して、８０％以上に達するように形成されており、マザー基板９１および９２の表面部
分が圧縮されることにより、主スクライブラインＭＳの垂直クラックＶｍは、マザー基板
９１および９２の表面部分における間隙が圧縮された状態になり、底面部分での間隔を広
げる状態となるため、垂直クラックＶｍは、マザー基板９１および９２の貼り合わせ面に
向かって伸展する。この垂直クラックＶｍがマザー基板９１および９２の貼り合わせ面に
達し、主スクライブラインＭＳの全体にわたって、垂直クラックＶｍが、マザー基板９１
および９２の貼り合わせ面に達した状態になることにより、貼り合わせマザー基板９０は
、主スクライブラインＭＳに沿って分断される。
【０１７６】
　補助スクライブラインＳＳは、主スクライブラインＭＳに対して、０．５ｍｍ～１．０
ｍｍ程度の間隔をあけて形成することが好ましい。主スクライブラインＭＳに対する補助
スクライブラインＳＳの間隔が０．５ｍｍよりも小さい場合には、主スクライブラインＭ
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Ｓを形成する垂直クラックＶｍの表面側部分に対して大きな圧縮力が作用し、垂直クラッ
クＶｍの表面側端部に欠け等の損傷が生じるおそれがある。反対に、その間隔が１．０ｍ
ｍよりも大きくなると、主スクライブラインＭＳの垂直クラックＶｍにおける表面側部分
に作用する圧縮力が十分ではなく、垂直クラックＶｍが、マザー基板９１および９２の貼
り合わせ面にまで達しないおそれがある。
【０１７７】
　上述のように、主スクライブラインＭＳと補助スクライブラインＳＳの二重のスクライ
ブラインを所定の間隔で形成することにより、貼り合わせマザー基板９０から複数の表示
パネルが分断される。
【０１７８】
　図２３はこのような主スクライブラインＭＳと補助スクライブラインＳＳの二重のスク
ライブラインを用いて貼り合わせマザー基板９０からパネル基板９０ａに分断するスクラ
イブパターンを説明する図である。上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０の
それぞれのカッターホイール６２ａが、貼り合わせマザー基板９０における基板搬出側の
２つのパネル基板９０ａの基板搬出側の側縁に沿った状態とされ、二重のスクライブライ
ン（主スクライブラインＭＳ１と補助スクライブラインＳＳ１）が２つのパネル基板９０
ａの基板搬出側の側縁に沿って形成される。
【０１７９】
　その後、貼り合わせマザー基板９０における基板搬出側の２つのパネル基板９０ａにお
ける基板搬入側の各側縁に沿って主スクライブラインＭＳ２と補助スクライブラインＳＳ
２が形成される。貼り合わせマザー基板９０における基板搬出側の２つのパネル基板９０
ａにおける基板搬出側および基板搬入側の各側縁が分断された状態になると、各カッター
ホイール６２ａが、貼り合わせマザー基板９０の基板搬出側に位置する側縁部上に位置す
るように、貼り合わせマザー基板９０を保持したクランプ装置５０が基板搬出側にスライ
ドされる。そして、上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０のカッターホイー
ル６２ａが、メインフレーム１１のフレーム１１Ａに近接する基板搬出側のパネル基板９
０ａにおけるそのメインフレーム１１に近接した側縁の延長線上に位置するように、上部
基板分断装置６０および下部基板分断装置７０が、上側ガイドレール３１および下側ガイ
ドレール３２に沿ってスライドされる。そして、その側縁の延長線上に沿って、二重のス
クライブライン（主スクライブラインＭＳ３と補助スクライブラインＳＳ３）が形成され
、メインフレーム１１のフレーム１１Ａに近接する基板搬出側のパネル基板９０ａにおけ
るそのフレーム１１Ａに近接した側縁が分断された状態になる。
【０１８０】
　以後、同様にして、フレーム１１Ａと平行に二重のスクライブライン（主スクライブラ
インＭＳ４～ＭＳ６と補助スクライブラインＳＳ４～ＳＳ６）をそれぞれ形成することに
より、基板搬出側に位置する各パネル基板９０ａのフレーム１１Ａに沿った方向の側縁を
それぞれ分断する。
【０１８１】
　その後、上側ガイドレール３１および下側ガイドレール３２に沿った他の２列の２つの
パネル基板９０ａについても、パネル基板９０ａの側縁に沿って二重のスクライブライン
（主スクライブラインＭＳ７～ＭＳ１２と補助スクライブラインＳＳ７～ＳＳ１２）を形
成することにより、各パネル基板９０ａの側縁が分断される。
【０１８２】
　上述の説明においては、二重のスクライブラインを、それぞれ個別に形成する場合を一
例として説明したが、この方法に限定されるものではない。すなわち、各パネル９０ａの
側縁に沿って二重のスクライブラインが形成されていればよく、例えば、一本のスクライ
ブラインで各パネル基板９０ａの側縁において二重のスクライブラインを形成してもよい
。
【０１８３】
　図２４は、主スクライブラインＭＳと補助スクライブラインＳＳの二重のスクライブラ
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インを用いて貼り合わせマザー基板９０からパネル基板９０ａを分断するスクライブパタ
ーンを説明する平面図である。この例では、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１
および９２は、第１～第８の分断予定ラインＤ１～Ｄ８に沿って、その順番に分断される
ことによって、２行×２列の４つのパネル基板９０ａとされる。
【０１８４】
　第１分断予定ラインＤ１は、第１行の２つのパネル基板９０ａにおける行方向（横方向
）に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板９０の行方向に沿った一方の側縁
に対して一定の間隔が設けられている。第２分断予定ラインＤ２は、第１行の２つの分断
基板９０ａにおける第２行のパネル基板９０ａに近接した側縁に対応している。第３分断
予定ラインＤ３は、第２行の２つのパネル基板９０ａにおける第１行のパネル基板９０ａ
に近接した側縁に対応しており、第２分断予定ラインＤ２とは、２～４ｍｍの間隔があけ
られている。第４分断予定ラインＤ４は、第２行の２つのパネル基板９０ａにおける行方
向（横方向）に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板９０の行方向に沿った
他方の側縁に対して一定の間隔が設けられている。
【０１８５】
　第５分断予定ラインＤ５は、第１列の２つのパネル基板９０ａにおける列方向（縦方向
）に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板９０の列方向に沿った一方の側縁
に対して一定の間隔が設けられている。第６分断予定ラインＤ６は、第１列の２つのパネ
ル基板９０ａにおける第２列のパネル基板９０ａに近接した側縁に対応している。第７分
断予定ラインＤ７は、第２列の２つのパネル基板９０ａにおける第１列のパネル基板９０
ａに近接した側縁に対応しており、第６分断予定ラインＤ６とは、２～４ｍｍの間隔が開
けられている。第８分断予定ラインＤ８は、第２列の２つのパネル基板９０ａにおける列
方向（縦方向）に沿った側縁に対応しており、貼り合わせマザー基板９０の列方向に沿っ
た他方の側縁に対して一定の間隔が設けられている。
【０１８６】
　このような貼り合わせマザー基板９０を分断する際には、まず、貼り合わせマザー基板
９０に対して、例えば、カッターホイール６２ａを、第１～第４分断予定ラインＤ１～Ｄ
４に沿って、その順番で、圧接状態で転動させる。これにより、貼り合わせマザー基板９
０の上下のマザー基板９１および９２の表面からマザー基板９１および９２のそれぞれの
厚みの９０％以上の深さの垂直クラックによる第１～第４の主クライブラインＭＳ１３～
ＭＳ１６がそれぞれ形成される。
【０１８７】
　このような状態になると、第５分断予定ラインＤ５に沿って、カッターホイール６２ａ
を圧接状態で転動させる。これにより、第５の分断予定ラインＤ５に沿って、第５の主ス
クライブラインＭＳ１７がそれぞれ形成される。
【０１８８】
　以後、同様にして、第６～第８分断予定ラインＤ６～Ｄ８に沿って、カッターホイール
６２ａを、順番に、圧接状態で転動させて、第６～第８の分断予定ラインＤ６～Ｄ８に沿
って、第６～第８の主スクライブラインＭＳ１８～ＭＳ２０を、その順番で、それぞれ形
成する。
【０１８９】
　このようにして、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０が形成されると
、第１の主スクライブラインＭＳ１３に対してパネル基板９０ａとは反対側の貼り合わせ
マザー基板９０の側縁部において、第１の主スクライブラインＭＳ１３に対して０．５～
１．０ｍｍ程度の間隔をあけて、カッターホイール６２ａを圧接状態で転動させることに
よって、第１の補助スクライブラインＳＳ１３を第１の主スクライブラインＭＳ１３に沿
って形成する。これにより、第１の主スクライブラインＭＳ１３における垂直クラックが
、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の貼り合わせ面に向かって伸展
し、マザー基板９１および９２の貼り合わせ面に達する。この作用が第１の主スクライブ
ラインＭＳ１３の全体にわたり起こることによって、第１の主スクライブラインＭＳ１３
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に沿って貼り合わせマザー基板９０が分断される。
【０１９０】
　次に、第２の主スクライブラインＭＳ１４に対してパネル基板９０ａとは反対側の領域
に、第２の主スクライブラインＭＳ１４に対して０．５～１．０ｍｍ程度の間隔をあけて
、カッターホイール６２ａによって、第２の補助スクライブラインＳＳ１４を第２の主ス
クライブラインＭＳ１４に沿って形成する。これにより、第２の主スクライブラインＭＳ
１４における垂直クラックが、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の
表面から貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の貼り合わせ面に達する
ように伸展し、第２の主スクライブラインＭＳ１４の全体にわたって垂直クラックがマザ
ー基板９１および９２の貼り合わせ面に達することによって、貼り合わせマザー基板９０
が第２の主スクライブラインＭＳ１４に沿って分断される。
【０１９１】
　第３の主スクライブラインＭＳ１５および第４の主スクライブラインＭＳ１６に沿って
、パネル基板９０ａ側とは反対側に第３の補助スクライブラインＳＳ１５および第４の補
助スクライブラインＳＳ１６をそれぞれ形成することにより、第３の主スクライブライン
ＭＳ１５および第４の主スクライブラインＭＳ１６に沿って、貼り合わせマザー基板９０
が順次分断される。
【０１９２】
　その後、第５の主スクライブラインＭＳ１７～第８の主スクライブラインＭＳ２０に沿
って、パネル基板９０ａ側とは反対側に第５の補助スクライブラインＳＳ１７～第８の補
助スクライブラインＳＳ２０を第１の主スクライブラインＭＳ１３と第２の主スクライブ
ラインＭＳ１４との間、第３の主スクライブラインＭＳ１５と第４の主スクライブライン
ＭＳ１６との間にそれぞれ形成することにより、第５の主スクライブラインＭＳ１７～第
８の主スクライブラインＭＳ２０に沿って、貼り合わせマザー基板９０が分断され、不要
部分が除去されて４つのパネル基板９０ａが得られる。
【０１９３】
　なお、この場合には、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０は、貼り合
わせマザー基板９０の端面間、すなわち、貼り合わせマザー基板９０の一方の端面から対
向する他方の端面にわたって形成された分断予定ラインＤ１～Ｄ８の全体にわたって形成
されており、また、第１～第８の補助スクライブラインＳＳ１３～ＳＳ２０は、貼り合わ
せマザー基板９０の端面または分断された一方の分断面から対向する他方の端面または他
方の分断面間にわたってそれぞれ形成されている。
【０１９４】
　このように、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０を、貼り合わせマザ
ー基板９０の端面間に形成される分断予定ラインＤ１～Ｄ８の全体にわたって形成し、第
１～第４の補助スクライブラインＳＳ１３～ＳＳ１６を貼り合わせマザー基板９０の一方
の端面から対向する他方の端面にわたってそれぞれ形成し、第５～第８の補助スクライブ
ラインＳＳ１７～ＳＳ２０を貼り合わせマザー基板９０の一方の分断面から対向する他方
の分断面にわたってそれぞれ形成する方法に限らない。図２５に示すように、マザーガラ
ス基板１０の一方の端面から０．２～０．５ｍｍ程度の適当な間隔をあけた位置を、第１
～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０の開始位置とし、同様に、他方の端面に
対して０．２～０．５ｍｍ程度の手前の位置を、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１
３～ＭＳ２０の終点位置とするようにしてもよい。
【０１９５】
　この場合には、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０を形成するために
、カッターホイール６２ａを貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２にそ
れぞれ圧接させ転動させてスクライブを実施すると、垂直クラックが、スクライブ開始位
置に対してスクライブ方向の前後方向に伸展するために、形成される第１～第８の主スク
ライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０は、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および
９２の一方の端面に達する。
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【０１９６】
　同様に、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０のスクライブ終了位置が
、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の他方の端面の手前であっても
、マザー基板９１および９２の垂直クラックが、スクライブ方向に伸展するために、形成
される第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０は、マザー基板９１および９
２の他方の端面に達する。
【０１９７】
　このことから、第１～第８の補助スクライブラインＳＳ１３～ＳＳ２０も、マザー基板
９０および９１の一方の端面または分断された一方の分断面から対向する他方の端面また
は分断面間にわたってそれぞれ形成する必要がなく、図２５に示すように、貼り合わせマ
ザー基板９０のマザー基板９１および９２の一方の端面または分断された一方の分断面か
ら０．２～０．５ｍｍ程度の適当な間隔をあけた位置を、第１～第８の補助スクライブラ
インＳＳ１３～ＳＳ２０の開始位置とし、同様に、他方の端面または分断面に対して０．
２～０．５ｍｍ程度の手前の位置を、第１～第８の補助スクライブラインＳＳ１３～ＳＳ
２０の終点位置とするようにしてもよい。
【０１９８】
　さらには、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ２０と第１～第８の補助ス
クライブラインＳＳ１３～ＳＳ２０のいずれか一方を、貼り合わせマザー基板のマザー基
板９１および９２の一方の端面または一方の分断面からマザー基板９１および９２の他方
の端面または他方の分断面にわたって形成して、第１～第８の主スクライブラインＭＳ１
３～ＭＳ２０と第１～第８の補助スクライブラインＳＳ１３～ＳＳ２０のいずれか他方を
、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の一方の端面または一方の分断
面とは適当に離れた位置から他方の端面またはマザー基板９１および９２の他方の分断面
の手前にわたって形成するようにしてもよい。
【０１９９】
　図２６は、貼り合わせ基板９０からパネル基板９０ａを分断する別のスクライブパター
ンを説明する平面図である。このスクライブ方法では、貼り合わせマザー基板９０におけ
る横方向に沿った第１および第２の分断予定ラインＤ１およびＤ２に沿って第１および第
２の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ１４を、それぞれ、カッターホイール６２ａ
によって、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の表面からマザー基板
９１および９２のそれぞれの厚さの９０％以上に達する垂直クラックによって形成する。
その後、第１および第２の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ１４の間の領域におい
て、縦方向に沿った第５分断予定ラインＤ５に沿って第５の主スクライブラインＭＳ１７
を、カッターホイール６２ａによって形成するとともに、その第５の主スクライブライン
ＭＳ１７に対して、０．５～１．０ｍｍ程度間隔をあけて、パネル基板９０ａ側とは反対
側に第５の補助スクライブラインＳＳ１７を形成する。
【０２００】
　この場合、第５の主スクライブラインＭＳ１７および第５補助スクライブラインＳＳ１
７、すでに形成されている第１および第２の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ１４
とそれぞれ交差し、第５の主スクライブラインＭＳ１７および第５の補助スクライブライ
ンＳＳ１７は１回のスクライブで連続して形成されるように第５の主スクライブライン１
７は第２の主スクライブラインＭＳ１４を越えた後、１８０度反転して、第５の補助スク
ライブラインＳＳ１７が形成される。
【０２０１】
　以後、同様に、第１および第２の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ１４の間の領
域において、第６の分断予定ラインＤ８に沿って第６の主スクライブラインＭＳ１８を、
カッターホイール６２ａによって形成するとともに、反転後、連続して、パネル基板９０
ａ側とは反対側に第６の補助スクライブラインＳＳ１８を形成し、さらには、第７の主ス
クライブラインＭＳ１９および第７の補助スクライブラインＳＳ１９、第８の主スクライ
ブラインＭＳ２０および第８の補助スクライブラインＳＳ２０を、同様にして順番に形成
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する。第５乃至第８の主スクライブラインＭＳ１７～ＭＳ２０と第５乃至第８の補助スク
ライブラインＳＳ１７～ＳＳ２０が、第１および第２の主スクライブラインＭＳ１３およ
びＭＳ１４を通過することで、第１および第２の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ
１４をそれぞれ形成する垂直クラックが、第１および第２の主スクライブラインＭＳ１３
およびＭＳ１４の全体にわたって貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２
の貼り合わせ面にまで確実に達する。このため、第１および第２の主スクライブラインＭ
Ｓ１３およびＭＳ１４に沿って貼り合わせマザー基板９０が確実に分断されるとともに、
一対のパネル基板９０ａが得られる。
【０２０２】
　この時点における一対のパネル基板９０ａに分断される前、貼り合わせマザー基板９０
の未分断の領域を第２基板部分９０ｃとする。
【０２０３】
　次に、第２の主スクライブラインＭＳ１４によって分断された第２基板部分９０ｃを、
図２６（ｂ）に示すように、貼り合わせマザー基板９０における横方向に沿った第３およ
び第４分断予定ラインＤ３およびＤ４に沿ってカッターホイール６２ａを圧接転動させて
、貼り合わせマザー基板９０のマザー基板９１および９２の表面からマザー基板９１およ
び９２のそれぞれの厚さの９０％以上に達する垂直クラックによる第３および第４の主ス
クライブラインＭＳ１５およびＭＳ１６をそれぞれ形成する。その後、第３および第４の
主スクライブラインＭＳ１５およびＭＳ１６の間の領域において、縦方向に沿った第９分
断予定ラインＤ９に沿った第９の主スクライブラインＭＳ２１および第５の補助スクライ
ブラインＳＳ２１、第１０分断予定ラインＤ１０に沿った第１０の主スクライブラインＭ
Ｓ２２および第１０の補助スクライブラインＳＳ２２、第１１分断予定ラインＤ１１に沿
った第１１の主スクライブラインＭＳ２３および第１１の補助スクライブラインＳＳ２３
、第１２分断予定ラインＤ１２に沿った第１２の主スクライブラインＭＳ２４および第１
２の補助スクライブラインＳＳ２４を、それぞれ、第３および第４の主スクライブライン
ＭＳ１５およびＭＳ１６と交差するように、パネル基板９０ａの外側に順番に形成する。
これにより、第２基板部分９０ｃが分断されて、一対のパネル基板９０ａが分断される。
【０２０４】
　なお、第５～第１２の各補助スクライブラインＳＳ２１～ＳＳ２４は、第１および第３
の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ１５と交差させる必要がなく、例えば、図２７
に示すように、第１および第３の主スクライブラインＭＳ１３およびＭＳ１５に対して、
０．２～０．５ｍｍ程度手前の位置を第５～第１２の各補助スクライブラインＳＳ１７～
ＳＳ２４の終点位置としてもよい。この場合も、第５～第１２の各補助スクライブライン
ＳＳ１７～ＳＳ２４を形成する垂直クラックが、スクライブ方向に伸展する。また、第５
～第１２の各主スクライブラインＭＳ１７～ＭＳ２４は、各主スクライブラインＭＳ１７
～ＭＳ２４の全体にわたって分断された状態になる。
【０２０５】
　このように、スクライブライン同士を相互に交差させて、基板を分断させる場合には、
図２８に示すように、貼り合わせマザー基板９０に、第１～第４の各分断予定ラインＤ１
～Ｄ４に沿って、主スクライブラインＭＳ１３～ＭＳ１６をそれぞれ形成した後に、第１
主スクライブラインＭＳ１３と第４主スクライブラインＭＳ１６とにそれぞれ交差するよ
うに、第５の主スクライブラインＭＳ１７および第５の補助スクライブラインＳＳ１７、
第６の主スクライブラインＭＳ１８および第６の補助スクライブラインＳＳ１８、第７の
主スクライブラインＭＳ１９および第７の補助スクライブラインＳＳ１９、第８の主スク
ライブラインＭＳ２０および第８の補助スクライブラインＳＳ２０を、主スクライブライ
ンと補助スクライブラインが１回のスクライブで連続して形成されるように第４の主スク
ライブラインＭＳ１６を越えた後、１８０度反転して連続して形成するようにしてもよい
。
【０２０６】
　図２９は、主スクライブラインＭＳと補助スクライブラインＳＳの二重のスクライブラ
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インを用いて貼り合わせ基板９０から表示パネル９０ａを分断するスクライブパターンを
説明する概略平面図である。まず、図１８に示すスクライブ方法によって、パネル基板９
０ａに対してスクライブ予定ラインＳ１～Ｓ４に沿った４本のスクライブライン（以下、
パネル基板９０ａの全周にわたる４本の直線状のスクライブラインを主スクライブライン
ＤＳ１とする）を形成する。その後に、この主スクライブラインＤＳ１に対して、パネル
基板９０ａの外側に、０．５ｍｍ～１ｍｍ程度の間隔をあけて、主スクライブラインＤＳ
１とは平行に４本の直線状のサブスクライブラインＤＳ２を形成する。
【０２０７】
　このように、主スクライブラインＤＳ１に対して０．５ｍｍ～１ｍｍ程度の間隔をあけ
てサブスクライブラインＤＳ２を形成すると、サブスクライブラインＤＳ２の形成時に貼
り合わせマザー基板９０の表面にスクライブラインの形成方向とは直交する水平方向に応
力が加わり、すでに形成されている主スクライブラインＤＳ１を形成する垂直クラックの
表面部分に圧縮力が作用する。このように、主スクライブラインＤＳ１を形成する垂直ク
ラックの表面部分に圧縮力が作用すると、垂直クラックの底部には垂直クラックの幅を広
げる方向に反力が作用する。これにより、垂直クラックは、貼り合わせマザー基板９０の
厚さ方向に伸展し、垂直クラックは、貼り合わせマザー基板のマザー基板９１および９２
の貼り合わせ面に到達する。
【０２０８】
　なお、この場合には、図３０に示すように、主スクライブラインＤＳ１を形成した後に
、サブスクライブラインＤＳ２を、カッターホイール６２ａを貼り合わせマザー基板９０
の表裏面から離間させることなく、主スクライブラインＤＳ１に連続して形成するように
してもよい。
【０２０９】
　さらには、図１９に示すように、スクライブ予定ラインＳ１およびＳ２に沿ってスクラ
イブラインを形成した後に、スクライブ予定ラインＳ４およびＳ２に沿ってスクライブラ
インを形成する場合にも、図３１に示すように、主スクライブラインＤＳ１を形成した後
に、サブスクライブラインＤＳ２を形成するようにしてもよい。
【０２１０】
　また、基板を分断する方法として、上述のように基板が脆性材料基板の一種であるガラ
ス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板に二重のスクライブライン形成する方法を一
例として説明したが、これに限らない。基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック
基板、およびセラミクス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には
、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、ダイヤモンド切断刃カッター等
を用いた基板の分断方法が用いられる。
【０２１１】
　さらに、基板にはマザー基板の他に、マザー基板同士を組み合わせて貼り合わせた貼り
合わせ基板、異なるマザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、マザー基板
を組み合わせて積層させた基板が含まれる。
（実施の形態２）
【０２１２】
　図３２は、本発明の基板分断システムの別の実施形態の一例を示す全体概略斜視図、図
３３はその基板分断システムの平面図、図３４はその基板分断システムの側面図である。
なお、本発明において、「基板」には、複数の基板に分断されるマザー基板を含み、また
、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板およびセラミックス基板、半導体基板、ガ
ラス基板等の脆性材料基板等の単板が含まれる。さらに、このような単板に限らず、一対
の基板同士を貼り合わせた貼り合わせ基板、一対の基板同士を積層させた積層基板も含ま
れる。
【０２１３】
　本発明の基板分断システムは、例えば、一対のガラス基板が、相互に貼り合わせられた
液晶表示装置のパネル基板（表示パネル用貼り合わせ基板）を製造する際、この基板分断
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システムによって、一対のマザーガラス基板が相互に貼り合わされた貼り合わせマザー基
板９０が、複数枚のパネル基板（表示パネル用貼り合わせ基板）に分断される。
【０２１４】
　本実施の形態２の基板分断システム２００は位置決めユニット部２２０、スクライブユ
ニット部２４０、バッファーコンベア部２６０、スチームブレイクユニット部２８０、基
板搬送ユニット部３００、パネル反転ユニット部３２０、パネル端子分離部３４０を備え
ている。
【０２１５】
　本実施の形態２の基板分断システム２００において、位置決めユニット部２２０が配置
されている側を基板搬入側、パネル端子分離部３４０が配置されている側を基板搬出側と
して以下の説明を行う。また、本発明の基板分断システム２００において、基板が搬送さ
れていく方向（基板の流れ方向）は基板搬入側から基板搬出側に向かう＋Ｙ方向である。
また、この基板が搬送されていく方向はスクライブユニット部２４０の分断装置ガイド体
２４２に対して水平状態で直交する方向であり、分断装置ガイド体２４２はＸ方向に沿っ
て設けられる。
【０２１６】
　基板として貼り合わせマザー基板９０を分断する場合を例に挙げて以下の説明を行う。
まず、前工程の搬送装置（不図示）によって貼り合わせマザー基板９０が位置決めユニッ
ト部２２０へ搬入される。その後、位置決めユニット部２２０は、複数の基板支持ユニッ
ト２２１に設けられたベルト２２１ｅ上で貼り合わせマザー基板９０を位置決めする。
【０２１７】
　位置決めユニット部２２０は、図３５に示すように、架台２３０の上方に支柱２２８を
介してＹ方向に沿って架台２３０の一方の側縁に沿って延在するガイドバー２２６と、ガ
イドバー２２６と平行に架台２３０の他方の側縁に沿って延在するガイドバー２２７とを
備える。また、ガイドバー２２６とガイドバー２２７との間の架台２３０の基板搬入側に
は、架台２３０の上方に支柱２２８を介してＸ方向に沿って延在するガイドバー２２５を
備えている。
【０２１８】
　ガイドバー２２５とガイドバー２２６には、貼り合わせマザー基板９０を位置決めする
際に基準となる複数の基準ローラ２２３がそれぞれ設けられており、ガイドバー２２７に
は、貼り合わせマザー基板９０を位置決めする際にガイドバー２２６に備えられた基準ロ
ーラ２２３に向けて貼り合わせマザー基板９０を押し込む複数のプッシャー２２４が備え
られる。
【０２１９】
　架台２３０の上方にはガイドバー２２６とガイドバー２２７の間に所定の間隔で複数の
基板支持ベース２２１がＹ方向に沿って設けられ、それらの基板支持ベース２２１は、架
台２３０のガイドバー２２６側の上面に設けられた昇降装置２２２と架台２３０のガイド
バー２２７側の上面に設けられた昇降装置２２２に保持される。
【０２２０】
　各基板支持ユニット２２１は、Ｙ方向に沿って周回移動するベルト２２１ｅと、駆動プ
ーリ２２１ｂと、従動プーリ２２１ｃとを備えており、各駆動プーリ２２１ｂは駆動軸２
３１に結合される。駆動軸２３１はモータ２３３の回転軸と継ぎ手（不図示）で結合され
る。本発明の基板分断システム２００を制御する制御部（不図示）の指令によりモータ２
３３が駆動され、駆動軸２３１は所定の回転速度で時計方向および反時計方向に回転する
。また、駆動軸２３１の回転速度は制御部の指令により可変である。駆動軸２３１が所定
の回転速度で回転すると、各基板支持ベース２２１の各駆動プーリ２２１ｂが回転し、ベ
ルト２２１ｅはＹ方向に沿って周回移動する。従動プーリ２２１ｃは従動軸２３２に対し
て回転自在に保持されており、ベルト２２１ｅの周回移動に応じて、回転させられる。
【０２２１】
　位置決めユニット部２２０で位置決めされた貼り合わせマザー基板９０は、位置決めユ
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ニット部２２０の各基板支持ユニット２２１のベルト２２１ｅと、スクライブユニット部
２４０の第１基板支持部２４１Ａの複数の第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベ
ルトとを、同期させて同一の周回速度で基板搬出方向へ周回移動させることにより、スク
ライブユニット部２４０の第１基板支持部２４１Ａの所定位置に搬送される。このとき、
スクライブユニット部２４０のクランプ装置２５１は、貼り合わせマザー基板９０がスク
ライブユニット部へ移動できるように、第１基板支持部２４１Ａの複数の第１基板支持ユ
ニット２４４Ａのタイミングベルトの下方の所定の位置へ下降させられる。
【０２２２】
　スクライブユニット部２４０は実施の形態１の基板分断システム１から基板搬出装置８
０とスチームユニット部１６０を取り除いた構成であり、その他の機械構成については実
施の形態１と同様の構成となっている。
【０２２３】
　スクライブユニット部２４０の分断装置ガイド体２４２はＹ方向と水平状態で直交する
方向に沿って架台２５０に上方に位置するように固定される。第１基板支持部２４１Ａお
よび第２基板支持部２４１Ｂは分断装置ガイド体２４２を挟んで分断装置ガイド体２４２
の両側に位置するように２本の支柱２４６を介して架台２５０に固定される。
【０２２４】
　第１基板支持部２４１Ａおよび第２基板支持部２４１Ｂには、複数の第１基板支持ユニ
ット２４４Ａおよび複数の第２基板支持ユニット２４４Ｂをそれぞれ備えている。各第１
基板支持ユニット２４４Ａおよび各第２基板支持ユニット２４４Ｂは、それぞれ、フレー
ム２４３Ａおよび２４３Ｂに対して平行な方向（Ｙ方向）に沿った直線状に構成されてい
る。
【０２２５】
　第１基板支持部２４１Ａは、複数の第１基板支持ユニット２４４Ａを備えている。第１
基板支持ユニット２４４Ａは保持板２４５に保持され、保持板２４５が架台２５０の上面
に取り付けられて、架台２５０の上方にそれぞれ配置されている。
【０２２６】
　第１基板支持部２４１Ａに設けられた１つの各第１基板支持ユニット２４４Ａは実施の
形態１の図６に示す第１基板支持ユニット２１Ａと同様であり、各第１基板支持ユニット
２４４Ａに備えられたタイミングベルトは第１基板支持部２４１Ａに備えられたモータが
駆動軸を回転させることにより周回移動させられる。
【０２２７】
　第１基板支持ユニット２４４Ａは所定の間隔を設けて複数台配置され、各第１基板支持
ユニット２４４Ａに備えられたタイミングベルトは、本発明の基板分断システム２００を
制御する制御部（図示せず）がモータの回転軸の回転速度と回転方向を指令して制御する
ことにより、所定の周回移動速度で時計回りまたは反時計回りに周回移動する。また、そ
の周回移動速度は可変である。
【０２２８】
　第２基板支持部２４１Ｂは、複数の第２基板支持ユニット２４４Ｂを備えている。第２
基板支持ユニット２４４Ｂは第１基板支持ユニット２４４Ａの構造と同様であり、分断装
置ガイド体２４２に対して対称に、Ｙ方向の取付け方向が逆になるように保持板２４５保
持され、保持板２４５が架台２５０の上面に取り付けられて、架台２５０の上方にそれぞ
れ配置されている。
【０２２９】
　架台２５０の上方には、第１基板支持部２４１Ａに支持された貼り合わせマザー基板９
０をクランプするクランプ装置２５１が設けられている。たとえば、クランプ装置２５１
は、図３２に示すように、貼り合わせマザー基板９０における基板搬入側の側縁部をクラ
ンプするために、フレーム２４３Ｂとは直交する方向に沿って一定の間隔をあけて配置さ
れる。
【０２３０】
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　それぞれのクランプ装置２５１の構成は図２の実施の形態１のクランプ装置５０と同様
であり、貼り合わせマザー基板９０の側縁部をクランプするクランプ具５１を備えており
、クランプ具５１は移動ベース５７に取り付けられたシリンダー５５のロッド５６に接合
された保持部材５８に取付られ、シリンダー５５の駆動により昇降させられる。
【０２３１】
　貼り合わせマザー基板９０が位置決めユニット部２２０からスクライブユニット部２４
０に移送される際、クランプ装置２５１のクランプ具５１はシリンダー５５により、第１
基板支持部２４１Ａの複数の第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトの下方の
所定の位置へ下降させられる。
【０２３２】
　また、各クランプ装置２５１は実施の形態１と同様の移動機構により、所定の間隔を設
けて配置された複数台の第１基板支持ユニット２４４Ａの両側におけるそれぞれ２台の第
１基板支持ユニット２４４Ａの間をＹ方向に沿ってスライドさせられる。
【０２３３】
　各クランプ装置２５１のクランプ具の動作は、実施の形態１の図１０および図１１で説
明した動作と同様であるため、ここではその動作の説明を省略する。
【０２３４】
　また、クランプ装置２５１の配置が、貼り合わせマザー基板９０における基板搬入側の
側縁部をクランプするために、フレーム２４３Ｂとは直交する方向に沿って一定の間隔を
あけ備える場合に限らず、フレームＡおよび／またはフレーム２４３Ｂにのみクランプ装
置２５１を備える場合であっても、貼り合わせマザー基板９０は損傷を受けることなく保
持される。
【０２３５】
　上記のクランプ装置２５１は、本発明の基板分断システムに用いられる一例を示したも
のであり、これに限定されるものではない。すなわち、貼り合わせマザー基板９０におけ
る側縁部を把持または保持する構成のものであればよい。また、例えば基板サイズが小さ
い場合には、基板の側縁部の１箇所をクランプすることにより基板が保持され、基板に不
具合を生じさせることなく基板を分断することができる。
【０２３６】
　分断装置ガイド体２４２における上側ガイドレール２５２には、実施の形態１の図３に
示す上部基板分断装置６０が取り付けられており、また、下側ガイドレール２５３には、
実施の形態１の図４に示す上部基板分断装置６０と同様の構成であって、上下を反転した
状態の下部基板分断装置７０が取り付けられている。上部基板分断装置６０および下部基
板分断装置７０は、それぞれ、リニアモータによって、上側ガイドレール２５２および下
側ガイドレール２５３に沿ってスライドするようになっている。
【０２３７】
　例えば、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０には、実施の形態１の図３お
よび図４で示されるものと同様の貼り合わせマザー基板９０をスクライブするカッターホ
イール６２ａがチップホルダ６２ｂに回転自在に取り付けられており、さらに、チップホ
ルダ６２ｂはクランプ装置２５１によって保持された貼り合わせマザー基板９０の表裏面
に対して垂直方向を軸として回転自在にカッターヘッド６２ｃに取り付けられている。そ
して、カッターヘッド６２ｃは図示しない駆動手段により貼り合わせマザー基板９０の表
裏面に対して垂直方向に沿って移動自在になっており、カッターホイール６２ａには、図
示しない付勢手段により、適宜、荷重がかけられるようになっている。
【０２３８】
　チップホルダ６２ｂに保持されたカッターホイール６２ａとしては、例えば、特開平９
－１８８５３４号公報に開示されているように、幅方向の中央部が鈍角のＶ字状になるよ
うに突出した刃先を有しており、その刃先に、所定の高さの突起が刃先稜線に所定のピッ
チで形成されているものが用いられる。
【０２３９】
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　下側ガイドレール２５３に設けられた下部基板分断装置７０は、上部基板分断装置６０
と同様の構成になっており、上部基板分断装置６０とは上下を反転した状態で、そのカッ
ターホイール６２ａ（図４参照）が、上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａと
対向するように配置されている。
【０２４０】
　上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａは、上述した付勢手段とカッターヘッ
ド６２ｃの移動手段とにより、貼り合わせマザー基板９０の表面に圧接され、下部基板分
断装置７０のカッターホイール６２ａも、上述の付勢手段とカッターヘッド６２ｃの移動
手段とにより、貼り合わせマザー基板９０の裏面に圧接される。そして、上部基板分断装
置６０と下部基板分断装置７０とを同時に同一の方向へ移動させることにより、貼り合わ
せマザー基板９０は分断されていく。
【０２４１】
　このカッターホイール６２ａはＷＯ ０３/０１１７７７に開示されているサーボモータ
を用いたカッターヘッド６５に回転自在に支持されることが望ましい。
【０２４２】
　サーボモータを用いたカッターヘッド６５の一例として、図１２は、カッターヘッド６
５の側面図を示し、図１３にその主要部の正面図を示す。一対の側壁６５ａ間にサーボモ
ータ６５ｂが倒立状態で保持され、その側壁６５ａの下部には、側方から見てＬ字状のホ
ルダー保持具６５ｃが支軸６５ｄを通じて回動自在に設けられている。そのホルダー保持
具６５ｃの前方(図１３中、右方向)には、軸６５ｅを介してカッターホイール６２ａを回
転自在に支持するチップホルダ６２ｂが取り付けられている。サーボモータ６５ｂの回転
軸と支軸６５ｄとには、平傘歯車６５ｆが互いにかみ合うように装着されている。これに
より、サーボモータ６５ｂに正逆回転により、ホルダー保持具６５ｃは支軸６５ｄを支点
として俯仰動作を行ない、カッターホイール６２ａが上下動する。このカッターへッド６
５自体は、上部基板分断装置６０と下部基板分断装置７０に備えられる。
【０２４３】
　図１４はサーボモータを用いたカッターヘッドの別の一例を示す正面図であり、サーボ
モータ６５ｂの回転軸をホルダー保持具６５ｃに直結したものである。
【０２４４】
　図１２及び図１４のカッターヘッドはサーボモータを位置制御により回転させることで
、カッターホイール６２ａを昇降させて位置決めする。これらのカッターヘッドはカッタ
ーヘッドを水平方向へ移動させて貼り合わせマザー基板９０にスクライブラインを形成す
るスクライブ動作中に、予めサーボモータ６５ｂ設定されたカッターホイール６２ａの位
置がズレたときに、その設定位置へ戻すように働く回転トルクを制限して脆性材料基板に
対するスクライブ圧をカッターホイール６２ａ伝達するようになっている。すなわち、サ
ーボモータ６５ｂはカッターホイール６２ａの鉛直方向の位置を制御するとともに、カッ
ターホイール６２ａに対する付勢手段となる。
【０２４５】
　上述したサーボモータを用いたカッターヘッドを用いることで、貼り合わせマザー基板
９０をスクライブする時に、カッターホイールが受ける抵抗力の変動によるスクライブ圧
の変化に瞬時に対応してサーボモータの回転トルクが修正されるため、安定したスクライ
ブが実施でき、品質のよいスクライブラインを形成することができる。
【０２４６】
　尚、貼り合わせマザー基板９０をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカッ
ターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り合
わせマザー基板９０への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドも本発
明の基板分断システムのマザー基板の分断に有効に適用される。
【０２４７】
　尚、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０は上記の構成に限るものではない
。すなわち、基板の表裏面を加工して基板を分断させる構成の装置であればよい。
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【０２４８】
　例えば、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０がレーザ光、ダイシングソー
、カッティングソー、ダイヤモンド切断刃カッター等を用いてマザー基板を分断させる装
置であってもよい。マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基板、および
セラミックス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板である場合には、例えばレ
ーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、ダイヤモンド切断刃カッター等を用いてマ
ザー基板を分断する基板分断装置が用いられる。
【０２４９】
　さらに、一対のマザー基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板、異なるマザー基板を
組み合わせて貼り合わせた貼り合わせマザー基板、複数のマザー基板同士を組み合わせて
積層させた基板を分断する場合にも、上述のマザー基板を分断するものと同様の基板分断
装置が用いられる。
【０２５０】
　また、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０には基板の分断を補助する分断
補助手段を備えていてもよい。分断補助手段としては、例えば、ローラなどを基板に押圧
させたり、圧縮空気を基板に向けて噴射させたり、レーザを基板に照射するか、熱風など
を基板に吹きかけて基板を温める（熱する）ものが一例として挙げられる。
【０２５１】
　さらに、上述の説明においては、上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０が同
一の構成である場合を説明したが、基板の分断パターンや基板の分断条件により異なる構
成の装置であってもよい。
【０２５２】
　バッファーコンベア部２６０はスクライブユニット部２４０の分断装置ガイド体２４２
の上部基板分断装置６０及び下部基板分断装置７０によって貼り合わせマザー基板９０が
スクライブされた後、クランプ装置２５１による貼り合わせマザー基板９０のクランプ（
保持）が解除されて、第２基板支持部２４１Ｂの複数の第２基板支持ユニット２４４Ｂに
載置されたスクライブ加工済みの貼り合わせガラス基板９０をスチームブレイクユニット
部２８０へ搬送する装置である。
【０２５３】
　バッファーコンベア部２６０は例えば、スクライブユニット部２４０第１基板支持部２
４１Ａと同様の構造または、織り布、金属、ゴム製の平ベルトを本発明の基板分断システ
ム２００の制御部によりモータを駆動させて、Ｙ方向に沿って周回移動させる構造となっ
ている（図３２では平ベルトとなっている）。
【０２５４】
　スクライブユニット部２４０の第２基板保持部２４１Ｂの複数の第２基板支持ユニット
２４４Ｂの各タイミングベルトと、バッファーコンベア部２６０のベルト２６１とを同期
して同一速度で基板搬出方向へ周回移動させることで、第２基板支持部２４１Ｂの複数の
第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルト上に載置されたスクライブ加工済みの
貼り合わせガラス基板９０は、バッファーコンベア部２６０のベルト２６１上に移送され
る。
【０２５５】
　バッファーコンベア部２６０のベルト２６１上に移送されたスクライブ加工済みの貼り
合わせガラス基板９０は、バッファーコンベア部２６０のベルト２６１とスチームブレイ
クユニット部２８０の基板搬出側に備えられたベルトコンベア２８５のベルトを同期して
同一速度で基板搬出方向へ周回移動させることで、スチームブレイクユニット部２８０へ
搬送される。
【０２５６】
　スチームブレイクユニット部２８０はＹ方向に沿って移動せず、固定であること以外は
、実施の形態１の図８に示すスチームユニット部１６０と同様の構成である。
【０２５７】
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　スチームブレイクユニット部２８０は貼り合わせマザー基板９０の上側のマザー基板９
１に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット２８４を取り付ける上側スチームユニッ
ト取付けバー２８１と、貼り合わせマザー基板９０の下側のマザー基板９２に蒸気を吹き
付ける複数個のスチームユニット２８４を取り付ける下側スチームユニット取付けバー２
８２とが、分断装置ガイド体２４２と平行にＸ方向に沿って支柱２８３に取り付けられて
いる。
【０２５８】
　スクライブユニット部２４０のフレーム２４３Ａおよび２４３Ｂ側のそれぞれの支柱２
８３は、それぞれ架台２７０の上面に接合されている。また、スチームブレイクユニット
部２８０の基板搬出側には、スチームユニット２８４から貼り合わせマザー基板９０の表
裏面に蒸気を噴射させた後、完全に分断された貼り合わせマザー基板９０を支持して搬送
する例えばシート状のベルトが周回移動するベルトコンベア２８５が備えられる。
【０２５９】
　尚、スチームブレイクユニット部２８０の基板搬出側に備えられたベルトコンベア２８
５の周回移動速度は、バッファーコンベア部２６０のベルトの周回移動速度とほぼ同一に
設定され同期して移動する。
【０２６０】
　スチームブレイクユニット部２８０は、実施の形態１の図８に示すスチームユニット部
１６０と同様の構成をしており、複数個のスチームユニット２８４が上側スチームユニッ
ト取付けバー２８１に取り付けられ、複数個のスチームユニット２８４が上側の複数のス
チームユニット２８４対して間隙ＧＡを開けて下側スチームユニット取付けバー２８２に
取り付けられる。尚間隙ＧＡは貼り合わせマザー基板９０がその間隙ＧＡを通過するよう
に調整される。
【０２６１】
　スチームユニット２８４の構造は、実施の形態１の図９に示すスチームユニット部１６
０と同様の構造であり、スチームユニット２８４はそのほぼ全体がアルミ材質で構成され
ており、鉛直方向に複数本のヒーター１６１ａが埋め込まれている。自動操作で開閉する
開閉弁（不図示）が開くと水が水供給口１６１ｂからスチームユニット２８４内に流入し
、ヒーター１６１ａで熱せられて、供給された水が気化して蒸気となる。その蒸気が導通
孔１６１ｃを通って噴出口１６１ｄからマザー基板の表面へ向けて吹き付けられる。
【０２６２】
　また、上側スチームユニット取付けバー２８１の基板搬出側には、マザー基板９０の上
面に蒸気が吹き付けられた後、マザー基板９０の表面に残った水分を除去するためのエア
ーナイフ２８６が備えられている。
【０２６３】
　尚、下側スチームユニット取付けバー２８２にも上側スチームユニット取付けバー２８
２取り付けられるものと同様のスチームユニット２８４とエアーナイフ２８６が備えられ
る。
【０２６４】
　第２基板支持ユニットに載せられたスクライブ済みの貼り合わせマザー基板９０はバッ
ファーコンベア部２６０のベルト２６１上に移送された後、バッファーコンベア部２６０
のベルト２６１と、スチームブレイクユニット部２８０の基板搬出側に備えられたベルト
コンベア２８５のベルトとを同期して同一速度で基板搬出方向へ周回移動させることで、
スチームブレイクユニット部２８０を通過し、パネル基板９０ａに分断され、ベルトコン
ベア２８５に支持される状態となる。
【０２６５】
　基板搬送ユニット部３００は、スチームブレイクユニット部２８０を通過することで貼
り合わせマザー基板９０が分断され、ベルトコンベア２８５に支持される状態となった移
動中および停止中のパネル基板９０ａを取り上げて、パネル反転ユニット部３２０の反転
搬送ロボット３２１のパネル保持部３２２に載置する装置である。
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【０２６６】
　架台２７０および基板搬送ユニット部の架台３３０の上方には、貼り合わせマザー基板
９０から分断されたパネル基板を搬出する搬出ロボット３１０を基板の流れ方向であるＹ
方向と直交するスチームブレイクユニット部２８０と分断装置ガイド体２４２と平行なＸ
方向に移動可能とするための基板搬出装置用ガイド３０１が架設されている。基板搬出ユ
ニット部３００は、架台２７０および３３０の上面に支柱３０２を介してフレーム２４３
Ａ側およびフレーム２４３Ｂ側にそれぞれ設けられたガイド３０３に沿って、基板搬出装
置用ガイド３０１の両端部が支持部材３０４を介して、リニアモータによってスライドす
るようになっている。この場合のリニアモータは、それぞれのガイド３０３にそれぞれ設
けられたリニアモータの固定子内に、支持部材３０４にそれぞれ取り付けられたリニアモ
ータの可動子（図示せず）がそれぞれ挿入されて構成されている。
【０２６７】
　搬出ロボット３１０には、貼り合わせマザー基板９０から分断された各パネル基板９０
ａを吸引吸着させる吸着部（図示せず）が設けられており、吸着部によって表示パネル９
０ａが吸着された状態で、搬出ロボット３１０が、基板搬出側にスライドされることによ
り、パネル反転ユニット部３２０の反転搬送ロボット３２１のパネル保持部３２２に載置
する。
【０２６８】
　基板搬送ユニット部３００の搬出ロボット３１０の構成は実施の形態１の図５に示す搬
出ロボット１４０と同様であるので、ここでの詳細な説明は省略する。尚、搬出ロボット
３１０は基板搬出装置用ガイド３０１に取り付けられ、リニアモータまたはサーボモータ
の駆動手段と直線ガイドとを組み合わせた移動機構により基板搬出装置用ガイド３０１に
沿う方向（Ｘ方向）に移動自在となっている。
【０２６９】
　また、搬出ロボット３１０による貼り合わせマザー基板９０から分断されたパネル基板
９０ａの搬送において、分断されたパネル基板９０ａは不図示の吸引機構による吸引によ
り搬出ロボット３１０の吸着パットで保持し、搬出ロボット３１０全体が昇降機構（不図
示）により、一旦上昇した後、次工程のパネル反転ユニット部３２０の反転搬送ロボット
３２１へ搬送され、再び、昇降機構（不図示）により搬送ロボット３１０が下降し、次工
程のパネル反転ユニット部３２０の反転搬送ロボット３２１のパネル保持部３２２の所定
の位置へ予め決まられた状態で載置される。
【０２７０】
　パネル反転ユニット部３２０には反転搬送ロボット３２１が備えられ、基板搬送ユニッ
ト部３００の搬出ロボット３１０からパネル基板９０ａを受け取りパネル基板９０ａの表
裏を反転してパネル端子分離部３４０の分離テーブル３４１上に載置する。
【０２７１】
　反転搬送ロボット３２１のパネル保持部３２２は、例えば複数の吸着パットを備えてお
り、反転搬送ロボット３２１のロボット本体部３２３に対して回転自在に保持される。
【０２７２】
　反転搬送ロボット３２１によりパネル端子分離部３４０の分離テーブル３４１上に載置
されたパネル基板９０ａは、例えば挿入ロボット（不図示）により図３６に示すような分
離テーブル３４１の各側縁部付近に設けられた不要部分除去機構３４２によりパネル基板
９０ａの不要部９９をパネル基板９０ａから分離する。
【０２７３】
　不要部分除去機構３４２は、図３６に示すように、相対した一対のローラ３４２ｂをそ
れぞれ有する複数の除去ローラ部３４２ａが、分離テーブル３４１の各側縁に沿って所定
のピッチで配置されて構成されている。各除去ローラ部３４２ａに設けられた相対する各
ローラ３４２ｂは、相互に接近する方向に付勢されており、両ローラ３４２ｂの間に、挿
入ロボット（不図示）によりパネル基板９０ａの上側の基板の不要部分９９とパネル基板
９０ａの下側の側縁部が挿入される。各ローラ３４２ｂは、パネル基板９０ａの各ローラ
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３４２ｂ間への挿入方向の１方向にのみ回転し、相対する一対のローラ３４２ｂはそれぞ
れ、回転方向が逆向きの回転するように設定されている。
【０２７４】
　このような構成の実施の形態２の基板分断システムの動作について、大判のガラス板を
貼り合わせた貼り合わせ基板を分断する場合の一例を主に説明する。大判のガラス基板が
相互に貼り合わせられた貼り合わせマザー基板９０を、複数の表示パネル９０ａ（図１６
参照）に分断する際、まず、図３７に示すように、前工程の搬送装置（不図示）が実施の
形態２の位置決めユニット部２２０の複数の基板支持ベース２２１のベルト２２１ｅ上に
貼り合わせマザー基板９０が載置される。
【０２７５】
　その後、昇降装置２２２によって、貼り合わせマザー基板９０を支持した複数の基板支
持ベース２２１が本発明の基板分断システムの基板がコンベア搬送される高さへ下降する
。
【０２７６】
　図３８に示すように、貼り合わせマザー基板９０が、各基板支持ベース２２１のベルト
２２１ｅ上に載置された状態で、各基板支持ベース２２１のベルト２２１ｅが基板搬入側
へ周回移動させられ、貼り合わせマザー基板９０の基板搬入側の側縁を位置決めユニット
部２２０のガイドバー２２５に備えられている複数の基準ローラ２２３と当接させる。
【０２７７】
　貼り合わせマザー基板９０の基板搬入側の側縁を位置決めユニット部２２０のガイドバ
ー２２５に備えられている複数の基準ローラ２２３と当接させた後、位置決めユニット部
２２０のガイドバー２２７のプッシャー２２４が、ガイドバー２２６の基準ローラ２２３
に向けて貼り合わせマザー基板９０を押し込み、貼り合わせマザー基板９０のガイドバー
２２６側の側縁とガイドバー２２６に備えられた基準ローラ２２３と当接させることによ
り、各基板支持ベース２２１のベルト２２１ｅ上で貼り合わせマザー基板９０を位置決め
する。
【０２７８】
　その後、位置決めユニット部２２０のガイドバー２２７のプッシャー２２４によるガイ
ドバー２２６の基準ローラ２２３に向けての貼り合わせマザー基板９０の押し込み状態が
解除され、位置決めユニット部２２０で位置決めされた貼り合わせマザー基板９０は、位
置決めユニット部２２０の各基板支持ベース２２１のベルト２２１ｅと、スクライブユニ
ット部２４０の第１基板支持部２４１Ａの複数の第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミ
ングベルトとを同期させて同一の周回速度で基板搬出方向へ周回移動させることにより、
スクライブユニット部２４０の第１基板支持部２４１Ａの貼り合わせマザー基板９０をク
ランプ装置２５１で保持される位置へ移動させられた後、貼り合わせマザー基板９０の搬
入側の側縁部がクランプ装置２５１によりクランプされる。
【０２７９】
　尚、貼り合わせマザー基板９０が位置決めユニット部２２０からスクライブユニット部
２４０へ移送される際、クランプ装置２５１のクランプ具５１は、第１基板支持部２４１
Ａの複数の第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトの下方の所定の位置で待機
しており、貼り合わせマザー基板９０をクランプ装置２５１で保持される位置へ移送され
た後、クランプ具５１は上昇し、貼り合わせマザー基板９０の側縁部を把持する。
【０２８０】
　図３９に示すように、貼り合わせマザー基板９０の基板搬入側の側縁部がそれぞれクラ
ンプ装置２５１によってクランプされると、貼り合わせマザー基板９０の側縁部をクラン
プしている各クランプ具が貼り合わせマザー基板の自重によりほぼ同時に沈み込むため、
貼り合わせマザー基板９０が全ての第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトに
よって補助的に支持された状態とされる。
【０２８１】
　分断装置ガイド体２４２が、クランプ装置２５１によって水平状態にクランプされた貼
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り合わせマザー基板９０における基板搬出側の側縁部上の所定位置になるように、貼り合
わせマザー基板９０を保持した各クランプ装置２５１が基板搬出側に移動される。このと
き、各クランプ装置２５１が基板搬出側へ移動を開始するのと同時に各第１基板支持ユニ
ット２４４Ａおよび各第２基板支持ユニット２４４Ｂの各タイミングベルトが、基板搬出
方向へ各クランプ装置２５１の移動速度と同一の周回移動速度で回転させられる。また、
各クランプ装置２５１が基板搬出側へ移動を完了したとき、各第１基板支持ユニット２４
４Ａおよび各第２基板支持ユニット２４４Ｂの各タイミングベルトの周回移動が停止され
る。
【０２８２】
　分断装置ガイド体２４２に設けられた第１光学装置および第２光学装置がそれぞれの待
機位置から分断装置ガイド体２４２に沿って移動することにより、それぞれの光学装置は
貼り合わせマザー基板９０に設けられた第１アライメントマークと第２アライメントマー
クを撮像する。
【０２８３】
　貼り合わせマザー基板９０を保持する各クランプ装置２５１がスライドするとき、第１
基板支持部２４１Ａの第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトと第２基板支持
部２４１Ｂの第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルトが、各クランプ装置２５
１の移動速度と同一の周回移動速度で各クランプ装置２５１の移動方向と同一方向に回転
するので、クランプ装置２５１に保持された貼り合わせマザー基板９０は第１基板支持部
２４１Ａの第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトと、第２基板支持部２４１
Ｂの第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルトとに摺接することなく支持される
状態になる。
【０２８４】
　次に、第１アライメントマークと第２アライメントマークの撮像結果に基づいて、図示
しない演算処理装置によりクランプ装置２５１によって水平状態で支持された貼り合わせ
マザー基板９０の分断装置ガイド体２４２に沿った方向に対する傾き、分断開始位置と分
断終了位置を演算によって求め、その演算結果に基づいて、上部基板分断装置６０および
下部基板分断装置７０とともに、各クランプ装置２５１を移動させて貼り合わせマザー基
板９０を分断する（これを直線補間によるスクライブあるいは分断と呼ぶ）。
【０２８５】
　この場合、貼り合わせマザー基板９０の表面および裏面にそれぞれ対向したカッターホ
イール６２ａを、各表面および裏面にそれぞれ圧接して転動させることにより、貼り合わ
せマザー基板９０の表面および裏面にスクライブライン９５が形成される。
【０２８６】
　図４０は上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａおよび下部基板分断装置７０
のカッターホイール６２ａをそれぞれ圧接させて転動させて貼り合わせマザー基板９０か
ら４枚のパネル基板を分断させるために、４枚のパネル基板９０ａの側縁部にスクライブ
ライン９５の形成を完了した時点における、各第２基板支持部２４１Ｂが貼り合わせマザ
ー基板を支持している状態を示す図である。
【０２８７】
　貼り合わせマザー基板９０は、例えば、図４０に示すように、上側ガイドレール２５２
および下側ガイドレール２５３に沿った列方向に２つの表示パネル９０ａを、２列にわた
って分断するようになっており、貼り合わせマザー基板９０から４個の表示パネル９０ａ
を分断するために、表示パネル９０ａの側縁に沿って、上部基板分断装置６０のカッター
ホイール６２ａおよび下部基板分断装置７０のカッターホイール６２ａをそれぞれ圧接さ
せて転動させる。
【０２８８】
　この場合、上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａと、下部基板分断装置７０
のカッターホイール６２ａにより、各マザー基板における各カッターホイール６２ａの転
接部分にそれぞれ垂直クラックが生成されてスクライブライン９５が形成される。しかも
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、各カッターホイール６２ａの刃先には、周方向に所定のピッチで突起部がそれぞれ形成
されているために、各ガラス基板には、厚さ方向にガラス基板の厚さの約９０％の長さの
垂直クラックが形成される。
【０２８９】
　また、貼り合わせマザー基板９０をスクライブするダイヤモンドポイントカッターやカ
ッターホイールなどのスクライブカッターを振動させて、スクライブカッターによる貼り
合わせマザー基板９０への押圧力を周期的に変化させる機構を備えるカッターヘッドを用
いてスクライブ方法も本発明の基板分断システムの貼り合わせマザー基板の分断に有効に
適用される。
【０２９０】
　貼り合わせマザー基板９０の表裏面のスクライブ加工が完了し、図４０に示す状態にな
ると、クランプ装置２５１による貼り合わせマザー基板９０のクランプ（保持）が解除さ
れ、貼り合わせマザー基板９０が第２基板支持部２４１Ｂに載置される。
【０２９１】
　尚、上部基板分断装置６０のカッターホイール６２ａおよび下部基板分断装置７０のカ
ッターホイール６２ａをそれぞれ圧接させて転動させて貼り合わせマザー基板９０から４
枚のパネル基板を分断させるために、４枚のパネル基板９０ａの側縁部にスクライブライ
ンを形成するスクライブ方法としては、図４０で示すものとは別に実施の形態１の図１７
乃至図１９に示すスクライブ方法も本実施の形態２の基板分断システムに有効に適用する
ことができる。
【０２９２】
　スクライブユニット部２４０の分断装置ガイド体２４２の上部基板分断装置６０及び下
部基板分断装置７０によって貼り合わせマザー基板９０がスクライブされた後、クランプ
装置２５１による貼り合わせマザー基板９０のクランプ（保持）が解除されて、スクライ
ブ加工済みの貼り合わせマザー基板９０は第２基板保持部２４１Ｂの複数の第２基板支持
ユニット２４４Ｂにのみ支持された状態となる。
【０２９３】
　スクライブユニット部２４０の第２基板保持部２４１Ｂの複数の第２基板支持ユニット
２４４Ｂの各タイミングベルトと、バッファーコンベア部２６０のベルト２６１とを同期
して同一速度で基板搬出方向へ周回移動させることで、第２基板保持部２４１Ｂの複数の
第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルト上に支持されたスクライブ加工済みの
貼り合わせガラス基板９０はバッファーコンベア部２６０のベルト２６１上に移送される
。
【０２９４】
　バッファーコンベア部２６０のベルト上に移送されたスクライブ加工済みの貼り合わせ
ガラス基板９０は、バッファーコンベア部２６０のベルト２６１と、スチームブレイクユ
ニット部２８０の基板搬出側に備えられたベルトコンベア２８５のベルトとを同期して同
一速度で基板搬出方向へ周回移動させることで、スチームブレイクユニット部２８０へ搬
送される。
【０２９５】
　スチームブレイクユニット部２８０には貼り合わせマザー基板９０の上側のマザー基板
９１に蒸気を吹き付ける複数個のスチームユニット２８４を取り付ける上側スチームユニ
ット取付けバー２８１と、貼り合わせマザー基板９０の下側のマザー基板９２に蒸気を吹
き付ける複数個のスチームユニット２８４を取り付ける下側スチームユニット取付けバー
２８２とが、分断装置ガイド体２４２と平行なＸ方向に沿って支柱２８３に取り付けられ
ている。
【０２９６】
　スチームブレイクユニット部２８０の基板搬出側に備えられたベルトコンベア２８５の
周回移動速度は、バッファーコンベア部２６０のベルト２６１ｅの周回移動速度とほぼ同
一に設定され同期して周回移動させられ、スクライブ済みの貼り合わせマザー基板９０は
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スチームブレイクユニット部２８０を通過する。
【０２９７】
　また、上側スチームユニット取付けバー２８１の基板搬出側には、エアーナイフ２８６
が備えられており、下側スチームユニット取付けバー２８２にも上側スチームユニット取
付けバー２８２取り付けられるものと同様のスチームユニット２８４とエアーナイフ２８
６が備えられ、貼り合わせマザー基板９０の表裏面に蒸気が吹き付けられた後、貼り合わ
せマザー基板９０の表裏面に残った水分が完全に除去される。
【０２９８】
　第２基板支持ユニットに載せられたスクライブ済みの貼り合わせマザー基板９０はバッ
ファーコンベア部２６０のベルト上に移送された後、バッファーコンベア部２６０のベル
トとスチームブレイクユニット部２８０の基板搬出側に備えられたベルトコンベア２８５
のベルトを同期して同一速度で基板搬出方向へ周回移動させることで、スチームブレイク
ユニット部２８０を通過し、パネル基板９０ａに分断され、ベルトコンベア２８５に支持
される状態となる。
【０２９９】
　スチームブレイクユニット部２８０を通過することで貼り合わせマザー基板９０は複数
のパネル基板９０に分断され、ベルトコンベア２８５に支持される状態となった移動中お
よび停止中のパネル基板９０ａは搬出ロボット３１０により取り上げられて、パネル反転
ユニット部３２０の反転搬送ロボット３２１のパネル保持部３２２に載置される。
【０３００】
　パネル反転ユニット部３２０の反転搬送ロボット３２１は、基板搬送ユニット部の搬送
ロボット３１０からパネル基板９０ａを受け取り、パネル基板９０ａの表裏を反転してパ
ネル端子分離部３４０の分離テーブル３４１上に載置する。
【０３０１】
　反転搬送ロボット３２１によりパネル端子分離部３４０の分離テーブル３４１上に載置
されたパネル基板９０ａは、例えば挿入ロボット（不図示）により図４０に示すような分
離テーブル３４１の各側縁部付近に設けられた不要部分除去機構３４２によりパネル基板
９０ａの不要部９９をパネル基板９０ａから分離される。
【０３０２】
　尚、分断装置ガイド体２４２の上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０によ
るスクライブ方法に実施の形態１の図２２乃至図３１で示すスクライブ方法を用いること
により、スチームブレイクユニット部２８０による貼り合わせマザー基板９０の分断工程
を省略することができる。
【０３０３】
　また、基板を分断する方法としては、上述のようにマザー基板が脆性材料基板の一種で
あるガラス基板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板に二重のスクライブライン形成する
方法を一例として説明したが、これに限らない。マザー基板が、鋼板等の金属基板、木板
、プラスチック基板、およびセラミクス基板、ガラス基板、半導体基板等の脆性材料基板
である場合には、例えばレーザ光、ダイシングソー、カッティングソー、ダイヤモンド切
断刃カッター等を用いたマザー基板の分断方法が用いられる。
【０３０４】
　さらに、基板にはマザー基板の他に、マザー基板同士を組み合わせて貼り合わせた貼り
合わせ基板、異なるマザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、マザー基板
を組み合わせて積層させた基板が含まれる。
（実施の形態３）
【０３０５】
　図４１に示す基板製造装置８０１は、分断された基板の端面部を面取りする基板面取り
システム６００を本発明の基板分断システム１、２００のいずれか１台の基板分断システ
ムに接続させたものである。さらに、図４２に示す基板製造装置８０２および８０３は、
分断された基板のサイズ及びその表裏面と端面部の状況等を検査したり、その基板の機能
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を検査する検査システム７００を上述の基板製造装置８０１に組み込んだものである。
【０３０６】
　尚、上述の実施の形態１乃至２の基板分断システムの動作の説明においては、ガラス基
板を貼り合わせた貼り合わせマザー基板を分断する場合を一例として述べてきたが、これ
に限定されるものではない。例えば、分断される基板の種類や基板分断システムを構成す
る各装置の機能性を高めるためなどにより、上述の説明とは異なった動作を実施させる場
合もある。
【０３０７】
　これまでの実施の形態１乃至２の説明においては、主に、ガラス基板が相互に貼り合わ
された貼り合わせマザー基板を複数枚の表示パネルに分断する基板分断システムについて
説明してきたが、本発明に適用できる基板はこれに限るものではない。本発明の基板分断
システムに適用される基板には、マザー基板が鋼板等の金属基板、木板、プラスチック基
板、セラミックス基板や半導体基板並びにガラス基板等を包含する脆性材料基板等が含ま
れ、さらに、マザー基板を組み合わせて貼り合わせた貼り合わせ基板、異なるマザー基板
を組み合わせて貼り合わせた基板、マザー基板同士を組み合わせて積層させた基板が含ま
れる。
【０３０８】
　また、脆性材料基板同士を貼り合わせた貼り合わせ脆性材料基板として、ＦＰＤ（フラ
ットパネルディスプレイ）に用いられるＰＤＰ（プラズマデイスプレイ）、液晶表示パネ
ル、反射型プロジェクターパネル、透過型プロジェクターパネル、有機ＥＬ素子パネル、
ＦＥＤ（フィールドエミッションディスプレイ）等のマザー基板の分断においても、本発
明の基板分断システムが適用できる。
（実施の形態４）
【０３０９】
　本実施形態の基板分断システムでは、実施の形態２における第１基板支持部２４１Ａお
よび第２基板支持部２４１Ｂの構成のみが異なっており、その他の構成は、実施の形態２
の基板分断システムと同様になっている。図４４に示すように、本実施形態の第１基板支
持部２４１Ａは、隣接する第１基板支持ユニット２４４Ａの間に、第１基板浮上ユニット
２９Ａがそれぞれ設けられている。第１基板支持ユニット２４４Ａの構成は、実施の形態
２と同様になっている。なお、第１基板支持部２４１Ａと第２基板支持部２４１Ｂとで、
基板支持装置を構成する。
【０３１０】
　第１基板支持部２４１Ａの両側にそれぞれ配置された第１基板浮上ユニット２９Ａを除
く他の第１基板浮上ユニット２９Ａは、同様の構成になっており、図４５は、その第１基
板浮上ユニット２９Ａの平面図、図４６はその側面図、図４７はその縦断面図である。こ
の第１基板浮上ユニット２９Ａは、相互に隣接する第１基板支持ユニット２４４Ａの間に
配置された水平なテーブル２９１と、このテーブル２９１に、Ｙ方向に沿って２列に配置
された緩衝ヘッド２９２とを備えている。テーブル２９１の幅方向寸法は、相互に隣接す
る第１基板支持ユニット２４４Ａの間隔にほぼ等しくなっている。なお、第１基板支持部
２４１Ａの両側にそれぞれ配置された各第１基板浮上ユニット２９Ａは、両側にそれぞれ
配置された第１基板支持ユニット２４４Ａとの間に、クランプ装置２５１がそれぞれ通過
し得る間隙が形成されるように、テーブル２９１の幅方向寸法が短くなっている。
【０３１１】
　各緩衝ヘッド２９２は、図４７に示すように、テーブル２９１に垂直状態で上下方向へ
の移動可能に取り付けられたエアー噴出ロッド２９３と、エアー噴出ロッド２９３の上端
面に水平状態で取り付けられた円板形状の緩衝パッド２９４とをそれぞれ備えている。
【０３１２】
　エアー噴出ロッド２９３は、コイルスプリング２９６によって弾性的に傾斜自在および
昇降自在に支持されている。エアー噴出ロッド２９３の軸心部は、中空のエアー通流路に
なっており、このエアー通流路に圧縮エアーが供給される。緩衝パッド２９４の中心部に
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は、エアー通流路に供給される圧縮エアーが噴出されるエアー噴出口２９５がそれぞれ形
成されており、エアー噴出口２９５から噴出される圧縮エアーによって、その上方に供給
された貼り合わせマザー基板９０が上方に持ち上げられるようになっている。
【０３１３】
　なお、テーブル２９１に設けられた各緩衝ヘッド２９２のエアー噴出ロッド２９３は、
図４８に示すように、テーブル２９１に対して傾斜可能になっている。このような構成に
よって、圧縮エアーの噴き出しによるベルヌーイ効果により、緩衝ヘッド２９２の緩衝パ
ッド２９４がマザー貼り合わせ基板９０の撓みやうねりに完全に追従し、マザー貼り合わ
せ基板９０と緩衝パッド２９４の間の間隔が一定に保持されるように緩衝パッド２９４は
移動する。噴出口２９５から噴出される圧縮エアーは、緩衝パッド２９４の放射方向に沿
った層状の流れとなり、マザー貼り合わせ基板９０と緩衝パッド２９４との隙間を一定に
維持することができる。このため、マザー貼り合わせ基板９０の裏面へダメージを与える
ことを防止でき、マザー貼り合わせ基板９０を安定して浮上状態に維持することが出来る
。
【０３１４】
　なお、第１基板支持部２４１Ａの両側にそれぞれ配置された各第１基板浮上ユニット２
９Ａは、両側にそれぞれ配置された第１基板支持ユニット２４４Ａとの間に、クランプ装
置２５１がそれぞれ通過し得る間隙が形成されるように、テーブル２９１の幅方向寸法が
短くなっており、テーブル２９１にＹ軸方向に沿って１列の緩衝ヘッド２９２が設けられ
ていること以外は、他の前記第１基板浮上ユニット２９Ａと同様の構成になっている。
【０３１５】
　本実施形態では、図４４に示すように、第２基板支持部２４１Ｂは、隣接する第２基板
支持ユニット２４４Ｂの間に、第１基板浮上ユニット２９Ａと同様の第２基板浮上ユニッ
ト２９Ｂがそれぞれ設けられている。
【０３１６】
　このような構成の基板分断システムでは、実施形態２と同様に、位置決めユニット部２
２０（図３２参照）で位置決めされた貼り合わせマザー基板９０が位置決めユニット部２
２０および第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトを同期させて周回移動させ
ることにより第１基板支持部２４１Ａの所定位置に搬送される。
【０３１７】
　このようにして、貼り合わせマザー基板９０が分断装置ガイド体２４２に対して所定の
位置にまで搬送されると、貼り合わせマザー基板９０は、クランプ装置２５１の各クラン
プ具５１によって、基板搬入側に位置する貼り合わせマザー基板９０の側縁部がクランプ
される。
【０３１８】
　次いで、第１基板浮上ユニット２９Ａおよび第２基板浮上ユニット２９Ｂに設けられた
各エアー噴出ロッド２９３に、圧縮エアーが供給されて、各緩衝パッド２９４の中心部に
それぞれ設けられたエアー噴出口２９５から圧縮エアーが噴出される。これと同時に、各
クランプ具５１が所定の高さにまで上昇される。これにより、各クランプ具５１にてクラ
ンプされた貼り合わせマザーガラス基板９０は、各エアー噴出口２９５から噴出される圧
縮エアーによって浮上されることによって、クランプ具５１によって所定の高さに保持さ
れる。
【０３１９】
　なお、クランプ具５１を所定の高さまで上昇させることに代えて、クランプ具５１を昇
降自在に保持する構成としてもよいし、昇降自在に保持したクランプ具５１をエアシリン
ダなどを用いてクランプ具５１の重量に相当する力で上方に付勢する構成としてもよい。
クランプ具５１をこの様な構成にすることにより、第１基板浮上ユニット２９Ａおよび第
２基板浮上ユニット２９Ｂによって浮上された基板に対してクランプ具５１を追従して昇
降させることができる。
【０３２０】
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　　このような状態になると、分断装置ガイド体２４２に設けられた第１光学装置および
第２光学装置によって、貼り合わせマザー基板９０に設けられた第１アライメントマーク
と第２アライメントマークを撮像し、クランプ装置２５１によって水平状態で支持された
貼り合わせマザー基板９０の分断装置ガイド体２４２に対する傾き、分断開始位置と分断
終了位置を演算によって求める。そして、その演算結果に基づいて、上部基板分断装置６
０および下部基板分断装置７０とともに、貼り合わせマザー基板９０を保持したクランプ
装置２５１を移動させて貼り合わせマザー基板９０をスクライブする。
【０３２１】
　　この場合のスクライブ動作は、実施形態２と同様であり、まず、クランプ装置２５１
によってクランプされた貼り合わせマザー基板９０は、第１基板浮上ユニット２９Ａおよ
び第２基板浮上ユニット２９Ｂによってタイミングベルトから浮上された状態で、クラン
プ装置２５１によってＹ方向に沿ってスライドされつつ、上部基板分断装置６０および下
部基板分断装置７０によってＹ方向に沿ってスクライブされる。Ｙ方向に沿って複数のス
クライブラインを形成する必要がある場合には、１本のスクライブラインを形成した後に
、クランプ装置２５１によって貼り合わせマザー基板９０を基板搬入側に向かってスライ
ドさせた後に、基板搬出側に向かってＹ方向に沿ってスライドさせることによって、次の
スクライブラインを形成する。
【０３２２】
　Ｙ方向に沿ったスクライブラインの形成が全て終了すると、貼り合わせマザー基板９０
は、Ｘ方向に沿ってスクライブされる。Ｘ方向に沿って複数本のスクライブラインを形成
する場合には、貼り合わせマザー基板９０は、クランプ装置２５１によってクランプされ
た側縁部と反対側の側縁部側から、順番にＸ方向に沿ってスクライブラインが形成される
。この場合も、貼り合わせマザー基板９０は、第１基板浮上ユニット２９Ａおよび第２基
板浮上ユニット２９Ｂによってタイミングベルトから浮上された状態で、クランプ具５１
によってＹ方向に沿ってスライドされて、上部基板分断装置６０および下部基板分断装置
７０に対して所定の位置とされて、クランプ具５１による搬送が停止された状態で、上部
基板分断装置６０および下部基板分断装置７０によってＸ方向にスクライブされる。
【０３２３】
　なお、このＸ方向のスクライブに際して、貼り合わせマザー基板９０は、タイミングベ
ルトから浮上された状態になっているために、上部基板分断装置６０および下部基板分断
装置７０による圧力によって貼り合わせマザー基板９０が移動しないように、図４４に示
すように、基板支持装置２０における一方の側縁部に、第１基板浮上ユニット２９Ａおよ
び第２基板浮上ユニット２９Ｂ間にわたってストッパー２９７が設けられている。
【０３２４】
　貼り合わせマザー基板９０は、Ｘ方向に沿った１本のスクライブラインが形成される度
に、クランプ装置２５１によって、Ｙ方向にスライドされて、次のＸ方向に沿ったスクラ
イブラインの形成が実施される。
【０３２５】
　このように、第１基板浮上ユニット２９Ａおよび第２基板浮上ユニット２９Ｂによって
、貼り合わせマザー基板９０を、第１基板支持ユニット２４４Ａのタイミングベルトと、
第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルトとに対して接触しないように浮上させ
た状態で、上部基板分断装置６０および下部基板分断装置７０によって、貼り合わせマザ
ー基板９０をスクライブするようになっているために、スクライブ時に貼り合わせマザー
基板９０がタイミングベルトに摺接して分断するおそれがなく、安定してスクライブ動作
を実施することができる。
【０３２６】
　全てのスクライブ作業が終了すると、貼り合わせマザー基板９０は、第２基板支持ユニ
ット２４４Ｂのタイミングベルト上に位置するように、クランプ装置２５１によってＹ方
向にスライドされる。その後、第１基板浮上ユニット２９Ａおよび第２基板浮上ユニット
２９Ｂからの圧縮エアーの噴出が停止されるとともに、クランプ具５１が下降される。こ
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れにより、スクライブが終了した貼り合わせマザー基板９０は、第２基板支持ユニット２
４４Ｂのタイミングベルト上に載置された状態になる。
【０３２７】
　このような状態になると、クランプ装置２５１による貼り合わせマザー基板９０のクラ
ンプが解放されて、第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルトが駆動される。こ
れにより、第２基板支持ユニット２４４Ｂのタイミングベルト上に載置された貼り合わせ
マザー基板９０は搬出側に搬送される。
【０３２８】
　このように、貼り合わせマザー基板９０をスクライブする際に、各タイミングベルトの
方向またはレベルが揃っていないことによって貼り合わせマザー基板９０に応力が加わる
おそれがなく、また、クランプ装置２５１による貼り合わせマザー基板９０のスライドと
各タイミングベルトの周回移動とを同期させる必要がなく、しかも、各タイミングベルト
に接することによって応力が発生するおそれもない。しかも、クランプ装置２５１による
貼り合わせマザー基板９０のスライド速度と、各タイミングベルトの周回速度とを同期さ
せる必要がなく、クランプ装置５０および各タイミングベルトの制御が容易になる。さら
には、クランプ装置２５１によって貼り合わせマザー基板９０をスライドさせる場合には
、貼り合わせマザー基板９０は空中に浮上した状態になっていることから、クランプ装置
２５１の駆動力を低減させることができる。
【０３２９】
　なお、第１基板浮上ユニット２９Ａおよび第２基板浮上ユニット２９Ｂは、前記構成に
限定されるものではなく、例えば、テーブル２９１の上面にエアー噴出口を形成する構成
、あるいは、テーブル２９１の上面を多孔質材料によって形成する構成としてもよい。ま
た、エアー噴出口は、溝状に形成されていてもよい。
【０３３０】
　また、スクライブ位置に対する基板の搬入および搬出も、タイミングベルトに限らず、
他の搬送手段を使用してもよい。
【０３３１】
　なお、実施の形態１、２、および４では、第１基板支持部、第２基板支持部および基板
分断装置ガイド体が架台に固定され、クランプ装置はＹ方向に移動自在に構成されている
構成としたが、これに代えてクランプ装置が架台に固定され、第１基板支持部、第２基板
支持部および基板分断装置ガイド体はＹ方向に移動自在に構成される構成としてもよい。
いずれにせよ、クランプ装置で把持されている張り合わせマザー基板９０に対して、第１
基板支持部、第２基板支持部および基板分断装置ガイド体が相対的に移動するように構成
すればよい。
【産業上の利用可能性】
【０３３２】
　本発明の基板分断システムによれば、第１基板支持ユニットまたは第２基板支持ユニッ
トに支持された基板をクランプ装置が保持してＹ方向に移動させ、移動された基板をその
上面側および下面側から基板分断装置がＸ方向に分断し、次いで、第1基板支持ユニット
および第2基板支持ユニットに支持された基板をクランプ装置が保持してＹ方向に往復移
動させ、移動される基板をその上面側および下面側から基板分断装置がＹ方向に分断する
ことができるので、貼り合わせ基板を形成する表裏両面の単板基板を、上下反転および水
平方向で９０°回転させることなく水平方向で直交する二方向に連続して分断することが
できる。したがって、システム全体がコンパクトになり、一度の位置決め等のセッティン
グで二方向の連続加工が可能になる。
【符号の説明】
【０３３３】
１０ 架台
２０ 基板支持装置
２０Ａ 第１基板支持部
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２０Ｂ 第２基板支持部
２１Ａ 第１基板支持ユニット
２１Ｂ 第２基板支持ユニット
２９Ａ 第１基板浮上ユニット
２９Ｂ 第２基板浮上ユニット
３０ 基板分断装置ガイド体
５０ クランプ装置
６０ 上部基板分断装置
７０ 下部基板分断装置
８０ 基板搬出装置
９０ 貼り合わせマザー基板
２２０ 位置決めユニット部
２４０ スクライブユニット部
２４１Ａ 第１基板支持部
２４１Ｂ 第１基板支持部
２４４Ａ 第１基板支持ユニット
２４４Ｂ 第１基板支持ユニット
２６０ バッファーコンベア部
２８０ スチームブレイクユニット部
３００ 基板搬送ユニット部
３２０ パネル反転ユニット部
３４０ パネル端子分離部

【図１】 【図２】



(46) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(47) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(48) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(49) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(50) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(51) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(52) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図２７】 【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】



(53) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】



(54) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図３６】 【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】



(55) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図４１】

【図４２】

【図４３】

【図４４】 【図４５】



(56) JP 4965632 B2 2012.7.4

【図４６】 【図４７】

【図４８】



(57) JP 4965632 B2 2012.7.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  大島　幸雄
            大阪府吹田市南金田２丁目１２番１２号　三星ダイヤモンド工業株式会社内
(72)発明者  大成　弘行
            大阪府吹田市南金田２丁目１２番１２号　三星ダイヤモンド工業株式会社内
(72)発明者  吉本　和宏
            大阪府吹田市南金田２丁目１２番１２号　三星ダイヤモンド工業株式会社内

    審査官  太田　良隆

(56)参考文献  国際公開第０２／０５７１９２（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第０３／０７２５１６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００４－０６６６３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０６３６４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４４６４８２９（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第４３７３９８０（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第４７３９０２４（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２８Ｄ　１／００　－　　７／０４
              Ｃ０３Ｂ３３／００　－　３３／１４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

