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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板に見合う大きさで一方の面を粘着面としたシート状のフィルムとを有
し、前記フィルムの粘着面に設けられた保護フィルムを剥離して前記基板に貼り付けるフ
ィルム貼付方法において、
　前記基板を保持して略鉛直方向に載置し、
　前記フィルムを先端部吸着プレートと吸着プレートで保持して、前記基板に対向させて
、先端部を位置合せ後、前記吸着プレート側に設けた圧着ロールで加圧接着し、前記圧着
ロールによる加圧を保持した状態で前記吸着プレートを鉛直方向下側に移動することで前
記基板に前記フィルムを貼り付けることを特徴とするフィルム貼付方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のフィルム貼付方法において、前記フィルムの先端部に対応する先端吸
着プレートと先端以外のフィルムの領域に対応する吸着プレートで保持したフィルムを鉛
直方向に起立させ、前記基板を前記吸着プレート側に所定量傾斜保持し、前記フィルムの
先端位置に圧着ロールを押付けた状態で前記圧着ロールを鉛直方向下側に移動させて、前
記フィルムの先端から終端まで一定に保たれた状態で圧着ロールによる前記フィルムの貼
り付けを行うことを特徴とするフィルム貼付方法。
【請求項３】
　請求項２に記載のフィルム貼付方法において、前記圧着ロールには前記圧着ロールの背
面側から前記圧着ロールを押付ける複数の押付けロールにより前記フィルムを前記基板に
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押付ける際に発生するたわみを抑制することを特徴とするフィルム貼付方法。
【請求項４】
　基板と、前記基板に見合う大きさとしたシート状のフィルムを、前記フィルムの粘着面
に設けられた保護フィルムを剥離して前記基板に貼り付けるフィルム貼付方法において、
　前記基板を保持して略鉛直方向に載置し、
　前記フィルムの先端部を先端吸着プレートで保持し、前記先端部以外のフィルムの領域
を吸着プレートで保持して、前記先端吸着プレートと前記吸着プレートを鉛直方向に起立
させ、前記フィルムを前記基板に貼り付けながら前記フィルムが前記吸着プレート面から
剥され移動する際、前記吸着プレートに設けられた吸着穴列に送る負圧を前記フィルムの
移動量により制御することを特徴とするフィルム貼付方法。
【請求項５】
　基板と、前記基板に見合う大きさとしたシート状のフィルムを、前記フィルムの粘着面
に設けられた保護フィルムを剥離して前記基板に貼り付けるフィルム貼付装置において、
前記基板を保持して鉛直方向であって、前記フィルムに対して所定量傾斜させて保持する
基板起立機構と、
前記フィルムを前記保護フィルムとは反対面側で前記基板の一辺側に対応する前記フィル
ムの先端部を吸着保持する先端吸着プレートと前記先端部以外のフィルムの領域を吸着保
持する吸着プレートと、前記先端吸着プレートと前記吸着プレートを鉛直方向に起立させ
る吸着プレート起立機構と、前記先端吸着プレートをフィルムの先端部側から離脱させる
先端吸着プレート解除離脱手段とを備えたことを特徴とするフィルム貼付装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のフィルム貼付装置において、
前記フィルムを吸着保持する前記吸着プレートには、複数の吸着穴列を設けてあり、吸着
穴列が複数のゾーンに区分され、前記ゾーン毎に負圧を供給する吸引配管が接続され、そ
れぞれの吸引配管には開閉弁が設けてあることを特徴とするフィルム貼付装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のフィルム貼付装置において、
前記吸着プレートに吸着保持されている前記フィルムの位置に応じて前記開閉弁の開閉及
び吸着穴に供給する負圧力を可変する制御手段を備えたことを特徴とするフィルム貼付装
置。
【請求項８】
　請求項５に記載のフィルム貼付装置において、
前記フィルムを加圧して基板に圧着する圧着ロールの背面に前記圧着ロールを押付ける複
数の押付けロールを設けたことを特徴とするフィルム貼付装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貼り合せる基板に見合う大きさのシート状のフィルムを基板に貼り付けるフ
ィルム貼付方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示パネルやプラズマ表示パネルなどの製作工程においては明暗コントラストや色
再現性の向上，パネルから放出される電磁波や赤外線のカット，周辺映像の画面への映り
込み防止，パネルの破損防止など様々な機能を併せ持つ機能性フィルム（以下、フィルム
と略記）を２枚のガラス板を貼り付けた状態の液晶表示パネルやプラズマ表示パネルなど
（以下、基板と略称）の表面に貼り付けることにより良好な画像品質を実現している。
【０００３】
　フィルム貼り付けには、基板の表示面を上向きとし、基板の上方から貼り合せる基板に
見合う大きさとしたシート状のフィルムを供給して貼り付けるフィルム貼付装置が使用さ
れている。
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【０００４】
　フィルムには粘着材が塗布されているため、使用前に異物付着防止のため、あるいは粘
着材の変形防止、あるいはフィルム同士を重ねることが出来るように、粘着材表面を保護
フィルムで覆っている。
【０００５】
　このようなフィルムは、粘着材保護フィルムを上面向きに吸着保持テーブルにセット
（装着）し、貼付直前に粘着材保護フィルムを剥離し、吸着保持テーブルを反転させフィ
ルムの粘着材が露出した状態で基板上方に配置する。
【０００６】
　フィルムは貼り付ける一端を基板に近づけるため傾斜させ、圧着ロールで押付け先端貼
り付けを行い、基板をフィルムを引き出す方向に移動させることにより貼り付けを行う。
【０００７】
　このときフィルムは圧着ロールで順次貼り付けられる前に基板上面に落下しないように
、吸着保持テーブル面に吸着保持された状態で吸着保持テーブル面を滑るようにしている
。
【０００８】
　このような技術を示すものとして、下記特許文献１～３に記載されたものがある。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２７６０９１号公報
【特許文献２】特開平１１－１７０４７０号公報
【特許文献３】特開２００４－１４４９１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　フィルムを基板に貼り付けるには、基板を平面状に配置させた状態で、基板上方でフィ
ルムを保持する必要がある。
【００１１】
　フィルムの貼り付けは、保持されたフィルムと基板を圧着ロールにより挟み込み、圧着
ロールが回転することにより貼り付けを行うため、フィルムは吸着保持と吸着保持状態で
吸着部材面を滑る必要があった。
【００１２】
　平面状に配置された基板上方でフィルムを吸着部材面が滑ることにより微小な磨耗粉が
発生する。また、平面状に配置された基板上方でフィルムを吸着部材を稼動する機構部か
ら塵埃が発生する。
【００１３】
　微小な磨耗粉や塵埃は平面状に配置された基板表面に落下しフィルムと基板間に残存し
てしまう。この場合、磨耗粉や塵埃とその周囲に出来る気泡により透過する光の遮光や散
乱を招き、所望の画像品質を得ることが出来ず画像品質の低下や歩留まり低下の原因とな
る。
【００１４】
　かかる問題は、特に液晶表示パネルやプラズマ表示パネルなどの製作工程に限られたこ
とではなく、各種シート状のフィルムを貼り付ける場合に注意を要することである。
【００１５】
　それゆえ本発明の目的は、フィルムの貼り付けにおいて、微小な磨耗粉や塵埃が基板表
面に落下することがなく、歩留まりが低下しないフィルム貼り付け方法とその装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成する本発明フィルム貼付方法の特徴とするところは、基板と該基板に見
合う大きさとしたシート状のフィルムを、フィルムの粘着面に設けた保護フィルムを剥離
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して基板に貼り付ける場合に、基板を保持して鉛直方向へ起こす基板起立手段と、フィル
ムの先端部に対応する先端吸着プレートと、先端部以外のフィルムの領域に対応する吸着
プレートで保護フィルムとは反対側面を吸着保持し、保護フィルムを剥離し、フィルムの
先端部に対応する先端吸着プレートと吸着プレートとでフィルムを保持した状態で鉛直方
向に起立させ、鉛直に保持した基板のフィルムの先端部に対応する箇所にフィルムの先端
部を合わせて、この箇所を吸着プレートに設けられた圧着ロールで加圧接着し、圧着ロー
ルによる加圧を保持した状態で吸着プレートを鉛直方向下側に移動させて基板にフィルム
を貼り付けることにある。
【００１７】
　また、上記目的を達成する本発明フィルム貼付装置の特徴とするところは、フィルムの
先端部に対応する先端吸着プレートと先端以外のフィルムの領域に対応する吸着プレート
でフィルムを鉛直方向に起立させ、基板を鉛直方向且つ吸着プレート側に所定量傾斜保持
し、フィルム先端位置に圧着ロールを押付けた状態で圧着ロールを鉛直方向下側に移動さ
せることにより、圧着ロールは基板の傾斜に沿って移動し、フィルムと基板の角度がフィ
ルムの先端から終端まで一定に保たれた状態で圧着ロールにより基板にフィルムを貼り付
けることにある。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、基板とフィルムを鉛直状態に起立させた状態で貼り付けを行うため、
フィルムを吸着部材面が滑ることにより発生する微小な磨耗粉やフィルム吸着部材を稼動
する機構部から発生する塵埃がフィルム表面や表示パネル表面に落下し、磨耗粉や塵埃の
巻き込みや塵挨周囲の気泡が発生することなく、フィルムを基板に歩留まりよく貼り付け
ることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について、図１から図７を参照して詳細に説明する。なお、
全図面において、同一物には、同一引用符号を付けている。
【００２０】
　図３は本発明を適用して構成した光学フィルム貼付装置の平面概略図である。Ａはパネ
ル投入コンベア部、Ｂは光学フィルム貼付部、Ｃはパネル排出コンベア部である。
【００２１】
　光学フィルム１を表示パネル（基板）２への貼り付けは、表示パネル２を予めパネル搬
送治具１５に装着し、パネル投入コンベア部Ａから光学フィルム貼付部Ｂに移動させ、光
学フィルム貼付部Ｂで行われる。貼付完了後パネル排出コンベア部Ｃに払い出される。
【００２２】
　図１は、本発明を適用して構成した光学フィルム貼付装置の要部（光学フィルム貼付部
Ｂ）概略図である。
【００２３】
　光学フィルム貼付装置は光学フィルム（フィルム）１を表示パネル（基板）２の画像表
示面に貼り付ける装置である。大別してパネル保持起立機構Ｂ１と、吸着プレート２２と
先端吸着プレート３９および吸着プレート起立機構と先端吸着プレート解除離脱手段と吸
着プレート解除手段を含む光学フィルム吸着搬送機構Ｂ２と、圧着ロールと加圧機構を含
む加圧ロール機構と加圧ロールのたわみを抑制する押付けロールと加圧機構を含む押付け
ロール機構などにより構成されている。以下、順に各部の構成を説明する。
【００２４】
　ここで光学フィルム貼付装置は、表示パネル２の種別や構造，厚さは特に限定されるも
のではなく、例えばＰＤＰ(プラズマディスプレイパネル)における画像を表示するＰＤＰ
表示パネルや表示パネルと独立したフィルタ用単板ガラス基板やＬＣＤ（液晶ディスプレ
イ）の表示パネルの製造に用いることが出来る。
【００２５】
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　先ず、光学フィルム１について説明する。光学フィルム１は明暗コントラストや色再現
性の向上，パネルから放出される電磁波や近赤外線遮断，周辺映像の画面への映り込み防
止，パネルの破損防止など様々な機能を併せ持っている。
【００２６】
　このような光学フィルム１は、図２に示すように、反射防止フィルム３，着色フィルム
４，電磁波遮断フィルム５で構成されている。また、電磁波遮断フィルム５面には表示パ
ネル２に貼り付けるための粘着材６が塗布されており、さらに粘着材６を保護するための
保護フィルム７が貼り付けられ、程よい剛性を備えている。各層フィルム３～５の厚さ，
材質，組み合わせ等は特に限定されるものではない。
【００２７】
　このように構成された光学フィルム１は、表示パネル２に貼り付ける際に保護フィルム
７を剥離して粘着材６を露出させる（図６（１）参照）。そして、光学フィルム１と表示
パネル２とを正確に位置合わせし、粘着材６を表示パネル２に接触させることにより貼り
付けられる。
【００２８】
　先ず、パネル保持起立機構について説明する。
【００２９】
　パネル保持起立機構は、図１に示すように、ベースフレーム８上面にコンベア支持フレ
ーム９，旋回軸１０，レベルジャッキ１１，コンベア１２，エアシリンダ１３を備えてい
る。ベースフレーム８は、光学フィルム貼付装置のベースとなるものであり、平板状とさ
れている。ベースフレーム８の上にはコンベア１２の高さ位置確保とコンベア１２を起立
させるエアシリンダ１３を配するために必要なスペースを確保するためのコンベア支持フ
レーム９が配されている。エアシリンダ１３は、ベースフレーム８とコンベア１２とを連
結するように配置されている。
【００３０】
　コンベア支持フレーム９の上面にはコンベア１２が起立動作するときの旋回中心となる
旋回軸１０とコンベア１２が水平状態のときの水平位置を決めるレベルジャッキ１１が配
されている。この旋回軸１０とレベルジャッキ１１により、コンベア１２の起立動作位置
と水平状態位置とが正確に再現できるようになっている。
【００３１】
　コンベア１２は表示パネル２を固定装着したパネル搬送治具１５をパネル搬送治具搬送
モータ（図示せず）で図１の紙面の奥側から手前側に移動させる。そして、コンベア１２
に設けられた搬送ローラ１６で受取り、所定位置まで移動後、コンベア１２の四方向に配
置したパネルロック機構１４によりパネル搬送治具１５を固定するようになっている。
【００３２】
　パネル搬送治具１５は上面側に表示パネル２を装着する際、表示パネル２の裏面側にパ
ネル表示用プリント基板２ａ等が取付けられた状態でも装着できるよう、パネル表示用プ
リント基板２ａが取付けられていない位置にパネル支持部材１５ａが設けられている。ま
た、パネル搬送治具１５には、種々の形状，大きさの表示パネル２に対応可能とするため
、パネル支持部材１５ａ用の取付け穴を設けることで、本光学フィルム貼付装置の適用の
自由度が大きくなる。
【００３３】
　また、図３に示すように、表示パネル２を固定装着したパネル搬送治具１５を図３の紙
面の右側位置からコンベア１２で受取る位置に移動させる投入口に、パネル表面を清掃す
るためのパネルクリーナ１７を備えている。
【００３４】
　パネルクリーナ１７は回転ブラシ方式で、図３においてはブラシの回転方向は表示パネ
ル２が右から左に進行することに対し逆方向になるようにしてある。これにより、表示パ
ネル２表面の塵埃を掻き揚げ、パネルクリーナに接続されている集塵機で吸引除去するこ
とができる。
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【００３５】
　ここで使用される回転ブラシは、表示パネル２表面を擦るため、導電性の材質のものを
使用することにより、表示パネル２が帯電することを防ぐことができる。パネルクリーナ
１７は回転ブラシ方式に特に限定されるものではなく、表示パネル２表面の塵埃の大きさ
，付着状態を考慮して任意の方式を選択することができる。例えば粘着ロール方式や超音
波ドライクリーニング方式を採用することができる。
【００３６】
　続いて、光学フィルム吸着搬送機構について説明する。
【００３７】
　光学フィルム吸着搬送機構は、図１に示すように、上述したパネル保持起立機構の左側
に配されている。
【００３８】
　光学フィルム吸着搬送機構は図１に示すように、ベースフレーム８上面に上面フレーム
１８，昇降ガイド１９，昇降プレート２０，ボールネジ２１，吸着プレート２２，吸着プ
レート移動フレーム２３を備えて構成されている。昇降ガイド１９は４箇所設けられてお
り、ベースフレーム８と上面フレーム１８により支持され、昇降プレート２０を水平に保
持することができるようになっている。
【００３９】
　昇降プレート２０は平板状で、ベースフレーム８と上面フレーム１８に支持されたボー
ルネジ２１のボールネジナット２４が取付けられている。サーボモータ２６を回転駆動す
ることでギヤボックス２５を介してボールねじ２１が回転することで、昇降プレート２０
は昇降ガイド１９に沿って上下方向に移動することができ、移動後の停止位置を正確に再
現できるようになっている。
【００４０】
　昇降プレート２０には図１の左右方向に設けられた直線ガイド２７が設けてあり、吸着
プレート移動フレーム２３が昇降プレート２０に設けられたシリンダ４６を動作させるこ
とにより、図１の左右方向に移動するようになっている。
【００４１】
　吸着プレート移動フレーム２３には旋回軸２８を介して吸着プレート２２が設けられて
いる。また、吸着プレート２２には光学フィルム１を表示パネル２に押付けて貼り付ける
加圧ロール機構２９と押付ロール機構３０とが設けられている。なお、加圧ロール機構
２９と押付ロール機構３０については後述する。
【００４２】
　また、吸着プレート移動フレーム２３にはシリンダ３１を自由に回転できるように設け
てある。このシリンダ３１の軸端は吸着プレート２２に回転可能に接続されている。シリ
ンダ３１を動作させることにより吸着プレート２２が旋回軸２８を中心として鉛直方向に
起立できるようになっている。
【００４３】
　図４を用いて吸着プレート２２へ光学フィルム１を吸着，固定する方法を説明する。
【００４４】
　吸着プレート２２には吸着プレート２２を貫通するように吸着穴３２が複数列設けてあ
る。この吸着穴３２の列は光学フィルタ１の幅方向に複数の吸着ゾーン３３に分割されて
おり、各ゾーン毎に吸引配管３４が接続されている。この吸引配管３４には夫々開閉弁
３５が設けてある。開閉弁３５を出た吸引配管は１つにまとめられ光学フィルタ固定用ブ
ロア３６に接続されている。この光学フィルタ固定用ブロア３６を回転駆動することで各
ゾーンに設けた吸着穴３２に負圧を供給することでフィルムを吸着保持する。
【００４５】
　吸着プレート２２は貼り合わせに用いる光学フィルム１のサイズに応じて使用する吸着
ゾーンを選択することにより、吸着穴３２からのリークを防ぎ、複数の光学フィルタサイ
ズに適用できるようになっている。また、光学フィルム吸着固定用ブロア３６はインバー
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タ３７が設けられており、回転数を制御することにより、吸着ゾーン３３の吸引力増減を
任意に変更することができる。このような構成とすることで光学フィルム１を吸着保持し
た状態で保護フィルム７（図２に図示）を剥離する際に光学フィルム１が吸着プレート
２２から持ち上がらないように高真空吸引の吸引力を作用させることができる。また、光
学フィルム１を表示パネル２に貼り付ける動作時には光学フィルム１に低真空吸引の吸引
力を作用させることで、光学フィルム１を吸着プレート２２に保持した状態で吸着プレー
ト２２を移動することができる。
【００４６】
　図１に示す吸着プレート２２において、光学フィルム１の貼付先端（フィルムの一辺先
端部）側に旋回軸３８を介して先端吸着プレート３９が設けられている。先端吸着プレー
ト３９は吸着プレート２２と同一の吸着保持機構を設けてある。また、先端吸着プレート
３９が吸着プレート２２上に載置された光学フィルム１を吸着保持する場合は、吸着プレ
ート２２と面一となる位置に位置決めされ、光学フィルム１の先端部側を吸引により吸着
保持する。なお、光学フィルム１の先端部以外の領域は吸着プレート２２により吸引によ
り吸着保持される。
【００４７】
　また、後述するように、吸着保持された光学フィルム１に貼り付けられた保護フィルム
剥離後に、表示パネル２に光学フィルム１の先端を加圧ロール機構２９で貼り付ける。こ
の際、加圧ロール機構２９の押付スペースを確保するために、先端吸着プレート３９の吸
着保持が解除される。先端吸着プレート３９の吸着解除は、図４に示す光学フィルム吸着
固定用ブロア３６からの吸引配管３４の途中に設けた開閉弁３５を閉めることで負圧の供
給を停止することにより解除する。その後、シリンダ（図示せず）により旋回軸３８を中
心として旋回退避して光学フィルム１から離脱することができるようになっている。この
旋回軸やシリンダ等で、先端吸着プレート解除離脱手段を構成している。
【００４８】
　さらに、先端吸着プレート３９には光学フィルムサイズに応じた位置決めマーク５５が
設けられている。この位置決めマーク位置５５に光学フィルム１を載置することにより、
表示パネル２の所望の位置に光学フィルム１を貼り付けることができる。
【００４９】
　図５（ａ）により、加圧ロール機構２９と押付けロール機構３０を説明する。
【００５０】
　加圧ロール機構２９は吸着プレート２２に設けられたベース４３に取付けられ、吸着プ
レート２２と共に垂直方向に起立移動し、圧着ロール４０と直線ガイド４１とシリンダ
４２で構成されている。
【００５１】
　まず、先端吸着プレート３９をシリンダ（図示せず）により旋回軸３８を中心として旋
回させ光学フィルム１から離脱・退避させる。
【００５２】
　圧着ロール４０はシリンダ４２の作用により、直線ガイド４１を介して図５（ａ）にお
いて上下方向の移動が可能となっている。圧着ロール４０は回転駆動機構を持たず、光学
フィルム１と表示パネル２を挟み込んだ後で、吸着プレート２２が移動することにより圧
着ロール４０が連れ回りする構造となっている。圧着ロール４０の大きさは限定されるも
のではなく、表示パネル２の強度や光学フィルム１の必要押付け力を考慮して設定するこ
とができる。
【００５３】
　押付けロール機構３０は、吸着プレート２２に設けられたベース４３に取付けられ、吸
着プレート２２と共に垂直方向に起立移動し、押付けロール４４とガイド付シリンダ４５
で構成されている。
【００５４】
　表示パネル２の幅が広い場合や高押付力が必要な場合、圧着ロール４０が長くなり中央
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部のたわみが大きくなり、幅方向で均等な押付力を維持できなくなる。そこで、このたわ
みを抑制するため、図５（ｂ）に示すように、圧着ロール４０と光学フィルム１が接した
状態で、押付けロール４４を圧着ロール４０にバックアップロールとして押付けることが
できる。
【００５５】
　圧着ロール４０の表面は弾性ゴム層で形成しているが、その材質は特に限定されるもの
ではなく、光学フィルム１により適宜に選択することができる。ＰＥＴフィルムと離形性
の良いシリコンや導電性ゴムが好適である。また、ゴム硬度は、表示パネル２の反りを吸
収するためにも柔らかい硬度が好ましい。
【００５６】
　次に、光学フィルム１を表示パネル２に貼り付ける上記構成の光学フィルム貼付装置の
運転準備動作について図３により説明する。
【００５７】
　まず、光学フィルム１を表示パネル２に貼り付けるため、表示パネル２を予めパネル搬
送治具１５に装着し、パネル投入コンベア部Ａ内で待機させる。次に、パネル投入ボタン
の操作によりパネル搬送治具１５は光学フィルム貼付部Ｂ位置に移動を開始する。そして
、光学フィルム貼付部Ｂの所定位置で停止後パネルロック機構１４（図１参照）により位
置決めされる。このとき表示パネル２は光学フィルム貼付部Ｂの投入側に設けられたパネ
ルクリーナ１７により、パネル表面のクリーニングが施される。
【００５８】
　次に、光学フィルム貼付部Ｂにおいて光学フィルム１を吸着プレート２２と先端吸着プ
レート３９に載せる。この時、先端吸着プレートに設けてある位置決めマーク５５に光学
フィルム１の４角の内２ヶ所を正確に位置合わせを行う。その後、吸着プレート２２と先
端吸着プレート３９の吸着開始釦を操作することにより光学フィルタ１を吸着保持する。
【００５９】
　次に、光学フィルム１を吸着保持した状態で、図示しない保護フィルム剥離手段にて光
学フィルム１を構成する保護フィルム７（図２に図示）を剥がし、粘着材６を露出させる
。以上により光学フィルム１貼り付けのための運転準備が完了したことになる。
【００６０】
　次に、上記構成の光学フィルム貼付装置を用いて、光学フィルム１を表示パネル２へ貼
り付ける貼付方法について、図６を用いて説明する。
【００６１】
　光学フィルム１と表示パネル２の運転準備完了状態を図６（１）に示す。この状態から
、自動運転起動釦を操作することで貼り付け動作が開始される。
【００６２】
　光学フィルム１を表示パネル２に貼り付けるには、まず、吸着プレート２２と先端吸着
プレート３９とに光学フィルム１を吸着した状態で、シリンダ３１により旋回軸２８を中
心として垂直状態になるまで回転移動させる。
【００６３】
　次に、パネル搬送治具１５に取付けられた表示パネル２は、パネル搬送治具１５とコン
ベア１２がパネルロック機構１４に固定された状態でエアシリンダ１３により旋回軸１０
を中心として垂直方向に回転移動させる。表示パネル２はエアシリンダ１３とストッパ
（図示せず）により垂直位置より前傾方向の所定の角度で斜めの状態に保持される。この
とき図６（２）に示すような光学フィルム１と表示パネル２のなす角度θは例えば１０°
前後とすることが望ましい。光学フィルム１と表示パネル２との角度θが小さい場合は、
光学フィルム１を貼り付ける際に圧着ロール４０が光学フィルム１を押付ける前に表示パ
ネル２と接触し、気泡やしわが発生してしまう。また、角度が大きすぎる場合には、光学
フィルム１の剛性により吸着プレート２２表面から離反する力が作用し、吸着破壊が発生
することで光学フィルム１と表示パネル２が接触し、気泡やしわが発生してしまう。
【００６４】
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　次に、光学フィルム１を表示パネル２へ貼り付ける位置に合せるため、吸着プレート
２２を支持する吸着プレート２２を昇降させ、光学フィルム１の先端が表示パネル２の貼
り合わせ位置に来るように位置決めする。このとき昇降プレート２０はサーボモータ２６
とボールネジ２１により移動され良好な貼付位置精度を実現できる。また、複数のサイズ
の表示パネル２に対応する場合、光学フィルム１の先端位置を簡便且つ正確に位置合わせ
することができる。
【００６５】
　次に、先端吸着プレート３９の光学フィルム１の吸着保持を開放し、エアシリンダ（図
示せず）により旋回軸３８を中心として回転移動し、光学フィルム１より離脱させる。こ
れにより、光学フィルム１を表示パネル２に貼り付けるための圧着ロール４０の押付け空
間を確保する。
【００６６】
　次に、圧着ロール４０を光学フィルム１側に前進移動させ、吸着プレート２２の吸着面
と面一の位置で停止させる。これにより、光学フィルム１の吸着面側と面一となる。また
、押付けロール４４を圧着ロール４０の背面側に前進移動させ、圧着ロール４０に接触す
る位置に位置決めする。これにより、光学フィルム１を表示パネル２に貼り付けるために
圧着ロール４０を押付ける際に発生する圧着ロールのたわみを抑制することができる。ま
た、表示パネルと光学フィルム間の気泡の発生を防止することができる。
【００６７】
　次に、図７（１）に示すように、昇降プレート２０に直線ガイド２７を介して設けられ
た吸着プレート移動フレーム２３を、シリンダ４６で表示パネル２側に移動させる。これ
により、圧着ロール４０が光学フィルム１の先端を介して表示パネル２に押付けられ、光
学フィルム１が表示パネル２に接着する。
【００６８】
　この状態から図７（２）に示すように、昇降プレート２０をサーボモータ２６でボール
ネジ２１を回転させることにより下降移動させる。昇降プレート２０を下降移動させる際
に圧着ロール４０は光学フィルム１を表示パネル２に押付けた状態を保持しながら移動す
る。これにより、光学フィルム１の粘着材６（図２参照）と表示パネル２とが密着する。
そして、後述する吸着プレート２２の光学フィルム１の保持機構による吸着力に打ち勝っ
て光学フィルムは引き出される。これにより、吸着プレートから光学フィルム１を引き出
しつつ表示パネル２に貼り付けを完了する。
【００６９】
　光学フィルム１を引き出しつつ表示パネル２に貼り付けを行う際、圧着ロール４０は光
学フィルム１を表示パネル２に押付けた状態を保持している。このため、光学フィルム１
は表示パネル２の傾斜に沿って下降移動する。これにより光学フィルム１と表示パネル２
の角度θは先端から終端まで同一角度が保たれることから、貼り付け条件の変動によるム
ラのない良好な貼り付けを行うことができる。図７（３）は光学フィルム１を表示パネル
２に貼り付けを完了した状態を示す。
【００７０】
　光学フィルム１を引き出され下降移動を完了した吸着プレート２２は水平状態に戻され
る。その後、所定高さ位置に上昇させ、次の光学フィルムを載せるための初期位置に戻る
。また、光学フィルム１を貼り付けた表示パネル２はエアシリンダ１３により水平状態に
戻される。その後、パネルロック機構１４によるパネル搬送治具１５の固定を解除し、コ
ンベア１２によりパネル排出コンベア部Ｃ（図３参照）に払い出し、一連の貼り付け運転
動作を完了する。
【００７１】
　以上の一連の運転動作で述べた光学フィルム１の吸着プレート２２への供給方法や表示
パネル２を供給，排出するパネルコンベア部は特に限定されるものではなく、光学フィル
ム１を自動供給機を使用することや供給，排出コンベア部に搬送台車を使用することも可
能である。
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【００７２】
　次に、吸着プレート２２による光学フィルム１の保持機構を説明する。
【００７３】
　図８（１）に示すように、光学フィルム１の先端を表示パネル２に貼り付けた状態のと
きは、吸着プレート２２に設けられた全ての吸着穴３２の表面は光学フィルム１により覆
われているため吸着力が作用している。
【００７４】
　次に、図８（２）に示すように光学フィルム１を表示パネル２に貼り付けるため吸着プ
レート２２が下降する。これにより光学フィルム１は表示パネル２に密着し、吸着プレー
ト２２表面を摺動する。このとき、光学フィルム１が表示パネル２側に移動して開放状態
となる吸着穴３２に接続されている配管の開閉弁３５を閉切る。これにより、吸着穴３２
からの空気漏れによる残りの光学フィルム１を吸着保持している吸着穴３２の吸着力の低
下を防ぐことができる。開閉弁３５の開閉制御タイミングは吸着プレート２２の下降量に
より決定される。移動機構にサーボモータ２６とボールネジ２１を採用していることから
高精度の位置情報から正確な開閉制御を行うことができる。
【００７５】
　また、光学フィルム１の表示パネル２への貼り付けが先端から終端に近づくにつれて、
光学フィルム１に吸着力を作用させる吸着穴３２の数が少なくなる。このため、吸着保持
力を一定に保つため吸着穴に供給する負圧力を大きくして吸着力を順次上昇させることが
できる。すなわち、吸着力増減は前述のサーボモータ２６とボールネジ２１による吸着プ
レート２２の位置情報を用いて、光学フィルム吸着固定用ブロア３６の回転数をインバー
タ３７により自動制御する。これにより、光学フィルム１を先端から終端まで同一貼り付
け条件を保ち、たるみや気泡のない貼り付けを行うことができる。
【００７６】
　また、光学フィルム１の吸着保持力をインバータ３７により任意に選択できるため、光
学フィルム１が吸着プレート２２表面を摺動するとき傷がつくことを防止できる。まお、
吸着プレートの材質は特に規定するものではないが、光学フィルム１と接触する面に硬質
クロムメッキ処理を施すと光学フィルム１の傷発生防止に有効である。
【００７７】
　以上により、光学フィルム１を表示パネル２に先端から終端までたるみや気泡の混入が
なく表面に擦り傷などのない高品位な貼り付け完成品を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明に係る光学フィルム貼付装置の腰部概略図である。
【図２】本発明に係る光学フィルムの側面図である。
【図３】本発明に係る光学フィルム貼付装置の平面図である。
【図４】本発明に係る光学フィルム貼付装置の光学フィルム吸着プレートと吸着力発生機
構を示す平面図である。
【図５】本発明に係る光学フィルム加圧ロール機構を示す概略図である。
【図６】光学フィルムの貼付工程における先端から後端までの貼付方法を説明する断面図
である。
【図７】図６のフィルムの貼付工程の続きを示す図である。
【図８】光学フィルムの貼付工程における光学フィルム保持方法を説明する断面図である
。
【符号の説明】
【００７９】
１　光学フィルム
２　表示パネル
７　保護フィルム
１５　パネル搬送治具
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２２　吸着プレート
３２　吸着穴
３９　先端吸着プレート
４０　圧着ロール
４４　押付けロール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】
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