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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側の載置面から底面に貫通する複数の格納孔が形成され、前記載置面に加工物を載置
して加工するための定盤と、
　前記格納孔の中にそれぞれ配設され、上端に水平軸周りに回転可能な搬送ローラが設け
られ、前記搬送ローラが前記載置面上に突出するように上昇、または、前記搬送ローラを
前記載置面の下に格納するように下降可能な複数の搬送アームとを有し、
　前記搬送ローラには、前記定盤の底面より下方に設けた駆動ローラとの間に無端ベルト
が張架されていることを特徴とする加工テーブル。
【請求項２】
　前記無端ベルトは、前記搬送ローラより突出し、前記加工物に当接することを特徴とす
る請求項１に記載の加工テーブル。
【請求項３】
　前記駆動ローラは、１つのモータによって回転させられるように、互いに連結されてい
ることを特徴とする請求項１または２に記載の加工テーブル。
【請求項４】
　前記複数の搬送アームを前記定盤の下方で連結し、前記駆動ローラを備えるフレームと
、
　前記フレームを昇降させる昇降機構とを有することを特徴とする請求項１から３のいず
れかに記載の加工テーブル。
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【請求項５】
　前記フレームと前記定盤との間に、前記フレームの上昇速度を制限するショックアブソ
ーバを備えることを特徴とする請求項４に記載の加工テーブル。
【請求項６】
　前記加工テーブルは、前記載置面に開口するセンサ孔が形成され、前記センサ孔の中に
前記加工物の位置を確認するセンサが配設されていることを特徴とする請求項１から５の
いずれかに記載の加工テーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は加工テーブル、特に板状またはシート状の加工物を載置して加工するための加
工テーブルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１および２に記載されているように、例えば、ディスプレイパネル用のガラス
基板を加工テーブル上に載置してコーティング加工を施すコーティング装置では、フォー
クを備える多間接ロボットで、加工テーブル上にガラス基板を載置し、加工テーブル上か
らガラス基板を取り上げている。
【０００３】
　特許文献１および２の装置では、加工テーブル上で、ガラス基板の下にフォークを抜き
差しするために、ガラス基板を持ち上げるピンが加工テーブルから突出するようになって
いる。
【０００４】
　このようなロボットを用いて２種類の加工を続けて行う装置を構成する場合、例えば、
図９に示すように、供給コンベア３１からガラス基板Ｇを第１のロボット３２で第１の加
工テーブル３３に移送し、第１の加工テーブル３３で加工したガラス基板Ｇを第２のロボ
ット３４で第２の加工テーブル３５に移送し、第２の加工テーブル３５で加工したガラス
基板Ｇを第３のロボット３６で排出コンベア３７に移送することになる。
【０００５】
　このような製造ラインでは、安全のために、ロボット３２，３４，３６の可動範囲内に
は作業者が立ち入ることがないようにする必要がある。つまり、ロボット３２，３４，３
６は非常に大きなスペースを占有する。
【０００６】
　また、特許文献３には、ガラス基板を搬送する直交座標型のロボットが記載されている
。
【０００７】
　以上のように、ロボットを用いた搬送装置は、大きな設置スペースを占有するだけでな
く、高価であるという問題もある。
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－１９７８４４号公報
【特許文献２】特開２００２－１０２７７１号公報
【特許文献３】特許第３００４２３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前記問題点に鑑みて、加工物の受け取りおよび排出ができる加工テーブルを提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するために、本発明による加工テーブルは、上側の載置面から底面に貫
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通する複数の格納孔が形成され、前記載置面に加工物を載置して加工するための定盤と、
前記格納孔の中にそれぞれ配設され、上端に水平軸周りに回転可能な搬送ローラが設けら
れ、前記搬送ローラが前記載置面上に突出するように上昇、または、前記搬送ローラを前
記載置面の下に格納するように下降可能な複数の搬送アームとを有し、前記搬送ローラに
は、前記定盤の底面より下方に設けた駆動ローラとの間に無端ベルトが張架されているも
のとする。
【００１１】
　この構成によれば、搬送アームを突出させることで、定盤上で搬送ローラによって加工
物を搬送することができ、搬送アームを下降させることで、加工物を定盤に載置すること
ができる。このため、加工テーブルは、ロボットなどの助けを借りずとも、隣接する装置
から加工物を受け取り、定盤上に載置して加工し、隣接する装置に加工物を排出すること
ができる。前記搬送ローラには、前記定盤の底面より下方に設けた駆動ローラとの間に無
端ベルトが張架されているので、搬送ローラの駆動源を定盤の下側に配置することができ
、格納孔が必要以上に大きくならず、定盤が加工物を支持する面積が小さくならないので
、加工物が安定する。
【００１２】
　また、本発明の加工テーブルにおいて、前記無端ベルトは、前記搬送ローラより突出し
、前記加工物に当接してもよい。
【００１４】
　また、本発明の加工テーブルにおいて、前記駆動ローラは、１つのモータによって回転
させられるように、互いに連結されてもよい。
【００１５】
　この構成によれば、搬送ローラが同期して回転するので、加工物を安定して搬送できる
。
【００１６】
　また、本発明の加工テーブルにおいて、前記複数の搬送アームを前記定盤の下方で連結
し、前記駆動ローラを備えるフレームと、前記フレームを昇降させる昇降機構とを有して
もよい。
【００１７】
　この構成によれば、各搬送アームを同時に昇降させることができ、加工物の搬送と載置
とがスムーズに行える。
【００１８】
　また、本発明の加工テーブルにおいて、前記フレームと前記定盤との間に、前記フレー
ムの上昇速度を制限するショックアブソーバを備えてもよい。
【００１９】
　この構成によれば、加工物が搬送アームの昇降によって位置ずれしたり、損傷すること
を防止できる。
【００２０】
　また、本発明の加工テーブルにおいて、前記加工テーブルは、前記載置面に開口するセ
ンサ孔を設け、前記センサ孔の中に前記加工物の位置を確認するセンサを配設してもよい
。
【００２１】
　この構成によれば、加工物を正確に位置決めすることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明によれば、加工テーブルの定盤に設けた格納孔の中に、上昇下降
が可能な搬送ローラを備える搬送アームを配設したことで、加工物の受け取りと排出が可
能となった。これにより、ロボットなどの設置が不要になり、省スペースで低コストの加
工設備が実現可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２３】
　これより、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
　図１に、本発明の１つの実施形態である加工テーブル１を示す。加工テーブル１は、例
えば御影石製の定盤２を有し、定盤２の上側がガラス基板（加工物）を載置してコーティ
ング加工を施すための載置面３になっており、載置面３には、複数の格納孔４、複数の吸
引孔５および複数のセンサ孔６が形成されている。
【００２４】
　格納孔４は、載置面３から底面に貫通しており、その内部には、それぞれ、上端に水平
軸周りに回転可能な搬送ローラ７が設けられた搬送アーム８が配設されている。吸引孔５
は、不図示の真空ポンプによって真空引きされる管路に連通しており、加工の際、載置面
３に載置したガラス基板を吸引して安定させるためのものである。センサ孔６の内部には
、光電センサ９が配設されており、ガラス基板の位置を確認することができるようになっ
ている。
【００２５】
　図２に、格納孔４の中に収容されている搬送アーム８とその支持構造を示す。各搬送ア
ーム８は、定盤２の下方に配置される矩形のフレーム１０に固定されている。
【００２６】
　フレーム１０は、定盤２の底面に固定された流体シリンダ（昇降機構）１１のピストン
の収縮により上昇させられるようになっている。また、フレーム１０は、それぞれ定盤２
の底面に垂直に固定される摺動軸１２に沿って摺動するリニアスライダ１３と、先端が定
盤２の底面に当接する複数のショックアブソーバ１４とを有する。
【００２７】
　フレーム１０は、搬送アーム８の下方に配置される複数の駆動ローラ１５を有しており
、搬送ローラ７と駆動ローラ１５との間には、円形断面を有する無端ベルト１６が張架さ
れている。駆動ローラ１５は、同軸に設けられたプーリ１７とともに回転するようになっ
ており、連結軸１８およびシンクロベルト１９によって、互いに接続され、モータ２０に
よって同時に、且つ、同じ向きに回転させられるようになっている。
【００２８】
　本実施形態において、流体シリンダ１１を収縮すると、図１に示すように、搬送アーム
８の上端（搬送ローラ７）が格納孔４から載置面３の上に突出するが、流体シリンダ１１
を伸長すると、図３に示すように、搬送ローラ７および無端ベルト１６が載置面３より下
方に位置するように、搬送アーム８を格納孔４の中に完全に格納するようになっている。
【００２９】
　加工テーブル１は、図４に示すように、流体シリンダ１１を収縮して搬送ローラ７を載
置面３の上方に突出させ、モータ２０によって無端ベルト１６を回転させた状態で、無端
ベルト１６の回転方向上流側に隣接するコンベアなどからガラス基板Ｇを受け取ることが
できる。
【００３０】
　図５に、搬送アーム８の上端の詳細を示す。無端ベルト１６は、その厚みにより、中央
が搬送ローラ７より上方に突出し、ガラス基板Ｇの下面を支持する。ガラス基板Ｇは、無
端ベルト１６の回転によって、水平移動し、定盤２の上方を水平移動させられる。
【００３１】
　加工テーブル１は、光電センサ９によって水平移動してきたガラス基板Ｇの位置を監視
し、無端ベルト１６の回転によってガラス基板Ｇが所定の位置に達したならば、モータ２
０の回転を停止して、ガラス基板Ｇを停止させる。ガラス基板Ｇを所定位置に静止させた
なら、加工テーブル１は、流体シリンダ１１を伸長して、図６に示すように、搬送アーム
８を下降させて格納孔４の内部に完全に収容する。これにより、ガラス基板Ｇを載置面３
に当接するように載置し、吸引孔５から空気を吸引することで、図７に示すように、ガラ
ス基板Ｇを載置面３の中央の所定位置に吸着する。
【００３２】
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　不図示のコータによって、ガラス基板Ｇの表面にコーティングを施すと、加工テーブル
１は、流体シリンダ１１を収縮してフレーム１０を上昇させ、搬送アーム８の上端を格納
孔４から載置面３上に突出させることで、無端ベルト１６がガラス基板Ｇの下面に当接し
てガラス基板Ｇを持ち上げる。
【００３３】
　このとき、ショックアブソーバ１４は、フレーム１０の急峻な上昇を防止し、搬送アー
ム８がガラス基板Ｇに速い速度で衝突して、ガラス基板Ｇを衝撃によって破損したり、搬
送アーム８の昇降に伴う振動によって、ガラス基板Ｇを水平方向に位置ずれさせたりする
ことを防止している。
【００３４】
　この状態で、モータ２０を回転すると、駆動ローラ１５が一斉に回転を初め、全ての無
端ベルト１６が同じ方向に回転する。これによって、無端ベルト１６の上に乗せられたガ
ラス基板Ｇは、無端ベルト１６の回転方向に水平移動して、隣接するコンベアなどに排出
される。
【００３５】
　以上のように、本実施形態の加工テーブル１は、加工物であるガラス基板Ｇを搬送する
ことができるので、ロボットのような受け渡しのための大掛かりな装置が必要なく、その
ための設置スペースやコストが必要ない。
【００３６】
　例えば、図８に示すように、２つの加工テーブル１Ａ，１Ｂでガラス基板Ｇに異なる加
工を続けて施す場合、加工テーブル１Ａは、供給コンベア２１から直接ガラス基板Ｇを受
け取って位置決めでき、加工したガラス基板Ｇを加工テーブル１Ｂに対して送り出すこと
ができる。同様に、加工テーブル１Ｂは、加工テーブル１Ａから直接ガラス基板Ｇを受け
取って位置決めでき、加工したガラス基板Ｇを排出コンベア２２に排出することができる
。
【００３７】
　つまり、加工テーブル１Ａ，１Ｂを含む製造ラインは、例えば、図９に示すような、ロ
ボット３２，３４，３６を必要とする従来の加工テーブル３３，３５を使用した製造ライ
ンに比べて、その全長が大幅に短くてすむ。
【００３８】
　本実施形態では、無端ベルト１６がガラス基板Ｇに当接するが、搬送ローラ７の径を大
きくして、搬送ローラ７がガラス基板Ｇを支持して搬送するようにしてもよい。また、各
搬送ローラ７を回転駆動する方法は、本実施形態のようなシンクロベルト１９や無端ベル
ト１６を用いる他、回転軸とかさ歯車の組み合わせなど、いかなる伝動機構を用いてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の１つの実施形態の加工テーブルの斜視図。
【図２】図１の加工テーブルの搬送アームとその支持構造を示す斜視図。
【図３】搬送アームを格納した図１の加工テーブルの斜視図。
【図４】図１の加工テーブルがガラス基板を受け取る様子を示す斜視図。
【図５】図１の加工テーブルの搬送アーム突出時の詳細部分断面図。
【図６】図１の加工テーブルの搬送アーム格納時の詳細部分断面図。
【図７】図１の加工テーブルのガラス基板加工時の斜視図。
【図８】図１の加工テーブルを用いた製造ラインの平面図。
【図９】従来の加工テーブルを用いた製造ラインの平面図。
【符号の説明】
【００４０】
　１　加工テーブル
　２　定盤
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　３　載置面
　４　格納孔
　５　吸引孔
　６　センサ孔
　７　搬送ローラ
　８　搬送アーム
　９　光電センサ
　１０　フレーム
　１１　流体シリンダ（昇降機構）
　１４　ショックアブソーバ
　１５　駆動ローラ
　１６　無端ベルト
　２０　モータ
　Ｇ　ガラス基板（加工物）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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