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(57)【要約】
【課題】簡単な装置構成で排除対象物を精度良く排除で
きる排除装置を提供することにある。また、この排除装
置を用いた光学表示装置の製造方法および製造システム
を提供する。
【解決手段】光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合
わせるための光学表示装置の製造システムであって、光
学表示装置の製造システムは、第１光学部材および排除
対象物である第２光学部材を搬送する長尺の離型フィル
ムから、第２光学部材を排除する排除装置を備え、排除
装置は、テープ部材と、テープ部材が巻回されたテープ
部材巻回手段と、テープ部材巻回手段から繰り出された
前記テープ部材が掛け渡された排除ローラと、排除ロー
ラを移動させる駆動機構と、排除ローラに掛け渡された
テープ部材を巻き取る巻取手段と、を有し、排除ローラ
を移動させ、テープ部材に第２光学部材を付着させて巻
き取るように構成した。
【選択図】図７



(2) JP 2009-271521 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合わせるための光学表示装置の製造システムで
あって、
　前記光学表示装置の製造システムは、前記第１光学部材および排除対象物である第２光
学部材を搬送する長尺の離型フィルムから、当該第２光学部材を排除する排除装置を備え
、
　前記排除装置は、
　テープ部材と、
　前記テープ部材が巻回されたテープ部材巻回手段と、
　前記テープ部材巻回手段から繰り出された前記テープ部材が掛け渡された排除ローラと
、
　前記排除ローラを移動させる駆動機構と、
　前記排除ローラに掛け渡された前記テープ部材を巻き取る巻取手段と、を有し、
　前記排除ローラを移動させ、当該テープ部材に前記第２光学部材を付着させて巻き取る
ように構成された、光学表示装置の製造システム。
【請求項２】
　前記光学表示装置の製造システムは、長尺の離型フィルム、および当該長尺の離型フィ
ルム上に設けられた長尺の光学部材を少なくとも有して構成される長尺の積層光学部材に
おいて前記長尺の離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を切断する切断装置をさらに
備え、
　前記第１光学部材および前記第２光学部材は、前記切断装置により前記長尺の光学部材
を切断することで得られたものである、請求項１に記載の光学表示装置の製造システム。
【請求項３】
　前記第２光学部材は、前記長尺の離型フィルム上に粘着剤層を介して設けられ、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記排除装置は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記第２光学部材を付着さ
せる、請求項１または２に記載の光学表示装置の製造システム。
【請求項４】
　前記光学表示装置の製造システムは、前記長尺の離型フィルムを巻き掛けることで当該
第２光学部材から当該長尺の離型フィルムを剥離する剥離装置をさらに備える、請求項１
から３のいずれかに記載の光学表示装置の製造システム。
【請求項５】
　前記剥離装置は、光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合わせる際に、前記長尺の離
型フィルムを巻き掛けることで当該第１光学部材からも当該長尺の離型フィルムを剥離さ
せる、請求項４に記載の光学表示装置の製造システム。
【請求項６】
　前記剥離装置から送り出された前記第２光学部材の前方部が当該テープ部材の前記巻取
手段の側に付着され、当該第２光学部材の後方部が当該テープ部材の前記テープ部材巻回
手段の側に付着される位置に、前記駆動機構は前記排除ローラを移動させる、請求項４ま
たは５に記載の光学表示装置の製造システム。
【請求項７】
　前記巻取手段による前記テープ部材の巻取り移動速度と、前記剥離装置から送り出され
る前記第２光学部材の送出速度とを同期させる、請求項４から６のいずれかに記載の光学
表示装置の製造システム。
【請求項８】
　前記長尺の離型フィルム上から前記第２光学部材を排除する際、
　前記剥離装置から前記第２光学部材の少なくとも前方部を送り出した状態で、前記長尺
の離型フィルムによる搬送を一旦停止させ、
　前記巻取手段による前記テープ部材の巻き取りを停止した状態で、当該テープ部材に、
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前記第２光学部材の少なくとも前方部を付着させるとともに、
　前記巻取手段による前記テープ部材の巻き取りを開始する時期と同時期に、前記長尺の
離型フィルムによる搬送を開始する、請求項４から７のいずれかに記載の光学表示装置の
製造システム。
【請求項９】
　前記巻取手段は、第ｎ個目（ｎは自然数）の第２光学部材が付着されたテープ部材を巻
き取る際に、第ｎ＋１個目の第２光学部材が前記第ｎ個目の第２光学部材と少なくとも一
部が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻き取った後、巻き取りを停止する、請求
項１から８のいずれかに記載の光学表示装置の製造システム。
【請求項１０】
　前記排除装置は、前記光学表示ユニットの上方位置を避けた位置で、前記テープ部材に
前記第２光学部材を付着させる、請求項１から９のいずれかに記載の光学表示装置の製造
システム。
【請求項１１】
　前記排除装置は、前記光学表示ユニットよりも下方位置で、前記テープ部材に前記第２
光学部材を付着させる、請求項１から１０のいずれかに記載の光学表示装置の製造システ
ム。
【請求項１２】
　前記光学表示装置の製造システムは、前記光学表示ユニットに前記第１光学部材を貼り
合わせるための一対の貼付ローラをさらに備え、
　前記第２光学部材を、前記貼付ローラの一方と前記排除ローラとの間に挟むことで、前
記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる、請求項１から１１のいずれかに記載の光
学表示装置の製造システム。
【請求項１３】
　光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合わせる貼合工程を含む光学表示装置の製造方
法であって、
　前記製造方法は、前記第１光学部材および排除対象物である第２光学部材を搬送する長
尺の離型フィルムから、当該第２光学部材を排除する排除工程を含み、
　前記排除工程は、
　テープ部材巻回手段から繰り出されたテープ部材が巻き掛けられた排除ローラを移動さ
せる移動処理と、
　前記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる付着処理と、
　前記第２光学部材が付着された前記テープ部材を巻取手段により巻き取る巻取処理とを
含む、光学表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記光学表示装置の製造方法は、前記排除工程の前に、長尺の離型フィルム、および当
該長尺の離型フィルム上に設けられた長尺の光学部材を少なくとも有して構成される長尺
の積層光学部材において前記長尺の離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を切断する
切断工程をさらに含み、
　前記第１光学部材および前記第２光学部材は、前記切断工程により前記長尺の離型フィ
ルムを残して前記長尺の光学部材を切断することで得られたものである、請求項１３に記
載の光学表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第２光学部材は、前記長尺の離型フィルム上に粘着剤層を介して設けられ、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記付着処理は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記第２光学部材を付着さ
せる、請求項１３または１４に記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記光学表示装置の製造方法は、前記長尺の離型フィルムを剥離装置に巻き掛けること
で前記第２光学部材から当該長尺の離型フィルムを剥離する剥離処理をさらに含む、請求
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項１３から１５のいずれかに記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記貼合工程は、前記長尺の離型フィルムを前記剥離装置に巻き掛けることで前記第１
光学部材から当該長尺の離型フィルムを剥離する第１光学部材剥離処理をさらに含む、請
求項１６に記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記剥離処理により前記剥離装置から送り出された前記第２光学部材の前方部が当該テ
ープ部材の前記巻取手段の側に付着され、当該第２光学部材の後方部が当該テープ部材の
前記テープ部材巻回手段の側に付着される位置に、前記移動処理は前記排除ローラを移動
させる、請求項１６または１７に記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記巻取処理による前記テープ部材の巻取り移動速度と、前記剥離処理により前記剥離
装置から送り出される前記第２光学部材の送出速度とを同期させる、請求項１６から１８
のいずれかに記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記長尺の離型フィルム上から当該第２光学部材を排除する際、
　前記剥離処理により前記剥離装置から前記第２光学部材の少なくとも前方部を送り出し
た状態で、前記長尺の離型フィルムによる搬送を一旦停止させ、
　前記巻取処理による前記テープ部材の巻き取りを停止した状態で、当該テープ部材に、
前記第２光学部材の少なくとも前方部を付着させるとともに、
　前記巻取処理による前記テープ部材の巻き取りを開始する時期と同時期に、前記長尺の
離型フィルムによる搬送を開始する、請求項１６から１９のいずれかに記載の光学表示装
置の製造方法。
【請求項２１】
　前記巻取処理は、第ｎ個目（ｎは自然数）の第２光学部材が付着された前記テープ部材
を巻き取る際に、第ｎ＋１個目の第２光学部材が前記第ｎ個目の第２光学部材と少なくと
も一部が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻き取った後、巻き取りを停止する、
請求項１３から２０のいずれかに記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項２２】
　前記付着処理は、前記光学表示ユニットの上方位置を避けた位置で、前記テープ部材に
前記第２光学部材を付着させる、請求項１３から２１のいずれかに記載の光学表示装置の
製造方法。
【請求項２３】
　前記付着処理は、前記光学表示ユニットよりも下方位置で、前記テープ部材に前記第２
光学部材を付着させる、請求項１３から２２のいずれかに記載の光学表示装置の製造方法
。
【請求項２４】
　前記貼合工程は、前記光学表示ユニットおよび前記第１光学部材を一対の貼付ローラ間
に挟みこむことで、前記光学表示ユニットに前記第１光学部材を貼り合わせるものであり
、
　前記付着処理は、前記第２光学部材を、前記貼付ローラの一方と前記排除ローラとの間
に挟むことで、前記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる、請求項１３から２３の
いずれかに記載の光学表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　排除対象物を排除するための排除装置であって、
　テープ部材と、
　前記テープ部材が巻回されたテープ部材巻回手段と、
　前記テープ部材巻回手段から繰り出された前記テープ部材が掛け渡された排除ローラと
、
　前記排除ローラを移動させる駆動機構と、
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　前記排除ローラに掛け渡された前記テープ部材を巻き取る巻取手段と、を有し、
　前記排除ローラを移動させ、当該テープ部材に前記排除対象物を付着させて巻き取るよ
うに構成された、排除装置。
【請求項２６】
　前記排除対象物は、粘着剤層を有するものであり、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記排除装置は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記排除対象物を付着させ
る、請求項２５に記載の排除装置。
【請求項２７】
　前記排除対象物の前方部が前記テープ部材の前記巻取手段の側に付着され、当該排除対
象物の後方部が当該テープ部材の前記テープ部材巻回手段の側に付着される位置に、前記
駆動機構は前記排除ローラを移動させる、請求項２５または２６に記載の排除装置。
【請求項２８】
　前記巻取手段は、第ｎ個目（ｎは自然数）の排除対象物が付着された前記テープ部材を
巻き取る際に、第ｎ＋１個目の排除対象物が前記第ｎ個目の排除対象物と少なくとも一部
が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻き取った後、巻き取りを停止する、請求項
２５から２７のいずれかに記載の排除装置。
【請求項２９】
　前記排除対象物は、長尺の離型フィルム、および当該長尺の離型フィルム上に設けられ
た長尺の光学部材を少なくとも有して構成される長尺の積層光学部材において前記長尺の
離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を切断することで得られた光学部材である、請
求項２５から２８のいずれかに記載の排除装置。
【請求項３０】
　排除対象物を排除するための排除方法であって、
　テープ部材巻回手段から繰り出されたテープ部材が巻き掛けられた排除ローラを移動さ
せる移動処理と、
　前記テープ部材に前記排除対象物を付着させる付着処理と、
　前記排除対象物が付着された前記テープ部材を巻取手段により巻き取る巻取処理とを含
む、排除方法。
【請求項３１】
　前記排除対象物は、粘着剤層を有するものであり、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記付着処理は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記排除対象物を付着させ
る、請求項３０に記載の排除方法。
【請求項３２】
　前記排除対象物の前方部が前記テープ部材の前記巻取手段の側に付着され、当該排除対
象物の後方部が当該テープ部材の前記テープ部材巻回手段の側に付着される位置に、前記
移動処理は前記排除ローラを移動させる、請求項３０または３１に記載の排除方法。
【請求項３３】
　前記巻取処理は、第ｎ個目（ｎは自然数）の排除対象物が付着された前記テープ部材を
巻き取る際に、第ｎ＋１個目の排除対象物が前記第ｎ個目の排除対象物と少なくとも一部
が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻き取った後、巻き取りを停止する、請求項
３０から３２のいずれかに記載の排除方法。
【請求項３４】
　前記排除対象物は、長尺の離型フィルム、および当該長尺の離型フィルム上に設けられ
た長尺の光学部材を少なくとも有して構成される長尺の積層光学部材において前記長尺の
離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を切断することで得られた光学部材である、請
求項３０から３３のいずれかに記載の排除方法。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排除対象物を排除する排除装置に関する。また、光学部材を光学表示ユニッ
トに貼り合わせるための光学表示装置の製造システムおよび光学表示装置の製造方法であ
って、排除対象物を排除する排除装置を用いた構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、粘着剤層がセパレータで保護された長尺の偏光板を、その長手方向に送り、
この搬送途中で偏光板の欠点を検査し、欠点部分を含む偏光板をセパレータを残して切断
し、この欠点部分を含む偏光板を除去する欠点除去装置が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　この欠点除去装置（１５）は、特許文献１の図４～８に示すように、偏光板テープ（３
）の上方に配置された枢軸（２８）を中心に揺動する剥離爪（２９）と、この剥離爪（２
９）に揺を与えるシリンダ（３０）と、偏光板テープ（３）の直上を逆方向に走行し、剥
離爪（２９）の上面で欠点偏光板（４ａ）を受け取って転移させるフィルム（３１）で形
成されている。そして、欠点検出装置（１４）のセンサー（２５）が欠点（３ａ）を検出
すると、シリンダ（３０）は伸長作動し、剥離爪（２９）は下方向に回動し、爪先で偏光
板テープ（３）を押し下げ、この偏光板テープ（３）刃物受台２２の先端とで屈曲させる
ことにより、前進してきた欠点偏光板（４ａ）を屈曲部分でセパレータ（６）から剥離さ
せ、剥離爪（２９）上でフィルム（３１）に載り移らせるように作用して、欠点偏光板（
４ａ）を除去する構成である。なお、括弧内の符号は特許文献１の図４～８に示されてい
る符号を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭５７－５２０１７号公報（請求項１、図４～８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の構成の場合、剥離爪（２９）の爪先が鋭角であるため、剥
離爪（２９）の爪先を偏光板テープ（３）に押し付けると偏光板テープ（３）を傷める可
能性がある。また、切断処理においてセパレータ（６）に切れ目等のきっかけが入った場
合に、偏光板テープ（３）をテンションを張った状態でフィルム（３１）に剥離爪（２９
）を押し当てることにより、過テンション状態になりフィルム（３１）破断等の不具合も
想定される。また、剥離爪（２９）の爪先でセパレータ（６）に屈曲部を形成する必要が
あるが、剥離爪（２９）の爪先を欠点でない偏光板テープ（３）に押し付けてしまうとそ
の偏光板テープ（３）を痛めてしまい好ましくなく、一方、剥離爪（２９）の爪先を欠点
偏光板テープに押し付けてしまうと、欠点偏光板テープを剥離させることができない。す
なわち、剥離爪（２９）の爪先を切断筋（切り目）に精度良く押し付けないと、欠点偏光
板テープを剥離させることができない。このため、剥離爪（２９）の動作制御を精度良く
行う必要があった。また、剥離爪（２９）の高精度な動作制御に加え、切断筋の幅を大き
くする必要があった。また、剥離爪（２９）の進入方向とセパレータ（６）の進行とが逆
であるため、排出処理の際に、剥離爪先端にてセパレータ（６）の粘着層接触面と排出用
のフィルム（３１）の粘着層接触面とが、逆の送り方向で擦りあってしまい、セパレータ
（６）またはフィルム（３１）の破断、キズ、粘着汚れ等の不具合が発生する可能性があ
る。
【０００６】
　本発明は、上記の実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、簡単な装置構成で
排除対象物を精度良く排除できる排除装置を提供することにある。また、光学部材を光学
表示ユニットに貼り合せる場合において、例えば欠点を含む光学部材を光学表示ユニット
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に貼り合わせないように、好適に光学部材を排除できる排除装置を備える光学表示装置の
製造システムおよび当該排除装置を用いる光学表示装置の製造方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、鋭意研究を重ねた結果、以下の本発明を完成するに至った
ものである。
【０００８】
　本発明の光学表示装置の製造システムは、
　光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合わせるための光学表示装置の製造システムで
あって、
　前記光学表示装置の製造システムは、前記第１光学部材および排除対象物である第２光
学部材を搬送する長尺の離型フィルムから、当該第２光学部材を排除する排除装置を備え
、
　前記排除装置は、テープ部材と、
　前記テープ部材が巻回されたテープ部材巻回手段と、
　前記テープ部材巻回手段から繰り出された前記テープ部材が掛け渡された排除ローラと
、
　前記排除ローラを移動させる駆動機構と、
　前記排除ローラに掛け渡された前記テープ部材を巻き取る巻取手段と、を有し、
　前記排除ローラを移動させ、当該テープ部材に前記第２光学部材を付着させて巻き取る
ように構成されたものである。
【０００９】
　この構成によれば、光学表示装置の製造システムが排除装置を備えており、この排除装
置によって排除対象物の第２光学部材を好適に排除することができる。排除装置は、排除
装置は、テープ部材と、前記テープ部材が巻回されたテープ部材巻回手段と、前記テープ
部材巻回手段から繰り出された前記テープ部材が掛け渡された排除ローラと、前記排除ロ
ーラを移動させる駆動機構と、前記排除ローラに掛け渡された前記テープ部材を巻き取る
巻取手段と、を有している。
【００１０】
　排除装置は、排除ローラを排除位置に移動させ、排除ローラに掛け渡されたテープ部材
を排除対象物である第２光学部材に付着させ、付着された第２光学部材をテープ部材とと
もに巻取手段で巻き取ることができる。よって、簡単な装置構成で第２光学部材を好適に
排除することができる。また、第２光学部材以外の部材を屈曲させる等の変形を実質的に
生じさせないため、その部材を痛めることがない。また、先行文献１のような剥離爪の爪
先とは異なり、排除ローラはその断面形状が角張っておらず（好ましくは断面円形状であ
り）、この排除ローラに掛け渡されたテープ部材に付着させるため、第１光学部材や他の
部材に対して損傷を与える心配がない。
【００１１】
　「テープ部材」としては、例えば、各種フィルム、粘着テープ、接着テープ等が例示さ
れる。テープ部材として、粘着テープあるいは接着テープを用いた場合、排除対象物の一
部に粘着あるいは接着テープの粘着面あるいは接着面を作用させればよいため、従来技術
のように、高精度に排除ローラの動作制御を行う必要がないため、動作制御機構を簡単に
構成できる。また、テープ部材として、粘着面を形成していないフィルムを用いた場合、
排除対象物に形成された粘着剤層あるいは接着剤層と当該フィルムを付着させるように構
成できる。この場合も、従来技術のように、高精度に排除ローラの動作制御を行う必要が
ないため、動作制御機構を簡単に構成できる。また、テープ部材として粘着面を形成して
いないフィルムを用いる場合、このフィルムとして光学部材を貼合処理した後の長尺の離
型フィルムを再利用することができる。
【００１２】
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　また、上記一実施形態の一例として、
　前記光学表示装置の製造システムは、長尺の離型フィルム、および当該長尺の離型フィ
ルム上に設けられた長尺の光学部材を少なくとも有して構成される長尺の積層光学部材に
おいて前記長尺の離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を切断する切断装置をさらに
備え、
　前記第１光学部材および前記第２光学部材は、前記切断装置により前記長尺の光学部材
を切断することで得られたものである。
【００１３】
　長尺の積層光学部材の構成部材中、長尺の離型フィルムを残して（切断せずに）長尺の
光学部材を切断する場合に、光学部材の欠点情報に基づいて、切断位置を調整するように
制御することが好ましい。欠点情報は、位置情報、欠点の種類等で構成され、長尺の離型
フィルムに予め印刷等で付されていてもよく、切断前に欠点検査をして得られた情報でも
よい。また、欠点が存在する光学部材を光学表示ユニットに貼り合わすことなく排除する
場合、前記の欠点情報に応じて排除されるように構成される。また、排除対象物は、欠点
が存在する光学部材に制限されず、例えば品質検査目的、運転状況検査目的で、適宜排除
される光学部材もある。
【００１４】
　また、本発明の製造システムまたは製造方法の一実施形態として、長尺の積層光学部材
中の長尺の離型フィルムを残して（切断せずに）長尺の光学部材を切断処理する前に、積
層光学部材から長尺の離型フィルムを剥離装置を用いて剥離し、当該長尺の離型フィルム
が剥離された後の積層光学部材を欠点検査装置で欠点を検査し、当該欠点検査後に、積層
光学部材に粘着剤層を介して新たに長尺の離型フィルムを離型フィルム貼合装置を用いて
貼り合わせ、切断装置は、前記欠点検査の結果に基づいて切断処理を行い、前記排除装置
は、前記欠点検査の結果に基づいて排除処理を行なうように構成することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、長尺の離型フィルムを除去して、積層光学部材中の光学部材の欠点
検査を行なえる。よって、離型フィルムに内在する位相差および、離型フィルムに付着ま
たは内在する異物やキズ等の欠点を考慮する必要がなく、光学部材の欠点検査を行なえる
。欠点検査の方法は後述する。
【００１６】
　この欠点検査において、欠点が検出され、不良品判定された場合には、欠点を含む光学
部材の部分を避けるように、所定サイズに切断する（スキップカットと称することがある
）。そして、欠点が存在する部分は、排除（除去）される。これにより、光学部材の歩留
まりが大幅に向上する。
【００１７】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記第２光学部材は、前記長尺の離型フィルム上に粘着剤層を介して設けられ、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記排除装置は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記第２光学部材を付着さ
せる構成である。
【００１８】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記光学表示装置の製造システムは、前記長尺の離型フィルムを巻き掛けることで当該
第２光学部材から当該長尺の離型フィルムを剥離する剥離装置をさらに備える構成がある
。この構成によれば、剥離装置から第２光学部材が送り出されるため、排除の際、排除ロ
ーラを適切な位置に移動させることで、テープ部材と離型フィルムとを接触させることな
く、テープ部材に第２光学部材を付着させることができる。すなわち、第１光学部材の損
壊の懸念をより低減できる。
【００１９】
　剥離装置は、例えば、ナイフエッジ部を有することが好ましい。このとき、ナイフエッ
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ジ先端を回動可能にするための回転機構と回転制御手段（これらは回転手段に相当する）
を備えていてもよい。また、剥離装置は、例えば、複数のローラの組み合わせで構成され
ていてもよく、当該ローラの直径を小さくして、ナイフエッジ先端形状に近づけて、ナイ
フエッジ先端形状と同様の作用を実現させることができる。
【００２０】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記剥離装置は、光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合わせる際に、前記長尺の離
型フィルムを巻き掛けることで当該第１光学部材からも当該長尺の離型フィルムを剥離さ
せる構成がある。剥離装置は、第１光学部材から離型フィルムを剥離する機能も兼ね備え
ているため、製造システム全体として機能設計面に優れ、製造システムのコスト低減効果
も高い。
【００２１】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記剥離装置から送り出された前記第２光学部材の前方部が当該テープ部材の前記巻取
手段の側に付着され、当該第２光学部材の後方部が当該テープ部材の前記テープ部材巻回
手段の側に付着される位置に、前記駆動機構は前記排除ローラを移動させる構成がある。
例えば、図１０（ａ）から（ｃ）に示すように、第２光学部材の前方部がテープ部材の巻
取手段の側に付着され、第２光学部材の後方部がテープ部材のテープ部材巻回手段の側に
付着される。図１０（ａ）の模式図は、離型フィルムが剥離された第２光学部材の搬送方
向とテープ部材の巻取り移動方向が一致または略一致していることを示す。図１０（ｂ）
の模式図は、第２光学部材の搬送方向に対してテープ部材の巻取り移動方向が略垂直下向
きであることを示す。図１０（ｃ）の模式図は、第２光学部材の搬送方向に排除ローラが
突出して配置され、第２光学部材の先端部分が突出した排除ローラに掛け渡されたテープ
部材に付着することを示す。これらの構成によれば、剥離装置からの第２光学部材の送出
方向とテープ部材の巻取り移動方向とが略一致しているため、第２光学部材をテープ部材
に好適に付着させることができる。
【００２２】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記巻取手段による前記テープ部材の巻取り移動速度と、前記剥離装置から送り出され
る前記第２光学部材の送出速度とを同期させる構成がある。テープ部材の巻取り移動速度
と排除対象物の第２光学部材の搬送速度が異なると、速度差による歪みにより不具合が生
じてしまう。不具合の例として、テープ部材の巻取り移動速度が第２光学部材の搬送速度
より速い場合、テープ部材の破断、離型フィルムが引っ張られることにより、光学表示ユ
ニットに対する第１光学部材の貼りズレが発生するおそれがあり、また、テープ部材の巻
取り移動速度が第２光学部材の搬送速度より遅い場合、テープ部材の弛み、第２光学部材
が他のロール等の機械等へ巻き付くことがある。そのため、本構成によってそれら速度を
同期させ、この不具合を好適に防止する。「同期」は、速度差がなく完全に一致する場合
もあれば、装置誤差を考慮した同期としてもよく、例えば、速度差がいずれか一方の速度
の－３％～３％の範囲であってもよく、好ましくは－１％～１％の範囲であってもよい。
同期制御の方法としては、テープ部材の巻取りローラと離型フィルムの搬送ローラの回転
速度を同期させるように制御する構成が例示される。例えば、巻取りローラと搬送ローラ
の回転駆動にサーボモータを用い、制御装置でそれぞれのサーボモータを同時同速回転さ
せるように同期制御することができる。
【００２３】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記長尺の離型フィルム上から当該第２光学部材を排除する際、
　前記剥離装置から前記第２光学部材の少なくとも前方部を送り出した状態で、前記長尺
の離型フィルムによる搬送を一旦停止させ、
　前記巻取手段による前記テープ部材の巻き取りを停止した状態で、当該テープ部材に、
前記第２光学部材の少なくとも前方部を付着させるとともに、
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　前記巻取手段による前記テープ部材の巻き取りを開始する時期と同時期に、前記長尺の
離型フィルムによる搬送を開始する構成がある。この構成によれば、上述のテープ部材の
巻取り移動速度と第２光学部材の送出速度とを同期させる構成と同様の効果が得られる。
【００２４】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記巻取手段は、第ｎ個目（ｎは自然数）の第２光学部材が付着されたテープ部材を巻
き取る際に、第ｎ＋１個目の第２光学部材が前記第ｎ個目の第２光学部材と少なくとも一
部が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻き取った後、巻き取りを停止する構成が
ある。この構成によれば、第２光学部材の脱落防止をできるとともに、テープ部材等の浪
費も防ぐことができる。また、より好ましくは、全部が重ならなくなる位置まで、例えば
、第ｎ個目（ｎは自然数）の第２光学部材と第ｎ＋１個目の第２光学部材との隙間が３ｍ
ｍ程度空けるとよい。
【００２５】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記排除装置は、前記光学表示ユニットの上方位置を避けた位置で、前記テープ部材に
前記第２光学部材を付着させる構成がある。排除処理において、テープ部材と第２光学部
材の付着を光学表示ユニットの上方位置で実行しないように構成することで、光学表示ユ
ニット表面に異物等の付着を防止できる。また、テープ部材を光学表示ユニットに接触し
ないように構成することで光学表示ユニットの破損等を防止できる。具体的な実現方法と
しては、例えば、排除装置の動作位置が光学表示ユニットの搬送位置の上方とならないよ
うに配置する方法や、排除処理中において、排除装置の下方に位置しないように光学表示
ユニットの搬送を停止させる方法が挙げられる。
【００２６】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記排除装置は、前記光学表示ユニットよりも下方位置で、前記テープ部材に前記第２
光学部材を付着させる構成がある。排除処理において、テープ部材と第２光学部材の付着
を光学表示ユニットの下方位置で実行させるため、光学表示ユニット表面に異物等の付着
を防止できる。具体的な実現方法としては、例えば、排除装置を光学表示ユニットの搬送
位置よりも下方に設置する方法や、テープ部材と第２光学部材の貼り合わせ位置を光学表
示ユニットの下方になるようにテープ部材の動作位置、離型フィルムから剥離される第２
光学部材の位置を設定する方法が挙げられる。
【００２７】
　また、上記一実施形態の一例として、
　前記光学表示装置の製造システムは、前記光学表示ユニットに前記第１光学部材を貼り
合わせるための一対の貼付ローラをさらに備え、
　前記第２光学部材を、前記貼付ローラの一方と前記排除ローラとの間に挟むことで、前
記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる構成がある。
【００２８】
　この構成によれば、貼付ローラの一方を利用することで、製造システムのコスト低減を
図ることができる。
【００２９】
　また、上記製造システムの一実施形態として、前記剥離装置を回転させる回転手段をさ
らに備え、
　前記剥離装置は、前記光学表示ユニットに前記第１光学部材を貼り合せる際に、前記第
１光学部材から前記離型フィルムを剥離させつつ、前記第１光学部材を、前記光学表示ユ
ニットとの貼り合せる貼合位置に向かわせるように構成し、
　前記第２光学部材を前記離型フィルムから排除する際に、前記回転手段によって剥離装
置の先端を下方向に回転させ、当該剥離装置によって前記第２光学部材から前記離型フィ
ルムを剥離させつつ、当該第２光学部材を前記貼合位置よりも低い排除位置に向かわせ、
当該第２光学部材を前記テープ部材に付着させる構成がある。
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【００３０】
　この構成によれば、剥離装置を回転させる回転手段によって剥離装置の回転位置を制御
して、離型フィルムが剥離された第１光学部材を光学表示ユニットとの貼り合せる貼合位
置に向かわせるように制御でき、また、第２光学部材を貼合位置よりも低い排除位置に向
かわせるように好適に制御できる。
【００３１】
　また、他の本発明の製造方法は、
　光学表示ユニットに第１光学部材を貼り合わせる貼合工程を含む光学表示装置の製造方
法であって、
　前記製造方法は、前記第１光学部材および排除対象物である第２光学部材を搬送する長
尺の離型フィルムから、当該第２光学部材を排除する排除工程を含み、
　前記排除工程は、
　テープ部材巻回手段から繰り出されたテープ部材が巻き掛けられた排除ローラを移動さ
せる移動処理と、
　前記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる付着処理と、
前記第２光学部材が付着された前記テープ部材を巻取手段により巻き取る巻取処理とを含
む構成である。
【００３２】
　この構成の作用効果は、上述した製造システムと同様の作用効果を奏し、以下の実施形
態例の作用効果も同様である。なお、本発明の製造方法は、上述の製造システム用いて実
現することもできるが、それ以外の手段を用いても実現できる。
【００３３】
　また、上記製造方法において、前記光学表示装置の製造方法は、前記排除工程の前に、
長尺の離型フィルム、および当該長尺の離型フィルム上に設けられた長尺の光学部材を少
なくとも有して構成される長尺の積層光学部材において前記長尺の離型フィルムを残して
前記長尺の光学部材を切断する切断工程をさらに含み、
　前記第１光学部材および前記第２光学部材は、前記切断工程により前記長尺の離型フィ
ルムを残して前記長尺の光学部材を切断することで得られたものである。
【００３４】
　また、上記一実施形態の一例として、前記第２光学部材は、前記長尺の離型フィルム上
に粘着剤層を介して設けられ、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記付着処理は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記第２光学部材を付着さ
せる構成がある。
【００３５】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記光学表示装置の製造方法は、前記長尺
の離型フィルムを剥離装置に巻き掛けることで当該第２光学部材から当該長尺の離型フィ
ルムを剥離する剥離処理をさらに含む構成がある。
【００３６】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記貼合工程は、前記長尺の離型フィルム
を前記剥離装置に巻き掛けることで当該第１光学部材から当該長尺の離型フィルムを剥離
する第１光学部材剥離処理をさらに含む構成がある。
【００３７】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記剥離処理により前記剥離装置から送り
出された前記第２光学部材の前方部が当該テープ部材の前記巻取手段の側に付着され、当
該第２光学部材の後方部が当該テープ部材の前記テープ部材巻回手段の側に付着される位
置に、前記移動処理は前記排除ローラを移動させる構成がある。
【００３８】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記巻取処理による前記テープ部材の巻取
り移動速度と、前記剥離処理により前記剥離装置から送り出される前記第２光学部材の送
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出速度とを同期させる構成がある。
【００３９】
　　また、上記製造方法の一実施形態において、前記長尺の離型フィルム上から当該第２
光学部材を排除する際、
　前記剥離処理により前記剥離装置から前記第２光学部材の少なくとも前方部を送り出し
た状態で、前記長尺の離型フィルムによる搬送を一旦停止させ、
　前記巻取処理による前記テープ部材の巻き取りを停止した状態で、当該テープ部材に、
前記第２光学部材の少なくとも前方部を付着させるとともに、
前記巻取処理による前記テープ部材の巻き取りを開始する時期と同時期に、前記長尺の離
型フィルムによる搬送を開始する構成がある。
【００４０】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記巻取処理は、第ｎ個目（ｎは自然数）
の第２光学部材が付着された前記テープ部材を巻き取る際に、第ｎ＋１個目の第２光学部
材が前記第ｎ個目の第２光学部材と少なくとも一部が重ならなくなる位置まで当該テープ
部材を巻き取った後、巻き取りを停止する構成がある。
【００４１】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記付着処理は、前記光学表示ユニットの
上方位置を避けた位置で、前記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる構成がある。
【００４２】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記付着処理は、前記光学表示ユニットよ
りも下方位置で、前記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる構成がある。
【００４３】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記貼合工程は、前記光学表示ユニットお
よび前記第１光学部材を一対の貼付ローラ間に挟みこむことで、前記光学表示ユニットに
前記第１光学部材を貼り合わせるものであり、
　前記付着処理は、前記第２光学部材を、前記貼付ローラの一方と前記排除ローラとの間
に挟むことで、前記テープ部材に前記第２光学部材を付着させる構成がある。
【００４４】
　また、上記製造方法の一実施形態において、前記剥離装置を回転させる回転手段をさら
に備え、
　前記剥離装置は、前記光学表示ユニットに前記第１光学部材を貼り合せる工程において
、前記第１光学部材から前記離型フィルムを剥離させつつ、前記第１光学部材を、前記光
学表示ユニットとの貼り合せる貼合位置に向かわせるように構成し、
　前記第２光学部材を前記離型フィルムから排除する排除工程において、前記回転手段に
よって剥離装置の先端を下方向に回転させ、当該剥離装置によって前記第２光学部材から
前記離型フィルムを剥離させつつ、当該第２光学部材を前記貼合位置よりも低い排除位置
に向かわせ、当該第２光学部材を前記テープ部材に付着させる構成がある。
【００４５】
　また、上述の製造システム、製造方法によれば、例えば、良品の光学部材を光学表示ユ
ニットに貼り合わせる処理と、例えば不良品の光学部材を光学表示ユニットに貼り合わせ
ることなく排除する処理を連続して行なえる。また、例えば、光学表示ユニットを横倒し
の寝かせた状態にし、その床側面から第１光学部材を貼り合せる場合に、例えば不良品の
第２光学部材を、その貼り合わせ位置よりも床側で排除することができる。この場合、そ
の排除装置を光学表示ユニットよりも床側に設ければよく、排除対象物の第２光学部材の
回収が容易である。排除装置を光学表示ユニットより天井側に設けた場合には、排除対象
物の回収が容易でなく、さらに、回収時に異物が混入すると、この異物が光学表示ユニッ
トに落下してしまい好ましくない。また、光学表示ユニットを水平より斜め状態に寝かせ
た状態にして、その床側面に第１光学部材を貼り合わせる構成であっても、本発明はその
作用効果を奏する。
【００４６】
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　また、別実施形態として、剥離装置のナイフエッジの先端の向きを回転させるとともに
、剥離装置を光学表示ユニットの貼り合わせ位置より遠ざかる床側に移動させるように構
成できる。また、さらに別の実施形態として、剥離装置のナイフエッジの先端の向きを回
転させずに、剥離装置を光学表示ユニットの貼り合わせ位置より遠ざかる床側に移動させ
るように構成できる。
【００４７】
　また、他の実施形態として、排除対象物を排除する場合に、剥離装置の例えば、ナイフ
エッジの先端の向きをそのままにして、当該剥離装置のナイフエッジの先端部分に排除ロ
ーラを配置し、ナイフエッジによって離型フィルムを掛け渡し反転させることで、離型フ
ィルムを当該排除対象物から剥離するとともに、前記排除ローラに掛け渡されたテープ部
材の粘着面に当該排除対象物を粘着させ、当該テープ部材の巻取りによって当該排除対象
物を粘着させつつ排除する構成がある。
【００４８】
　この構成によれば、ナイフエッジの先端の向きを変更させずに、排除ローラをナイフエ
ッジの先端部分に移動させて、当該排除対象物をテープ部材に付着させることができる。
【００４９】
　また、本発明の実施形態として、光学表示ユニットの両面に第１光学部材をそれぞれ貼
り合わせる構成がある。剥離装置、貼合装置は上記と同様の構成を用いることができる。
排除装置は、例えば、光学表示ユニットより床側に配置される。第１光学部材を貼り合せ
る前に、光学表示ユニットを９０度回転させ、既に貼着されている第１光学部材と新たに
貼着される第１光学部材とがクロスニコルの関係になるように、光学表示ユニットの搬送
機構に回転機構を設けることが好ましい。
【００５０】
　本発明の光学表示装置は、光学表示ユニットとこの光学表示ユニットの片面または両面
に貼り合わされた第１光学部材とを有する構成である。光学表示装置は、例えば、液晶表
示装置、有機ＥＬ表示装置が挙げられる。光学表示ユニットとしては、例えば、液晶セル
のガラス基板ユニット（液晶パネルと称されることがある）、有機ＥＬセルの有機ＥＬ発
光体ユニット等が挙げられる。また、光学表示ユニットは、第１光学部材との貼り合わせ
前に予め洗浄処理されることが好ましい。
【００５１】
　また、上記の本発明の光学表示装置の製造方法において、
　片面あるいは両面に第１光学部材を光学表示ユニットに貼り合せた後に、貼り合わせ状
態を検査する検査工程を、さらに有する構成がある。そして、それぞれの工程を連続した
製造ラインで実行することができる。「貼り合わせ状態の検査」は、例えば、第１光学部
材と光学表示ユニットの貼り合わせのズレ、ヨレ、気泡混入等についての検査が例示され
る。
【００５２】
　また、上記の本発明の光学表示装置の製造方法において、
　片面あるいは両面に第１光学部材を光学表示ユニットに貼り合せた後に、貼り合わせ後
の欠点を検査する検査工程を、さらに有する構成がある。そして、それぞれの工程を連続
した製造ラインで実行することができる。「欠点」は、例えば、表面又は内部の汚れ、傷
、異物をかみ込んだ打痕状のひねったような特殊状欠点（クニックと称されることがある
）、気泡、異物等を意味している。
【００５３】
　また、本発明の排除対象物を排除する排除装置は、
　排除対象物を排除するための排除装置であって、
　テープ部材と、
　前記テープ部材が巻回されたテープ部材巻回手段と、
　前記テープ部材巻回手段から繰り出された前記テープ部材が掛け渡された排除ローラと
、
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　前記排除ローラを移動させる駆動機構と、
　前記排除ローラに掛け渡された前記テープ部材を巻き取る巻取手段と、を有し、
　前記排除ローラを移動させ、当該テープ部材に前記排除対象物を付着させて巻き取るよ
うに構成されたことを特徴とする。
【００５４】
　この構成によれば、排除ローラを排除位置に移動させ、排除ローラに掛け渡されたテー
プ部材を排除対象である排除対象物に付着させ、付着された排除対象物をテープ部材とと
もに巻取手段で巻き取ることができる。よって、簡単な装置構成で排除対象物を好適に排
除することができる。また、排除対象物以外の部材を屈曲させる等の変形を実質的に生じ
させないため、その部材を痛めることがない。また、先行文献１のような剥離爪の爪先と
は異なり、排除ローラはその断面形状が角張っておらず（好ましくは断面円形状であり）
、この排除ローラに掛け渡されたテープ部材に付着させるため、排除対象物や他の部材に
対して損傷を与える心配がない。
【００５５】
　また、上記の排除対象物としては、例えば、前記排除対象物は、長尺の離型フィルム、
および当該長尺の離型フィルム上に設けられた長尺の光学部材を少なくとも有して構成さ
れる長尺の積層光学部材において前記長尺の離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を
切断することで得られた光学部材が例示される。そして、排除装置は、光学部材を搬送す
る長尺の離型フィルムから排除対象物である光学部材を好適に排除することができる。
【００５６】
　また、上記排除装置の一実施形態として、前記排除対象物は、粘着剤層を有するもので
あり、前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、前記排除装置は、前記粘着剤層を介して
前記非粘着性表面に前記排除対象物を付着させる構成がある。既に上述した効果の他に、
テープ部材として粘着剤層を設ける必要がないため排除装置の製造コストを低減できる効
果がある。
【００５７】
　また、上記排除装置の一実施形態として、前記排除対象物の前方部が前記テープ部材の
前記巻取手段の側に付着され、当該排除対象物の後方部が当該テープ部材の前記テープ部
材巻回手段の側に付着される位置に、前記駆動機構は前記排除ローラを移動させる構成が
ある。例えば、テープ部材の巻取り移動方向と排除対象物の光学部材の搬送方向とが同じ
である場合、テープ部材と光学部材または離型フィルムとが擦り合わせる必要がなく、そ
れら部材の破断、キズ、粘着汚れ等の不具合を生じることがない。
【００５８】
　また、上記排除装置の一実施形態として、前記巻取手段は、第ｎ個目（ｎは自然数）の
排除対象物が付着された前記テープ部材を巻き取る際に、第ｎ＋１個目の排除対象物が前
記第ｎ個目の排除対象物と少なくとも一部が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻
き取った後、巻き取りを停止する構成がある。
【００５９】
　また、本発明の排除方法は、
　排除対象物を排除するための排除方法であって、
　テープ部材巻回手段から繰り出されたテープ部材が巻き掛けられた排除ローラを移動さ
せる移動処理と、
　前記テープ部材に前記排除対象物を付着させる付着処理と、
前記排除対象物が付着された前記テープ部材を巻取手段により巻き取る巻取処理とを含む
構成である。
【００６０】
　また、上記排除方法の一実施形態として、
　前記排除対象物は、粘着剤層を有するものであり、
　前記テープ部材は、非粘着性表面を有し、
　前記付着処理は、前記粘着剤層を介して前記非粘着性表面に前記排除対象物を付着させ
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る構成がある。
【００６１】
　また、上記排除方法の一実施形態として、
　前記排除対象物の前方部が前記テープ部材の前記巻取手段の側に付着され、当該排除対
象物の後方部が当該テープ部材の前記テープ部材巻回手段の側に付着される位置に、前記
移動処理は前記排除ローラを移動させる構成がある。
【００６２】
　また、上記排除方法の一実施形態として、
　前記巻取処理は、第ｎ個目（ｎは自然数）の排除対象物が付着された前記テープ部材を
巻き取る際に、第ｎ＋１個目の排除対象物が前記第ｎ個目の排除対象物と少なくとも一部
が重ならなくなる位置まで当該テープ部材を巻き取った後、巻き取りを停止する構成があ
る。
【００６３】
　また、上記排除方法の一実施形態として、
　前記排除対象物は、長尺の離型フィルム、および当該長尺の離型フィルム上に設けられ
た長尺の光学部材を少なくとも有して構成される長尺の積層光学部材において前記長尺の
離型フィルムを残して前記長尺の光学部材を切断することで得られた光学部材である構成
がある。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】実施形態１の光学表示装置の製造方法のフローチャート
【図２】実施形態２の光学表示装置の製造方法のフローチャート
【図３】実施形態１の製造システムを説明するための図
【図４】実施形態２の製造システムを説明するための図
【図５】製造システムの装置構成について説明するための図
【図６】製造システムの装置構成について説明するための図
【図７】製造システムの装置構成について説明するための図
【図８】製造システムの装置構成について説明するための図
【図９】積層光学部材の積層構造の一例について説明するための図
【図１０】第２光学部材の前方部がテープ部材の巻取手段の側に付着され、第２光学部材
の後方部がテープ部材のテープ部材巻回手段の側に付着される例を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　（実施形態１）
　本発明の実施形態１について以下に説明する。図１に実施形態１の光学表示装置の製造
方法のフローチャートを示す。図３に実施形態１における光学表示装置の製造システムの
主要構成を示す。実施形態１の製造システムは、後述する実施形態２の製造システムの構
成の内、第１、第２検査前剥離装置１３、２３、第１、第２離型フィルム貼合装置１５、
２５を備えていない構成例である。また、実施形態１の製造システムの別実施形態として
、第１、第２欠点検査装置１４、２４を備えていない構成も例示できる。また、第１、第
２排除装置１９、２９による排除工程では、不良品として判定された光学部材（例えば表
面保護フィルム付き偏光板）を排除する場合に限定されず、例えば、工程検査のサンプリ
ング、品質検査のサンプリング等するために排除する場合も例示される。
【００６６】
　（光学表示ユニット）
　まず、本発明に用いられる光学表示ユニットは、例えば、液晶セルのガラス基板ユニッ
ト、有機ＥＬ発光体ユニット等が挙げられる。
【００６７】
　（光学部材）
　本発明の光学部材は、単層構造でもよく、複数のフィルムが積層された積層構造でもよ
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く、例えば、偏光子、位相差フィルム、輝度向上フィルム、それらフィルムの２以上が積
層された積層の光学部材が例示される。また、光学部材には、保護用の透明フィルムが積
層される場合があり、例えば、偏光子を保護する機能を有する偏光子保護フィルムが挙げ
られる。また、光学部材の一方表面には、光学表示ユニットに貼り付けられるように、粘
着剤が形成され、この粘着剤を保護するための長尺の離型フィルムが設けられ、離型フィ
ルム付き光学部材（積層光学部材の一例に相当する）を構成する。また、光学部材は、長
尺の離型フィルムが形成される表面と異なる最表面に表面保護フィルムが積層されていて
もよい。以下において、表面保護フィルムおよび離型フィルム付き光学部材（積層光学部
材の一例に相当する）をシート製品と称する。
【００６８】
　（製造フローチャート）
　以下の説明において、ロール原反から繰り出され切断処理される前の光学部材を長尺の
光学部材を称することがある。また、光学表示ユニットＷに貼り付けされる光学部材を第
１光学部材と称し、光学表示ユニットに貼り付けされずに排除される排除対象物の光学部
材を第２光学部材と称する。排除対象物の判断は、欠点検査結果に基づいてもよく、オペ
レータによる排除指示に基づいていてもよく、以下では欠点検査結果に基づいて判断され
る例を示す。
【００６９】
　（１）第１ロール原反準備工程（図１、Ｓ１）。長尺の第１シート製品（第１積層光学
部材）を第１ロール原反として準備する。第１ロール原反の幅は、光学表示ユニットへの
貼り合わせサイズに依存している。図９に示すように、第１シート製品Ｆ１の積層構造は
、光学部材Ｆ１１と、第１離型フィルムＦ１２と、表面保護フィルムＦ１３とを有する。
第１光学部材Ｆ１１は、第１偏光子Ｆ１１ａと、その一方面に接着剤層（不図示）を介し
た第１フィルムＦ１１ｂと、その他方面に接着剤層（不図示）を介した第２フィルムＦ１
１ｃとで構成されている。また、光学部材Ｆ１１には、その保護フィルムが一方面にのみ
構成されていてもよく、その他方面を粘着剤層を介して離型フィルムで保護するように構
成することができる。
【００７０】
　第１、第２フィルムＦ１１ｂ、Ｆ１１ｃは、例えば、偏光子保護フィルム（例えばトリ
アセチルセルロースフィルム、ＰＥＴフィルム等）である。第２フィルムＦ１１ｃは、第
１粘着剤Ｆ１４を介して光学表示ユニット面側に貼り合わされる。第１フィルムＦ１１ｂ
には、表面処理を施すことができる。表面処理としては、例えば、ハードコート処理や反
射防止処理、スティッキングの防止や拡散ないしアンチグレア等を目的とした処理等が挙
げられる。第１離型フィルムＦ１２は、第２フィルムＦ１１ｃと第１粘着剤層Ｆ１４を介
して設けられている。また、表面保護フィルムＦ１３は、第１フィルムＦ１１ｂと粘着剤
層Ｆ１５を介して設けられている。第１、第２フィルムＦ１１ｂ、Ｆ１１ｃの具体的構成
は後述する。以下において、偏光子と偏光子保護フィルムとの積層構造を偏光板と称する
ことがある。
【００７１】
　以下の各工程は、工場内において隔離された隔離構造内において行なわれ、清浄度が維
持されている。特に光学部材を光学表示ユニットに貼り合わせる貼合工程において清浄度
が維持されていることが重要である。
【００７２】
　（２）搬送工程（図１、Ｓ２）。準備され設置された第１ロール原反から第１シート製
品（第１積層光学部材）Ｆ１を繰り出し、下流側に搬送する。第１シート製品Ｆ１を搬送
する第１搬送装置１２は、例えば、ニップローラ対、テンションローラ、回転駆動装置、
アキュムレート装置Ａ、センサー装置、制御装置等で構成されている。
【００７３】
　（３）第１検査工程（図１、Ｓ３）。第１シート製品Ｆ１の欠点を第１欠点検査装置１
４を用いて検査する。ここでの欠点検査方法としては、第１シート製品Ｆ１の両面に対し
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、透過光、反射光による画像撮影・画像処理する方法、検査用偏光フィルムをＣＣＤカメ
ラと検査対象物との間に、検査対象である偏光板の偏光軸とクロスニコルとなるように配
置（０度クロスと称することがある）して画像撮影・画像処理する方法、検査用偏光フィ
ルムをＣＣＤカメラと検査対象物との間に、検査対象である偏光板の偏光軸と所定角度（
例えば、０度より大きく１０度以内の範囲）になるように配置（ｘ度クロスと称すること
がある）して画像撮影・画像処理する方法が挙げられる。なお、画像処理のアルゴリズム
は公知の方法を適用でき、例えば二値化処理による濃淡判定によって欠点を検出すること
ができる。
【００７４】
　第１欠点検査装置１４で得られた欠点の情報は、その位置情報（例えば、位置座標）と
ともに紐付けされて、制御装置１に送信され、後述する第１切断装置１６による切断方法
に寄与させることができる。
【００７５】
　（４）第１切断工程（図１、Ｓ４）。第１切断装置１６は、第１離型フィルムＦ１２を
残して（切断せずに）、表面保護フィルムＦ１３、粘着剤層Ｆ１５、光学部材Ｆ１１およ
び第１粘着剤層Ｆ１４を所定サイズに切断する。切断された光学部材の内、光学表示ユニ
ットＷに貼り付けされる目的の光学部材が第１光学部材であり、排除対象物の光学部材が
第２光学部材である。切断手段としては、例えば、レーザ装置、カッター、その他の公知
の切断手段等が挙げられる。第１欠点検査装置１４で得られた欠点の情報に基づいて、欠
点を避けるように切断するように構成される。これにより、光学部材の歩留まりが大幅に
向上する。欠点を含む排除対象物の第２光学部材は、後述する第１排除装置１９によって
排除され、光学表示ユニットＷには貼り付けされないように構成される。
【００７６】
　（５）良品判定（図１、Ｓ５）。第１欠点検査装置１４による欠点検査の結果、良品か
否かが判定される。良品判定の判定基準は予め設定され、例えば、所定面積あたりの欠点
数、欠点サイズ、欠点の種類によって設定される。高精度の表示性能が要求される程、良
品判定は厳しいものとなる。
【００７７】
　（６）第１光学部材貼合工程（図１、Ｓ６－１）。欠点検査で良品判定された光学部材
Ｆ１１（第１光学部材に相当する）の貼り合わせ処理が行なわれる。ここでは、表面保護
フィルムＦ１３付き第１光学部材Ｆ１１が、横倒し状態の光学表示ユニットＷの床側の面
に貼り合わされる。これにより、第１光学部材が光学表示ユニットＷの一方面に貼り合わ
される。
【００７８】
　第１剥離装置１７を用いて第１離型フィルムＦ１２を除去しながら（剥離工程）、第１
貼合装置１８を用いて当該第１離型フィルムＦ１２が除去された第１光学部材Ｆ１１を第
１粘着剤層Ｆ１４を介して光学表示ユニットＷに貼り合わせる。貼り合せに際し、後述す
るように、第１光学部材Ｆ１１と光学表示ユニットＷを一対の貼付ローラを構成する押え
ローラ１８１と案内ローラ１８２とで挟んで圧着する。
【００７９】
　（７）排除対象物の第２光学部材排除工程（図１、Ｓ６－２）。欠点検査で不良品判定
された光学部材Ｆ１１（第２光学部材に相当する）は、排除対象物として排除処理される
。排除処理の構成例は後述する。
【００８０】
　（８）洗浄工程（図１、Ｓ７）。光学表示ユニットＷは、図３に示すように、研磨洗浄
装置１０および水洗浄装置１１によって、その表面が洗浄される。洗浄された光学表示ユ
ニットＷは、搬送機構によって、第１貼合装置１８まで搬送される。搬送機構は、例えば
、搬送用ローラ、搬送方向切り替え機構、回転駆動装置、センサー装置、制御装置等で構
成される。
【００８１】
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　これら、第１ロール原反準備工程、第１検査工程、第１切断工程、第１光学部材貼合工
程、洗浄工程のそれぞれの工程は連続した製造ラインで実行されることが好ましい。以上
の一連の製造工程において、光学表示ユニットＷの一方面に第１光学部材Ｆ１１が貼り合
わされた。以下では、その他面に、同様に光学部材を貼り合わる製造工程について説明す
る。以下の説明においても同様に、光学表示ユニットに貼り付けされる光学部材を第１光
学部材と称し、光学表示ユニットに貼り付けされずに排除される排除対象物の光学部材を
第２光学部材と称する。
【００８２】
　（９）第２ロール原反準備工程（図１、Ｓ１１）。長尺の第２シート製品（第２積層光
学部材）Ｆ２を第２ロール原反として準備する。図９の示すように、第２シート製品Ｆ２
の積層構造は、第１シート製品Ｆ１と同様の構成であるが、これに限定されない。第２シ
ート製品Ｆ２は、光学部材Ｆ２１と、第２離型フィルムＦ２２と、表面保護フィルムＦ２
３とを有する。光学部材Ｆ２１は、第２偏光子２１ａと、その一方面に接着剤層（不図示
）を介した第３フィルムＦ２１ｂと、その他方面に接着剤層（不図示）を介した第４フィ
ルムＦ２１ｃとで構成されている。また、光学部材Ｆ２１には、その保護フィルムが一方
面にのみ構成されていてもよく、その他方面を粘着剤層を介して離型フィルムで保護する
ように構成することができる。
【００８３】
　第３、第４フィルムＦ２１ｂ、Ｆ２１ｃは、例えば、偏光子保護フィルム（例えばトリ
アセチルセルロースフィルム、ＰＥＴフィルム等）である。第４フィルムＦ２１ｃは、第
２粘着剤層Ｆ２４を介して光学表示ユニット面側に貼り合わされる。第３フィルムＦ２１
ｂには、表面処理を施すことができる。表面処理としては、例えば、ハードコート処理や
反射防止処理、スティッキングの防止や拡散ないしアンチグレア等を目的とした処理等が
挙げられる。第２離型フィルムＦ２２は、第４フィルムＦ２１ｃと第２粘着剤層Ｆ２４を
介して設けられている。また、表面保護フィルムＦ２３は、第３フィルムＦ２１ｂと粘着
剤層Ｆ２５を介して設けられている。第３、第４フィルムＦ２１ｂ、Ｆ２１ｃの具体的構
成は後述する。
【００８４】
　（１０）搬送工程（図１、Ｓ１２）。準備され設置された第２ロール原反から第２シー
ト製品Ｆ２を繰り出し、下流側に搬送する。第２シート製品Ｆ２を搬送する第２搬送装置
２２は、例えば、ニップローラ対、テンションローラ、回転駆動装置、アキュムレート装
置Ａ、センサー装置、制御装置等で構成されている。
【００８５】
　（１１）第２検査工程（図１、Ｓ１３）。第２シート製品Ｆ２の欠点を第２欠点検査装
置２４を用いて検査する。ここでの欠点検査方法は、上述した第１欠点検査装置による方
法と同様である。
【００８６】
　（１２）第２切断工程（図１、Ｓ１４）。第２切断装置２６は、第２離型フィルムＦ２
２を残して（切断せずに）、表面保護フィルムＦ２３、粘着剤層Ｆ２５、光学部材Ｆ２１
および第２粘着剤層Ｆ２４を所定サイズに切断する。切断された光学部材の内、光学表示
ユニットＷに貼り付けされる目的の光学部材が第１光学部材であり、排除対象物の光学部
材が第２光学部材である。切断手段としては、例えば、レーザ装置、カッター、その他の
公知の切断手段等が挙げられる。第２欠点検査装置２４で得られた欠点の情報に基づいて
、欠点を避けるように切断するように構成される。これにより、光学部材の歩留まりが大
幅に向上する。欠点を含む排除対象物の光学部材Ｆ２１は、後述する第２排除装置２９に
よって排除され、光学表示ユニットＷには貼り付けされないように構成される。
【００８７】
　（１３）良品判定（図１、Ｓ１５）。第２欠点検査装置２４による欠点検査の結果、良
品か否かが判定される。良品判定の判定基準は予め設定され、例えば、所定面積あたりの
欠点数、欠点サイズ、欠点の種類によって設定される。高精度の表示性能が要求される程
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、良品判定は厳しいものとなる。
【００８８】
　（１４）第１光学部材貼合工程（図１、Ｓ１６－１）。欠点検査で良品判定された光学
部材Ｆ２１（第１光学部材に相当する）の貼り合わせ処理が行なわれる。ここでは、表面
保護フィルム付き第１光学部材Ｆ２１は、横倒し状態の光学表示ユニットＷ１の天井側の
面に貼り合わされる。これにより、光学表示ユニットＷの両面に光学部材（表面保護フィ
ルム付き）が形成される。
【００８９】
　第２剥離装置２７を用いて第２離型フィルムＦ２２を除去しながら（剥離工程）、第２
貼合装置２８を用いて当該第２離型フィルムＦ２２が除去された第１光学部材Ｆ２１を第
２粘着剤層Ｆ２４を介して光学表示ユニットＷ１に貼り合わせる。なお、第１光学部材Ｆ
２１を光学表示ユニットＷ１に貼り合せる前に、搬送機構の搬送方向切り替え機構によっ
て光学表示ユニットＷ１を９０度回転させ、第１光学部材Ｆ１１の偏光子と第１光学部材
Ｆ２１の偏光子をクロスニコルの関係にする場合がある。貼り合せに際し、後述するよう
に、第１光学部材Ｆ２１と光学表示ユニットＷ１を一対の貼付ローラ（２８１、２８２）
で挟んで圧着する。以上によって、光学表示ユニットＷの一方面に第１光学部材Ｆ１１が
、その他面に第１光学部材Ｆ２１が貼り合わされ、両面に光学部材（表面保護フィルム付
き）が設けられた光学表示装置Ｗ１２を製造することができる。
【００９０】
　（１５）排除対象物の第２光学部材の排除工程（図１、Ｓ１６－２）。欠点検査で不良
品判定された光学部材Ｆ２１（第２光学部材に相当する）は、排除対象物として排除処理
される。排除処理の構成例は後述する。
【００９１】
　（１６）光学表示装置の検査工程（図１、Ｓ１７）。検査装置３０は、光学部材を光学
表示ユニットの両面に貼着されて得られた光学表示装置Ｗ１２を検査する。検査方法とし
ては、光学表示装置Ｗ１２の両面に対し、反射光による画像撮影・画像処理する方法が例
示される。また他の方法として、検査用偏光フィルムをＣＣＤカメラと検査対象物との間
に設置する方法も例示される。また、光学表示装置Ｗ１２の一方面側から光を照射し、そ
の透過光像を撮影し、画像解析して欠点を検出する方法が例示される。なお、画像処理の
アルゴリズムは公知の方法を適用でき、例えば二値化処理による濃淡判定によって欠点を
検出することができる。
【００９２】
　（１７）検査装置３０で得られた欠点の情報に基づいて、光学表示装置Ｗ１２の良品判
定がなされる。良品判定された光学表示装置Ｗ１２は、次の実装工程に搬送される。不良
品判定された場合、リワーク処理が施され、新たに光学フィルムが貼られ、次いで検査さ
れ、良品判定の場合、実装工程に移行し、不良品判定の場合、再度リワーク処理に移行す
るかあるいは廃棄処分される。
【００９３】
　以上の一連の製造工程において、第１光学部材Ｆ１１貼合工程と第１光学部材Ｆ２１貼
合工程とを連続した製造ラインで実行することによって、光学表示装置Ｗ１２を好適に製
造することができる。特に、上記各工程を工場内から隔離した隔離構造内部で行なうこと
で、清浄度が確保された環境で光学部材を光学表示ユニットＷに貼り合わせることができ
、高品質の光学表示装置Ｗ１２を製造することができる。
【００９４】
　（スキップカット方式の別実施形態）
　また、上記第１切断工程および第２切断工程の別実施形態を以下に説明する。この実施
形態は、上記の第１検査工程、第２検査工程を備えていない場合に特に有効である。第１
および第２ロール原反の幅方向の一方の端部には、所定ピッチ単位（例えば１０００ｍｍ
）に第１、第２シート製品の欠点情報（欠点座標、欠点の種類、サイズ等）がコード情報
（例えばＱＲコード、バーコード）として付されている場合がある。このような場合、切
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断する前段階で、このコード情報を読み取り、解析して欠点部分を避けるように、第１、
第２切断工程において所定サイズに切断する。そして、欠点を含む部分は除去あるいは光
学表示ユニットではない部材に貼り合わせるように構成し、所定サイズに切断された良品
判定の枚葉の光学部材を光学表示ユニットに貼り合わされるように構成する。これにより
、光学部材の歩留まりが大幅に向上される。
【００９５】
　（実施形態２）
　本発明の実施形態２について以下に説明する。図２に実施形態２の光学表示装置の製造
方法のフローチャートを示す。図４に実施形態２における光学表示装置の製造システムの
主要構成を示す。実施形態１と同様の処理についは簡単に説明する。
【００９６】
　（１）第１ロール原反準備工程（図２、Ｓ１）。長尺の第１シート製品（第１積層光学
部材）Ｆ１を第１ロール原反として準備する。第１シート製品Ｆ１の積層構造は、図９に
示す実施形態１と同様である。
【００９７】
　（２）搬送工程（図２、Ｓ２）。準備され設置された第１ロール原反から第１シート製
品Ｆ１を繰り出し、下流側に搬送する。
【００９８】
　（３）離型フィルム除去工程（図２、Ｓ２３）。第１検査前剥離装置１３は、搬送され
ている第１シート製品Ｆ１から離型フィルムＦ１２を剥離する。剥離機構の詳細は後述す
る。
【００９９】
　（４）第１欠点検査工程（図２、Ｓ２４）。第１欠点検査装置１４は、離型フィルム除
去工程後に、表面保護フィルム付き光学部材の欠点を検査する。離型フィルムＦ１２に内
在する位相差および、離型フィルムＦ１２に付着または内在する異物や傷等の欠点を考慮
する必要がなく、光学部材Ｆ１１の欠点検査を行なえる。欠点検査の方法が上述したとお
りである。欠点を含む排除対象物の光学部材Ｆ１１（第２光学部材に相当する）は、後述
する第１排除装置１９によって排除され、光学表示ユニットＷには貼り付けされないよう
に構成される。
【０１００】
　（５）離型フィルム貼合工程（図２、Ｓ２５）。第１離型フィルム貼合装置１５は、第
１欠点検査工程後に、離型フィルムＨ１２を、第１粘着剤層Ｆ１４を介して、光学部材Ｆ
１１に貼り合せる。貼り合せに際し、気泡等の泡がみが生じないように行なうことが、平
面性維持のため好ましい。第１離型フィルム貼合装置１５の詳細は後述する。
【０１０１】
　（６）第１切断工程（図２、Ｓ２６）。次いで、離型フィルム貼合工程後に、第１切断
装置１６は、離型フィルムＨ１２を切断せずに、表面保護フィルムＦ１３、粘着剤層Ｆ１
５、光学部材Ｆ１１および第１粘着剤層Ｆ１４を所定サイズに切断する。切断手段として
は、例えば、レーザ装置、カッター、その他の公知の切断手段等が挙げられる。
【０１０２】
　（７）良品判定（図２、Ｓ２７）。第１欠点検査装置１４による欠点検査の結果、良品
か否かが判定される。良品判定の判定基準は予め設定され、例えば、所定面積あたりの欠
点数、欠点サイズ、欠点の種類によって設定される。高精度の表示性能が要求される程、
良品判定は厳しいものとなる。
【０１０３】
　（８）第１光学部材貼合工程（図２、Ｓ２８－１）。欠点検査で良品判定された光学部
材Ｆ１１（第１光学部材に相当する）の貼り合わせ処理が行なわれる。表面保護フィルム
付き第１光学部材Ｆ１１は、横倒し状態の光学表示ユニットの床側の面に貼り合わされる
。
【０１０４】



(21) JP 2009-271521 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

　第１剥離装置１７を用いて第１離型フィルムＦ１２を除去しながら（剥離工程）、第１
貼合装置１８を用いて当該第１離型フィルムＦ１２が除去された第１光学部材Ｆ１１を第
１粘着剤層Ｆ１４を介して光学表示ユニットＷに貼り合せる。貼り合せに際し、後述する
ように、第１光学部材Ｆ１１と光学表示ユニットＷとを一対の貼付ローラ（押えローラ１
８１、案内ローラ１８２）で挟んで圧着する。
【０１０５】
　（９）排除対象物の第２光学部材排除工程（図２、Ｓ２８－２）。欠点検査で不良品判
定された排除対象物の光学部材Ｆ１１（第２光学部材に相当する）の排除処理が行なわれ
る。排除処理の構成例は後述する。
【０１０６】
　（１０）光学表示ユニットの洗浄工程（図２、Ｓ６）。上述と同様の工程である。
【０１０７】
　（１１）第２ロール原反準備工程（図２、Ｓ１１）。長尺の第２シート製品（第２積層
光学部材）Ｆ２を第２ロール原反として準備する。第２シート製品Ｆ２の積層構造は、図
９に示す構成である。
【０１０８】
　（１２）搬送工程（図２、Ｓ１２）。準備され設置された第２ロール原反から第２シー
ト製品Ｆ２を繰り出し、下流側に搬送する。
【０１０９】
　（１３）離型フィルム除去工程（図２、Ｓ３３）。第２検査前剥離装置２３は、搬送さ
れている第２シート製品Ｆ２から離型フィルムＦ２２を剥離する。剥離機構の詳細は後述
する。
【０１１０】
　（１４）第２欠点検査工程（図２、Ｓ３４）。第２欠点検査装置２４は、離型フィルム
除去工程後に、表面保護フィルム付き光学部材Ｆ２１の欠点を検査する。離型フィルムＦ
２２に内在する位相差および、離型フィルムＦ２２に付着または内在する異物や傷等の欠
点を考慮する必要がなく、光学部材Ｆ２１の欠点検査を行なえる。欠点検査の方法が上述
したとおりである。欠点を含む光学部材Ｆ２１（第２光学部材に相当する）は、後述する
第２排除装置２９によって排除され、光学表示ユニットには貼り付けされないように構成
される。
【０１１１】
　（１５）離型フィルム貼合工程（図２、Ｓ３５）。第２離型フィルム貼合装置２５は、
第２欠点検査工程後に、離型フィルムＨ２２を、第２粘着剤層Ｆ２４を介して、光学部材
Ｆ２１に貼り合せる。貼り合せに際し、気泡等の泡がみが生じないように行なうことが、
平面性維持のため好ましい。第２離型フィルム貼合装置２５の詳細は後述する。
【０１１２】
　（１６）第２切断工程（図２、Ｓ３６）。次いで、離型フィルム貼合工程後に、第２切
断装置２６は、離型フィルムＨ２２を切断せずに、表面保護フィルムＦ２３、粘着剤層Ｆ
２５、光学部材Ｆ２１および第２粘着剤層Ｆ２４を所定サイズに切断する。切断手段とし
ては、例えば、レーザ装置、カッター、その他の公知の切断手段等が挙げられる。
【０１１３】
　（１７）良品判定（図２、Ｓ３７）。第２欠点検査装置２４による欠点検査の結果、良
品か否かが判定される。良品判定の判定基準は予め設定され、例えば、所定面積あたりの
欠点数、欠点サイズ、欠点の種類によって設定される。高精度の表示性能が要求される程
、良品判定は厳しいものとなる。
【０１１４】
　（１８）第１光学部材貼合工程（図２、Ｓ３８－１）。欠点検査で良品判定された光学
部材Ｆ２１（第１光学部材に相当する）の貼り合わせ処理が行なわれる。表面保護フィル
ム付き第１光学部材Ｆ２１は、横倒し状態の光学表示ユニットの天井側の面に貼り合わさ
れる。
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【０１１５】
　第２剥離装置２７を用いて第２離型フィルムＦ２２を除去しながら（剥離工程）、第２
貼合装置２８を用いて当該第２離型フィルムＦ２２が除去された第１光学部材Ｆ２１（表
面保護フィルム付き）を第２粘着剤層Ｆ２４を介して光学表示ユニットＷ１に貼り合せる
。なお、第１光学部材Ｆ２１を光学表示ユニットＷ１に貼り合せる前に、搬送機構Ｒの搬
送方向切り替え機構によって光学表示ユニットＷ１を９０度回転させ、第１光学部材Ｆ１
１の偏光子と第１光学フィルムＦ２１の偏光子をクロスニコルの関係にする場合がある。
貼り合せに際し、後述するように、第１光学部材Ｆ２１と光学表示ユニットＷ１を一対の
貼付ローラ（２８１、２８２）で挟んで圧着する。以上によって、光学表示ユニットＷの
一方面に第１光学部材Ｆ１１が、その他面に第１光学部材Ｆ２１が貼り合わされ、両面に
光学部材が設けられた光学表示装置Ｗ１２を製造することができる。
【０１１６】
　（１９）排除対象物の第２光学部材排除工程（図２、Ｓ３８－２）。欠点検査で不良品
判定された光学部材Ｆ２１（第２光学部材に相当する）の排除処理が行なわれる。排除処
理の構成例は後述する。
【０１１７】
　（２０）光学表示装置の検査工程（図２、Ｓ１７）。この工程は上述と同様である。
【０１１８】
　（２１）検査装置３０で得られた欠点の情報に基づいて、光学表示装置Ｗ１２の良品判
定がなされる。良品判定された光学表示装置Ｗ１２は、次の実装工程に搬送される。不良
品判定された場合、リワーク処理が施され、新たに光学部材が貼られ、次いで検査され、
良品判定の場合、実装工程に移行し、不良品判定の場合、再度リワーク処理に移行するか
あるいは廃棄処分される。
【０１１９】
　以上の一連の製造工程において、第１光学部材Ｆ１１の貼合工程と第１光学部材Ｆ２１
貼合工程とを連続した製造ラインで実行することによって、光学表示装置を好適に製造す
ることができる。特に、上記各工程を工場内において隔離した隔離構造内部で行なうこと
で、清浄度が確保された環境で光学部材を光学表示ユニットに貼り合わせることができ、
高品質の光学表示装置を製造することができる。
【０１２０】
　（実施形態１、２の製造方法を実現する好適な製造システム）
　以下に、実施形態２の製造方法を実現する好適な製造システムの一例について説明する
。
【０１２１】
　図５は、第１剥離装置１７、第１貼付装置１８、第１排除装置１９について示す図であ
る。図６は、第２剥離装置２７、第２貼付装置２８、第２排除装置２９について示す図で
ある。
【０１２２】
　図７は、第１排除装置１９の構成および排除動作について説明するための図である。第
１排除装置１９の構成は、ここで例示する構成に制限されず、これら構成の各種変形例も
適用でき、この変形例は本発明の技術的思想の範囲に含まれる。第２排除装置２９は、第
１排除装置１９の構成と同様の構成であるが、排除動作が異なっており、図８にその排除
動作を説明する。
【０１２３】
　製造装置構成について順に説明する。長尺の第１シート製品（第１積層光学部材）Ｆ１
の第１ロール原反は、自由回転あるいは一定の回転速度で回転するようにモータ等と連動
されたローラ架台装置に設置される。制御装置１によって回転速度が設定され、駆動制御
される。
【０１２４】
　第１搬送装置１２は、第１シート製品Ｆ１を下流側に搬送する搬送機構である。第１搬
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送装置１２は制御装置１によって制御されている。
【０１２５】
　第１検査前剥離装置１３は、搬送されてきた第１シート製品Ｆ１から離型フィルムを剥
離し、離型フィルムを巻取装置に巻き取る構成である。巻取装置の巻取り速度は制御装置
１によって制御されている。離型フィルムを剥離する剥離機構としては、先端が先鋭なナ
イフエッジ部を有し、このナイフエッジ部に離型フィルムを巻き掛けて反転移送すること
により、離型フィルムを剥離すると共に、離型フィルムを剥離した後の第１シート製品Ｆ
１を搬送方向に搬送するように構成される。
【０１２６】
　第１欠点検査装置１４は、離型フィルムの剥離後に、欠点検査をする。第１欠点検査装
置１４は、ＣＣＤカメラで撮像された画像データを解析して欠点を検出し、さらにその位
置座標を算出する。この欠点の位置座標は、後述の第１切断装置１６によるスキップカッ
トに提供される。
【０１２７】
　第１離型フィルム貼合装置１５は、第１欠点検査後に、離型フィルムＨ１２を第１粘着
剤層Ｆ１４を介して光学部材Ｆ１１に貼り合せる。離型フィルムＨ１２のロール原反から
離型フィルムＨ１２を繰り出し、１または複数のローラ対で、離型フィルムＨ１２と光学
部材Ｆ１１を挟持し、当該ローラ対で所定の圧力を作用させて貼り合わせる。ローラ対の
回転速度、圧力制御、搬送制御は、制御装置１によって制御される。
【０１２８】
　第１切断装置１６は、離型フィルムＨ１２を貼り合せた後に、当該離型フィルムＨ１２
を切断せずに、光学部材Ｆ１１、表面保護フィルム１５、第１粘着剤層Ｆ１４、粘着剤層
Ｆ１５を所定サイズに切断する。第１切断装置１６は、例えばレーザ装置である。第１欠
点検査処理で検出された欠点の位置座標に基づいて、第１切断装置１６は、欠点部分を避
けるように所定サイズに切断する。すなわち、欠点部分を含む切断品は不良品として後工
程で第１排除装置１９によって排除される。あるいは、第１切断装置１６は、欠点の存在
を無視して、連続的に所定サイズに切断してもよい。この場合、後述の貼り合せ処理にお
いて、当該部分を貼り合わせずに除去するように構成できる。この場合の制御も制御装置
１の機能による。
【０１２９】
　また、第１切断装置１６は、第１シート製品Ｆ１をその天井面側から吸着保持する保持
テーブルを配置し、レーザ装置を第１シート製品Ｆ１の床側下方に備える。第１シート製
品Ｆ１の幅方向にレーザを走査させるように平行移動し、最上部の離型フィルムＨ１２を
残して第１光学部材Ｆ１１、第１粘着剤層Ｆ１４、表面保護フィルムＦ１３、粘着剤層Ｆ
１５をその搬送方向に所定ピッチで切断（以下、適宜「ハーフカット」という）する。第
１シート製品Ｆ１を保持テーブルで吸着する場合に、その下流側と上流側の第１シート製
品Ｆ１の連続搬送を停止しないように、搬送機構のアキュムレート装置は上下垂直方向に
移動するように構成されている。この動作も制御装置１の制御による。
【０１３０】
　第１貼合装置１８は、上記切断処理後に、第１剥離装置１７によって離型フィルムＨ１
２が剥離された光学部材Ｆ１１（表面保護フィルム付き）を、第１粘着剤層Ｆ１４を介し
て光学表示ユニットＷに貼り合せる。第１検査装置１４によって、良品判定された光学部
材Ｆ１１（第１光学部材に相当する）のみが、光学表示ユニットＷと貼り合わされる。良
品判定された光学部材Ｆ１１と光学表示ユニットＷが貼り合わせ位置に同期して搬送され
る。図５に示すように、光学部材Ｆ１１および光学表示ユニットＷのそれぞれの先端部分
が重なり合うように搬送される。これは、制御装置１が、第１搬送装置１２（アキュムレ
ート装置を含む）および搬送機構を連動するように制御し実現している。
【０１３１】
　図５に示すように、貼り合せる場合に、押さえローラ１８１、案内ローラ１８２によっ
て、光学部材Ｆ１１を光学表示ユニットＷ面に圧接しながら貼り合わせる。押さえローラ
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１８１、案内ローラ１８２の押さえ圧力、駆動動作は、制御装置１によって制御される。
【０１３２】
　第１剥離装置１７の剥離機構１７１としては、先端が先鋭なナイフエッジ部を有し、こ
のナイフエッジ部に離型フィルムＨ１２を巻き掛けて反転移送することにより、離型フィ
ルムＨ１２を剥離すると共に、離型フィルムＨ１２を剥離した後の光学部材Ｆ１１（表面
保護フィルム付き）を光学表示ユニットＷ面に送り出すように構成される。剥離された離
型離ルムＨ１２はロール１７２に巻き取られる。ロール１７２の巻取り制御は、制御装置
１によって制御される。
【０１３３】
　貼合せ機構としては、押さえロ一ラ１８１とそれに対向して配置される案内ローラ１８
２とから構成されている。案内ローラ１８２は、モータにより回転駆動するゴムローラで
構成され、当該ローラを昇降可能とする駆動機構を備えて配備されている。また、その直
上方にはモータにより回転駆動する金属ローラからなる押さえローラ１８１が、当該ロー
ラを昇降可能とする駆動機構を備えて配備されている。光学表示ユニットＷを貼合せ位置
に送り込む際には押さえローラ１８１は、貼り合わせ位置から離れるように移動しローラ
間隔を開けるようになっている。なお、案内ローラ１８２および押さえローラ１８１は、
いずれもゴムローラであってもよいし金属ローラであってもよい。光学表示ユニットＷは
、上述したように各種洗浄装置によって洗浄され、搬送機構によって搬送される構成であ
る。この搬送機構の搬送制御も制御装置１の制御による。
【０１３４】
　（排除装置の実施例１）
　排除対象物２００の光学部材（第２光学部材に相当する）を排除する第１排除装置１９
について説明する。図７を用いて第１排除装置１９の動作を説明する。この第１排除装置
１９は、光学表示ユニットＷよりも床側に配置される。排除動作の場合、排除ローラ１９
２を不図示の駆動機構で排除位置に移動させる。排除ローラを駆動する駆動機構は公知の
駆動機構を用いることができる。排除ローラ１９２には排除用フィルム１９１（テープ部
材に相当する）が掛け渡されている。排除用フィルム１９１は、排除用フィルム１９１の
巻回手段から繰り出され、排除ローラ１９２を介して巻取りローラ１９３に巻き取られる
構成である。また、別実施形態として、排除用フィルム１９１に代替し粘着テープを用い
ることができる。
【０１３５】
　第１剥離装置１７のナイフエッジ１７１によって離型フィルムＨ１２を、第２光学部材
（表面保護フィルム付き）から剥離しつつ、当該第２光学部材を光学表示ユニットＷの貼
り合わせ位置より床方向に向かわせる。そして、押さえローラ１８１と排除ローラ１９２
とで排除対象物２００（表面保護フィルム付き第２光学部材）を挟持し、当該排除対象物
２００を第１粘着剤層Ｆ１４を用いて排除用フィルム１９１に付着させるように構成し、
排除用フィルム１９１を巻取りローラ１９３（巻取手段に相当する）で巻き取ることによ
り、排除対象物２００を排除する構成である。ナイフエッジ１７１の先端位置は、貼り合
わせ位置方向から、回転手段により回転駆動され、床面側に先端位置が回転することによ
り、排除対象物２００を光学表示ユニットＷの貼り合わせ位置より床方向に向かわせてい
る。
【０１３６】
（１）例えば欠点が存在し不良品判定された排除対象物２００が貼り合わせ位置に搬送さ
れてくると、光学表示ユニットＷの搬送送りが停止する（搬送機構にアキュムレート機構
が具備されている）。そして、押さえローラ１８１は、排除対象物２００の排除位置まで
下方に移動する。
（２）上記動作と連動して、ナイフエッジ１７１が回転し、その先端方向が斜め上方から
床側に向く。この回転角度は、第１シート製品Ｆ１の仕様、搬送速度等により設定される
。
（３）上記の（１）、（２）の動作と連動して、排除用フィルム１９１が掛け渡された排
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除ローラ１９２は押さえローラ１８１の位置まで移動する。
（４）ナイフエッジ１７１によって、離型フィルムＨ１２が剥離され、同時に送り出され
た排除対象物２００は、第１粘着剤層Ｆ１４によって排除用フィルム１９１と付着される
ように、押さえローラ１８１と排除ローラ１９２とで、挟まれる。
（５）押さえローラ１８１で、排除対象物２００を排除ローラ１９２側に押さえつけて、
排除対象物２００を第１粘着剤層Ｆ１４によって排除用フィルム１９１に貼り付ける。そ
して、排除用フィルム１９１とともに排除対象物２００を巻取りローラ１９３に巻き取る
。ここで、巻取りローラ１９３による排除用フィルム１９１の移動速度と、排除対象物２
００の搬送速度とが同期している。例えば、巻取りローラ１９３と排除対象物２００の搬
送ローラ（不図示）の回転駆動にサーボモータを用い、制御装置１でそれぞれのサーボモ
ータを同時同速回転させるようにして同期制御することができる。
（６）排除対象物２００を排除後、押さえローラ１８１、排除ローラ１９２、ナイフエッ
ジ１７１は原位置に復帰する。以上の動作は、制御装置１によって制御される。
【０１３７】
　次に、第２排除装置２９の動作について図８を用いて説明する。
（１）例えば欠点が存在し不良品判定された排除対象物２００の光学部材Ｆ２１（第２光
学部材に相当する）が貼り合わせ位置に搬送されてくると、光学表示ユニットＷ１の搬送
送りが停止するとともに、剥離装置２７１から第２光学部材Ｆ２１の前方部を送り出した
状態で（剥離処理）、長尺の離型フィルムＦ２３による搬送も１旦停止させる。（なお、
搬送機構にアキュムレート機構が具備されている。）そして、案内ローラ２８２は垂直下
方に移動する。
（２）次いで、排除用フィルム２９１が掛け渡された排除ローラ２９２は、駆動機構によ
って案内ローラ２８２の定位置である貼り合わせ位置に移動する（移動処理）。（３）押
さえローラ２８１は垂直下方に移動する。
（４）押さえローラ２８１は、排除対象物２００を排除ローラ２９２側に押さえつけて、
排除対象物２００の前方部を第２粘着剤層Ｆ２４を介して排除用フィルム２９１の非粘性
表面に付着させる（付着処理）。そして、長尺の離型フィルムＦ２２による搬送が再開さ
れるとともに、巻取りローラ２９３による巻取りが開始され、排除対象物２００は、排除
用フィルム２９１とともに巻取りローラ２９３（巻取装置）に巻き取られる（巻取処理）
。ここで、巻取りローラ２９３による排除用フィルム２９１の巻取り移動速度と、排除対
象物２００の送出速度とが同期している。例えば、巻取りローラ２９３と排除対象物２０
０の搬送ローラ（不図示）の回転駆動にサーボモータを用い、制御装置１でそれぞれのサ
ーボモータを同時同速回転させるようにして同期制御することができる。また、このとき
、第２光学部材Ｆ２１が付着された排除用フィルム２９１は、次の第２光学部材Ｆ２１の
全体が重ならなくなる位置まで巻き取られた後、巻取りが停止する。
（５）排除後、押さえローラ２８１は上昇し、排除ローラ２９２は原位置に復帰し、案内
ローラ２８２は原位置に復帰する。以上の動作は、制御装置１によって制御される。
【０１３８】
　第１光学部材Ｆ１１が貼り付けされた光学表示ユニットＷ１は、下流側に搬送され、第
２シート製品（第２積層光学部材）Ｆ２の光学部材Ｆ２１が貼り合わされる。以下におい
て、同様の装置構成については、その説明を簡単に説明する。
【０１３９】
　光学部材Ｆ２１の偏光子と光学部材Ｆ１１の偏光子とを９０°の関係（クロスニコルの
関係）に貼り合わせる場合は、光学表示ユニットＷ１を搬送機構の搬送方向切り替え機構
によって、９０°回転させてから光学部材Ｆ２１が貼り合わされる。以下で説明する光学
部材Ｆ２１の貼り合わせ方法においては、第２シート製品Ｆ２を反転させた状態で（離型
フィルムが上面となるようにして）各工程を処理し、光学部材Ｆ２１を光学表示ユニット
Ｗ１の下側から貼り合わせるように構成される。
【０１４０】
　長尺の第２シート製品Ｆ２の第２ロール原反は、自由回転あるいは一定の回転速度で回
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転するようにモータ等と連動されたローラ架台装置に設置される。制御装置１によって回
転速度が設定され、駆動制御される。
【０１４１】
　第２搬送装置２２は、第２シート製品Ｆ２を下流側に搬送する搬送機構である。第２搬
送装置２２は制御装置１によって制御されている。
【０１４２】
　第２検査前剥離装置２３は、搬送されてきた第２シート製品Ｆ２から離型フィルムを剥
離し、巻取装置に巻き取る構成である。巻取装置の巻取り速度は制御装置１によって制御
されている。剥離機構としては、先端が先鋭なナイフエッジ部を有し、このナイフエッジ
部に離型フィルムを巻き掛けて反転移送することにより、離型フィルムを剥離すると共に
、離型フィルムを剥離した後の第２シート製品Ｆ２を搬送方向に搬送するように構成され
る。
【０１４３】
　第２欠点検査装置２４は、離型フィルムの剥離後に、欠点検査をする。第２欠点検査装
置２４は、ＣＣＤカメラで撮像された画像データを解析し、欠点を検出し、さらにその位
置座標を算出する。この欠点の位置座標は、後述の第２切断装置２６によるスキップカッ
トに提供される。
【０１４４】
　第２離型フィルム貼合装置２５は、第２欠点検査後に、離型フィルムＨ２２を第２粘着
剤層Ｆ２４を介して光学部材Ｆ２１に貼り合せる。離型フィルムＨ２２のロール原反から
離型フィルムＨ２２を繰り出し、１または複数のローラ対で、離型フィルムＨ２２と光学
部材Ｆ２１を挟持し、当該ローラ対で所定の圧力を作用させて貼り合わせる。ローラ対の
回転速度、圧力制御、搬送制御は、制御装置１によって制御される。
【０１４５】
　第２切断装置２６は、離型フィルムＨ２２を貼り合せた後に、当該離型フィルムＨ２２
を残して（切断せずに）、光学部材Ｆ２１、表面保護フィルムＦ２３、第２粘着剤層Ｆ２
４、粘着剤層Ｆ２５を所定サイズに切断する。第２切断装置２６は、例えばレーザ装置で
ある。第２欠点検査処理で検出された欠点の位置座標に基づいて、第２切断装置２６は、
欠点部分を避けるように所定サイズに切断する。すなわち、欠点部分を含む切断品は不良
品として後工程で第２排除装置２９によって排除される。あるいは、第２切断装置２６は
、欠点の存在を無視して、連続的に所定サイズに切断してもよい。この場合、後述の貼り
合せ処理において、当該部分を貼り合せずに除去するように構成できる。この場合の制御
も制御装置１の機能による。
【０１４６】
　また、第２切断装置２６は、第２シート製品Ｆ２を床側から吸着保持する保持テーブル
を配置し、レーザ装置を第２シート製品Ｆ２の天井側に備える。第２シート製品Ｆ２の幅
方向にレーザを走査させるように平行移動し、最下部の離型フィルムＨ２２を残して光学
部材Ｆ２１、第２粘着剤層Ｆ２４、表面保護フィルムＦ２３、粘着剤層Ｆ２５をその搬送
方向に所定ピッチで切断する。第２シート製品Ｆ２を保持テーブルで吸着する場合に、そ
の下流側と上流側の第２シート製品Ｆ２の連続搬送を停止しないように、搬送機構のアキ
ュムレート装置は上下垂直方向に移動するように構成されている。この動作も制御装置１
の制御による。
【０１４７】
　第２貼合装置２８は、切断処理後に、第２剥離装置２７によって離型フィルムＨ２２が
剥離された光学部材Ｆ２１（表面保護フィルム付き）を、第２粘着剤層Ｆ２４を介して光
学表示ユニットＷ１に貼り合せる。図６に示すように、貼り合せる場合に、押さえローラ
２８１、案内ローラ２８２によって、光学部材Ｆ２１を光学表示ユニットＷ１面に圧接し
ながら貼り合わせる。押さえローラ２８１、案内ローラ２８２の押さえ圧力、駆動動作は
、制御装置１によって制御される。第２検査装置２４によって、良品判定された光学部材
Ｆ２１（第１光学部材に相当する）のみが、光学表示ユニットＷ１と貼り合わされる。良
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品判定された光学部材Ｆ２１と光学表示ユニットＷ１が貼り合わせ位置に同期して搬送さ
れる。図６に示すように、光学部材Ｆ２１および光学表示ユニットＷ１のそれぞれの先端
部分が重なり合うように搬送される。これは、制御装置１が、第２搬送装置２２（アキュ
ムレート装置を含む）および搬送機構を連動するように制御し実現している。
【０１４８】
　第２剥離装置２７の剥離機構２７１としては、先端が先鋭なナイフエッジ部を有し、こ
のナイフエッジ部に離型フィルムＨ２２を巻き掛けて反転移送することにより、離型フィ
ルムＨ２２を剥離すると共に、離型フィルムＨ２２を剥離した後の第１光学部材Ｆ２１を
光学表示ユニットＷ１面に送り出すように構成される。剥離された離型フィルムＨ２２は
ロール２７２に巻き取られる。ロール２７２の巻取り制御は、制御装置１によって制御さ
れる。
【０１４９】
　貼合せ機構としては、押さえロ一ラ２８１とそれに対向して配置される案内ローラ２８
２とから構成されている。案内ローラ２８２は、モータによる回転駆動するゴムローラで
構成され昇降可能に配備されている。また、その直下方にはモータにより回転駆動する金
属ローラからなる押さえローラ２８１が昇降可能に配備されている。光学表示ユニットＷ
１を貼合せ位置に送り込む際に、押さえローラ２８１は、下方位置まで移動されてローラ
間隔を開けるようになっている。なお、案内ローラ２８２および押さえローラ２８１は、
いずれもゴムローラであってもよいし金属ローラであってもよい。
【０１５０】
　光学部材Ｆ１１、Ｆ２１を光学表示ユニットＷに貼り合わせて得られた光学表示装置Ｗ
１２は、検査装置３０に搬送される。検査装置３０は、搬送されてきた光学表示装置Ｗ１
２の両面に対し検査を実行する。検査装置３０の光源は、光学表示装置Ｗ１２の下面側か
ら垂直に照射し、その透過光像を検査装置３０のＣＣＤカメラによって画像データとして
撮像する。また、光源を所定角度で光学表示装置Ｗ１２表面を照射し、その反射光像をＣ
ＣＤカメラによって画像データとして撮像するように構成できる。これら画像データから
欠点が画像処理して解析され、良品判定がなされる。
【０１５１】
　それぞれの装置の動作タイミングは、例えば、所定の位置にセンサーを配置して検知す
る方法で算出され、または、搬送装置や搬送機構の回転部材をロータリーエンコーダ等で
検出するようにして算出される。制御装置１は、ソフトウエアプログラムとＣＰＵ、メモ
リ等のハードウエア資源との協同作用によって実現されてもよく、この場合プログラムソ
フトウエア、処理手順、各種設定等はメモリが予め記憶されている。また、専用回路やフ
ァームウエア等で構成できる。また、制御装置１は、それぞれの装置を一括して制御する
構成であるが、これに制限されず、それぞれの装置ごとに制御部を設け、制御装置１から
の指令に応じて、それぞれの装置の制御部がそれぞれの装置の動作を制御するように構成
することもできる。
【０１５２】
　以上の製造システムにおいては、光学部材Ｆ１１（表面保護フィルム付き）を光学表示
ユニットＷの下面から貼り付け、光学部材Ｆ２１（表面保護フィルム付き）を光学表示ユ
ニットＷ１の上面から貼り付ける構成である。そして、第１、第２排除装置１９、２９が
光学表示ユニットＷ、Ｗ１の搬送経路よりも下側に位置している。これにより、排除対象
物の回収が容易に行なえる。すなわち、排除装置を光学表示ユニットより天井側に設けた
場合には、排除する部材の回収が容易でなく、さらに、回収時に異物が混入すると、この
異物が光学表示ユニットに落下してしまい好ましくないからである。
【０１５３】
　（別実施形態の製造システム）
　以上の製造システムにおいては、光学表示ユニットを横倒しに寝かせ、その床側の面か
ら光学部材を貼り付ける構成であったが、これに制限されず、光学表示ユニットの天井面
側から光学部材を貼り付けるように構成することができる。
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【０１５４】
　前記においても、光学部材を形成する偏光子、および偏光子の片側または両側に用いら
れるフィルムについては一部説明しているが、一般的には、以下の材料を例示できる。
【０１５５】
（偏光子）
　ポリビニルアルコール系フィルムの染色、架橋、延伸の各処理は、別々に行う必要はな
く同時に行ってもよく、また、各処理の順番も任意でよい。なお、ポリビニルアルコール
系フィルムとして、膨潤処理を施したポリビニルアルコール系フィルムを用いてもよい。
一般には、ポリビニルアルコール系フィルムを、ヨウ素や二色性色素を含む溶液に浸漬し
、ヨウ素や二色性色素を吸着させて染色した後洗浄し、ホウ酸やホウ砂等を含む溶液中で
延伸倍率３倍～７倍で一軸延伸した後、乾燥する。ヨウ素や二色性色素を含む溶液中で延
伸した後、ホウ酸やホウ砂等を含む溶液中でさらに延伸（二段延伸）した後、乾燥するこ
とにより、ヨウ素の配向が高くなり、偏光度特性が良くなるため、特に好ましい。
【０１５６】
　偏光子とその保護層である透明の偏光子保護フィルムとの接着処理は、特に限定される
ものではないが、例えば、ビニルアルコール系ポリマーからなる接着剤、あるいは、ホウ
酸やホウ砂、グルタルアルデヒドやメラミン、シュウ酸などのビニルアルコール系ポリマ
ーの水溶性架橋剤から少なくともなる接着剤等を介して行うことができる。かかる接着層
は、水溶液の塗布乾燥層等として形成されるが、その水溶液の調製に際しては必要に応じ
て、他の添加剤や、酸等の触媒も配合することができる。
【０１５７】
　（偏光子保護層：偏光子保護フィルム）
　偏光子の片側又は両側に設ける偏光子保護層には、適宜な透明フィルムを用いることが
できる。例えば透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断性、等方性などに優れる熱可塑
性樹脂が用いられる。このような熱可塑性樹脂の具体例としては、トリアセチルセルロー
ス等のセルロース樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリスルホン樹
脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、（
メタ）アクリル樹脂、環状ポリオレフィン樹脂（ノルボルネン系樹脂）、ポリアリレート
樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、およびこれらの混合物があげられ
る。なお、偏光子の片側には、透明保護フィルムが接着剤層により貼り合わされるが、他
の片側には、透明保護フィルムとして、（メタ）アクリル系、ウレタン系、アクリルウレ
タン系、エポキシ系、シリコーン系等の熱硬化性樹脂または紫外線硬化型樹脂を用いるこ
とができる。透明保護フィルム中には任意の適切な添加剤が１種類以上含まれていてもよ
い。添加剤としては、例えば、紫外線吸収剤、酸化防止剤、滑剤、可塑剤、離型剤、着色
防止剤、難燃剤、核剤、帯電防止剤、顔料、着色剤などがあげられる。
【０１５８】
　前記透明保護フィルムは、接着剤を塗工する前に、偏光子との接着性を向上させるため
に、表面改質処理を行ってもよい。具体的な処理としては、コロナ処理、プラズマ処理、
フレーム処理、オゾン処理、プライマー処理、グロー処理、ケン化処理、カップリング剤
による処理などがあげられる。また適宜に帯電防止層を形成することができる。
【０１５９】
　本発明による光学部材は、実用に際して各種光学層を積層した積層構造の光学フィルム
も例示できる。その光学層については特に限定されるものではないが、例えば、前記透明
保護フィルムの偏光子を接着させない面（前記接着剤塗布層を設けない面）に対して、ハ
ードコート処理や反射防止処理、スティッキング防止や、拡散ないしアンチグレアを目的
とした表面処理を施したり、視角補償等を目的とした配向液晶層を積層する方法があげら
れる。また、反射板や半透過板、位相差板（１／２や１／４等の波長板（λ板）を含む）
などの液晶表示装置等の形成に用いられる光学フィルムを１層または２層以上貼りあわせ
たものもあげられる。
【０１６０】
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　（位相差板）
　偏光子に積層される光学フィルムの一例として位相差板が挙げられる。位相差板として
は、高分子材料を一軸または二軸延伸処理してなる複屈折性フィルム、液晶ポリマーの配
向フィルム、液晶ポリマーの配向層をフィルムにて支持したものなどがあげられる。延伸
処理は、例えばロール延伸法、長間隙沿延伸法、テンター延伸法、チューブラー延伸法な
どにより行うことができる。延伸倍率は、一軸延伸の場合には１．１～３倍程度が一般的
である。位相差板の厚さも特に制限されないが、一般的には１０～２００μｍ、好ましく
は２０～１００μｍである。
【０１６１】
　前記高分子材料としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポ
リメチルビニルエーテル、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ポリカーボネイト、ポリアリ
レート、ポリスルホン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ
エーテルスルホン、ポリフェニレンスルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリアリ
ルスルホン、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリイミド、ポリオレフィン、ポリ塩
化ビニル、セルロース系重合体、またはこれらの二元系、三元系各種共重合体、グラフト
共重合体、ブレンド物などがあげられる。これら高分子素材は延伸等により配向物（延伸
フィルム）となる。
【０１６２】
　位相差板は、例えば各種波長板や液晶層の複屈折による着色や視角等の補償を目的とし
たものなどの使用目的に応じた適宜な位相差を有するものであってよく、２種以上の位相
差板を積層して位相差等の光学特性を制御したものなどであってもよい。
【０１６３】
　（粘着剤）
　本発明による偏光板や、前記の積層光学フィルム部材には、液晶セル等の他部材と接着
するための粘着層が設けられる。その粘着層は、特に限定されるものではないが、アクリ
ル系等の従来に準じた適宜な粘着剤にて形成することができる。吸湿による発泡現象や剥
がれ現象の防止、熱膨脹差等による光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひいては高品
質で耐久性に優れる画像表示装置の形成性等の点により、吸湿率が低くて耐熱性に優れる
粘着層であることが好ましい。また、微粒子を含有して光拡散性を示す粘着層などとする
ことができる。粘着層は必要に応じて必要な面に設ければよく、例えば、偏光子と偏光子
保護層からなる偏光板について言及するならば、必要に応じて、偏光子保護層の片面また
は両面に粘着層を設ければよい。
【０１６４】
　（離型フィルム）
　前記粘着層の露出面に対しては、実用に供するまでの間、その汚染防止等を目的に離型
フィルム（セパレータと称することがある。）が仮着されてカバーされる。これにより、
通例の取扱状態で粘着層に接触することを防止できる。セパレータとしては、上記厚さ条
件を除き、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シ
ートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長
鎖アルキル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの
、従来に準じた適宜なものを用いうる。
【０１６５】
　（表面保護フィルム）
　このセパレータが設けられた面と反対面の偏光板には、表面保護フィルムが弱粘着剤を
介して形成される。その目的は、傷防止、汚染防止等が主目的である。表面保護フィルム
としては、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シ
ートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長
鎖アルキル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの
、従来に準じた適宜なものを用いうる。
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【０１６６】
　（液晶表示装置）
　本発明の光学部材は液晶表示装置等の各種光学表示装置の形成などに好ましく用いるこ
とができる。液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示装置は一
般に、液晶セル（光学表示ユニットに相当する。）と光学フィルム、及び必要に応じての
照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成される
が、本発明においては本発明による光学フィルムを用いる点を除いて特に限定はなく、従
来に準じうる。液晶セルについても、例えばＴＮ型やＳＴＮ型、π型などの任意なタイプ
のものを用いうる。
【符号の説明】
【０１６７】
Ｆ１　　　第１シート製品
Ｆ２　　　第２シート製品
Ｆ１１　　光学部材
Ｆ１１ａ　第１偏光子
Ｆ１１ｂ　第１フィルム
Ｆ１１ｃ　第２フィルム
Ｆ１２　　第１離型フィルム
Ｆ１３　　表面保護フィルム
Ｆ１４　　第１粘着剤層
Ｆ２１　　光学部材
Ｆ２１ａ　第２偏光子
Ｆ２１ｂ　第３フィルム
Ｆ２１ｃ　第４フィルム
Ｆ２２　　第２離型フィルム
Ｆ２３　　表面保護フィルム
Ｆ２４　　第２粘着剤層
２００　　排除対象物（第２光学部材）
Ｗ　　　　光学表示ユニット
Ｗ１２　　光学表示装置
１　　　　制御装置
１０　　　研磨洗浄装置
１１　　　水洗浄装置
１２　　　第１搬送装置
１３　　　第１検査前剥離装置
１４　　　第１欠点検査装置
１５　　　第１離型フィルム貼合装置
１６　　　第１切断装置
１７　　　第１剥離装置
１８　　　第１貼合装置
１９　　　第１排除装置
２２　　　第２搬送装置
２３　　　第２検査前剥離装置
２４　　　第２欠点検査装置
２５　　　第２離型フィルム貼合装置
２６　　　第２切断装置
２７　　　第２剥離装置
２８　　　第２貼合装置
２９　　　第２排除装置
１８１　　押さえローラ
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１８２　　案内ローラ
１９１　　排除用フィルム
１９２　　排除ローラ
１９３　　巻取ローラ
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