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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネル基板を、処理作業装置間を順次搬送して、該表示パネル基板の処理辺に各種
処理作業を行うことで電子部品を実装する表示パネルモジュール組立装置において、
　少なくとも１つ以上の前記処理作業装置において、1つの前記表示パネル基板の1辺に同
時に処理作業を行う少なくとも２つ以上の処理ユニットを有し、
　該同時とは、前記表示パネル基板を次の前記処理作業の位置へ搬送するまでの間に前記
処理作業が終了する意味で同時あり、
　２つ以上の前記処理ユニットのそれぞれは、処理を行う処理位置の姿勢を検出する処理
位置姿勢検出手段と、該処理位置姿勢検出手段の結果に基づいて該処理位置と前記処理ユ
ニットとの相対位置を補正する処理ユニット位置補正手段とを有し、
　それぞれの該処理ユニット位置補正手段が前記処理作業中にそれぞれの前記処理ユニッ
トを次の前記処理位置に移動し、前記処理をすることを特徴とする表示パネルモジュール
組立装置。
【請求項２】
　２つの以上の前記処理ユニットを有する前記処理作業装置は、圧着工程よりも前の処理
工程を行うための上流側処理作業装置であることを特徴とする請求項１に記載の表示パネ
ルモジュール組立装置。
【請求項３】
　該上流側処理作業装置は、ACF貼付処理作業装置であることを特徴とする請求項２に記
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載の表示パネルモジュール組立装置。
【請求項４】
　前記処理ユニット位置補正手段は、前記処理ユニットを前記表示パネル基板の搬送方向
に、前記表示パネル基板の搬送面と平行であって前記搬送方向と直交方向に、及び前記搬
送面に直交する方向にそれぞれ移動させるＸ軸可動手段、Ｙ軸可動手段、Ｚ軸可動手段と
、前記処理ユニットを前記搬送面と平行面で回転させるθ軸可動手段とを有し、該X軸可
動手段は、該Ｙ軸可動手段、該Ｚ軸可動手段、及び該θ軸可動手段よりも下にあることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の表示パネルモジュール組立装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶やプラズマなどのFPD(=Flat Panel Display)の表示パネル(表示セル基
板)の周辺に駆動ICの搭載やCOF(Chip on Film)，FPC(Flexible Printed Circuits)などの
いわゆるTAB(=Tape Automated Bonding)接続および周辺基板(PCB=printed circuit board
)を実装する表示パネルモジュール組立装置に関するものである。より具体的には、表示
パネルモジュール組立装置における各処理工程をより効率的に配置可能な表示パネル基板
搬送装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　表示パネルモジュール組立装置は、プラズマなどのFPDの表示パネル基板(以下単に基板
と略し、その他の基板、例えばPCBの場合はPCB基板と明記する。)に、複数の処理作業工
程を順次行うことで、該基板の周辺に、駆動IC，TABおよびPCB基板などを実装する装置で
ある。
【０００３】
　例えば、処理工程の一例としては、(1)基板端部のTAB貼付け部を清掃する端子クリーニ
ング工程、(2)清掃後の基板端部に異方性導電フィルムを (ACF=Anisotropic Conductive 
Film)貼付けるACF工程、(3)ACFを貼付けた位置に基板配線を位置決めしてTABやICを搭載
する搭載工程、(4)搭載したTABを加熱圧着することで、ACFフィルムにより固定する圧着
工程、(5)搭載したTABやICの位置や接続状態を検査する検査工程、(6)TABの基板側と反対
側にPCB基板をACFなどで貼付け搭載するPCB工程(複数の工程)などからなる。さらには、
処理する基板の辺の数や処理するTABやICの数などで各処理装置の数や基板を回転する処
理ユニットなどが必要となる。
【０００４】
　表示パネルモジュール組立装置は、これらの処理作業工程を行う処理作業装置を連続し
て配置し、その間を基板搬送手段により基板を搬送することで、基板周辺処理を行うもの
である。
  各処理作業装置の構成としては、特許文献1において、各処理作業を行う作業テーブル
と該作業テーブルに表示パネル基板を搬入・搬出する手段からなる構成が開示されている
。この構成では、表示パネル基板が搬入される作業テーブルは、表示パネル基板を保持し
、基板の幅，長さおよび水平回転方向に調整可能となっており、作業テーブルで表示パネ
ル基板の処理位置の位置決めを行って各処理作業が実施される。
【０００５】
　また、特許文献２においては、各処理作業装置に、3軸および水平回転方向に表示パネ
ル基板を稼動可能なくし型アームを配置する構成が開示されている。この構成では、各処
理作業装置設けられた該くし型アームによって、表示パネル基板を受け渡す動作と表示パ
ネル基板の処理位置の位置決め動作が行われる。
  さらに、特許文献3では、一対のベルトコンベア様の搬送手段の間に、表示パネル支持
テーブルを配置し、該表示パネル支持テーブルによって、表示パネル基板の処理位置の位
置決め動作を行う方法が開示されている。
【０００６】
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【特許文献１】特開平８-２６４７５号公報
【特許文献２】特開２００７－９９４６６号公報
【特許文献３】特開２００３－７６２９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記、特許文献1から3に開示されている従来の各処理作業装置の構成では、いずれも搬
送されてきた基板を保持するとともに、位置決め動作を行った後、各処理作業を実施する
ものである。
【０００８】
　上記したように、表示パネルモジュール組立装置は、複数種類の処理作業装置を連結し
、連続して表示パネルに各種処理作業が行なわれる。上記、特許文献1から3に開示された
処理作業装置の構成では、その処理作業内容により、処理作業時間には差が生じてしまう
。このため、時間の短い工程の処理作業装置は、時間のかかる工程の処理作業装置の終了
を待つことになり、基板の搬送間隔は、時間のかかる工程の処理作業装置に律速されると
ともに、時間の短い工程の処理作業装置では作業停止している時間が発生することになる
。
【０００９】
　各処理作業装置をより効率よく稼動させるためには、時間のかかる工程の処理作業装置
を、時間の短い工程の処理作業装置に対して、数を多く連結し、各処理工程のタクトバラ
ンスを取ることが考えられる。しかし、この方式では連結される処理作業装置の数が増加
し、表示パネルモジュール組立装置全体の長さが非常に長くなってしまうという問題点を
有している。
【００１０】
　本発明の目的は、複数種類の処理作業からなる表示パネルモジュール組立装置または組
立方法において、各処理作業の作業効率を向上することである。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、表示パネルモジュール組立装置全長を短く構成可能な表示
パネルモジュール組立装置を提供することである。
【００１２】
　さらに、本発明の他の目的は、上記二つの目的を達成できる表示パネル基板組立用処理
作業装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、各処理作業装置の処理作業時間を近づけるように表示パ
ネルモジュール組立装置または組立方法あるいは表示パネル基板組立用処理作業装置を構
成する。
【００１４】
　あるいは、表示パネルモジュール組立装置のライン長さが短くなるように表示パネルモ
ジュール組立装置または組立方法あるいは表示パネル基板組立用処理作業装置を構成する
。
【００１５】
　具体的には、上記目的を達成するために、表示パネルモジュール組立装置または組立方
法において、少なくとも1つ以上の該処理作業装置において、1つの表示パネル基板の1辺
に同時に処理作業を行う少なくとも2つ以上の処理ユニットを有することを第１の特徴と
する。
【００１６】
　また、上記目的を達成するために、表示パネルモジュール組立装置または組立方法にお
いて、該各種処理のうち処理時間が長い処理辺作業を分割して同時に処理作業するすくな
くとも2つ以上の処理ユニットを有することを第２の特徴とする。
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【００１７】
　さらに、上記目的を達成するために、上記第１および第２の特徴において、該同時とは
、該表示パネル基板を次の作業位置への搬送するまでの間に処理作業が終了する意味で同
時あることを第３の特徴。
【００１８】
　また、上記目的を達成するために、上記第１乃至第３の特徴において、該処理ユニット
は、処理を行う表示パネル基板の姿勢を検出し、該結果に基づいて表示パネル基板の処理
辺と該処理ユニットとの相対位置を補正することを第４の特徴とする。
【００１９】
　また、上記目的を達成するために、上記第１乃至第３の特徴において、該処理ユニット
は該処理辺方向に平行な方向に移動可能とすることを第５の特徴とする。
【００２０】
　さらに、上記目的を達成するために、上記第１乃至第３の特徴において、該複数処理ユ
ニットにおける処理作業は同時に行われ、該処理作業する複数処理ユニットにおける処理
動作と次の作業位置へシフト移動するシフト移動動作の作業タイミングを制御することを
第６の特徴とする。
【００２１】
　最後に、上記目的を達成するために、表示パネル基板組立用処理作業装置において、1
つの表示パネル基板の1辺に作業を行う少なくとも１つ以上の処理ユニットを有し、該処
理ユニットは該処理辺方向に平行な方向に移動可能な手段を有することを第７の特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２２】
　上記手段によれば、表示パネルモジュール組立装置または組立方法において、処理作業
装置の各処理作業を行う機構部をユニット化するとともに、1つの表示パネル基板の1辺に
、少なくとも2つ以上の処理ユニットが、同時に処理作業を行う構成とすることで遅い処
理作業装置の作業効率を向上させることが可能となる。
【００２３】
　また、上記手段によれば、複数の処理ユニットが表示パネル基板姿勢の検出結果に基い
て、表示パネル基板の処理辺と処理ユニットとの相対位置を補正することができるので、
表示パネル基板の1処理辺に対して、独立に、位置決め処理可能となり、上記、複数処理
ユニットによる同時処理が可能となる。
【００２４】
　さらに、上記手段によれば、該複数の処理ユニットは、表示パネル基板の処理辺方向に
平行な方向に移動可能な稼動手段を設けることで、各処理ユニットは任意に位置に移動で
き、処理ユニットの作業効率を向上させることができる。
【００２５】
　また、上記手段によれば、複数処理ユニットにおける処理動作と基板辺の処理位置間を
シフト移動するシフト移動動作を制御することで、処理作業を行う複数処理ユニットの衝
突などの干渉を防止することが可能となり、同一表示パネル基板の1処理辺に対して、複
数の処理ユニットによる同時に処理作業が可能となる。
【００２６】
　以上の結果、各処理作業装置に配置する処理ユニット数を調整することで、各処理作業
装置の処理作業時間を近づける事が可能となり、複数種類の処理作業からなる表示パネル
モジュール組立装置または組立方法において、各処理作業の稼働率を向上することができ
る。
【００２７】
　また、複数種類の処理作業からなる表示パネルモジュール組立装置において、表示パネ
ルモジュール組立装置全長を短く構成可能な表示パネルモジュール組立装置を提供できる
。
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【００２８】
　さらに、上記二つの効果を達成できる表示パネル基板組立用処理作業装置を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施形態を図1から図1５を用いて説明する。
  図10は、本発明の表示パネルモジュール組立装置における処理作業装置の一実施例の基
本構成を示す図である。図10の装置では、一つの処理作業装置内において実際に処理作業
を行う処理ユニット30を複数台配置している。この様な方式にすることで、一つの処理作
業装置13つまり、一枚の基板10に対して、複数の処理ユニット30が同時に作業を行うこと
が可能となり、各処理作業装置の作業効率が向上したのと同じ効果が得られる。
【００３０】
　一般に、基板10の処理辺および処理箇所には、基準マークが設けられている。
図11は、基板10に設けられた基準マークの一例を示す図である。基準マークとしては、表
示パネル端部を示す端部マーク31とともに、TABやICなどの搭載位置を示す搭載位置マー
ク32などが形成されている。
【００３１】
　図10に示した実施例の処理作業装置では、一つの基板10における処理辺の異なる場所に
、複数の処理ユニット30が同時に作業を行うことから、基板側を動かして処理位置の調整
を行っても、2つの処理ユニット30の処理位置を同時に合わせこむことは、ほとんど不可
能である。そこで、これを解決するために、処理作業装置内の各処理ユニット30が 搭載
位置マーク32から、各処理ユニット30ごとの処理すべき搭載位置を認識し、独立して位置
決めする機能を設けた。
【００３２】
　図12に、このような機能を実現するための処理ユニット30の一実施例を示す。処理ユニ
ット30は、基板上の基準マークを検出するCCDカメラ34とXYZおよびθ方向へ処理ユニット
全体を移動させるXYZθ稼動手段33を備えている。処理ユニット30は、CCDカメラ34から検
出された基準マーク31、32情報から、処理位置補正手段35によって、処理ユニットの補正
量を算出し、XYZθ稼動手段33によって、処理位置を補正することで、基板上の規定の位
置に、ACFの貼付けやTABの搭載などの処理動作を行う。処理作業装置内に設けられた各処
理ユニットが、独立に上記基板処理位置の検出および位置決め動作を行うことで、一つの
基板10に対して複数の処理位置を同時に処理することが可能となる。
【００３３】
　図12の実施例では、X軸稼動手段を最も下に配置している。これは、X軸が基板10の処理
辺と並行な方向の稼動手段であるため、稼動距離が最も長くなるためである。このような
構成にすることで、X軸ガイドレール15Ｓは、処理作業装置に備えられる複数の処理ユニ
ット30で共通化することもできる。
【００３４】
　この実施例では、X軸稼動手段は、処理ユニットを基板の処理位置間で移動させる目的
と各処理位置での位置決めをする目的の両方に使われる。高速の処理位置間の移動と高精
度な処理位置への位置決めを両立するために、処理ユニットを基板の処理位置間で移動さ
せる稼動距離の大きなX軸のうえに、高精度な処理位置への位置決めのために、X軸の微調
用の稼動手段を、他の軸の稼動手段とともに設ける方法も考えられる。現実的には、X軸
が複数必要なとなるので、コストと必要精度を勘案して構成を選択する必要がある。
【００３５】
　図12の実施例では、各処理ユニット30にCCDカメラ34を搭載する構成を開示したが、CCD
カメラ34は処理作業装置13に搭載されており、端部マーク31や予め決めた搭載位置マーク
32などから、処理する基板全体の姿勢を検出し、各処理ユニット30における処理位置補正
情報に変換して、各処理ユニット30の処理位置補正動作を行う方法もある。この方法の場
合、基準マークを検出するカメラの数を減らせるというメリットがある。しかし、各処理
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ユニット30の処理する各位置情報は、一部のマークからの演算により算出されることから
、数μm以下などの非常に高精度の位置決め精度を必要とするICの搭載などへの適用には
注意が必要である。
【００３６】
　さらに、一つの基板10に対して複数の処理ユニット30が同時に作業を行う方式では、処
理ユニット30を近い距離で動作させることが必要である。特に、小さい基板や処理辺の長
さの短い基板10を処理では、処理ユニット30を隣接状態で処理動作させる必要が生じる。
このため、処理動作中に処理ユニット30間の干渉や衝突などの不具合が発生する可能性が
高い。そこで、処理ユニット30同士の衝突を避けるために、同一の基板の処理辺に処理作
業を行う各処理ユニット30の動作タイミングを制御して駆動するように、処理ユニット動
作タイミング制御手段を設けた。
【００３７】
　処理ユニット動作タイミング制御手段による各処理ユニットへの基本的制御手順の一実
施例は以下である。(1)処理ユニット動作タイミング制御手段より、各処理ユニット30に
処理位置情報と移動指令を送信。(2)各処理ユニット30は、移動が完了したら、移動完了
を処理ユニット動作タイミング制御手段に報告。(3)処理ユニット動作タイミング制御手
段は、各処理ユニットに処理ユニット30に処理作業開始を指令。(4)各処理ユニット30は
、規定の処理作業を終了したら、作業終了を処理ユニット動作タイミング制御手段に報告
。(5)処理ユニット動作タイミング制御手段は、各処理ユニット30に次の処理位置への移
動を指令。各処理作業や移動動作中に、異常が起こった場合は、その旨を処理ユニット動
作タイミング制御手段に報告することで、処理ユニット動作タイミング制御手段は、次の
作業や移動処理を停止し、各処理ユニットの衝突などを防止することができる。
【００３８】
　上記したように、各処理ユニットに基板マーク検出および処理位置補正手段とともに、
各処理ユニットの処理ユニット動作タイミング制御手段を備えることで、処理作業装置内
に複数の処理ユニットを配し、一つの表示パネル基板の処理効率を向上させることができ
る。
【００３９】
　次に、本発明を適用した表示パネルモジュール組立装置構成の一実施例を説明する。図
1は、本発明の一実施例としての表示パネル基板の搬送装置およびそれを用いた表示パネ
ルモジュール組立装置の基本構成を説明するための一実施例を示した図である。
【００４０】
　図１の装置は、基板10を、図中左から右に向かって順次搬送しながら、基板の周辺部に
各種処理作業を行って、ICやTABなどの実装組立作業を行う装置である。図１の装置では
、まず、基板長辺側(ソース側)の処理作業装置群1により、基板長辺側(ソース側)の処理
を行った後、基板を回転手段2で回転させ、次に、基板短辺側(ゲート側)の処理作業装置
群3により、基板短辺側(ゲート側)の処理作業を行うように構成されている。図１の装置
では、基板長辺側(ソース側)の処理として、左から(1)基板端部のTAB貼付け部を清掃する
端子クリーニング工程，(2)清掃後の基板端部に異方性導電フィルム (ACF)を貼付けるACF
工程，(3)ACFを貼付けた位置に、基板配線と位置決めしてTABやICを搭載する搭載工程，(
4)搭載したTABやICを加熱圧着することで、ACFフィルムにより固定する圧着工程を順次行
うように構成されており、図中の4～7は、それぞれ、端子クリーニング処理作業装置4，A
CF貼付処理作業装置5，TAB/IC搭載処理作業装置6，本圧着処理作業装置7を示している。
【００４１】
　図１の装置では、基板短辺側(ゲート側)の処理作業としては、端子クリーニング処理作
業装置8と，ACF貼付処理作業装置9のみを図示しており、その後の処理作業装置群につい
ては割愛している。図１に示された処理作業装置以外にも、表示パネルモジュール組立装
置全体としては、図示されていない基板短辺側(ゲート側)の処理作業のほかに、残りの基
板２辺(長辺，短辺)に対する処理工程やTABの基板側と反対側にPCB基板をACFなどで貼付
け搭載するPCB処理工程(複数の処理工程よりなる。)，さらには処理作業後の基板の検査
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工程などの数多くの処理作業装置が、連ねられて構成される。どのような処理作業装置を
連ねる必要があるかは、組立作業を行う表示パネルモジュール構成に依存することは言う
までもない。
【００４２】
　本実施例は、これら数多く接続された各種処理装置の間で基板10を高効率に搬送する表
示パネル基板搬送装置を提供するものである。
【００４３】
　本実施例の表示パネル基板搬送装置は、まず各処理作業装置位置で基板10を保持する基
板保持手段12とその基板保持手段12に保持された基板10を、隣接する処理作業装置の位置
まで、搬送するための基板搬送手段11から構成されている。図1において、各処理作業装
置の前には、独立した基板保持手段12a～e(添字アルファベットは処理作業装置を表す。)
と基板搬送手段11a～e(添字アルファベットは処理作業装置を表す。)が、ソース側4組と
ゲート側2組が図示されている。
【００４４】
　後述する図２に示すように、基板保持手段12は、基板搬送方向に細長い基板保持部材12
Aが、基板搬送方向に直行する方向に複数並置される構造を有している。基板搬送手段11
は、図2に示すように、細長い複数の該基板保持部材12Aの間に、やはり、基板搬送方向に
細長い基板搬送部材11Aを複数並置した構造となっている。図1において基板１0は、その
下方に配置されている基板保持手段12や基板搬送手段11を図示するために、一部破断して
表示するとともに、外形を点線で示した。同じ処理作業装置13の前に並置された基板搬送
部材は、一体に構成されており、基板保持手段12に保持された基板10を、次の処理作業装
置位置まで移動させる。
【００４５】
　図2および図3は、各処理作業時と基板搬送時の動作状態を模式的に説明するための図で
ある。図2は基板10の搬送方向から、図3は装置側面からの断面を示している。基板搬送手
段11は、基板保持手段12の間隙に複数本の基板搬送部材11A～C(図２では3本、以下本数、
形態に係わらず総称して11Aと表す。)が配置されており、それらが一体となって、該基板
保持手段12の該基板保持部材12A～D (図2では4本、以下本数、形態に係わらず総称して12
Aと表す。)に対して該基板搬送部材11Aを相対的に上昇および下降する基板搬送部材昇降
手段14を有する。
【００４６】
　各処理作業装置での基板10への処理動作が完了(図３-(1))した後、基板搬送手段11は基
板搬送部材11aA、11bA等を上昇させることで、基板保持部材12aA、12bA等上に配置された
基板10を微小量持ち上げ(図３-(2))、その後、基板保持部材12aA、12bA等の間隙方向に沿
ってスライドする(図３-(3))ことで、次の作業処理装置まで基板10を搬送することができ
る。基板搬送手段11をスライドさせる手段としては、リニアモータやボールねじなどによ
る一般的なスライドステージ機構29,15を適用することができる。図２における基板10の
搬送方向は、紙面に垂直な方向である。次の搬送処理位置まで、基板10を搬送した基板搬
送手段11は、基板搬送部材11aA、11bA等を降下させることで、基板10を、次の作業処理装
置の基板保持手段11上に基板10を受け渡す(図３-(4))。基板10を、基板保持手段12上に受
渡した基板搬送手段11は、降下したまま、元の処理作業装置位置まで、戻り動作を行う(
図３-(5))。この戻り動作は、各処理作業装置の処理作業中に行うことができるので、時
間的なロスがなく、稼働率向上に寄与できる。また、各処理作業装置間の長さが異なって
も、処理作業中にこの戻り動作を行うことができので、時間的に余裕を持って隣接する処
理作業装置間で同一のタイミングで行うことでき、基板10を、順次下流の処理作業装置位
置に連続搬送を行うことが可能となる。
【００４７】
　上記実施例の基板搬送方式では、基板搬送手段11による基板10の上昇・下降量を極めて
少なく押さえることが可能であるとともに、各処理作業装置間を最短の直線で、基板10の
搬送を行うことが可能になる。これにより、下記する各基板10の同一タイミングによる搬
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送とあいまって、高速に、複数の基板10を各処理作業装置間でほぼ同時に移動させること
が可能である。
【００４８】
　実際の基板搬送時の搬送手段による基板上昇量は、基板10の搬送時におけるたわみやそ
り，基板保持手段の保持面の平面度，隣接する処理作業装置間の基板保持手段の高さ位置
合わせ精度，基板搬送手段の上昇搬送時の高さ位置精度などを勘案し、基板保持部材12A
表面に、基板10の接触が発生しない範囲で、決定することが必要である。基板搬送手段11
の戻り動作時の降下量についても、基板搬送部材11Aが、基板下面に接触しない範囲で、
決定することが必要であることは言うまでもない。本実施例における搬送時の基板保持手
段から基板10の上昇量は約1～2mm程度とした。
  但し、TABを貼付けた基板10は、搬送時にTAB先端が基板保持部材12Aに接触しない程度
の上昇量が必要となり、TAB長さが20mm程度であれば、基板保持部材12Aに対して、基板搬
送部材11Aを20mm程度上昇させることが必要となる。
【００４９】
　本実施例の基板搬送手段11は、水平方向に規定量スライド搬送の前後に、基板搬送手段
の垂直方向への必要最小限の上昇・下降量動作によって、基板保持手段12と基板10の分離
や再保持を行う方式であるために、搬送動作による基板姿勢の変動や配置精度の低下を少
なく抑えることが可能である。
【００５０】
　本実施例における基板保持部材12Aおよび基板搬送部材11Aは、保持および搬送する最大
サイズの基板搬送時においても基板搬送方向の基板全長を支える長さ以上を有するととも
に、保持および搬送する最小サイズの基板搬送に直行する方向に、基板保持部材12Aと基
板搬送部材11Aを少なくとも一対配置することが可能な幅以下であることが必要である。
この結果として、本発明の基板保持部材および基板搬送部材は、細長い形状となる。
【００５１】
　さらに、図1から図3には図示していないが、本実施例では、基板保持部材12Aおよび基
板搬送部材11Aの表面に吸引穴を一定のピッチで配置しており、負圧により基板を基板保
持手段や基板搬送手段に吸着できるように構成している。これによって、基板10は、基板
保持手段12や基板搬送手段11に強固に固定されることから、基板処理作業中や基板搬送中
における基板10の基板保持手段12や基板搬送手段11からのずれが生じることがなくなり、
上記した微小上昇・下降動作と水平搬送動作を分離した搬送方式とあいまって、高精度な
基板搬送を実現できる。
【００５２】
　ただし、上記真空吸着方式では、基板10を安定かつ確実に固定するには、吸着口に基板
10を密着させることが必須である。しかし、基板10はそりを有していることが多く、そり
のある基板10を真空吸着孔に確実に吸着させるためには、基板10を吸着孔に押し付ける必
要がある。本実施例の搬送機構では、基板保持手段と基板搬送手段のいずれへの受け渡し
時においても、受け渡し元の吸引力を規定値で保持するように構成・制御することで、受
け渡し先の吸着孔に基板10を吸着孔に押し付けながら、受け渡しが行われるようにするこ
とで、確実・安定で、高精度な基板受け渡し動作を実現している。真空吸着を利用した受
渡方式の詳細については、後述する。
【００５３】
　図4は、表示パネル基板搬送装置およびそれを用いた表示パネルモジュール組立装置全
体における表示パネル基板10の処理および搬送シーケンスを説明する図である。図４では
、説明のために、処理動作をStep1からStep6に分けて記載した。
【００５４】
　まず、Step1では、各処理作業装置の位置に基板10が配置されており、ソース側(長辺側
)の各処理作業装置による処理が終了した状態で、ゲート側(短辺側)の各処理作業装置は
処理作業を継続中である。このとき回転台２はでは矢印の方向に位置合わせを行う。
【００５５】
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　Step2では、ソース側(長辺側)の各基板10下の基板搬送手段11が上昇することで、基板1
0を微少量持ち上げ、下流の基板処理作業装置位置まで基板10を搬送し、その位置で、基
板搬送手段11を降下させ、基板保持手段12に受け渡す。ゲート側(短辺側)の各処理作業装
置は処理作業を継続中である。回転台2はソース側より基板を受ける。
【００５６】
　このとき、各基板10を保持する基板搬送手段11は同一のタイミングで移動することによ
って、各処理作業装置位置にある基板同士を接触させることなく、次の処理作業装置位置
に移動させることが可能となる。また、本実施例の表示パネル基板搬送装置では、各基板
搬送手段を独立した駆動手段で駆動するように構成している。図3の実施例の装置では、
同一のリニアスライダの上に、独立した稼動子を配置し、これを独立制御する構成とした
。この構成によって、各処理作業装置の間の距離が異なる場合でもスムーズな同一タイミ
ングでの搬送が可能となる。図４の実施例では、本圧着処理作業装置の幅が他の処理作業
装置に比較して大きいが、搬送距離が長くなっている。この様な構成をとることで、本実
施例の表示パネル基板搬送装置を適用することで、各処理作業装置の必要最小幅での連結
ができるため、全長の短い表示パネルモジュール製造装置を提供することが可能となる。
【００５７】
　次に、Step3ではソース側(基板長辺側)の基板保持手段12の下方に降下した基板搬送手
段11が、元の処理作業装置位置に戻る。本実施例では、このとき、基板10は基板保持手段
12に保持され、各処理作業が実施されており、基板搬送手段11の戻り動作による処理時間
ロスはまったくない。処理作業装置４には新たな基板が投入され、ソース側(長辺側)の各
処理作業装置は処理作業を開始する。ゲート側(短辺側)の各処理作業装置は処理作業を継
続中である。
【００５８】
　Step4では、回転台２で基板10を90度回転させるとともに、次の基板処理辺である基板
短辺側(ゲート側)の位置を、下流の処理作業装置の処理ラインに合わせるために、矢印で
示すように基板搬送方向に垂直な方向にスライドする。ソース側(長辺側)の各処理作業装
置は処理作業中である。ゲート側(短辺側)の各処理作業装置も処理作業を継続中である。
【００５９】
　Step5およびStep6は、ソース側(長辺側)の各処理作業装置のStep2及びStep3に対応する
もので、Step5でゲート側(短辺側)の各処理作業装置の基板搬送手段11が上流側に戻り、S
tep6で基板保持手段12により基板10をゲート側(短辺側)の各処理作業装置にスライド搬送
する。このとき、回転台2の上流側に位置するソース側(長辺側)の各処理作業装置は処理
を継続中である。即ち、ソース側(長辺側)の各処理作業装置は、Step3で処理を開始し、S
tep4kからStep6で処理を継続し、Step1で処理を終了する。一方、回転台の下流側に位置
する基板短辺側(ゲート側)の各処理作業装置は、各処理作業は、Step1で処理を開始し、S
tep5で処理を終了する。このように、回転台の下流側に位置するゲート側(短辺側)の各処
理作業と回転台の上流側に位置するソース側(長辺側)の各処理作業とは、処理の位相がず
れるものの基本的に同じ工程および同じ時間間隔で基板10の搬送と処理を行うことができ
、表示パネルモジュール組立装置全体としては連続的な基板10の処理動作が可能となる。
【００６０】
　表示パネルモジュール組立装置は、上記したように非常に多くの処理作業装置を連ねて
構成される装置である。このため、基板10の受け渡し回数も多く、本実施例の表示パネル
基板搬送装置を用いても、搬送される基板10の姿勢や配置精度を装置全長において完全に
保障することは難しい。そこで、表示パネルモジュール組立装置内を移動する基板10の姿
勢や配置精度を保持するために、基板保持手段12の一部に、搬送されてきた基板10の姿勢
や位置を補正する手段を設ける方法が有効である。
【００６１】
　特に、基板端部に高温・高圧をかける必要のあるため本圧着装置位置では、基板位置が
ずれるやすい。また、基板10を回転動作させる回転台でも、基板10にかかる遠心力などの
ために、基板位置の位置がずれる可能性が高い。このため、図1に示した本発明の表示パ
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ネルモジュール組立装置構成では、端子クリーニング装置4,8および本圧着装置7位置の基
板保持手段に、基板位置を補正するための機構を設けることが有効である。
【００６２】
　図5は、基板保持手段12による基板位置補正方式を説明するための図である。基板搬送
方向に細長い基板保持部材12Aと基板搬送部材11Aの間には、若干の隙間17が形成されてい
る。基板保持部材12Aは、この隙間の範囲内で稼動可能なように構成されている。稼動方
向は、基板面内で基板搬送方向に直行する方向，基板搬送方向，基板面に垂直な方向の3
軸(図中X,Y,Z方向)に加えて、基板面内での回転方向(図中θ方向)にも補正可能なことが
望ましい。
【００６３】
　基板10の位置補正動作は、基板保持手段12に運ばれた基板10は、基板端部の基準マーク
などをカメラ機構(非図示)などで検出後、基板位置補正量演算制御手段(非図示)により、
基板10の補正動作量を演算し、演算結果に基づいて基板保持部材12Aを稼動させることで
行なわれる。各処理作業装置には、予め基準となる基板10の配置位置基準が決められてい
る。処理作業装置の基準配置位置に基板位置を補正移動させるように、基板位置補正動作
が行われる。
【００６４】
　基板10の位置補正機構を基板保持手段12ではなく、基板搬送手段側11に具備させること
もできる。基板搬送手段11は各処理作業装置間を移動することから、基板10の位置補正機
構を付加した場合、その機構構成は複雑となってしまう。しかし、基板保持手段側12には
、特段の稼動機構などが必要なくなり、構成がシンプルになるという利点もある。基板10
の位置補正機構を基板保持手段12に具備させるか、基板搬送手段側11に具備させるかは、
最終的な配線や配管の取回しなど装置全体構成を考慮して決める必要がある。
【００６５】
　図6は、基板受渡し時に生じる基板10にかかる力や基板10の変形などを説明する模式図
である。図6aは、基板保持手段12から基板搬送手段11への受渡動作時、つまり基板搬送部
材上昇動作時を示しており、図6bは、基板搬送手段11から基板保持手段12への受渡動作時
、つまり基板搬送部材下降動作時を示している。
【００６６】
　前記したように、基板保持部材12Aおよび基板搬送部材11Aの表面に吸引孔18,19を一定
のピッチで配置している。これによって、基板10は基板保持手段12や基板搬送手段11に吸
着でき、搬送動作時の基板10のずれなどを防止することができる。さらに、基板10を吸着
しながら、基板保持手段12と基板搬送手段11との間での基板10の受け渡し動作を行うこと
で、基板10が吸着孔に押し付ける力が発生する。このことにより、そりのある基板10にお
いても、確実に受け渡し吸着動作が実施できる。
【００６７】
　しかし、基板保持手段12と基板搬送手段11がともに吸着した状態でおこなわれる基板10
の受け渡し動作では、受け渡し時に、図6に示すような基板10のたわみ変形が生じる。こ
の受け渡し時の基板10の変形が大きくなると、受け渡し動作による基板10位置ずれの要因
となる。
【００６８】
　この受け渡し時の基板変形を小さくする方法としては、受渡し時の基板10の吸引圧力を
弱く抑える方法が考えられる。しかし、吸引圧力は基板処理作業時や基板搬送時の基板10
ずれを防止する点と反りのある基板10を確実に吸着受渡しするためには、ある程度の吸着
力を確保することが必要である。受け渡し時の基板変形を小さくする他の方法としては、
基板10の基板保持手段と基板搬送手段の間隙を小さくする方法が有効である。
【００６９】
　実験結果、基板保持部材12Aと基板搬送部材11Aの間隙17が30～10mm程度の場合、基板10
の受け渡しずれ量は、数100μm程度であり、間隙が10mm以下は、ほぼ100μm以下の受け渡
しずれ量が確保できた。本実施例では、基板受け渡し時ずれ量の目標を数10μm以下とし
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て、基板保持部材12Aと基板搬送部材11Aの間隙を6mmとした。このとき、基板保持手段の
稼動範囲は±5mmとした。本圧着部や回転後の基板10の姿勢および配置精度ずれは、最大
でも1mm以下であるので、基板姿勢補正機構としての基板保持手段の稼動範囲としては十
分確保可能である。
【００７０】
　図7は、本実施例の基板保持手段12および基板搬送手段11によるサイズの異なる基板10
の保持について説明するための図である。本実施例の基板保持手段12および基板搬送手段
11は、基板搬送方向に細長い基板保持部材12Aおよび基板搬送部材11Aが複数配置されてお
り、小型基板の配置領域20から大型基板の配置領域21まで、幅広いサイズの基板10を保持
することができる。
【００７１】
　基板保持部材12Aおよび基板搬送部材11Aの表面には、処理作業時や基板搬送時に基板10
を吸着するための吸着孔18、19が設けられている。小型基板の場合、基板保持部材12Aお
よび基板搬送部材11Aに設けられた吸着孔の一部にしか基板10は接触しない。
【００７２】
　この場合、基板10の吸着しない吸着孔から、空気が大量に流れ込み、基板10の吸着して
いる吸着孔の吸着力が低下するという問題が生じる。そこで、本実施例では、図に示すよ
うに基板保持部材12Aに形成される吸着孔18の下の吸引チャンバ22を複数に分割する構成
とした。吸引ポンプ(図示せず)などから供給される負圧系24は開閉バルブ23a～cを通して
、分割された吸引チャンバ22a～cと接続されている。そして、搬送する基板サイズによっ
て、開閉バルブ23a～cを制御し、負圧を発生させる吸着チャンバ22a～cを選択し、基板10
の存在する領域の吸引孔18のみ吸引させるように構成した。これによって、基板サイズに
合わせた領域のみでの基板吸着ができるので、安定して基板10の保持力が得られる。
【００７３】
　図7において、開閉バルブ23は吸着孔直下の吸引チャンバに設置されているが、開閉バ
ルブ23は、できるだけ吸着孔18に近い吸引チャンバ22などに設置することが望ましい。配
管などを介して、吸着孔や吸引チャンバから離れたい位置に開閉バルブを設置した場合、
バルブ切換後の吸着動作に時間遅れが生じるとともに、配管における圧損により、吸引圧
力が不安定になりやすいなどの障害が発生する。当然のことながら、基板搬送部材11A側
も同様の分割吸引チャンバ構成とする必要がある。
【００７４】
　図8は、さらに大型の基板搬送を想定した場合の基板搬送機構を説明するための図であ
る。50インチを超える基板など、超大型の基板10を搬送する場合、本実施例の基板保持部
材12Aと基板搬送部材11Aを複数配置する方法のみでは、基板保持部材12Aと基板搬送部材1
1Aの数が多くなり、構造が複雑になってしまうという問題が発生する。
【００７５】
　そこで、図８に示したように、基板10の処理辺に近い側27の基板下面には、複数本の基
板保持部材12Aと基板搬送部材11Aからなる基板保持・搬送手段を配置するとともに、基板
10の処理辺から遠い側28の基板下面には、摩擦抵抗の少ない低摩擦基板保持部26を配置す
る構成とした。摩擦抵抗の少ない基板保持方式としては、フッ素系やシリコン系材料を用
いた摩擦抵抗の少ない支えガイド部材などで基板10の一部を支える方法や多数の回転ボー
ルで基板10を支える方法のほかに、多数微小孔から空気を噴出させることで、基板10を浮
上させるエアー浮上方式などを利用することができる。これらの方式の中では、基板下面
への傷を防止するという観点から、基板下面に接触しないエアー浮上方式が最も有効な方
式である。しかし、基板搬送時における不測の基板接触などの対策として、エアー浮上方
式とともに機械的な低摩擦基板保持機構も併用することがより好ましい。
【００７６】
　即ち、大型基板搬送時は、基板10を、その処理辺に近い側27は図7と同様の基板搬送手
段11で搬送し、その処理辺から遠い側28は低摩擦基板保持部26上を例えばエアー浮上しな
がら移動する。また、作業等による大型基板保持時は、基板10を、その処理辺に近い側27
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は図7と同様の基板保持手段12で保持し、処理辺から遠い側28は低摩擦基板保持部26で保
持する。
【００７７】
　一方、小型基板搬送時は図7と同様の基板保持・搬送手段になることから、図8に示した
本実施例の基板保持・搬送構成では、小型基板の配置領域20から大型基板の配置領域25ま
でに適用可能な幅広い基板サイズに対応することが可能となる。
【００７８】
　本方式の課題として、超大型基板の基板端部側のみを保持して、基板10を高加速する場
合、基板10に大きな回転モーメントが発生することから、基板10の搬送ずれが発生する可
能性がある。これを防止するには、大型基板の重心部、つまり基板中央付近に、補助的な
基板搬送部材と補助的な基板保持部材を設置する方法が有効である。これによって、基板
加速時の回転モーメントの発生を防止できるので、大きな基板も安定した高速搬送を実現
することが可能となる。搬送する最大基板の中心に補助的な基板搬送部材と補助的な基板
保持部材を設置すれば、それより小さい基板搬送時にも回転モーメントの発生を抑制する
効果が有ることは言うまでもない。
【００７９】
　図8の左半分は、大型基板の重心部付近に、補助的な基板搬送部材11Sと補助的な基板保
持部材12Sを設置した場合の構成例を示している。
【００８０】
　図9は、本実施例の表示パネル基板搬送装置の機構を、より簡略化する方式を説明する
ための図である。表示パネルモジュール組立装置は、多数の処理作業装置を連ねて構成さ
れる装置であり、各処理作業装置位置で基板10を停止させる必要がある。また、特許文献
1や2に記載される従来の基板搬送手段の場合、各処理作業装置とほぼ同じ数の基板搬送手
段が必要となる。
【００８１】
　しかし、本実施例では図9に示すように基板搬送部材11aAの長さを長くすることのみで
、複数の処理作業装置4、５a、５bに配置された複数の基板10を一括して、搬送すること
ができる。これにより、基板10の搬送機構の数を大幅に削減することができ、搬送装置構
成を簡略にすることが可能となる。
【００８２】
　上記実施例の方式では同一の長尺基板搬送部材により、複数の基板10を同時に１処理作
業装置分だけ搬送することから、各基板10の移動距離は同じとなる。この長尺基板搬送部
材による搬送は、各処理作業装置間における基板配置位置の間隔が一定の領域のみでの適
用が可能となる。
【００８３】
　また、図9の実施例は、4本の基板保持部材12Aの間に2本の基板搬送部材11Aを配置した
構成である。図1から図8の施例では、基板保持部材12Aの間すべてに基板搬送部材11Aを配
した構成であるが、図9のように、基板保持部材12Aや基板搬送部材11Aの本数を間引くこ
とも可能である。処理・搬送する基板サイズや重量とともに、基板10の吸着固定する力と
処理・搬送時に基板10にかかる力の関係などを考慮して、基板搬送部材11Aや保持部材の
本数や配置などは決めることが必要である。本実施例では、幅約2cmの基板搬送部材11Aや
保持部材を2本～4本程度の配置により、処理・搬送時の基板10を十分に保持する条件を得
ることができた。
【００８４】
　説明したように、表示パネルモジュール組立装置は、複数の処理作業を行う装置を連結
し、連続して表示パネルに各種処理作業が行われる。当然のことながら各処理作業工程の
処理時間には、差がある。時間の短い工程の処理作業装置は、時間のかかる工程の処理作
業装置の終了を待つことになるため、基板の搬送間隔は、時間のかかる工程の処理作業装
置に律速されるとともに、時間の短い工程の処理作業装置では作業停止している時間が発
生することになる。
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【００８５】
　各処理作業装置をより効率よく稼動させるためには、時間のかかる工程の処理作業装置
を、時間の短い工程の処理作業装置に対して、数を多く連結し、各処理工程のタクトバラ
ンスを取ることが考えられる。先の図9においては、仮圧着処理作業装置であるACF貼付処
理作業装置５を2台連結した例を示している。しかし、この方式では連結される処理作業
装置の数が増加し、表示パネルモジュール組立装置全体の長さが非常に長くなってしまう
。
【００８６】
　そこで、本実施例では、一つの処理作業装置13内において実際に処理作業を行う処理ユ
ニット機構30を複数台配置した。すでに説明したように、この様な構成にすることで、一
つの処理作業装置13つまり、一枚の表示パネル基板10に対して、複数の処理ユニット機構
13が同時に作業を行うことが可能となり、各処理作業装置13の作業効率が向上したのと同
じ効果が得られる。
【００８７】
　また、本実施例の処理作業装置内の各処理ユニット30は、基板の基準位置マークから、
各処理ユニット30ごとの処理すべき搭載位置を認識し、独立して位置決めする機能を設け
ている。このため、処理作業位置の表示パネル基板側は固定保持するのみでよい。つまり
、特許文献1から3に開示されているような、処理ユニットとの相対位置補正を行う手段が
必要なくなる。
【００８８】
　そこで、表示パネル基板の搬送装置は、小型・簡略化することが可能となり、前記開示
したような直線搬送・保持機構からなる表示パネル基板搬送方式を適用することが可能と
なる。
【００８９】
　本実施例を適用した場合においても、1つの処理基板で同時に作業できる処理ユニット3
0の数には限界がある。特に、小型基板の場合、複数の処理ユニット30で処理するために
は、処理ユニットをきわめて薄くする構成する必要がある。しかし、各処理ユニット30の
幅に機構上の限界があり、ある程度の幅(約150～200mm程度以上)は必要であるため、一つ
の処理辺に対して複数の処理ユニット30での処理が可能な基板サイズなどにも限界がある
。
【００９０】
　複数の処理ユニット30で処理できなくなる基板条件は、処理辺の画素部の長さＬと処理
するＴＡＢの数ｎおよび処理ユニット間の最近接可能距離Ｗなどで決まる。1つの処理ユ
ニット30でしか処理ができない基板条件の場合は、処理作業装置に複数の処理ユニットを
搭載しても、処理効率を向上することはできない。
【００９１】
　このため、複数の処理ユニットでの同時処理ができない程の小型の基板では、各処理工
程のタクトバランスを取るためには、同一の処理を行う複数の基板処理位置が必要となり
、表示パネル組立装置全長が長くなる要因となる。特に、処理作業装置13ごとに一枚の表
示パネル基板の処理を行う従来の装置構成では、各処理作業装置は処理する最大表示パネ
ル基板の幅以上の装置幅を必要とする。このため、小型の基板処理時においては、必要以
上に長い装置となってしまうことになる。
【００９２】
　本実施例の薄型処理ユニット30による処理方式と本実施例で説明した表示パネル基板の
直線搬送方式を組合せた方式では、これらの問題も解決し、さらに幅広く小型から大型基
板まで高効率な組立が可能な表示パネルモジュール組立装置を実現できる。
【００９３】
　図13は、本発明による小型から大型基板まで、高効率な組立が可能な表示パネルモジュ
ール組立装置の一実施例を説明するための図である。
【００９４】
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　本実施例の表示パネル基板搬送装置は、基板搬送方向に細長い複数の基板保持部材12A
により構成される基板保持手段とやはり基板搬送方向細長い複数の基板搬送部材11Aによ
り構成される基板搬送手段からなる基板保持・搬送手段である。
【００９５】
　本搬送方式では、搬送手段の往復動作距離を変えることで、基板10の搬送量を自在に可
変可能であるという特長を有している。
【００９６】
　図13に示すように基板保持部材12Aを複数の基板停止位置にまたがって長く構成するこ
とで、基板搬送手段11の往復動作距離を変えることにより、基板10を種々のピッチで搬送
・保持できるように構成した。さらに、処理作業を行う処理ユニット30を複数台配置する
とともに、複数の基板停止位置にまたがって、基板搬送方向に移動可能に構成した。
【００９７】
　言い換えれば、第9図では基板搬送手段11を3つの処理作業装置13に亘り基板搬送部材11
aAの長さを長くすることで、3つの処理作業装置に配置された複数の基板10を一括して搬
送した。さらに、図13では基板保持部材12Aも該3つの処理作業装置に亘るような長さにす
ることで、基板搬送手段11は任意の位置に停止でき、その停止位置で保持手段12に各基板
10を渡すことで、任意の位置で処理作業できる状態になる。図13のように全長に亘って上
記構造とすることにより全長に亘って任意の位置で処理作業ができる。
【００９８】
　つまり、本実施例の装置は、従来のように、予め決められた固定位置に基板10を固定し
て処理する処理作業装置ではなく、基板10の停止位置を可変にするとともに、処理ユニッ
ト機構がその位置に移動して、各処理作業を行うものである。
【００９９】
　本実施例の装置では、図13に示すように、大型基板処理時(図13a)は、大型基板の搬送
方向幅に対応した搬送幅で基板を搬送し、小型基板搬送時(図13b)は、小型基板の搬送方
向幅に対応した搬送幅で基板を搬送する。大型基板の処理作業を行う場合は、1つの基板
に複数の処理ユニット機構による同時処理を行うことで高い処理効率を実現することがで
きる。小型の基板の場合は、基板の搬送ピッチを少なくすることで、基板の停止位置を増
やし、複数の処理ユニットを効率よく配置することが可能となる。
【０１００】
　見方を変えれば、複数の処理ユニット30をそれぞれ処理作業装置13とみなすことで、一
枚の基板の作業を分担することで、表示パネル組立装置全長を必要以上長くすることもな
く、表示パネルモジュール組立装置を実現できる。
【０１０１】
　このように、本実施例の薄型処理ユニットおよびその制御方式を利用することで、小型
から大型基板まで高効率な組立が可能な表示パネルモジュール組立装置を実現できる。
【０１０２】
　本実施例の方式の薄型処理ユニットおよびその処理方式を用いることで、基板の固定さ
れた処理位置や分割された処理作業装置の概念を無くすることが可能となる。このため、
規定の区間内で基板サイズに合わせた基板10の搬送ピッチと処理作業位置を実現できるの
で、小型基板から大型基板まで、短い装置全長での高効率組立作業が可能となる。また、
複数の処理ユニットは、異なる処理作業を組合せてもよい。図13の実施例では、ACF貼付
処理作業30a～30dとTAB搭載処理作業36a、36bを組合せている。
【０１０３】
　一つの基板10に対する処理可能な処理ユニット数は、基板処理辺の画素部の長さＬと処
理するＴＡＢの数ｎおよび処理ユニット間の最近接可能距離Ｗなどで決定される。各種基
板条件に合わせた最適な処理動作を実現するために、本実施例の表示パネルモジュール組
立装置では、上記パラメータを入力値として搬送幅や処理ユニット配置条件などの装置側
の処理作業設定条件を決定・切替えるための処理条件算出制御システムを備えることも必
要である。
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【０１０４】
　本方式における基板搬送手段における基板搬送部材11Aは、図9に示したような複数の基
板10を同時に搬送する長い基板搬送部材11aAを取ることで、種々の搬送ピッチへの対応が
容易になるとともに、搬送機構の簡略化が可能となる。但し、この場合、前記したように
、区間内での基板保持位置間のピッチは一定となる。処理区間内での基板保持位置間のピ
ッチを可変する必要がある場合は、複数の基板搬送手段を組合せた搬送方式を用いる必要
がある。
【０１０５】
　基板処理位置可変区間内では、搬送時の基板姿勢や配置位置の補正は難しく、搬送時の
基板姿勢や配置位置にある程度の誤差が蓄積する可能性がある。区間内での基板10への処
理位置自身は、図12で説明した処理ユニット補正する方式を用いることで解決できる。し
かし、表示パネルモジュール組立装置自身は、多くの処理作業を組合せた長い装置である
。装置全体での基板搬送姿勢や配置精度を維持するためには、基板処理位置可変区間前後
で、図5で説明した基板位置補正方式による基板位置補正を行うことが望ましい。
【０１０６】
　図14および図15は、本発明の一実施例である表示パネル基板搬送装置およびそれを用い
た表示パネルモジュール組立装置の制御方式の一実施例を説明するための図である。
【０１０７】
　図14において、A-1～A-6は各処理作業装置13を示しており、B-1～B-4は、各処理作業装
置の前に保持された基板10を搬送する基板搬送手段11を現している。破線で示したB-1～B
-4は、基板搬送後の基板搬送手段11位置を示している。前記したように、基板搬送手段11
は、処理作業装置13の前を直線的に移動するが、図示の都合上、破線で示した搬送後の基
板搬送手段11位置は、搬送前の基板搬送手段11位置の下側に図示した。実際は、搬送前後
の基板搬送手段11に書かれた中心線は一致する。
【０１０８】
　また、基板搬送手段B-1およびB-3は、複数の処理作業装置13にまたがって配置されてい
るが、これは、図9で説明したように、複数の基板10を同時に搬送する構成の基板搬送手
段を示している。
【０１０９】
　各基板搬送手段は、独立の駆動装置43(M-1～M-4)のよって駆動される。駆動装置として
は、リニアモータやボールねじ方式などの一般的な直線駆動手段が利用できる。図14中の
S-1～S-4は、基板搬送手段B-1～B-4の座標位置などを検出するセンサ42である。
【０１１０】
　本実施例の制御装置は、最上位に装置システム全体の基本動作タイミングを制御するた
めのシステム動作タイミング制御手段37(MC)を配置している。その下位に、基板搬送動作
制御手段46(BC-1)および各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)を配置した。他の構成
として、基板搬送動作が複数必要なケースとして、本発明の基板搬送手段が離れた複数場
所で構成されている場合などでは、基板搬送動作制御手段46(BC-1)が、複数の場合構成も
ある。
【０１１１】
　次に、本制御システムでの基板搬送動作制御信号について説明する。基本動作として、
まず、システム動作タイミング制御手段37(MC)は、基板搬送動作制御手段46(BC-1)に、搬
送動作開始信号47を送信する。それを受けて、基板搬送動作制御手段46(BC-1)は、各基板
搬送部材11Aの駆動手段を駆動し、基板搬送動作を実施する。基板10の次の処理作業装置
への搬送が終了した後に、基板搬送動作制御手段46(BC-1)は、システム動作タイミング制
御手段37(MC)に基板搬送終了信号48を送信する。
【０１１２】
　基板搬送終了信号48を受けて、システム動作タイミング制御手段37(MC)は、各処理作業
装置制御手段に、各処理開始信号38を同時に送信する。各処理作業開始信号38を受信した
各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)は、各規定の処理を実施し、各処理が終了した
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後に、各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)は、システム動作タイミング制御手段37(
MC)に各処理作業了信号39を送信する。
【０１１３】
　各処理作業終了信号39を受けて、システム動作タイミング制御手段37(MC)は、次の、搬
送動作開始信号47を基板搬送動作制御手段46(BC-1)に送信し、これを繰返すことで、連続
的に基板搬送処理動作を制御する。
【０１１４】
　上記以外に、基板搬送動作制御手段46(BC-1)や各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6
)は、異常発生時のエラー情報なども、システム動作タイミング制御手段37(MC)に送信す
る必要がある。これによって、システム動作タイミング制御手段37(MC)は、一括してシス
テム全体のエラー管理とともにそれにもとづいたシステム制御が可能となる。
【０１１５】
　さらに、上記エラー信号以外にもいくつかの信号の送受信が、システム動作タイミング
制御手段37(MC)と基板搬送動作制御手段46(BC-1)や各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC
-6)間で必要となる。例えば、基板搬送手段B-1～B-4は、基板搬送後に搬送基点位置まで
移動する必要があるとともに、各処理作業装置A-1～A-6においても、作業よっては、基板
搬送時間中に行う処理もありえる。これらの処理に対応するためには、システム動作タイ
ミング制御手段37(MC)は、基板搬送動作制御手段46(BC-1)や各処理作業装置制御手段40(A
C－1～AC-6)の動作開始準備完了などの信号を受けてから、搬送動作開始信号47や各処理
開始信号38を送信する必要がある。
【０１１６】
　これら、通信信号の詳細は、各処理作業装置の機能や動作モードに依存するために割愛
するが、機能や動作モードをよく吟味の上、決定することが重要であることは言うまでも
ない。
【０１１７】
　図14において、処理作業装置13のA-3の中には、UC-1～UC-3のブロックが記載されてい
る。図14の処理作業装置13のA-3は、図10で示した処理作業装置内に複数の処理ユニット3
0を有した構成を示している。UC-1～UC-3のブロックはこれら処理ユニット30の制御手段4
9である。本実施例では、処理作業装置A-3は内部に3台の処理ユニット30を配置している
と想定している。
【０１１８】
　このように、処理作業装置内に複数の処理ユニット30を有した構成では、各処理作業装
置制御手段40(AC－3)の下位に、各処理ユニット機構制御手段49 (UC-1～UC-3)が配置され
、各処理作業装置制御手段40(AC－3)によって、動作タイミングなどの制御が実施される
。
【０１１９】
　図15は、前記した図14の実施例におけるシステム動作タイミング制御手段37(MC)，基板
搬送動作制御手段46(BC-1)，各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)の間の基本的な信
号を模式的に説明する図である。
【０１２０】
　システム動作タイミング制御手段37(MC)の基板搬送制御信号50の立上りを受けて、基板
搬送動作制御手段46(BC-1)の基板搬送動作信号52が搬送中となる。基板搬送終了後、基板
搬送動作制御手段46(BC-1)の基板搬送動作信号52の立下りを受けて、システム動作タイミ
ング制御手段37(MC)の基板搬送制御信号50を立下げるとともに、処理装置動作制御信号51
を立上げる。各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)は、処理装置動作制御信号51の立
上げを受けて、各処理作業動作を開始し処理装置動作信号53を立上げる。各処理作業動作
が終了後、各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)は、処理装置動作信号53を立下げる
。これを受けて、システム動作タイミング制御手段37は、処理装置動作制御信号51を立下
げるとともに、次の基板搬送のために、基板搬送制御信号50を立上げる。これを繰返すこ
とで、連続した処理動作制御を行う。
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【０１２１】
　基板搬送手段11や各処理作業装置13に動作不良が発生した場合は、システム動作タイミ
ング制御手段37(MC)に、エラー発生情報39を送信する。また、システム動作タイミング制
御手段37は、規定時間内で基板搬送手段や各処理作業が終了しない場合にエラーと判定す
るなどの方法も考えられる。
【０１２２】
　図14,図15で説明した本発明の実施例以外に、各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)
が、基板搬送手段11の個々の駆動制御を独立に行う方法も考えられる。この場合、複数の
基板搬送手段11を複数の各処理作業装置制御手段40(AC－1～AC-6)が制御するために、各
基板搬送手段11間の移動タイミングを正確に合わせることが難しく、隣接する基板搬送手
段11間で衝突が発生する可能性がある。
【０１２３】
　これを防止する方法としては、下流側に基板搬送手段11を移動する場合は下流側の基板
搬送手段11から、上流側に基板搬送手段11を移動する場合は上流側の基板搬送手段11から
、順次移動させる方法を用いることで、隣接する基板搬送手段11間での衝突を防止できる
。つまり、下流側に基板搬送手段11を移動させる場合は、まず、最下流の基板搬送手段11
の駆動を制御する処理作業装置制御手段40が、最下流の基板搬送手段11を移動制御し、そ
の移動完了した情報を、上流側に隣接する基板搬送手段11を制御する処理作業装置制御手
段40に送信し、順次、上流側に向かって基板搬送手段11の移動を行なう方式である。上流
側に基板搬送手段11を移動させる場合も同様で、この場合は、最上流の基板搬送手段11の
駆動制御から、順次上流側の基板搬送手段11を動かすように、処理作業装置制御手段40に
、タイミング情報を受け渡すようにする。
【０１２４】
　この方式では、基板搬送動作制御手段46(BC-1)が不用にはなるが、基板搬送手段11の往
復動作間に待ち時間が発生する。このため、基板搬送手段11は上流側や下流側で必ず一定
の時間停止する必要が生じる。システム全体の動作上、基板搬送手段11は上流側や下流側
に停止させる時間を、厳密に規定する必要がある場合などは、本方式は不適である。
【０１２５】
　最後に、本発明を実現する表示パネル基板搬送装置の他の実施例構成を図16から図19を
用いて説明する。
【０１２６】
　図16では、基板保持手段12と基板搬送手段11がお互いに対向するくし型の搬送部材で構
成されている。基板保持手段12は、処理作業装置13側、つまり、基板処理辺側で一体とな
っている(図中Aで囲んだ部分)。これによって、基板処理辺側は、基板10を平滑に保持す
ることが可能となる。基板搬送手段11は、これに対向して、処理作業装置13と反対側、つ
まり、基板処理辺の反対側で、一体のくし型構造となっている。
【０１２７】
　図18は、図16の表示パネル基板搬送装置構成の側面図(断面B-B)を示す図である。図18
に示すように基板保持部材12Aは、基板処理辺側の一体部(図16のA部)により片持ちで支え
られた構造体である。また、これに対向する基板搬送部材11Aは、基板処理辺の反対側の
一体部により片持ちで支えられた構造体である。
【０１２８】
　次に、図16および図18に示す本発明の実施例である表示パネル基板搬送装置の基本搬送
動作について説明する。
  図16では、基板搬送部材11Aは、基板保持部材12Aより下方に位置しており、このとき処
理する基板10は、基板保持部材12Aにより保持されている。但し、図16中では、基板10は
未表示である。
【０１２９】
　基板搬送時には、まず、基板搬送部材11Aが基板搬送部材昇降手段14によって、上方に
稼動する。これによって、基板保持部材12A上に配置されていた基板10は、基板搬送部材1
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1A上に受け渡される。基板搬送手段11は、くし部であるその基板搬送部材11Aが基板保持
部材12Aと搬送方向(X方向)への移動時に衝突しない高さまで上昇する。図18の破線は、基
板搬送部材11Aの上昇位置を示している。その後、基板搬送手段11は、次の処理作業装置
位置までX方向のスライダ29の移動により基板10を搬送する。基板搬送手段11Aは、次の処
理作業装置位置まで移動後降下することで、保持している基板10を次の作業位置の基板保
持部材12Aに受け渡す。基板搬送手段11は、くし部であるその基板搬送部材11Aが基板保持
部材12Aと衝突しない高さまでを降下した後、スライドステージのガイドレール15上を移
動して、元の基板10受け取り位置まで位置まで移動し戻る。図18において、実線は基板搬
送部材11Aの降下位置を示している。
【０１３０】
　この様な構造でも、本発明である処理作業装置間の基板10を、搬送起点の基板保持手段
部材12Aから搬送終点の基板保持部材12Aまで順次直線的に移動可能であるとともに、複数
の基板10を同期して、同時に搬送することが可能である。
【０１３１】
　しかしながら、本実施例の構成では、前記したようにくし部である基板搬送部材11Aが
くし部である基板保持部材12Aを避ける位置までの上昇や下降が必要でとなる。一方、先
の実施例である図1では、基板保持部材12Aの高さに関係なく、基板搬送部材11Aが基板10
を基板保持部材12Aから離間させる程度の上下で十分である。従って、図16および図18に
示す本発明の実施例構造では、先の実施例構成に比べて、基板搬送前後で少なくとも基板
保持部材12Aの高さ以上の大きな上下方向(Z方向)への基板搬送部材11A移動が必要となる
。これによって、基板10の移動時間が、図1の実施例構成よりも長くなりやすいという弱
点を有している。しかし、それ以外の点においては、本発明の基本的機能を満足するひと
つの構成である。
【０１３２】
　逆に、図16および図18に示した本発明の他の実施例構造は、図1の実施例で示した構成
に比べて、基板保持手段12と基板搬送手段11の機構部を、離れた位置に配置できるなど、
構成をシンプルにしやすいという利点はある。
【０１３３】
　また、図16および図18に示した本発明の実施例構造では、搬送する基板サイズが大きい
場合、基板保持部材12Aおよび基板搬送部材11Aである片持ちのくし部が長くなってしまう
。このため、くし部の強度を保つためには、くし部のZ方向の厚みを大きく取る必要があ
る。このため、数十インチ以上の大型テレビ用基板10などに適用する場合は、あまり好ま
しい構成とは言いがたい。
【０１３４】
　しかし、例えば20インチ以下などの比較的小型の基板10の場合は、くし部の厚さをそれ
ほど大きく取る必要はないので、上下動の距離が少なくなり、構成的にはシンプルになる
ので、本発明の有効な実施手段である。
【０１３５】
　図17および図19は、本発明を実現する表示パネル基板搬送装置のさらに他の実施例構成
を説明する図である。図19は、図17の表示パネル基板搬送装置構成の側面図(断面B-B)を
示す図である。
図17および図19の実施例構成では、基板搬送手段11のくし部である基板搬送部材11Aを支
える部分が、基板保持手段12の間に配置されている。また、基板保持手段12は、2つに分
割され、処理作業装置13側と反対側に配置された構造とした。
【０１３６】
　図17および図19に示した本発明の表示パネル基板搬送装置の実施例構成における基板搬
送動作は、前記した図16および図18で説明した動作と基本的に同じであるので、割愛する
。
【０１３７】
　図17および図19に示した本発明の表示パネル基板搬送装置の実施例構成をとることで、
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基板搬送部材11Aと基板保持部材12Aのくし部の片持ち部長さを短くすることができる。つ
まり、比較的厚さの薄いくし構造を用いることができ、基板搬送時の上下動作の移動距離
を短く抑えることが可能となる。つまり、この実施例構造は、図16および図18で示した実
施例よりは、大きな基板に対応しやすい構造である。ただし、図16および図18の実施例構
成よりは、構成が複雑であることは言うまでもない。
【０１３８】
　以上のような本発明の表示パネル基板搬送装置を用いることで、小型から大型基板まで
幅広いサイズの基板を、基板を高精度かつ高速に搬送できる。
【０１３９】
　さらに、基板サイズに合わせたフレキシブルな基板保持・搬送動作が可能であり、本発
明の表示パネルモジュール組立装置では、基板サイズに合わせて、各処理機構が必要とす
る最小幅での基板の連続処理を実現することができる。
【０１４０】
　本発明によって、小型から大型基板まで幅広いサイズの基板を高精度かつ高速に搬送お
よび組立処理でき、さらに、装置全長も短くすることが可能な表示パネル基板搬送装置お
よびそれを用いた表示パネルモジュール組立装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明の表示パネル基板搬送装置およびそれを用いた表示パネルモジュール組立
装置の基本構成を説明するための図である。
【図２】各処理作業時と基板搬送時の動作状態を模式的に説明するための図であり、基板
の搬送方向からの断面を示す図である。
【図３】各処理作業時と基板搬送時の動作状態を模式的に説明するための図であり、装置
側面からの断面を示す図である。
【図４（ａ）】表示パネル基板搬送装置およびそれを用いた表示パネルモジュール組立装
置全体における基板の処理および搬送シーケンスのうちStep1からStep4までを説明する図
である。
【図４（ｂ）】図４(a)に引き続き、基板の処理および搬送シーケンスのうちStep5とStep
6を説明する図である。
【図５】基板保持手段による基板位置補正方式を説明するための図である。
【図６】基板受渡し時に生じる基板にかかる力や基板の変形などを説明する模式図である
。
【図７】本発明の基板保持手段および基板搬送手段によるサイズの異なる基板の保持につ
いて説明するための図である。
【図８】超大型の基板搬送を想定した場合の表示パネル基板搬送機構を説明するための図
である。
【図９】本発明の表示パネル基板搬送装置の機構を、より簡略化する方式を説明するため
の図である。
【図１０】1枚の基板に対して複数の処理ユニットが同時に作業を行う方式を説明するた
めの図である。
【図１１】基板に設けられた基準マークの一例を示す図である。
【図１２】基板に対して位置決め処理する処理ユニット構成の一実施例を示す図である。
【図１３】本発明の表示パネル基板搬送装置と処理ユニット機構による新規表示パネルモ
ジュール組立装置の一実施例を説明する図である。
【図１４】本発明の表示パネル基板搬送装置における制御部構成の一実施例を説明するた
めの図である。
【図１５】本発明の表示パネル基板搬送装置における基本的な制御方式の一実施例を説明
する図である。
【図１６】本発明の表示パネル基板搬送装置における他の実施例構成を説明する図である
。
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【図１７】本発明の表示パネル基板搬送装置におけるさらに他の実施例構成を説明する図
である。
【図１８】図16に示した本発明の実施例の側方断面を示す図である。
【図１９】図17に示した本発明の実施例の側方断面を示す図である。
【符号の説明】
【０１４２】
　１：基板長辺側(ソース側)の処理作業装置郡
　２：基板の回転手段
　３：基板短辺側(ゲート側)の処理作業装置郡
　４：端子クリーニング処理作業装置(ソース側)
　５：ACF貼付処理作業装置(ソース側)
　６：TAB/IC搭載処理作業装置(ソース側)
　７：本圧着処理作業装置(ソース側)
　８：端子クリーニング処理作業装置(ゲート側)
　９：ACF貼付処理作業装置(ゲート側)
１０：基板(表示パネル基板)　　　　１１：基板搬送手段
１１A：基板搬送部材　　　　　　　 １１S：補助的な基板搬送部材
１２：基板保持手段　　　　　　　　１２A：基板保持部材
１２S：補助的な基板保持部材　　　 １３：処理作業装置
１４：基板搬送部材昇降手段　　　　１５：スライドステージのガイドレール
１６：基板保持部材の稼動範囲　　　１７：基板保持部材と基板搬送手段の隙間
１８：基板搬送手段表面の吸引孔　　１９：基板保持手段表面の吸引孔
２０：小型基板の配置領域　　　　　２１：大型基板の配置領域
２２：吸着孔の下の吸引チャンバ　　２３：開閉バルブ
２４：吸引ポンプなどから供給される負圧系
２５：超大型基板の配置領域　　　　 ２６：摩擦抵抗の少ない基板保持部
２７：基板の処理辺に近い側(基板保持・搬送領域)
２８：基板の処理辺から遠い側(基板低摩擦保持領域) 
２９：スライドステージのスライダ
３０：処理作業を行う処理ユニット　　３１：表示パネル端部を示す端部マーク
３２：TABやICなどの搭載位置を示す搭載位置マーク
３３：処理ユニット全体を移動させるXYZθ稼動手段
３４：基板上の基準マークを検出するCCDカメラ
３５：処理位置補正手段
３６：処理作業を行う処理ユニット機構B(30と異なる種類の処理ユニット)
３７：システム動作タイミング制御手段(MC)
３８：各処理作業開始信号
３９：各処理作業了信号(エラー信号や作業処理中信号なども含)
４０：各処理作業装置制御手段 (AC－1～AC-6)
４１：各処理作業装置制御手段と各処理作業装置間の制御通信信号
４２：基板搬送部材B-1～B-4の座標位置などを検出するセンサ
４３：各基板搬送部材の駆動装置(M-1～M-4)
４４：各基板搬送部材の座標位置などの検出信号
４５：各基板搬送部材の駆動装置の動作信号
４６：基板搬送動作制御手段 (BC-1)
４７：搬送動作開始信号
４８：基板搬送終了信号
４９：処理作業装置内の処理ユニット機構制御手段（UC-1～UC-3）
５０：システム動作タイミング制御手段の基板搬送制御信号
５１：システム動作タイミング制御手段の処理装置動作制御信号
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５２：基板搬送動作制御手段の基板搬送動作信号
５３：各処理作業装置制御手段の処理装置動作信号(1)(2)(3)・・・。

【図１】

【図２】

【図３】
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