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明 細 苫

某材処理装置及びそれを用いた表示装置の製造方法

技術分野

０００1 本発明は、某材処理装置及びそれを用いた表示装置の製造方法に関する。

背景技術

０００2 液品表示装置等の製造工程において、某板にC 法にょって所定の膜を蒸若さ

せる、ドライエッチングを施す、又は、表示媒体を表示セル内に滴下する等の真空状

態で行ぅ処理工程が存在する。

０００3 また、近年、ガラス某板やシリコンウェハ等の硬い某板に代わり、ブラスチック某板

のょぅなフレキシブル性及び耐衝撃性に富んだ某板を用いた液品表示装置の研究

が盛んになされている。このょぅなフレキシブル性に富んだブラスチック某板は、某板

自身では形状を保持できない。このため、それを用いた表示装置の製造工程では、

某板を帯状として、張力を加えた状態で搬送するために、巻物状から巻物状へ搬送

する口一ル"ソウロール搬送が用いられている。

０００4 上述したょぅなブラスチック某板をロール"ソウロール搬送で搬送しつつ、真空状態

で所定の処理を行ぅ連続真空処理装置が、例えば特許文献 に開示されている。

特許文献 1 : 特開2 ００3 253442号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 ブラスチック某板のょぅな可擁性某板の搬送には、その形状を保持するためにも、ロ

ー 、
ルソウロール搬送が必要となる。しかしながら、一貫してこの口一ルソウロール搬送

を用いると、某板に真空雰囲気下でのC 成膜処理、又、ドライエッチングでの薄

膜加工処理等を施すことが困難となる。

課題を解決するための手段

０００6 本発明は、斯かる諸点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、可擁

性墓板に対して、その形状を保持しつつ、真空状態を保ちながら各処理を連続して

確実に施す某材処理装置及びそれを用いた表示装置の製造方法を提供することで



ある。

０００7 本発明に係る某材処理装置は、長尺状の可擁性某材を連続して供給する某材供

給手段と、某材供給手段からの可擁性某材を連続して搬送すると共に、搬送雰囲気

を減圧して真空状態にする減圧搬送手段と、減圧搬送手段からの可擁性某材に対

し、連続搬送しながら真空雰囲気下で所定の処理を行ぅ某材真空処理手段と、某材

真空処理手段からの処理済みの可擁性某材を連続して回収する某材回収手段と、

を備えたことを特徴とする。

０００8 また、本発明に係る某材処理装置は、減圧搬送手段が、某材供給手段からの可擁

性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、可擁性某材を連続して送り出す

第 某材供給調整部と、第 某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた

後、又は受け取りつつ、可擁性某材を連続して送り出す第2某材供給調整部と、室

内雰囲気を減圧する減圧部と、室内雰囲気を復圧する復圧部と、が設けられた減圧

室と、第2某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取り

つつ、可擁性某材を連続して送り出す第3某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧す

る減圧部と、が設けられた減圧待機室と、第3某材供給調整部からの可擁性某材を

受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、可擁性某材を連続して送り出す第4某材

供給調整部と、室内雰囲気を減圧する減圧部と、が設けられた搬入速度調整室と、

を備えてもよい。

０００9 さらに、本発明に係る某材処理装置は、某材真空処理手段が、第4某材供給調整

部から連続搬送される可擁性某材に所定の処理を行ぅ真空処理部と、室内雰囲気を

減圧する減圧部と、が設けられた真空処理室を備えてもよい。

００1０ また、本発明に係る某材処理装置は、減圧室、減圧待機室、搬入速度調整室及び

真空処理宝が、それぞれ可擁性某材の搬入口及び搬出口と、搬入口及び搬出口を

それぞれ開閉する開閉部と、を設けられていてもよい。

００11 さらに、本発明に係る某材処理装置は、第 、第2、第3及び第4某材供給調整部は

、それぞれ可擁性某材の表面に当接しつつ回伝しながら可擁性某材の搬送方向に

交差する方向において往復移動することにより、可擁性某材の搬送経路を変ィヒさせ

るよぅに構成された某材供給調整口一ルを有してもよい。



００12 また、本発明に係る某材処理装置は、某材其空処理手段と某材回収手段との間に

投けられ、某材其空処理手段からの可擁性某材を庫続して搬迭すると共に、搬迭雰

囲気を復圧する復圧搬迭手段をさらに備えてもよい。

００13 さらに、本発明に係る某材処理装置は、復圧搬迭手段か、某材其空処理手段から

の可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、可擁性某材を庫続して迭

り出す第5某材供給燗整部と、室内雰囲気を減圧する減圧部と、か投けられた搬出

速度凋整宝と、第5某材供給凋整部からの可擁性墓材を受け取って蓄えた後、又は

受け取りつつ、可擁性某材を庫続して迭り出す第6某材供給燗整部と、室内雰囲気

を減圧する減圧部と、か没けられた復圧待機室と、第6某材供給燗整部からの可擁

性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、可擁性某材を庫続して迭り出す

第7某材供給燗整部と、室内雰囲気を減圧する減圧部と、室内雰囲気を復圧する復

圧部と、か投けられた復圧室と、第7某材供給燗整部からの可擁性某材を受け取っ
て蓄えた後、又は受け取りつつ、可擁性某材を庫続して迭り出す第8某材供給燗整

部と、を備えてもよい。

００14 本発明に係る表示装置の製造方怯は、長尺状の可擁性某材を庫続して供給する

某材供給ステノプと、庫続して供給された可擁性某材を庫続して搬迭すると共に、搬

迭雰囲気を減圧して其空状熊にする減圧搬迭ステノプと、減圧して搬迭された可擁

性某材に対し、庫続搬迭しなから其空雰囲気下て所定の処理を行ぅ某材其空処理

、を備えたことを特徴とする。

００15 また、本発明に係る表示装置の製造方怯は、減圧搬迭ステノプか、某材供給ステノ

プて供給された可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、可擁性某材

を庫続して迭り出す前段墓材供給燗整ステノプと、前段某材供給燗整ステノプて迭り

出された可擁性某材を受け取って蓄え、周囲の雰囲気を減圧させて其空状熊にしつ

つ可擁性某材を保持した後、可擁性某材を庫続搬迭する減圧ステノプと、減圧ステ

ノプて庫続搬迭された可擁性某材を其空雰囲気下て受け取って蓄えた後、又は受

け取りつつ、其空状態を保ちなから可擁性墓材を庫続搬迭する減圧待機ステノプと

、減圧待機ステノプて庫統搬迭された可擁性某材を其空雰囲気下て受け取って蓄



えた後、又は受け取りつつ、其空状熊を保ちなから可擁性某材を庫続搬迭する搬入

速度燗整ステノプと、を備えてもよい。

００16 さらに、本発明に係る表示装置の製造方怯は、減圧ステノプを減圧室て行ぅと共に

、減圧室から可擁性某材を迭り出した後に減圧室内を復圧し、減圧室内か復圧され

た状熊て某材供給ステノプて供給された可擁性某材を受け取ってもよい。

００17 また、本発明に係る表示装置の製造方怯は、某材其空処理ステノプと某材回収ス

テノプとの間に投けられ、某材其空処理ステノプからの可擁性某材を庫続して搬迭

すると共に、搬迭雰囲気を復圧する復圧搬迭ステノプをさらに備えてもよい。

００18 さらに、本発明に係る表示装置の製造方怯は、復圧搬迭ステノプか、某材其空処

理ステノプて庫続搬迭された可擁性某材を其空雰囲気下て受け取って蓄えた後、又

は受け取りつつ、其空状熊を保ちなから可擁性某材を庫続搬迭する搬出速度燗整

ステノプと、搬出速度燗整ステノプて庫続搬迭された可擁性某材を受け取って蓄え

た後、又は受け取りつつ、其空状熊を保ちなから可擁性某材を庫続して迭り出す復

圧待機ステノプと、復圧待機ステノプからの可擁性某材を受け取って蓄え、周囲の雰

囲気を復圧させつつ可擁性某材を保持した後、可擁性某材を庫続搬迭する復圧ス

テノプと、復圧ステノプからの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ

、可擁性某材を庫続して迭り出す後段某材供給燗整ステノプと、を備えてもよい。

００19 また、本発明に係る表示装置の製造方怯は、復圧ステノプを復圧室て行ぅと共に、

復圧室から可擁性某材を迭り出した後に復圧室内を減圧し、復圧室内か減圧された

状熊て復圧待機ステノプて供給された可擁性某材を受け取ってもよい。

発明の効果

００2０ 本発明によれは、可擁性某板に対して、その形状を保持しつつ、其空状熊を保ち

なから各処理を庫続して確実に施す某材処理装置及ひそれを用いた表示装置の製

造方怯を提供することかてきる。

図面の簡単な説明

００2 1 図 本発明の実施形熊に係る某材処理装置の模式図を示す。てある。

図2 本発明の実施形熊に係る表示装置の製造方怯の第 程の開始図てある。

図3 本発明の実施形熊に係る表示装置の製造方怯の第 程の完了図てある。



図4 本発明の実施形態に係る表示装置の製造方法の第2 程を示す図である

図5 本発明の実施形態に係る表示装置の製造方法の第3 程の開始図である。

図6 本発明の実施形態に係る表示装置の製造方法の第3 程の完了図である。

図7 本発明の実施形態に係る表示装置の製造方法の第4 程を示す図である。

符号の説明

０ 某材処理装置

某材供給手段

2 減圧搬送手段

某材真空処理手段

4 復圧搬送手段

某材回収手段

6 46 口一ル軸

7 47 口一ル本体

第 某材供給調整部

第2某材供給調整部

第3某材供給調整部

24 第4某材供給調整部

第5某材供給調整部

26 第6某材供給調整部

27 第7某材供給調整部

28 第8某材供給調整部

減圧室

減圧待機室

搬入速度調整室

真空処理室

4 搬出速度調整室

復圧待機室

復圧室



4 第 搬送口一ル

4 2 第2搬送口一ル

4 3 第3搬送口一ル

44 第4搬送口一ル

4 5 第5搬送口一ル

5０ 減圧部

5 復圧部

52 搬入口

53 55 6 5 66 6 7 68 搬入口及び搬出口

6 9 搬出口

発明を実施するための最良の形態

００23 以下、本発明の実施形態に係る某材処理装置 ０及びそれを用いた表示装置の製

造方法にっいて図面を用いて詳細に説明する。尚、本発明は、以下の実施形態に

限定されるものではない。

００24 (実施形態 )

(某材処理装置 ０の構成)

図 は、本発明の実施形態に係る某材処理装置 ０の模式図を示す。某材処理装

置 ０は、某材供給手段 、減圧搬送手段 2、某材真空処理手段 3、復圧搬送手

段 4、某材回収手段 5、及び、不図示の制御部等で構成されている。

００25 某材供給手段 は、処理対象である長尺状のブラスチック某材 ００(可擁性某材 )

がロール状に巻かれた某材巻物から引き出されたブラスチック某材 ００を初めに供

給する位置に置かれている。某材供給手段 は、供給するブラスチック某材 ００の

表面に当接するよぅに設けられている。某材供給手段 は、ロール軸 6及び口一ル

本体 7で構成されている。

００26 口一ル軸 6は、細長の円柱状に形成されている。ロール軸 6は、ブラスチック某材

００の搬送方向 (図 において左側から右側へ進れ方向) と水平面内において垂直

な方向に配置されている。ロール軸 6は、その先端で不図示の支持台に支持及び

固定されている。ロール本体 7は、ロール軸 6周りに巻きっけられている。



００27 減圧搬送手段 2は、某材供給手段 の後段に設けられた第 某材供給調整部2

、第2某材供給調整部22が設けられた減圧室3０、第3某材供給調整部23が設け

られた減圧待機室3 、及び、第4某材供給調整部24が設けられた搬入速度調整室

32で構成されている。

００28 第 某材供給調整部2 は、某材供給手段 からのブラスチック某材 ００を受け取

る第 搬送口一ル4 、第 搬送口一ル4 から送り出されるブラスチック某材 ００を次

々と搬送する第2、第3、第4、及び、第5搬送口一ル4 2～4 5で構成されている。ブラ

スチック某材 ００を受け取る第 搬送口一ル4 と、ブラスチック某材 ００を減圧室3０

へ送り出す第5搬送口一ル4 5と、は固定配置されている。第2及び第4搬送口一ル4 2

44は、互いにブラスチック某材 ００の搬送方向に交差する方向に、同時に且つ同

距離を往復移動するよぅに構成されている。第3搬送口一ル4 3は、ブラスチック某材

００の搬送方向に交差する方向であって、第2及び第4搬送口一ル4 2 44の移動方

向とは逆になるよぅに往復移動するよぅに構成されている。第 ～第5搬送口一ル4

～4 5は、それぞれ口一ル軸4 6及び口一ル本体4 7で構成されている。ロール軸4 6は

、細長の円柱状に形成されている。ロール本体4 7は、ロール軸4 6周りに巻きつけら

れている。

００29 減圧室3０は、第2某材供給調整部22、減圧部 5０及び復圧部 5 が室内に設けら

れている。減圧室3０は、ブラスチック某材 ００の搬入口52及び搬出口53が形成さ

れている。搬入口52及び搬出口53は、それぞれ開閉部 54で開閉するよぅに構成さ

れている。開閉部 54は、搬入口52及び搬出口53の上下に設けられた仕切りバルブ

を備えている。第2某材供給調整部22は、上述した第 某材供給調整部2 の第 ～
第5搬送口一ル4 ～4 5と同様に構成され、且つ、同様の動作をする第 ～第5搬送

口一ル4 ～4 5で構成されている。減圧部 5０は、排気バルブ56及び真空排気ポン

を備え、室内雰囲気を減圧するよぅに構成されている。復圧部 5 は、復圧リーク

バルブを備え、減圧された減圧室3０内雰囲気を復圧して大気雰囲気に戻すよぅに

構成されている。

００3０ 減圧待機室3 は、第3某材供給調整部23、パージ部 58及び減圧部 5０が室内に

設けられている。減圧待機室3 は、ブラスチック某材 ００の搬入口53及び搬出口5



5が形成されている。搬人口53及び搬出口5 5の上下には、上述した開閉部 54 と同

様の構成及び動作の開閉部 54が設けられている。第3某材供給調整部23は、上述

した第 某材供給調整部2 の第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5と同様に構成され、且

つ、同様の動作をする第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5で構成されている。パージ部 58

は、室内の空気を追い出すための空素等を含むパージガスボンベ59及びパージガ

スバルブ6０を備えている。減圧部 5０は、排気バルブ5 6及び真空排気ポン を備

え、室内雰囲気を減圧するように構成されている。

００3 1 搬入速度調整室32は、第4某材供給調整部24、パージ部 58及び減圧部 5０が室

内に設けられている。搬入速度調整室32は、ブラスチック某材 ００の搬入口5 5及び

搬出口6 5が形成されている。搬入口5 5及び搬出口6 5の上下には、上述した開閉部

54 と同様の構成及び動作の開閉部 54が設けられている。第4某材供給調整部24は

、上述した第 某材供給調整部2 の第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5と同様に構成さ

れ、且つ、同様の動作をする第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5で構成されている。パー

ジ部 58は、室内の空気を追い出すための空素等を含むパージガスボンベ59及びパ

ージガスバルブ6０を備えている。減圧部 5０は、排気バルブ56及び真空排気ポンプ

5 7を備え、室内雰囲気を減圧するよぅに構成されている。

００32 某材真空処理手段 3は、減圧搬送手段 2の後段に設けられ、所定の処理を行ぅ

不図示の処理部、処理ガスを供給する処理ガスボンベ6 及び処理ガスバルブ6 2

及び、減圧部 5０が室内に設けられた真空処理室33を備えている。真空処理室33は

、ブラスチック某材 ００の搬入口6 5及び搬出口6 6が形成されている。搬入口6 5及

び搬出口6 6の上下には、上述した開閉部 54 と同様の構成及び動作の開閉部 54が

設けられている。減圧部 5０は、排気バルブ56及び真空排気ポン を備え、室内

雰囲気を減圧するよぅに構成されている。

００33 復圧搬送手段 4は、某材真空処理手段 3の後段に設けられ、第5某材供給調整

部25が設けられた搬出速度調整室34 、第6某材供給調整部26が設けられた復圧

待機室3 5、第7某材供給調整部27が設けられた復圧室36、及び、第8某材供給調

整部28で構成されている。

００34 搬出速度調整室34は、真空処理室33から送り出された処理済みのブラスチック某



材 ００を受け取る第5某材供給調整部25、パージ部 58及び減圧部 5０が設けられて

いる。搬出速度調整室34は、ブラスチック某材 ００の搬入口6 6及び搬出口6 7が形

成されている。搬入口6 6及び搬出口6 7の上下には、上述した開閉部 54 と同様の構

成及び動作の開閉部 54が設けられている。第5某材供給調整部25は、上述した第

某材供給調整部2 の第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5と同様に構成され、且っ、同様

の動作をする第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5で構成されている。パージ部 58は、室内

の空気を追い出すための空索等を含むパージガスボンベ59及びパージガスバルブ

6０を備えている。減圧部 5０は、排気バルブ5 6及び真空排気ポン を備え、室内

雰囲気を減圧するよぅに構成されている。

００35 復圧待機室3 5は、搬出速度調整室34から送り出されたブラスチック某材 ００を受

け取る第6某材供給調整部26、パージ部 58及び減圧部 5０が設けられている。復圧

待機室3 5は、ブラスチック某材 ００の搬入口6 7及び搬出口6 8が形成されている。

搬入口6 7及び搬出口6 8の上下には、上述した開閉部 54 と同様の構成及び動作の

開閉部 54 が設けられている。第6某材供給調整部26は、上述した第 某材供給調

整部2 の第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5と同様に構成され、且っ、同様の動作をす

る第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5で構成されている。パージ部 58は、室内の空気を追

い出すための空素等を含むパージガスボンベ59及びパージガスバルブ6０を備えて

いる。減圧部 5０は、排気バルブ56及び真空排気ポン を備え、室内雰囲気を減

圧するよぅに構成されている。

００36 復圧室36は、第7某材供給調整部27、減圧部 5０及び復圧部 5 が室内に設けら

れている。復圧室36は、ブラスチック某材 ００の搬入口6 8及び搬出口6 9が形成さ

れている。搬入口6 8及び搬出口6 9の上下には、上述した開閉部 54 と同様の構成及

び動作の開閉部 54が設けられている。第7某材供給調整部27は、上述した第 某材

供給調整部2 の第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5と同様に構成され、且っ、同様の動

作をする第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5で構成されている。減圧部 5０は、排気バルブ

56及び真空排気ポン を備え、室内雰囲気を減圧するよぅに構成されている。復

圧部5 ほ、復圧リークバルブを備え、減圧された室内雰囲気を復圧して大気雰囲気

に戻すよぅに構成されている。



００37 第8某材供給調整部28は、某材供給手段 からのブラスチック某材 ００を受け取

る第 搬送口一ル4 、第 搬送口一ル4 から送り出されるブラスチック某材 ００を次

々と搬送する第2、第3、第4、及び、第5搬送口一ル4 2～4 5で構成されている。これ

らの第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5の構成及び動作は上述の上述した第 某材供給

調整部2 の第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5と同様である。

００38 某材回収手段 5は、復圧搬送手段 4の後段に設けられ、処理済みのブラスチック
。

某材 ００を最後に回収する位置に置かれている。某材回収手段 5は、回収するフ

ラスチック某材 ００の表面に当接するよぅに設けられている。某材回収手段 5は、某

材供給手段 と同様に、ロール軸 6及び口一ル本体 7で構成されている。

００39 また、第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5は、それぞれその大きさは限定されず、搬送す

る長尺状のブラスチック墓材 ００の大きさにより適宜選択される。例えば、搬送する

長尺状のブラスチック某材 ００が、その長さが ００ で幅が ０c 程度のものであれ

ば、それぞれ直径数 で長さが数十c 程度に形成されていればよい。

００4０ さらに、減圧部 5０及び復圧部 5 は、それらの構成は上述のものに限らず、特に限

定されない。

００4 1 (某材処理装置 ０の動作 )

次に、本発明の実施形態に係る某材処理装置 ０の各構成部の動作について説明

する。また、以下において口一ル軸 6 46、ロール本体 7 47、第 ～第5搬送口一

ル4 ～4 5の回伝方向は、図 を正面視した際の方向を示す。

００42 某材供給手段 は、ロールソウロール搬送方式で搬送されるブラスチック某材 ０

0に対し、その下方において当接しつつ、固定されたまま口一ル軸 6及び口一ル本

体 7を右回伝させること こより送り出す。

００43 第 搬送口一ル4 は、搬送されたブラスチック某材 ００に対し、その下方において

当接しつつ、固定されたまま右回伝をすることにより送り出す。

００44 第2搬送口一ル4 2は、第 搬送口一ル4 で搬送されたブラスチック某材 ００に対し

、その上方において当接しつつ、左回伝することにより送り出す。第2搬送口一ル4 2

は、上下に往復移動をし、これによりブラスチック某材 ００の搬送経路を変化させる。

００45 第3搬送口一ル4 3は、第2搬送口一ル4 2で搬送されたブラスチック某材 ００に対し



、その下方において当接しつつ、右回伝することにより送り出す。第3搬送口一ル4 3

ほ、上下に往復移動をし、これによりブラスチック墓材 ００の搬送経路を変化させる。

００46 第4搬送口一ル44は、第3搬送口一ル4 3で搬送されたブラスチック某材 ００に対し

、その上方において当接しつつ、左回伝することにより送り出す。第4搬送口一ル44

ほ、上下に往復移動をし、これによりブラスチック墓材 ００の搬送経路を変ィヒさせる。

００47 また、第2～4搬送口一ル4 2～44は、後述するよぅに、それぞれ所定のタイミングに

よって連動して上下の往復移動を行ぅ。

００48 第5搬送口一ル4 5は、第4搬送口一ル44から搬送されたブラスチック某材 ００に対

し、その下方において当接しつつ、固定されたまま右回伝をすることにより送り出す。

００49 上述した第 ～第5搬送口一ル4 ～4 5の組合せによって、連続して一方からブラス

チック某材 ００を受け取りつつ、それを蓄えたり、そのまま送り出す等、自在な搬送

動作が可能となる。

００5０ 開閉部 54は、仕切りバルブを開けることにより搬入口及び搬出口をそれぞれ開け、

仕切りバルブを閉じることにより搬入口及び搬出口をそれぞれ閉じてシールする。こ

のため、室内の真空状態を有効に保つことができる。

００5 1 真空処理部は、連続搬送されたブラスチック某材 ００に対し、真空処理室33内に

おいて、例えばC 法によって所定の膜を蒸若させる、ドライェッチングを施す、又

は、表示媒体を表示セル内に滴下する等の処理を行ぅ。

００5 2 某材回収手段 5は、復圧室36から送り出されたブラスチック某材 ００に対し、その

下方において当接しつつ、固定されたまま右回伝をすることによりブラスチック某材

００を回収する。

００5 3 某材処理装置 ０を用いた表示装置の製造方法)

次に、本発明の実施形態に係る某材処理装置 ０を用いた表示装置の製造方法に

ついて、詳細に説明する。

００54 某材処理装置 ０を用いた表示装置の製造方法は、以下に示すよぅに順に第

程～第4 程に分けることができるが、ロールソウロール搬送方式によって連続して

ブラスチック某材 ００を真空状態で処理するため、第4 程からは、また第 程へ

戻って、連続してブラスチック某材 ００を処理していく。



００5 5 また、第 ～4 程において、減圧待機室3 ～復圧待機室3 5までの5つの室内は

あらかじめパージ部 58及び減圧部 5０によってほぼ真空状態に保たれている。

００56 (第 程 )

第 程では、図2に示すよぅに、某材供給手段 から、例えば厚さ2００ 、幅

０5 、長さ ００ のボリイミドで形成されたブラスチック某材 ００を連続して「送り出

している。

００5 7 第 某材供給調整部2 は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との

上下の間隔を徐々に小さくさせながら某材供給手段 からのブラスチック某材 ００

を受け取りつつ連続して搬送している。このとき、受け取るブラスチック某材 ００に加

え、蓄えていたブラスチック某材 ００も送り出すため、受け取り呈より送り出し呈の方

００58 減圧室3０は、その搬入口52の仕切りバルブが開いた状態となっており、第 某材

供給調整部2 からのブラスチック某材 ００を連続して受け取っている。減圧室3０内

は減圧されておらず、第 某材供給調整部2 が置かれた雰囲気と同様の雰囲気とな

っている。減圧室3０内の第2某材供給調整部22は、その第2，4搬送口一ル4 2 44

と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某

材 ００を連続して受け取る一方、送り出すことなく減圧室3０内に蓄えている。減圧室

3０は、その搬出口53の仕切りバルブが閉じた状態となっている。

００59 減圧待機室3 は、その搬入口53が減圧室3０の搬出口53となっており、この状態

では閉じている。減圧待機室3 は、第2某材供給調整部22からのブラスチック某材

００を受け取らない一方、それまで蓄えていたブラスチック某材 ００を搬入速度調整

室32へ送り出している。このため、第3某材供給調整部23の第2，4搬送口一ル4 2

44と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔が徐々に 、さくなる。減圧待機室3 内は減

圧されており、ほぼ真空状態となっている。減圧待機室3 は、その搬出口5 5の仕切

りバルブが開いた状態となっている。

００6０ 搬入速度調整室32は、その搬入口5 5が減圧待機室3 の搬出口5 5となっており、

この状態では開いている。搬入速度調整室32内の第4某材供給調整部24は、第3

某材供給調整部23からのブラスチック某材 ００を連続して受け取っている。搬入速



度調整室32内は減圧されており、ほぼ真空状態となっている。搬入速度調整室32

内の第4某材供給調整部24は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3

との上下の間隔が広がったまま一定となっている。これにより、ブラスチック某材 ００

を連続して受け取る一方、受け取った呈だけ連続して送り出している。搬入速度調整

室32は、その搬出口6 5の仕切りバルブが開いた状態となっている。

００6 1 真空処理室33は、その搬入口6 5が搬入速度調整室32の搬出口6 5となっており、

この状態では開いている。真空処理室33の真空処理部は、第3某材供給調整部23

から連続して搬送されるブラスチック某材 ００に、例えばC 法による成膜処理等

を施している。真空処理室33内は減圧されており、ほぼ真空状態となっている。真空

処理室33は、その搬出口6 6の仕切りバルブが開いた状態となっている。また、真空

処理室33は、第 ～第4 程まですべて同様の動作をするため、第2～第4 程に

おける説明は省略する。

００62 搬出速度調整室34は、その搬入口6 6が真空処理室33の搬出口6 6となっており、

この状態では開いている。搬出速度調整室34内の第5某材供給調整部25は、真空

処理室33からのブラスチック某材 ００を連続して受け取っている。搬出速度調整室

34内は減圧されており、ほぼ真空状態となっている。搬出速度調整室34内の第5某

材供給調整部25は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の

間隔が 、さくなったまま一定となっている。これにより、ブラスチック某材 ００を連続し

て受け取る一方、受け取った呈だけ連続して送り出している。搬出速度調整室34は

、その搬出口6 7の仕切りバルブが開いた状態となっている。

００63 復圧待機室3 5は、その搬入口6 7が搬出速度調整室34の搬出口6 7となっており、

この状態では開いており、第5某材供給調整部25からのブラスチック某材 ００を連

続して受け取っている。復圧待機室3 5内は減圧されており、ほぼ真空状態となって

いる。復圧待機室3 5内の第6某材供給調整部26は、その第2，4搬送口一ル4 2 44

と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某

材 ００を連続して受け取る一方、送り出すことなく復圧待機室3 5内に蓄えている。復

圧待機室3 5は、その搬出口6 8の仕切りバルブが閉じた状態となっている。

００64 復圧室36は、その搬入口6 8が復圧待機室3 5の搬出口6 8となっており、この状熊



では閉じている。復圧室36は、第6某材供給調整部26からのブラスチック某材 ００

を受け取らない一方、それまで蓄えていたブラスチック某材 ００を第8某材供給調整

部28へ送り出している。このため、第7某材供給調整部27の第2，4搬送口一ル4 2

44と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔が徐々に 、さくなる。復圧室36内は減圧され

ておらず、第8某材供給調整部28が置かれた雰囲気と同様の雰囲気となっている。

復圧室36は、その搬出口6 9の仕切りバルブが開いた状態となっている。

００65 第8某材供給調整部2 は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との

上下の間隔が大きくなったまま復圧室36からのブラスチック某材 ００を受け取りつつ

連続して搬送している。

００66 某材回収手段 5は、第8某材供給調整部28からのブラスチック某材 ００を連続し

て回収している。

００67 上述のよぅにしてブラスチック某材 ００の減圧室3０への蓄えが完了したときの様子

を図3に示す。

００68 (第2 程 )

第 程が終了すると、続いて某材処理装置 ０は図4に示すよぅに第2 程へと移

行する。このとき、まず、減圧室3０、搬入速度調整室32及び復圧待機室3 5の搬入

口52 55 67、さらには復圧室36の搬出口6 9が閉じられる。第 程から第2 程

へ移行するタイミングは限定されない。また、第 程から第2 程へ移行するときも

某材供給手段 から連続してブラスチック某材 ００が供給されており、供給された

分だけ某材回収手段 5がブラスチック某材 ００を連続して回収している。

００69 第 某材供給調整部2 は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との

上下の間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某材 ００を連続して受け取

る一方、送り出すことなく蓄えている。

００7０ 減圧室3０は、ブラスチック某材 ００を受け取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっ
ている。減圧室3０は、その搬入口52及び搬出口53がいずれも閉じられており、この

状態で徐々に室内を減圧していく。

００7 1 減圧待機室3 は、室内が真空状態を保たれており、ブラスチック某材 ００を受け

取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっている。減圧待機室3 は、その搬入口5 3及



び搬出口5 5がいずれも閉じられている。

００72 搬入速度調整室32は、その搬入口5 5が閉じており、搬出口6 5が開いている。搬

入速度調整室32内は減圧されており、ほぼ真空状態となっている。搬入速度調整室

32は、第3某材供給調整部23からのブラスチック某材 ００を受け取らない一方、そ

れまで蓄えていたブラスチック某材 ００を搬入速度調整室32へ送り出している。この

ため、第3某材供給調整部23の第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との

上下の間隔が徐々に小さくなる。

００73 搬出速度調整室34は、その搬入口6 6が開いており、真空処理室33からのブラス

チック某材 ００を連続して受け取っている。搬出速度調整室34内は減圧されており

、ほぼ真空状態となっている。搬出速度調整室34内の第5某材供給調整部25は、

その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくな

る。これにより、ブラスチック某材 ００を連続して受け取る一方、送り出すことなく搬出

速度調整室34 内に蓄えている。搬出速度調整室34は、その搬出口6 7が閉じた状

態となっている。

００74 復圧待機室3 5は、室内が真空状態を保たれており、ブラスチック某材 ００を受け

取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっている。復圧待機室3 5は、その搬入口6 7及

び搬出口6 8がいずれも閉じられている。

００75 復圧室36は、ブラスチック某材 ００を受け取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっ
ている。復圧室36は、その搬入口6 8及び搬出口6 9がいずれも閉じられており、この

状態で徐々に室内を減圧していく。

００76 第8某材供給調整部28は、ブラスチック某材 ００を受け取らず、その第2，4搬送口

一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔を徐々に 、さくすることにより、蓄え

ていたブラスチック某材 ００を某材回収手段 5へ連続して送り出す。

００77 (第3 程 )

第2 程が終了すると、続いて某材処理装置 ０は図5に示すよぅに第3 程へと移

行する。このとき、まず、減圧待機室3 及び復圧室36の搬入口53 68が開けられる

。第2 程から第3 程へ移行するタイミングは限定されない。本実施形態では、第2

工程において減圧室3０及び復圧室36が真空状態となったタイミングで第3 程へ



移行するものとする。また、第2 程から第3 程へ移行するときも某材供給手段

から連続してブラスチック墓材 ００が供給されており、供給された分だけ某材回収手

段 5がブラスチック某材 ００を連続して回収している。

００78 第 某材供給調整部2 は、引き続きその第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一

ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくして、ブラスチック某材 ００を連続して受け取る

一方、送り出すことなく蓄える。

００79 減圧宝3０は、ほぼ真空状態となっており、蓄えていたブラスチック墓材 ００を連続

して送り出す。減圧室3０の搬入口52は閉じており、搬出口53は開いている。

００8０ 減圧待機室3 は、その搬入口53が開いており、減圧室3０からのブラスチック某材

００を連続して受け取っている。減圧待機室3 内は、ほぼ真空状態となっている。

減圧待機室3 内の第3墓材供給調整部23は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3

搬送口一ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某材 ００

を連続して受け取る一方、送り出すことなく減圧待機室3 内に蓄えている。減圧待機

室3 は、その搬出口5 5が閉じた状態となっている。

００8 1 搬入速度調整室32は、その搬入口5 5が閉じており、搬出口6 5が開いている。搬

入速度調整室32内は減圧されており、ほぼ真空状態となっている。搬入速度調整室

32は、第2 程同様、第3某材供給調整部23からのブラスチック某材 ００を受け取

らない一方、それまで蓄えていたブラスチック某材 ００を搬入速度調整室32へ送り

出している。このため、第4某材供給調整部24の第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬

送口一ル4 3との上下の間隔が、さらに小さくなっていく。

００82 搬出速度調整室34は、その搬入口6 6が開いており、引き続き真空処理室33から

のブラスチック某材 ００を連続して受け取っている。搬出速度調整室34内は減圧さ

れており、ほぼ真空状態となっている。搬出速度調整室34内の第5某材供給調整部

25は、第2 程同様、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の

間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某材 ００を連続して受け取る一方

、送り出すことなく搬出速度調整室34内に蓄えている。搬出速度調整室34は、その

搬出口6 7が閉じた状態となっている。

００83 復圧待機室3 5は、ほぼ真空状態となっており、蓄えていたブラスチック某材 ００を



連続して送り出す。復圧待機室3 5の搬入口6 7は閉じており、搬出口6 8は開いてい
る。

００84 復圧室36は、その搬入口6 8が開いており、復圧待機室3 5からのブラスチック某材

００を連続して受け取っている。復圧室36内は、ほぼ真空状態となっている。復圧

室36内の第7某材供給調整部27は、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一

ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某材 ００を連続し

て受け取る一方、送り出すことなく復圧室36内に蓄えている。復圧室36は、その搬

出口6 9が閉じた状態となっている。

００85 第8某材供給調整部2 は、第2 程同様、ブラスチック某材 ００を受け取らず、そ

の第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔を徐々に 、さくする

ことにより、蓄えていたブラスチック某材 ００を某材回収手段 5へ連続して送り出す

００86 上述のよぅに第3 程によって減圧搬送手段 2側から復圧搬送手段 4側へのブラ

スチック某材 ００の送り込みが完了した状態を図6に示す。

００87 (第4 程 )

第3 程が終了すると、続いて某材処理装置 ０は図7に示すよぅに第4 程へと移

行する。このとき、まず、減圧待機室3 及び復圧室36の搬入口53 68が閉じられる

。第3 程から第4 程へ移行するタイミングは限定されない。本実施形態では、第3

工程において減圧搬送手段 2側から復圧搬送手段 4側へのブラスチック某材 ００

の送り込みが完了したタイミングですぐに第4 程へ移行するものとする。また、第3

工程から第4 程へ移行するときも某材供給手段 から連続してブラスチック某材

００が供給されており、供給された分だけ某材回収手段 5がブラスチック某材 ００を

連続して回収している。

００88 第 某材供給調整部2 は、引き続きその第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一

ル4 3との上下の間隔が徐々に大きくして、ブラスチック某材 ００を連続して受け取る

一方、送り出すことなく蓄える。

００89 減圧室3０は、ブラスチック某材 ００を受け取りも送り出しもしていない。減圧室3０

は、その搬入口52及び搬出口53がいずれも閉じられており、この状態で減圧部 5０



の作動を止め、徐々に室外気を導き入れ、室内を復圧していく。

００9０ 減圧待機室3 は、室内が真空状態を保たれており、ブラスチック某材 ００を受け

取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっている。減圧待機室3 は、その搬入口5 3及

び搬出口5 5がいずれも閉じられている。

００9 1 搬入速度調整室32は、その搬入口5 5が閉じており、搬出口6 5が開いている。搬

入速度調整室32内は減圧されており、ほぼ真空状態となっている。搬入速度調整室

32は、第3 程同様、第3某材供給調整部23からのブラスチック某材 ００を受け取

らない一方、それまで蓄えていたブラスチック某材 ００を搬入速度調整室32へ送り

出している。このため、第4某材供給調整部24の第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬

送口一ル4 3との上下の間隔が、さらに小さくなっていく。

００92 搬出速度調整室34は、その搬入口6 6が開いており、引き続き真空処理室33から

のブラスチック某材 ００を連続して受け取っている。搬出速度調整室34内は減圧さ

れており、ほぼ真空状態となっている。搬出速度調整室34内の第5某材供給調整部

25は、第3 程同様、その第2，4搬送口一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の

間隔が徐々に大きくなる。これにより、ブラスチック某材 ００を連続して受け取る一方

、送り出すことなく搬出速度調整室34内に蓄えている。搬出速度調整室34は、その

搬出口6 7が閉じた状態となっている。

００93 復圧待機室3 5は、室内が真空状態を保たれており、ブラスチック某材 ００を受け

取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっている。復圧待機室3 5は、その搬入口6 7及

び搬出口6 8がいずれも閉じられている。

００94 復圧室36は、ブラスチック某材 ００を受け取りも送り出しもせず、蓄えたままとなっ
ている。復圧室36は、その搬入口6 8及び搬出口6 9がいずれも閉じられており、この

状態で減圧部 5０の作動を止め、徐々に室外気を導き入れ、室内を復圧していく。

００95 第8某材供給調整部28は、ブラスチック某材 ００を受け取らず、その第2，4搬送口

一ル4 2 44と第3搬送口一ル4 3との上下の間隔をさらに徐々に 、さくすることにより

、蓄えていたブラスチック某材 ００を某材回収手段 5へ連続して送り出す。

００96 第4 程が終了すると、続いて某材処理装置 ０は図2に示すよぅに再度第 程

へと移行する。このとき、まず、減圧室3０、搬入速度調整室32及び復圧待機室3 5の



搬入口52 55 67、さらには復圧室36の搬出口6 9が開けられる。第4 程から第

工程へ移行するタイミングは限定されない。本実施形態では、第4 程において減圧

室3０及び復圧室36の復圧が完了して室外気と同様の雰囲気になったタイミングで

すぐに第 程へ移行するものとする。また、第4 程から第 程へ移行するときも

某材供給手段 から連続してブラスチック某材 ００が供給されており、供給された

分だけ某材回収手段 5がブラスチック某材 ００を連続して回収している。この所定

の処理を施したブラスチック墓材 ００に対し、さらに後続の処理を施して例えば

某板やその対向某板等を作製し、これを用いで液品表示装置等の表示装置を作製

する。

００97 上述の第 ～第4 程のザイクルによって、ブラスチック某材 ００は連続して供給さ

れつつ真空状態で連続して所定の処理が施され、そのまま連続して回収することが

できる。

００98 即ち、真空処理室33の前段に、某材供給手段 の後段に設けられた第 某材供

給調整部2 、第2某材供給調整部22が設けられた減圧室3０、第3某材供給調整部

23が設けられた減圧待機室3 、及び、第4某材供給調整部24が設けられた搬入速

度調整室32で構成されている減圧搬送手段 2を備えているため、これらの搬送動

作の組合せによって大気雰囲気下におかれたブラスチック某材 ００を、連続して搬

送しながら真空状態下で所定の処理を確実に行ぅことができる。また、真空処理室33

の後段に、某材真空処理手段 3の後段に設けられ、第5某材供給調整部25が設け

られた搬出速度調整室34、第6某材供給調整部26が設けられた復圧待機室3 5、第

7某材供給調整部2 7が設けられた復圧室3 6、及び、第8某材供給調整部28で構成

された復圧搬送手段 4を備えているため、これらの搬送動作の組合せによって真空

状態下におかれたブラスチック某材 ００を、連続して搬送しながら大気雰囲気下へ

確実に送り出すことができる。

００99 尚、某材供給手段 へ供給されるブラスチック某材 ００は巻物状にされたもので

なくてもよく、装置全体の搬送速度に合わせれば、別の処理工程から引き続き搬送さ

れたものであってもよい。また、平均した場合の搬送速度に合せれば、搬送と停止が

繰り返す間欠搬送されたものであってもよい。また、某材回収手段 5から送り出され



るブラスチック某材 ００は、巻物状に回収されなくてもよく、装置全体の搬送速度に

合わせれば、このままの状態で次の工程へ搬送されて引き続き所定の処理がなされ

てもよい。また、平均した場合の搬送速度に合せれば、搬送と停止が繰り返す間欠

搬送して次の工程へ搬送してもよい。また、真空処理室3 3 で、搬入速度調整室3 2か

らのブラスチック某材 ００の搬入と搬出速度調整室3 4 への搬出を、真空処理室3 3

での真空処理の方法に合せて、搬送と停止が繰り返す間欠搬送としてもよい。また、

間欠搬送の搬送停止に合せて、真空処理室3 3 の搬入口6 5 と搬出項 6 6 の仕切りバ

ルブを開閉してもよい。

０1００ また、処理済みのブラスチック某材 ００を真空状態にした場所で回収するのであれ

ば、真空処理手段から復圧搬送手段 4 を経由せずに、直接某材回収手段 5 で処

理済みのブラスチック某材 ００を回収してもよい。

０1０1 さらに、本発明に係る某材処理装置は、液品表示装置の製造の他、P (p asma d s

p a P a n e ブラズマディスプレイ) 、有機 (o gan c e e c o um nescence ) 、又は、S

(su ace conduc on e e c on em e d sp a 表面電界ディスプレイ) 等のその

他の表示装置の製造にも有効に用いることができる。

０1０2 (作用効果 )

次に作用効果について説明する。

０1０3 本発明の実施形態に係る某材処理装置 ０は、長尺状のブラスチック某材 ００を連

続して供給する某材供給手段 と、某材供給手段 からのブラスチック某材 ００を

連続して搬送すると共に、搬送雰囲気を減圧して真空状態にする減圧搬送手段 2

と、減圧搬送手段 2からのブラスチック某材 ００に対し、連続搬送しながら真空雰囲

気下で所定の処理を行ぅ某材真空処理手段 3 と、某材真空処理手段 3からの処理

済みのブラスチック某材 ００を連続して回収する某材回収手段 5 と、を備えたことを

特徴とする。

０1０4 このよぅな構成によれば、ブラスチック某材 ００に対して、その形状を保持しつつ、

真空状態を保ちながら各処理を連続して確実に施すことができる。

産業上の禾 用可能，吐

０1０5 以上説明したよぅに、本発明は、某材処理装置及びそれを用いた表示装置の製造



方法について有用である。



請求の範囲

長尺状の可擁性某材を連続して供給する某材供給手段と、

上記某材供給手段からの可擁性某材を連続して搬送すると共に、搬送雰囲気を減

圧して真空状態にする減圧搬送手段と、

上記減圧搬送手段からの可擁性某材に対し、連続搬送しながら真空雰囲気下で

所定の処理を行ぅ某材真空処理手段と、

上記某材真空処理手段からの処理済みの可擁性某材を連続して回収する某材回

収手段と、

を備えた某材処理装置。

2 請求項 に記載された墓材処理装置において、

上記減圧搬送手段は、

上記某材供給手段からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、

該可擁性某材を連続して送り出す第 某材供給調整部と、

上記第 某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取り

つつ、該可擁性某材を連続して送り出す第2某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧

する減圧部と、該室内雰囲気を復圧する復圧部と、が設けられた減圧室と、

上記第2某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取り

つつ、該可擁性某材を連続して送り出す第3某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧

する減圧部と、が設けられた減圧待機室と、

上記第3墓材供給調整部からの可擁性墓材を受け取って蓄えた後、又泣受け取り

つつ、該可擁性某材を連続して送り出す第4某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧

する減圧部と、が設けられた搬入速度調整室と、

を備えた某材処理装置。

3 請求項2に記載された墓材処理装置において、

上記某材真空処理手段は、上記第4某材供給調整部から連続搬送される可擁性

某材に所定の処理を行ぅ真空処理部と、室内雰囲気を減圧する減圧部と、が設けら

れた真空処理室を備えた某材処理装置。

4 請求項3に記載された墓材処理装置において、



上記減圧室、上記減圧待機室、上記搬入速度調整室及ひ上記真空処理室は、そ

れそれ可擁性某材の搬入口及ひ搬出口と、核搬入口及ひ搬出口をそれそれ開閉す

る開閉部と、か設けられた某材処理装置。

5 請求項2に記載された墓材処理装置において、

上記第 、第2、第3及ひ第4某材供給調整部は、それそれ可擁性某材の表面に当

接しつつ回伝しなから可擁性某材の搬迭方向に交差する方向において往復移動す

ることにより、可擁性某材の搬迭経路を変化させるよぅに構成された墓材供給調整口

一ルを有する某材処理装置。

6 請求項 に記載された墓材処理装置において、

上記某材真空処理手段と上記某材回収手段との間に設けられ、核某材真空処理

手段からの可擁性某材を連続して搬迭すると共に、搬迭雰囲気を復圧する復圧搬迭

手段をさらに備えた某材処理装置。

7 請求項6に記載された墓材処理装置において、

上記復圧搬迭手段は、

上記某材真空処理手段からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつ

つ、核可擁性某材を連続して迭り出す第5某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧す

る減圧部と、か設けられた搬出速度調整室と、

上記第5某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取り

つつ、核可擁性某材を連続して迭り出す第6某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧

する減圧部と、か設けられた復圧待機室と、

上記第6某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取り

つつ、核可擁性某材を連続して迭り出す第7某材供給調整部と、室内雰囲気を減圧

する減圧部と、核室内雰囲気を復圧する復圧部と、か設けられた復圧室と、

上記第7某材供給調整部からの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取り

つつ、核可擁性某材を連続して迭り出す第8某材供給調整部と、

を備えた某材処理装置。

8 長尺状の可擁性墓材を連続して供給する墓材供給ステソプと、

上記連続して供給された可擁性某材を連続して搬迭すると共に、搬迭雰囲気を減



圧して其空状熊にする減圧搬迭ステソプと、

上記減圧して搬迭された可擁性某材に対し、連続搬迭しなから其空雰囲気下て所

定の処理を行ぅ某材其空処理ステソプと、

を備えた表示装置の製造方怯。

9 請求項8に記載された表示装置の製造方怯において、

上記減圧搬迭ステソプは、

上記某材供給ステソプて供給された可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け

取りつつ、核可擁性某材を連続して迭り出す前段某材供給調整ステソプと、

上記前段某材供給調整ステソプて迭り出された可擁性某材を受け取って蓄え、周

囲の雰囲気を減圧させて真空状態にしつつ核可擁性某材を保持した後、核可擁性

某材を連続搬迭する減圧ステソプと、

上記減圧ステソプて連続搬迭された可擁性某材を真空雰囲気下て受け取って蓄

えた後、又は受け取りつつ、真空状態を保ちなから核可擁性某材を連続搬迭する減

圧待機ステソプと、

上記減圧待機ステソプて連続搬迭された可擁性某材を真空雰囲気下て受け取っ
て蓄えた後、又は受け取りつつ、真空状態を保ちなから核可擁性某材を連続搬迭す

る搬入速度調整ステソプと、

を備えた表示装置の製造方怯。

０ 請求項9に記載された表示装置の製造方怯において、

上記減圧ステソプを減圧室て行ぅと共に、核減圧室から可擁性某材を迭り出した後

に核減圧室内を復圧し、核減圧室内か復圧された状態て上記某材供給ステソプて

供給された可擁性某材を受け取る表示装置の製造方怯。

請求項8に記載された表示装置の製造方怯において、

上記某材真空処理ステソプと上記某材回収ステソプとの間に設けられ、核某材真

空処理ステソプからの可擁性某材を連続して搬迭すると共に、搬迭雰囲気を復圧す

る復圧搬迭ステソプをさらに備えた表示装置の製造方怯。

2 請求項 に記載された表示装置の製造方怯において、



復圧

取って蓄えた後、又は受け取りつつ、其空状熊を保ちなから咳可擁性某材を庫続搬

迭する搬出速度燗整ステノプと、

上記搬出速度燗整ステノプて庫続搬迭された可擁性某材を受け取って蓄えた後、

又は受け取りつつ、其空状熊を保ちなから咳可擁性某材を庫続して迭り出す復圧待

機ステノプと、

上記復圧待機ステノプからの可擁性某材を受け取って蓄え、周囲の雰囲気を復圧
，咳可擁性某材を保持した後、咳可擁性某材を庫続搬迭する復圧ステノプと

上記復圧ステノプからの可擁性某材を受け取って蓄えた後、又は受け取りつつ、咳

可擁性某材を庫続して迭り出す後段某材供給燗整ステノプと、

を備えた表示装置の製造方怯。

3 拮大項 2に記載された表示装置の製造方怯において、

上記復圧ステノプを復圧室て行ぅと共に、咳復圧室から可擁性某材を迭り出した後

に咳復圧室内を減圧し、咳復圧室内か減圧された状熊て上記復圧待機ステノプて

供給された可擁性某材を受け取る表示装置の製造方怯。
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第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 y の 2 の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属，末の範囲てぁ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載 て な 。

第m欄 発明の単 性か欠 して る きの青見 ( の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機 ま をめた。
請求の範囲 に係 る発明は、文献 JP 58-131470 Aに開示された 某材処理装置 に照 らして、

新規性を有 さな ものである らぷ 何なる特別な技術的特徴 も先行技術に対する貢献をもた
らすものでな < 、請求の範囲 1 に係 る発明は特別な技術的特徴を有 さな ものである。
したが て、請求の範囲 に係 る発明 t 請求の範囲 1 3 に係 る発明は、同一の、または

対応する特別な技術的特徴を有 して る は えず、この出願は発明の単一性を満たすもの
認められな 。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汗 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議中立手数科 (D納付と共に、 出願人 ら異議中立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 の続葉 (2) ) (2007年4月)
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