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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マザー基板から相互に隣接する第１単位基板と第２単位基板を分断するマザー基板分断
方法であって、
　（ａ）前記マザー基板にスクライブライン形成手段によってスクライブラインを形成す
るステップと、
　（ｂ）前記マザー基板を前記スクライブラインに沿ってブレイクするステップと
を包含し、
　前記ステップ（ａ）は、前記スクライブライン形成手段による前記マザー基板への押圧
が途切れないように前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させる
ことによって、前記相互に隣接する第１単位基板と第２単位基板を前記マザー基板から分
断するためのスクライブラインを前記マザー基板に形成するステップを包含するとともに
、
　前記ステップ（ａ）は、さらに、
　（ａ－１）前記第１単位基板における前記マザー基板の外周縁部に近接している外側辺
部に沿ったスクライブラインを、前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段
を移動させることによって形成するステップと、
　（ａ－２）前記ステップ（ａ－１）の実行後、前記第１単位基板における、前記外側辺
部の対辺である辺部に沿ったスクライブラインを、前記マザー基板に対して前記スクライ
ブライン形成手段を移動させることによって形成するステップと、
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　（ａ－３）前記ステップ（ａ－２）の実行後、前記マザー基板の外周縁部上で前記マザ
ー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって、前記マザー基
板に前記スクライブラインを形成するステップと、
　（ａ－４）前記ステップ（ａ－３）の実行後、前記第２単位基板のいずれかの辺部に沿
ったスクライブラインを、前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動
させることによって形成するステップと、
　（ａ－５）前記ステップ（ａ－４）の実行後、前記マザー基板の外周縁部上で前記マザ
ー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって、前記マザー基
板に前記スクライブラインを形成するステップと
　を包含し、
　前記ステップ（ａ－３）および（ａ－５）において、前記マザー基板の外周縁部上にス
クライブラインが形成される際には、その他の部分にスクライブラインが形成される時に
比して、前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧力を低減させるス
テップを有していることを特徴とするマザー基板分断方法。
【請求項２】
　前記マザー基板の外周縁部上に形成されるスクライブラインが曲線部を有するように、
前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させるステップを有する請
求項１に記載のマザー基板分断方法。
【請求項３】
　前記複数の単位基板は、ガラス基板、石英基板、サファイア基板、半導体ウェハー、セ
ラミック基板、太陽電池基板、液晶表示パネル、有機ＥＬパネル、無機ＥＬパネル、透過
型プロジェクター基板、反射型プロジェクター基板のうちの１種類の基板である、請求項
１に記載のマザー基板分断方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ｂ）は、前記スクライブラインに沿って副スクライブラインを形成する
ことによって、前記マザー基板をブレイクするステップを包含する、請求項１に記載のマ
ザー基板分断方法。
【請求項５】
　前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧が途切れないように前記
マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって、前記スク
ライブラインと前記副スクライブラインとを形成するステップをさらに包含する、請求項
４に記載のマザー基板分断方法。
【請求項６】
　前記ステップ（ｂ）は、前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧
が途切れないように前記マザー基板への押圧を移動させることによって、前記第１単位基
板を前記マザー基板から分断するための第１スクライブラインに沿った第１副スクライブ
ラインと、前記第２単位基板を前記マザー基板から分断するための第２スクライブライン
に沿った第２副スクライブラインとを形成するステップを包含する、請求項４に記載のマ
ザー基板分断方法。
【請求項７】
　前記スクライブラインの両端部分の少なくとも一方は曲線である、請求項１に記載のマ
ザー基板分断方法。
【請求項８】
　マザー基板にスクライブラインを形成するためのスクライブライン形成手段と、
　前記スクライブライン形成手段を制御する制御手段と
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧が途切れないように前記
マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させて、相互に隣接する第１単
位基板と第２単位基板を前記マザー基板から分断するためのスクライブラインが形成され
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るよう前記スクライブライン形成手段を制御し、
　前記スクライブライン形成手段の移動時には、
　前記第１単位基板における前記マザー基板の外周縁部に近接している外側辺部に沿った
スクライブラインと、
　前記第１単位基板における、前記外側辺部の対辺である辺部に沿ったスクライブライン
と、
　前記マザー基板の外周縁部上のスクライブラインと、
　前記第２単位基板のいずれかの辺部に沿ったスクライブラインと、
　前記マザー基板の外周縁部上のスクライブラインとが、前記スクライブライン形成手段
の移動経路に沿って順に形成され、
　前記制御手段は、前記マザー基板の外周縁部上に前記スクライブラインを形成する時に
は、その他の部分にスクライブラインを形成する時に比して、前記マザー基板に対する前
記スクライブライン形成手段の押圧力が低減するように、前記スクライブライン形成手段
を制御することを特徴とするマザー基板スクライブ装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記マザー基板の外周縁部上に形成されるスクライブラインが曲線部
を有するように、前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させる請
求項８に記載のマザー基板スクライブ装置。
【請求項１０】
　前記スクライブラインの両端部分の少なくとも一方が曲線である請求項８に記載のマザ
ー基板スクライブ装置。
【請求項１１】
　前記スクライブ部材は、カッターホイールチップである、請求項８に記載のマザー基板
スクライブ装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載のマザー基板分断方法の各ステップをコンピュータにて実行させるため
のプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムが記載されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マザー基板にスクライブラインを形成し、マザー基板をスクライブラインに
沿ってブレイクすることによってマザー基板から複数の単位基板を分断するマザー基板分
断方法、その方法をコンピュータによって実施するためのプログラム、および、そのプロ
グラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びにマザー基板にスクライ
ブラインを形成するマザー基板スクライブ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、液晶表示パネルを備える。液晶表示パネルは、単板のマザー基板から
複数の単位基板を分断し、マザー基板から分断された単位基板同士を貼り合わせることに
よって製造される。液晶表示パネルは、また、マザー基板を２枚貼り合わせることによっ
て貼り合わせマザー基板を作製し、この貼り合わせマザー基板から複数の単位基板に分断
することによっても、製造される。
【０００３】
　図１７は、特開２００２－８７８３６号に開示のスクライブライン形成方法によって形
成された複数のスクライブラインを示す。
【０００４】
　特開２００２－８７８３６号に開示のスクライブライン形成方法では、脆性非金属材料
基板１から複数の円形太陽電池装置２を分断するために、複数の円形太陽電池装置２の外
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周にレーザビームを照射させることによって複数の亀裂外周線（スクライブライン）３を
形成する。
【０００５】
　図１８は、マザー基板４の第１面に形成されたスクライブ予定ラインを示す。
【０００６】
　マザー基板４は、長方形である。マザー基板４の第１面には、長方形の短辺方向（図面
の縦方向）に沿ってスクライブ予定ラインＬ１～Ｌ４が、長方形の長辺方向（図面の横方
向）に沿ってスクライブ予定ラインＬ５～Ｌ８が図示されている。
【０００７】
　図１８を参照して、特開２００２－８７８３６号に開示のスクライブライン形成方法と
は別のスクライブライン形成方法を説明する。
【０００８】
　マザー基板４は、テーブル上に固定される。テーブルには、複数の吸着穴が形成されて
いる。吸引手段は複数の吸着穴を介してマザー基板を吸引する。このようにテーブルにマ
ザー基板４が吸着され、マザー基板４がテーブルに固定される。
【０００９】
　スクライブ装置に取り付けられた刃先がスクライブ予定ラインＬ１～Ｌ８に沿って移動
されることによって、マザー基板４の第１面上にスクライブラインが順次形成される（ス
クライブ工程）。
【００１０】
　スクライブ工程において、スクライブラインが形成されると共に、垂直クラックが形成
される。垂直クラックは、スクライブラインからマザー基板４の厚さ方向に沿って延びる
。
【００１１】
　ブレイク装置は、マザー基板４をブレイクするために、スクライブラインに沿ってマザ
ー基板４に曲げモーメントを加える。スクライブラインが形成されているマザー基板４の
第１面に対向する第２面に垂直クラックが達するように垂直クラックを伸展させることに
よって、マザー基板４は、スクライブラインに沿ってブレイクされる（ブレイク工程）。
【００１２】
　スクライブ工程を実施した後、ブレイク工程を実施することによって、マザー基板４か
ら単位基板１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄが分断される。
【特許文献１】特開２００２－８７８３６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかし、特開２００２－８７８３６号に開示のスクライブライン形成方法では、脆性非
金属材料基板１から複数の円形太陽電池装置２を分断する場合には、ある円形太陽電池装
置２の周辺にスクライブラインを形成した後、次の円形太陽電池装置２の周辺にスクライ
ブラインを形成する前に、スクライブラインの形成が停止されるため、スクライブ加工時
間が長くなる。
【００１４】
　さらに、図１８を参照して説明された従来技術では、複数のスクライブラインの各々を
形成するたびにスクライブラインの形成を停止するため、スクライブ加工時間が長くなる
。
【００１５】
　さらに、図１８を参照して説明された従来技術では、複数のスクライブラインのうちの
少なくとも１本が、マザー基板が有する複数の辺のそれぞれと少なくとも２箇所で交差す
るため、外的要因による力（例えば、マザー基板をテーブルに吸着することによって吸着
部分に生じる応力、テーブルの表面の凹凸が原因でマザー基板が撓むことによって撓んだ
部分に生じる応力）がマザー基板に作用した場合には、マザー基板が少なくとも２つの部
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分に分離されやすい。例えば、スクライブ予定ラインＬ１に沿って形成されたスクライブ
ラインは、マザー基板が有する辺と交差し、さらにこのスクライブラインはこの辺とは異
なる辺と交差する。したがって、スクライブライン形成中に外的要因による力が発生し、
曲げモーメントがスクライブラインに作用する。その結果、スクライブライン形成中にマ
ザー基板がスクライブラインに沿って分断され、マザー基板に対するテーブル面の吸引能
力が低下し、マザー基板が少なくとも２つの部分に不用意に分離されやすい。このように
、マザー基板のスクライブ加工中に、マザー基板に外的要因による力（マザー基板の保持
または支持状態の変化などによって生じるマザー基板の内部応力等）が加わると、マザー
基板が少なくとも２つに分断分離して、マザー基板の分離部分がスクライブ装置（スクラ
イブヘッド）とぶつかり、スクライブ装置およびマザー基板自体が損傷してしまう恐れが
あった。
【００１６】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、単板又は貼り合わされたマ
ザー基板にスクライブラインを形成し、マザー基板をスクライブラインに沿ってブレイク
することによって、マザー基板から複数の単位基板を分断するマザー基板分断方法、その
方法をコンピュータによって実行させるためのプログラム、および、そのプログラムが記
録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びにマザー基板にスクライブラインを
形成するマザー基板スクライブ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明のマザー基板分断方法は、マザー基板から複数の単位基板を分断するマザー基板
分断方法であって、（ａ）前記マザー基板にスクライブライン形成手段によってスクライ
ブラインを形成するステップと、（ｂ）前記マザー基板を前記スクライブラインに沿って
ブレイクするステップとを包含し、前記ステップ（ａ）は、前記スクライブライン形成手
段による前記マザー基板への押圧が途切れないように前記マザー基板に対して前記スクラ
イブライン形成手段を移動させることによって、少なくも１つの単位基板を前記マザー基
板から分断するためのスクライブラインを前記マザー基板に形成するステップを包含し、
これにより、上記目的が達成される。
【００１８】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板へのスクライブライン
形成手段の押圧が途切れないように、スクライブライン形成手段の移動を停止することな
く第１スクライブラインと第２スクライブラインとを形成することができるため、スクラ
イブラインを形成するためのスクライブ加工時間を短縮することができる。さらに、スク
ライブ加工中に、マザー基板が有する辺にクラックが達することなく、マザー基板は外的
要因による力により分断されにくくなるため、マザー基板にスクライブラインを形成する
ことができる。その結果、スクライブライン形成中にマザー基板が２つ以上の部分に分離
されることを防ぐことができる。
【００１９】
　前記ステップ（ａ）は、前記スクライブライン形成手段の前記マザー基板への押圧が途
切れないように前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させること
によって、複数の単位基板を前記マザー基板から分断するためのスクライブラインを形成
するステップをさらに包含してもよい。
【００２０】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、複数の単位基板をマザー基板から
分断することができる。
【００２１】
　前記マザー基板から相互に隣接する第１単位基板と第２単位基板とを分断する際に、前
記ステップ（ａ）は、（ａ－１）前記第１単位基板および前記第２単位基板における前記
マザー基板の外周縁部に近接している外側辺部に沿ったスクライブラインを、前記マザー
基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって形成するステップ
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と、（ａ－２）その後に、前記第１単位基板および前記第２単位基板における相互に対向
する側辺部である内側辺部に沿ったスクライブラインを、前記マザー基板に対して前記ス
クライブライン形成手段を移動させることによって形成するステップと、を包含してもよ
い。
【００２２】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板に対する前記スクライ
ブライン形成手段の押圧および移動を停止することなく第１スクライブラインと第２スク
ライブラインとを形成することができるため、スクライブラインを形成するためのスクラ
イブ加工時間を短縮することができる。さらに、スクライブ加工中に、マザー基板が有す
る辺にクラックが達することなく、マザー基板は外的要因による力により分断されること
が少なくなるため、マザー基板に安定してスクライブラインを形成することができる。そ
の結果、スクライブライン形成中にマザー基板が２つ以上の部分に分離されることを防ぐ
ことができる。
【００２３】
　前記第２単位基板の内側辺部は、前記第１単位基板の内側辺部に対向しており、前記ス
テップ（ａ－２）は、
　（ａ－２ａ）前記第１単位基板の内側辺部に沿って前記マザー基板に対して前記スクラ
イブライン形成手段を移動させることによって、前記マザー基板に前記スクライブライン
を形成するステップと、
　（ａ－２ｂ）前記ステップ（ａ－２ａ）の実行後、前記マザー基板の外周縁部上で前記
マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって、前記マザ
ー基板に前記スクライブラインを形成するステップと、
　（ａ－２ｃ）前記ステップ（ａ－２ｂ）の実行後、前記第２単位基板の内側辺部に沿っ
て前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって、前
記マザー基板に前記スクライブラインを形成するステップと、
　（ａ－２ｄ）前記ステップ（ａ－２ｃ）の実行後、前記マザー基板の外周縁部上で前記
マザー基板への押圧を移動することによって、前記マザー基板に前記スクライブラインを
形成するステップとを包含してもよい。
【００２４】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板に対する前記スクライ
ブライン形成手段の移動を停止することなく第１スクライブラインと第２スクライブライ
ンとを形成することができるため、スクライブラインを形成するためのスクライブ加工時
間を短縮することができる。さらに、スクライブ加工中に、マザー基板が有する辺にクラ
ックが達することなく、マザー基板は外的要因による力により分断されにくくなるため、
マザー基板にスクライブラインを形成することができる。その結果、スクライブライン形
成中にマザー基板が２つ以上の部分に分離されることを防ぐことができる。
【００２５】
　前記ステップ（ａ）は、前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧
を低減するステップをさらに包含してもよい。
【００２６】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板に対する前記スクライ
ブライン形成手段の押圧を低減できるため、スクライブライン形成手段のマザー基板との
押圧による磨耗を低減することができる。
【００２７】
　前記ステップ（ａ）は、第１方向に沿って、前記スクライブライン形成手段によって前
記スクライブラインを形成するステップと、前記第１方向に沿って形成されたスクライブ
ラインと、前記第１方向とは異なる第２方向に沿って形成されるべきスクライブラインと
が、曲線で繋がるように、前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動
させるステップとを包含してもよい。
【００２８】
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　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、第１方向に沿って形成されたスク
ライブラインと、第２方向に沿って形成されるべきスクライブラインとが、曲線で繋がる
ように、マザー基板への押圧を移動することができるため、第１方向から第２方向へのス
クライブライン形成手段の方向転換によって生じるスクライブライン形成手段へのダメー
ジを低減することができる。
【００２９】
　前記複数の単位基板は、単板又は貼り合わせ基板のいずれでも適用可能で、ガラス基板
、石英基板、サファイア基板、半導体ウェハー、セラミック基板、太陽電池基板、液晶表
示パネル、有機ＥＬパネル、無機ＥＬパネル、透過型プロジェクター基板、反射型プロジ
ェクター基板のうちの１種類の基板でよい。
【００３０】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、種々の単位基板を製造することが
できる。
【００３１】
　前記ステップ（ｂ）は、前記スクライブラインに沿って副スクライブラインを形成する
ことによって、前記マザー基板をブレイクするステップを包含してもよい。
【００３２】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、スクライブラインの形成のみによ
って、スクライブ工程とブレイク工程とを実現することができる。
【００３３】
　前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧が途切れないように前記
マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させることによって、前記スク
ライブラインと前記副スクライブラインとを形成するステップをさらに包含してもよい。
【００３４】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板に対する前記スクライ
ブライン形成手段の移動を停止することなくスクライブラインと副スクライブラインとを
形成することができるため、マザー基板を分断するための分断工程時間を短縮することが
できる。
【００３５】
　前記ステップ（ｂ）は、前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧
が途切れないように前記マザー基板への押圧を移動させることによって、前記第１スクラ
イブラインに沿った第１副スクライブラインと前記第２スクライブラインに沿った第２副
スクライブラインとを形成するステップを包含してもよい。
【００３６】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板に対する前記スクライ
ブライン形成手段の移動を停止することなく第１副スクライブラインと第２副スクライブ
ラインとを形成することができるため、ブレイク工程時間を短縮することができる。
【００３７】
　前記スクライブラインの両端部分の少なくとも一方は曲線でよい。
【００３８】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板の辺に向かってクラッ
クが形成されることを防止することができる。
【００３９】
　本発明のマザー基板スクライブ装置は、マザー基板にスクライブラインを形成するため
のスクライブライン形成手段と、前記スクライブライン形成手段を制御する制御手段とを
備え、前記制御手段は、前記マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧が
途切れないように前記マザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させ、第
１単位基板を前記マザー基板から分断するための第１スクライブラインと第２単位基板を
前記マザー基板から分断するための第２スクライブラインとを前記マザー基板に形成する
ように、前記スクライブライン形成手段を制御し、これにより、上記目的が達成される。
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【００４０】
　前記スクライブライン形成手段は、前記マザー基板の表面にスクライブを形成するスク
ライブ部材と、該スクライブ部材の前記マザー基板の表面に対する押圧を調整する調整手
段とを備え、前記制御手段が、該調整手段を制御する構成であってもよい。
【００４１】
　前記スクライブ部材は、カッターホイールチップであってもよい。
【００４２】
　本発明のプログラムは、前記マザー基板分断方法の各ステップをコンピュータにて実行
させるためのプログラムであり、これにより、上記目的が達成される。
【００４３】
　本発明の記録媒体は、プログラムが記載されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体で
あり、これにより、上記目的が達成される。
【００４４】
　本発明のマザー基板分断装置は、マザー基板から複数の単位基板を分断するマザー基板
分断装置であって、（ａ）前記マザー基板にスクライブラインを形成する手段と、（ｂ）
前記マザー基板を前記スクライブラインに沿ってブレイクする手段とを備え、前記手段（
ａ）は、前記マザー基板への押圧が途切れないように前記マザー基板への押圧を移動する
ことによって、第１単位基板を前記マザー基板から分断するための第１スクライブライン
と第２単位基板を前記マザー基板から分断するための第２スクライブラインとを前記マザ
ー基板に形成する手段を備え、これにより、上記目的が達成される。
【００４５】
　前記手段（ａ）は、前記マザー基板への押圧が途切れないように前記マザー基板への押
圧位置を移動することによって、第Ｎ単位基板を前記マザー基板から分断するための第Ｎ
スクライブラインを形成する手段をさらに備えてもよい。Ｎは、３以上の整数である。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび記録媒体
によれば、マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の移動を停止することなく
第１スクライブラインと第２スクライブラインとを形成することができるため、スクライ
ブラインを形成するためのスクライブ加工時間を短縮することができる。さらに、スクラ
イブ加工中に、マザー基板が有する辺にクラックが達することなく、マザー基板は外的要
因による力により分断されにくくなるため、マザー基板に安定してスクライブラインを形
成することができる。その結果、スクライブライン形成中にマザー基板が２つ以上の部分
に分離されることを防ぐことができる。
【００４７】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
記録媒体によれば、マザー基板への前記スクライブライン形成手段による押圧を低減でき
るため、前記スクライブライン形成手段のマザー基板との押圧による磨耗を低減すること
ができる。
【００４８】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
記録媒体によれば、第１方向に沿って形成されたスクライブラインと、第２方向に沿って
形成されるべきスクライブラインとが、曲線で繋がるように、マザー基板に対して前記ス
クライブライン形成手段を移動することができるため、第１方向から第２方向への押圧手
段の方向転換によって生じる押圧手段へのダメージを低減することができる。
【００４９】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
記録媒体によれば、種々の単位基板を製造することができる。
【００５０】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
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記録媒体によれば、スクライブラインの形成のみによって、スクライブ工程とブレイク工
程とを実現することができる。
【００５１】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
記録媒体によれば、マザー基板への押圧の移動を停止することなくスクライブラインと副
スクライブラインとを形成することができるため、マザー基板を分断するための分断工程
時間を短縮することができる。
【００５２】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
記録媒体によれば、マザー基板への押圧の移動を停止することなく第１副スクライブライ
ンと第２副スクライブラインとを形成することができるため、ブレイク工程時間を短縮す
ることができる。
【００５３】
　さらに、本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび
記録媒体によれば、スクライブラインの両端部分の少なくとも一方は曲線であるため、マ
ザー基板の辺に向かってクラックが形成されることを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
【００５５】
　１．マザー基板分断装置１００
　図１は、本発明の実施の形態のマザー基板分断装置１００の構成を示す。
【００５６】
　マザー基板分断装置１００は、マザー基板１０１から複数の単位基板を分断する。
【００５７】
　マザー基板分断装置１００は、マザー基板１０１を載置するためのテーブル１３１と、
ガイドレール１３２と、ガイドレール１３３と、スライダ１３４と、スライダ１３５と、
ガイドバー１３６と、リニアモータ１３７と、リニアモータ１３８とを含む。
【００５８】
　ガイドレール１３２とガイドレール１３３とは、テーブル１３１の両側に、互いに平行
に設けられている。スライダ１３４にはリニアモータ１３７の移動子が取り付けられてお
り、スライダ１３４は、ガイドレール１３２に沿ってスライド可能なようにガイドレール
１３２に設けられている。スライダ１３５にはリニアモータ１３８の移動子が取り付けら
れており、スライダ１３５は、ガイドレール１３３に沿ってスライド可能なようにガイド
レール１３３に設けられている。
【００５９】
　リニアモータ１３７には、ガイドレール１３２に沿って配置されたレール状の固定子が
設けられている。リニアモータ１３７は、スライダ１３４をガイドレール１３２に沿って
スライドさせる。リニアモータ１３８には、ガイドレール１３３に沿って配置されたレー
ル状の固定子が設けられている。リニアモータ１３８は、スライダ１３５をガイドレール
１３３に沿ってスライドさせる。
【００６０】
　ガイドバー１３６は、スライダ１３４とスライダ１３５との間に水平に架設されている
。スクライブヘッド１２０とブレイク装置１５２とが、ガイドバー１３６に沿ってスライ
ド可能なように、ガイドバー１３６に取り付けられている。
【００６１】
　スクライブヘッド１２０の構成およびブレイク装置１５２の構成の詳細は、後述される
。
【００６２】
　マザー基板分断装置１００は、制御部１４０をさらに含む。制御部１４０は、コントロ
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ーラ１４４と、第１ドライバ１４１と、第２ドライバ１４２と、第３ドライバ１４７と、
スクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６と、スライダセンサ１４３と、コンピュータ
１４９とを含む。
【００６３】
　コントローラ１４４は、コンピュータ１４９の指示に従って、第１ドライバ１４１がリ
ニアモータ１３７を駆動するように、第１ドライバ１４１をコントロールし、第２ドライ
バ１４２がリニアモータ１３８を駆動するように、第２ドライバ１４２をコントロールし
、第３ドライバ１４７がスクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６を駆動するように、
第３ドライバ１４７をコントロールする。
【００６４】
　スクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６は、ガイドバー１３６に設けられている。
スクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６は、ガイドバー１３６に沿って配置されたレ
ール状の固定子とその固定子に沿って移動する移動子がスクライブヘッド１２０とブレイ
ク装置１５２とにそれぞれ設けられ、ガイドバー１３６に沿ってガイドバー１３６の両端
の間で、スクライブヘッド１２０とブレイク装置１５２とを往復移動させる。
【００６５】
　スライダセンサ１４３は、ガイドレール１３２の近傍に設けられている。スライダセン
サ１４３は、スライダ１３４の位置を検出し、検出した位置を示すデータをコントローラ
１４４に出力する。
【００６６】
　なお、コンピュータ１４９の構成の詳細は、後述される。
【００６７】
　図２は、スクライブヘッド１２０の構成を示す。図２（ａ）は、スクライブヘッド１２
０の正面を示す。図２（ｂ）は、スクライブヘッド１２０の底面を示す。
【００６８】
　スクライブヘッド１２０は、ヘッド本体部１２２と、ベアリングケース１２６と、制止
軸１２５と、カッターホルダ１２７と、スクライブカッタ１２１と、付勢手段１３０とを
含む。
【００６９】
　ヘッド本体部１２２は、ヘッド本体部１２２に水平に挿通されている支軸１２３と、ベ
アリング１２４とを備える。ヘッド本体部１２２の下部には、切欠部１２９が形成されて
おり、切欠部１２９には、ベアリングケース１２６が格納されている。
【００７０】
　制止軸１２５は、ヘッド本体部１２２内に、支軸１２３と平行に設けられている。
【００７１】
　ベアリングケース１２６は、支軸１２３の周りを上下方向に回動する。ベアリングケー
ス１２６の一端は、支軸１２３に連結されている。ベアリングケース１２６の他端は、制
止軸１２５が設けられている位置で制止軸１２５に当接する。ベアリングケース１２６に
よって、カッターホルダ１２７が回転自在に保持される。
【００７２】
　カッターホルダ１２７は、カッターホルダ本体部１２７ａと、マザー基板１０１の表面
に直交する軸心を有する回転軸１２７ｃとを含む。カッターホルダ１２７は、ベアリング
ケース１２６にベアリング１２８を介して取り付けられており、回転軸１２７ｃの周りを
回転する。カッターホルダ本体部１２７ａは、回転軸１２７ｃと一体に形成されている。
カッターホルダ１２７の詳細は、後述される。
【００７３】
　付勢手段１３０は、回転軸１２７ｃの上方に設けられている。付勢手段１３０は、例え
ばエアーシリンダである。付勢手段１３０は下方に向かう付勢力をベアリングケース１２
６に作用させる。その結果、回転軸１２７ｃおよびカッターホルダ１２７を介してスクラ
イブカッタ１２１に所定の荷重が加えられる。
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【００７４】
　スクライブカッタ１２１は、マザー基板１０１にスクライブラインを形成する。スクラ
イブカッタ１２１は、例えば、ダイヤモンドポイントカッタまたはカッターホイールチッ
プである。カッターホルダ１２７には、スクライブカッタ１２１が回転軸１１９の周りを
回転自在に設けられている。
【００７５】
　図１および図２に示された例によれば、スクライブヘッド１２０が「マザー基板にスク
ライブラインを形成するためのスクライブライン形成手段」として機能し、制御部１４０
が「マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧が途切れないようにマザー
基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させ、第１単位基板をマザー基板から
分断するための第１スクライブラインと第２単位基板をマザー基板から分断するための第
２スクライブラインとを前記マザー基板に形成するように、前記スクライブライン形成手
段を制御する、制御手段」として機能する。しかし、「マザー基板にスクライブラインを
形成する手段」および「マザー基板に対する前記スクライブライン形成手段の押圧が途切
れないようにマザー基板に対して前記スクライブライン形成手段を移動させ、第１単位基
板をマザー基板から分断するための第１スクライブラインと第２単位基板をマザー基板か
ら分断するための第２スクライブラインとを前記マザー基板に形成するように、前記スク
ライブライン形成手段を制御する、制御手段」という各手段の機能が達成される限りは、
任意の構成を有するマザー基板スクライブ装置が本発明の範囲に含まれる。例えば、ある
スクライブヘッドは、サーボモータを有する。
【００７６】
　図３は、サーボモータを有するスクライブヘッド１６５の構成を示す。図３（ａ）は、
スクライブヘッド１６５の側面図であり、図３（ｂ）は、スクライブヘッド１６５の主要
部の正面図である。
【００７７】
　スクライブヘッド１６５は、一対の側壁１６５ａと、サーボモータ１６５ｂと、ホルダ
ー保持具１６５ｃと、支軸１６５ｄと、軸１６５ｅと、スクライブカッタ１６２ａと、カ
ッターホルダ１６２ｂと、一対の平傘歯車１６５ｆとを含む。
【００７８】
　一対の側壁１６５ａの間にサーボモータ１６５ｂが保持されている。一対の側壁１６５
ａの下部には、ホルダー保持具１６５ｃが支軸１６５ｄの周りに回動自在に設けられてい
る。ホルダー保持具１６５ｃの形状は、Ｌ字状である（図３（ｂ）参照）。
【００７９】
　カッターホルダ１６２ｂには、スクライブカッタ１６２ａが軸１６５ｅの周りに回転自
在に設けられている。カッターホルダ１６２ｂは、ホルダー保持具１６５ｃの前方（図３
（ｂ）の右方向）に取り付けられている。
【００８０】
　サーボモータ１６５ｂには、回転軸が設けられている。一対の平傘歯車１６５ｆが互い
にかみ合うように、この回転軸に一対の平傘歯車１６５ｆのうちの一方が装着されており
、さらに支軸１６５ｄに一対の平傘歯車１６５ｆのうちの他方が装着されている。したが
って、サーボモータ１６５ｂが正逆回転することによって、ホルダー保持具１６５ｃは支
軸１６５ｄを支点として上下方向に回動動作される。その結果、スクライブカッタ１６２
ａがマザー基板１０１の表面に対して上下動される。また、サーボモータ１６５ｂは、ス
クライブラインを形成するための領域に応じて、スクライブカッタ１６２ａがマザー基板
１０１に作用させる荷重を調整するように、サーボモータ１６５ｂの回転トルクをスクラ
イブカッタ１６２ａに伝達する。
【００８１】
　さらに、サーボモータ１６５ｂは、マザー基板１０１にスクライブラインを形成する過
程で、スクライブカッタ１６２ａに作用するスクライブ加工時の抵抗力の変動に基づくス
クライブ荷重の変化を瞬時に感知し、スクライブ荷重の変化に応じてサーボモータ１６５
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ｂの回転トルクを調整する。又はサーボモータを位置制御で用いるスクライブ方法も実施
可能である。
【００８２】
　図４は、カッターホルダ１２７の構成を示す。図４（ａ）は、一部が破断されたカッタ
ーホルダ１２７の正面図であり、図４（ｂ）は、カッターホルダ１２７の側面図である。
図４（ａ）および図４（ｂ）において、図２（ａ）および図２（ｂ）に示される構成要素
と同一の構成要素には同一の参照符号を付している。
【００８３】
　カッターホルダ１２７は、カッターホルダ本体部１２７ａと回転軸１２７ｃとを含む。
【００８４】
　カッターホルダ本体部１２７ａの下部には、下方に開口した溝部１２７ｂが形成されて
いる。カッターホルダ本体部１２７ａの上部には、上方に延出する回転軸１２７ｃが形成
されている。回転軸１２７ｃは、ベアリング１２８を介してベアリングケース１２６に回
転自在に保持されている。
【００８５】
　スクライブカッタ１２１は、マザー基板１０１に対して平行な回転軸１１９の周りに回
転自在に設けられている。
【００８６】
　図５は、スクライブカッタ１２１の構成を示す。図５（ａ）は、スクライブカッタ１２
１の正面図であり、図５（ｂ）は、スクライブカッタ１２１の側面図であり、図５（ｃ）
は、図５（ｂ）に示されたスクライブカッタ１２１の一部（Ａ部分）を拡大した図である
。
【００８７】
　スクライブカッタ１２１は、例えば、カッターホイールチップである。図５に示された
スクライブカッタ１２１は、本願出願人の特許第３０７４１４３号に開示されている。
【００８８】
　スクライブカッタ１２１は、円盤状のホイール（直径φ、厚さＷ）である。スクライブ
カッタ１２１の外周面には、刃先稜線部１２１ａが形成されており、刃先稜線部１２１ａ
は、スクライブカッタ１２１の外周方向にＶ字形状に突出している。刃先稜線部１２１ａ
には、鈍角αの刃先１２１ｂが形成されている。
【００８９】
　刃先１２１ｂには、所定のピッチｐ、所定の高さｈを有する複数の突起ｊが形成されて
いる。複数の突起ｊは、マイクロメータオーダーのサイズを有し、肉眼で識別することが
できない。
【００９０】
　スクライブカッタ１２１は、マザー基板１０１の厚さ方向に沿った垂直クラックを形成
する能力が非常に高い。スクライブカッタ１２１は、深い垂直クラックを形成することが
可能であり、しかも、マザー基板１０１の表面に沿った水平方向のクラックの発生を抑制
することができる。
【００９１】
　図６は、ブレイク装置１５２の構成を示す。
【００９２】
　ブレイク装置１５２は、本体部１５２ａと、蒸気を通流するためのフレキシブルなホー
ス１５２ｂと、ノズルヘッド１５２ｃと、蒸気を下方に向かって噴射するためのノズル部
１５２ｄとを含む。
【００９３】
　本体部１５２ａは、ガイドバー１３６に沿ってスライド可能に、ガイドバー１３６に取
り付けられている。
【００９４】
　ホース１５２ｂの一方の端部は、本体部１５２ａに取り付けられており、ホース１５２
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ｂの他方の端部は、ノズルヘッド１５２ｃに旋回可能に接続されている。
【００９５】
　ノズルヘッド１５２ｃは、垂直軸の周りを回転する。ノズルヘッド１５２ｃの下側には
、ノズル部１５２ｄが設けられている。
【００９６】
　ノズル部１５２ｄには、例えば、円形状、楕円形状、矩形形状またはスリット状の蒸気
噴射口が形成されている。ノズル部１５２ｄは、スクライブラインに蒸気を吹き付けるこ
とによって、マザー基板１０１をスクライブラインに沿ってブレイクする。
【００９７】
　ブレイク装置１５２によって、マザー基板１０１が膨張する温度を有する蒸気がスクラ
イブラインに吹きつけられることによって、スクライブラインから延びた垂直クラックを
マザー基板１０１の厚さ方向に伸展させる。マイクロメートルオーダの開口を有する垂直
クラックに吹き付けられた蒸気が毛細現象又は拡散現象により垂直クラックに浸透し、浸
透した液体又はそれと接触する部分が膨張（体積膨張）し、垂直クラックはマザー基板１
０１の背面側に伸展する。
【００９８】
　図７は、ブレイク装置１５２の別の例であるブレイク装置１５４の構成を示す。
【００９９】
　ブレイク装置１５４は、本体部１５２ａと、ノズルユニット１５３と、複数のノズル部
１５２ｄとを含む。ノズルユニット１５３には、複数のノズル部１５２ｄが設けられてい
る。ノズルユニット１５３は、ガイドバー１３６に設けられている。ガイドバー１３６を
Ｘ方向へ移動させながら、スクライブラインの形成が完了したマザー基板１０１の表面に
、蒸気が吹きつけられる。
【０１００】
　なお、ブレイク装置１５２およびブレイク装置１５４によって噴出される媒体は、蒸気
に限定されない。媒体が、基板が膨張する温度を有する限りは、媒体は加熱流体でよい。
加熱流体とは、例えば、蒸気、熱湯、または蒸気と熱湯とを含む流体である。
【０１０１】
　図６および図７に示された例によれば、ブレイク装置１５２およびブレイク装置１５４
が「マザー基板をスクライブラインに沿ってブレイクする手段」として機能する。しかし
、「マザー基板をスクライブラインに沿ってブレイクする」という機能が達成される限り
は、任意の構成を有するブレイク装置が本発明の範囲に含まれる。例えば、あるブレイク
装置は、スクライブラインまたはスクライブラインの近傍を加熱または冷却することによ
って、マザー基板１０１をスクライブラインに沿ってブレイクすることができる。
【０１０２】
　スクライブラインまたはスクライブラインの近傍への加熱は、例えば、ヒータやレーザ
発振器から照射されたレーザビームによって行われる。スクライブラインが形成された領
域への冷却は、例えば、冷却ノズルを用いて冷却媒体（ＣＯ２、Ｈｅ、Ｎ２等）をその領
域に噴射させることによって行われる。
【０１０３】
　このように、スクライブラインまたはスクライブラインの近傍を加熱または冷却するこ
とによって、スクライブラインに沿って機械的に曲げモーメントを加えることなく垂直ク
ラックを基板の厚さ方向に伸展させることができる。
【０１０４】
　なお、冷却媒体は、例えば冷却液であるが、冷却液に限定されない。冷却媒体は、例え
ば、気体および液体のうちの少なくとも一方を含む。気体は、例えば、圧縮空気、ヘリウ
ム、アルゴンである。液体は、例えば、水、液体ヘリウムである。冷却媒体は、例えば、
これらの気体および液体の組み合わせである。
【０１０５】
　図１９は、コンピュータ１４９の内部構成の一例を示す。コンピュータ１４９は、ＣＰ
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Ｕ１７１とメモリ１７２とコントローラ用インタフェース１７３とを含む。コンピュータ
１４９に含まれる各構成要素は、バス１７４を介して互いに接続されている。
【０１０６】
　メモリ１７２には、コンピュータ１４９に分断処理を実行させるためのプログラム（以
下、分断処理プログラムという）が格納されている。分断処理プログラムは、コンピュー
タ１４９の出荷時にメモリ１７２に予め格納されていてもよい。または、コンピュータ１
４９の出荷後に、分断処理プログラムをメモリ１７２に格納するようにしてもよい。例え
ば、ユーザがインターネット上の特定のウェブサイトから分断処理プログラムを有料また
は無料でダウンロードし、そのダウンロードされたプログラムをコンピュータ１４９にイ
ンストールするようにしてもよい。分断処理プログラムがフレキシブルディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されている場
合には、入力装置（例えば、ディスクドライブ装置）を用いて分断処理プログラムをコン
ピュータ１４９にインストールしてもよい。インストールされたプログラムは、メモリ１
７２に格納される。
【０１０７】
　なお、ＣＰＵ１７１は、スクライブ予定ライン設定手段を含んでもよい。スクライブ予
定ライン形成手段は、スクライブ予定ライン設定手段に入力された複数の単位基板の配置
（例えば、複数の単位基板の列数と行数、隣接する単位基板間の間隔の有無、隣接する単
位基板間の間隔の大きさ）に関する情報に基づいて、スクライブ予定ラインを、１本の線
（一筆書き）で設定するためのプログラムを作成する。なお、スクライブ予定ラインは、
マザー基板１０１から複数の単位基板を分断するための予定ラインである。このように、
スクライブ予定ラインを一筆書きで設定するためのプログラムに従えば、一筆書きのスク
ライブ予定ラインを設定することができる。ここで、「一筆書きのスクライブ予定ライン
」とは、マザー基板から複数の単位基板を取り出すために形成される１本の連続した線で
構成したスクライブ予定ラインを意味する。
【０１０８】
　このように、本発明によれば、一筆書きのスクライブラインを形成することができる。
ここで、「一筆書きのスクライブライン」とは、マザー基板から複数の単位基板を取り出
すために形成される１本の連続した線で構成したスクライブラインを意味する。この一筆
書きのスクライブラインは、この一筆書きのスクライブラインの始点から終点までスクラ
イブカッタをマザー基板から離すことなく、この一筆書きのスクライブラインの始点から
終点までマザー基板への押圧状態を保持（維持）したままで、形成される。
【０１０９】
　なお、スクライブ予定ラインを一筆書きで設定するためのプログラムと分断処理プログ
ラムのうちスクライブラインを形成するためのプログラムとは、一筆書きの法則に基づい
て作成される。
【０１１０】
　２．マザー基板分断方法
　図８は、本発明の実施の形態によるマザー基板１０１を分断する分断処理手順を示す。
分断処理の実行は、例えば、コンピュータ１４９によって制御される。
【０１１１】
　以下、マザー基板分断装置１００によってマザー基板１０１を分断する手順をステップ
ごとに説明する。
【０１１２】
　マザー基板分断装置１００によってマザー基板１０１を分断する手順は、スクライブ工
程とブレイク工程とを包含する。なお、必要に応じて初期設定工程が実施される。
【０１１３】
　ステップ８０１：初期設定工程が実施される。初期設定工程は、スクライブ工程を始め
る前にマザー基板分断装置１００の初期状態を設定する工程である。初期設定工程の詳細
は後述される。
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【０１１４】
　初期設定工程が終了すると、処理はステップ８０２に進む。
【０１１５】
　ステップ８０２：スクライブ工程が実施される。スクライブ工程は、マザー基板１０１
にスクライブラインを形成する工程である。スクライブ工程の詳細は後述される。
【０１１６】
　スクライブ工程が終了すると、処理はステップ８０３に進む。
【０１１７】
　ステップ８０３：ブレイク工程が実施される。ブレイク工程は、マザー基板１０１をス
クライブラインに沿ってブレイクする工程である。ブレイク工程の詳細は後述される。
【０１１８】
　ブレイク工程が終了すると、処理は終了する。
【０１１９】
　２－１．初期設定工程
　以下、ステップ８０１で実施される初期設定工程の詳細を説明する。
【０１２０】
　マザー基板１０１はテーブル１３１上に位置決めされ、テーブル１３１に固定される。
【０１２１】
　マザー基板１０１をスクライブするための諸条件（マザー基板の板厚、材質等）に基づ
いて、ヘッド本体部１２２の内部に設けられたエアーシリンダに投入される圧縮空気の圧
力が設定される。この設定に基づいて、所定の荷重で、スクライブカッタ１２１は、マザ
ー基板１０１を押圧する。
【０１２２】
　次に、零点（基準点）検出工程が実施される。零点検出工程では、マザー基板１０１の
表面の位置が検出される。マザー基板１０１の表面の位置は、スクライブヘッド１２０を
マザー基板１０１の垂直方向に沿って移動させるために必要となる。
【０１２３】
　零点検出工程では、制御部１４０は、スクライブヘッド１２０をマザー基板１０１の上
方に移動させる。次に、スクライブヘッド昇降手段（図示せず）は、マザー基板１０１の
表面に対して垂直方向に、マザー基板１０１の表面まで、スクライブヘッド１２０を下降
させる。スクライブカッタ１２１がマザー基板１０１に接触して、ベアリングケース１２
６が制止軸１２５から離れたとき、スクライブヘッド昇降手段の位置検出機構がスクライ
ブヘッド１２０の位置を検出する。このときのスクライブヘッド１２０の位置がマザー基
板１０１の表面の位置であると判定され、マザー基板１０１の表面の位置を示す零点検出
データがコントローラに含まれる記録手段に書き込まれる。このように、零点検出工程が
実施される。
【０１２４】
　零点検出が完了すると、スクライブヘッド昇降手段は、スクライブヘッド１２０を所定
の待機位置（マザー基板１０１の表面の上方の待機位置）まで上昇させる。
【０１２５】
　２－２．スクライブ工程
　以下、ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程の詳細を説明する。
【０１２６】
　図９は、ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程で用いられるマザー
基板１０１を示す。図９に示されたスクライブ予定ラインは、マザー基板１０１から単位
基板１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ（斜線部）を取り出すために形成される。このスクライブ予
定ラインは、点Ｐ１を始点として、点Ｐ２～点Ｐ２１を順に通過し、点Ｐ２２を終点とす
る１本の連続した線で構成されている。スクライブヘッド１２０をスクライブ予定ライン
に沿って移動させることによって、マザー基板上にスクライブラインが形成される。
【０１２７】
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　スクライブ予定ラインは、複数の直線（直線Ｐ１－Ｐ２と、直線Ｐ２－Ｐ３と、直線Ｐ
４－Ｐ５と、直線Ｐ６－Ｐ７と、直線Ｐ８－Ｐ９と、直線Ｐ１０－Ｐ１１と、直線Ｐ１２
－Ｐ１３と、直線Ｐ１３－Ｐ２と、直線Ｐ１４－Ｐ１５と、直線Ｐ１６－Ｐ１７と、直線
Ｐ１８－Ｐ１９と、直線Ｐ２０－Ｐ２１と、直線Ｐ３－Ｐ１２と、直線Ｐ１２－Ｐ２２）
と、複数の曲線（曲線Ｒ１～曲線Ｒ１１）とを有する。
【０１２８】
　マザー基板分断装置１００は、スクライブ予定ラインに沿ってスクライブラインを形成
し、かつマザー基板１０１をスクライブラインに沿ってブレイクすることによって、マザ
ー基板１０１から単位基板１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄを分断する。
【０１２９】
　単位基板１Ａは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ２－Ｐ３と直線Ｐ６－Ｐ７と直線Ｐ
１３－Ｐ２と直線Ｐ１６－Ｐ１７とで囲まれた部分である。単位基板１Ｂは、マザー基板
１０１のうち、直線Ｐ８－Ｐ９と直線Ｐ１２－Ｐ１３と直線Ｐ１３－Ｐ２と直線Ｐ１６－
Ｐ１７とで囲まれた部分である。単位基板１Ｃは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ２－
Ｐ３と直線Ｐ６－Ｐ７と直線Ｐ１８－Ｐ１９と直線Ｐ３－Ｐ１２とで囲まれた部分である
。単位基板１Ｄは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ８－Ｐ９と直線Ｐ１２－Ｐ１３と直
線Ｐ１８－Ｐ１９と直線Ｐ３－Ｐ１２とで囲まれた部分である。単位基板１Ａ、１Ｂ、１
Ｃ、１Ｄは、互いに適当な間隔をあけて配置されている。
【０１３０】
　図１０は、ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程で実施されるスク
ライブ手順を示す。
【０１３１】
　以下、図９と図１０とを参照して、スクライブ手順をステップごとに説明する。
【０１３２】
　ステップ１００１：スクライブヘッド昇降手段は、所定の待機位置にあるスクライブヘ
ッド１２０を降下させる。スクライブヘッド昇降手段が、マザー基板１０１の上面から０
．１ｍｍ～０．２ｍｍの位置にまで、所定の待機位置からスクライブヘッド１２０を下降
させると、スクライブカッタ１２１は、テーブル１３１上に固定されたマザー基板１０１
の表面の凹凸に十分に対応できるようにマザー基板１０１を押圧する。コントローラ１４
４は、第３ドライバ１４７がスクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６を駆動するよう
に、第３ドライバ１４７に指令を出す。スクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６の駆
動に応じて、スクライブヘッド１２０が、ガイドバー１３６に沿って移動される。
【０１３３】
　ステップ１００２：スクライブラインの形成は、マザー基板１０１の外周縁部（領域Ｐ
２－Ｐ３－Ｐ１２－Ｐ１３の外側の領域であって領域Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄの内側の領域）から
始まる。具体的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押
圧させつつ、スクライブヘッド１２０を点Ｐ１（マザー基板の外周縁部内の点）からスク
ライブ予定ラインに沿って移動させることによって、スクライブラインを形成する。
【０１３４】
　ステップ１００３：単位基板の外側辺部に沿ってスクライブラインが形成される。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を直線Ｐ１－Ｐ２と直線Ｐ２－Ｐ３とに沿って移動させることに
よって、スクライブラインを形成する。
【０１３５】
　ステップ１００４：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ１に沿って移動させることによって、スクライブライン
を形成する。制御部１４０は、スクライブヘッド１２０の軌跡が中心角９０度の円弧（曲
線Ｒ１）を描くようにスクライブヘッド１２０を移動させる。
【０１３６】
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　ステップ１００５：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を直線Ｐ４－Ｐ５に沿って移動させることによって、スクライブ
ラインを形成する。
【０１３７】
　ステップ１００６：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ２に沿って移動させることによって、スクライブライン
を形成する。制御部１４０は、スクライブヘッド１２０の軌跡が中心角９０度の円弧（曲
線Ｒ２）を描くようにスクライブヘッド１２０を移動させる。
【０１３８】
　ステップ１００７：制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押
圧させつつ、スクライブヘッド１２０を単位基板間の領域内に移動させ、単位基板１Ｃに
おいて幅方向に隣接する単位基板１Ｄに対向する側の側辺部であるの内側辺部、および単
位基板１Ａの内側辺部に沿ってスクライブラインを形成する。具体的には、制御部１４０
は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、スクライブヘッド１２
０を直線Ｐ６－Ｐ７に沿って移動させることによって、スクライブラインを形成する。
【０１３９】
　ステップ１００８：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ３に沿って移動させることによって、スクライブライン
を形成する。制御部１４０は、スクライブヘッド１２０の軌跡が中心角１８０度の円弧（
曲線Ｒ３）を描くようにスクライブヘッド１２０を移動させる。
【０１４０】
　ステップ１００９：制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押
圧させつつ、スクライブヘッド１２０を単位基板間の領域内に移動させ、単位基板１Ｂお
よび１Ｄの内側辺部に沿ってスクライブラインを形成する。具体的には、制御部１４０は
、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、スクライブヘッド１２０
を直線Ｐ８－Ｐ９に沿って移動させることによって、スクライブラインを形成する。
【０１４１】
　ステップ１０１０：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ４に沿って移動させることによって、スクライブライン
を形成する。制御部１４０は、スクライブヘッド１２０の軌跡が中心角９０度の円弧（曲
線Ｒ４）を描くようにスクライブヘッド１２０を移動させる。
【０１４２】
　ステップ１０１１：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を直線Ｐ１０－Ｐ１１に沿って移動させることによって、スクラ
イブラインを形成する。
【０１４３】
　ステップ１０１２：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ５に沿って移動させることによって、スクライブライン
を形成する。制御部１４０は、スクライブヘッド１２０の軌跡が中心角９０度の円弧（曲
線Ｒ５）を描くようにスクライブヘッド１２０を移動させる。
【０１４４】
　ステップ１０１３：単位基板１Ｄおよび１Ｂにおけるマザー基板の外周縁部に沿った外
側辺部に沿ってスクライブラインが形成される。具体的には、制御部１４０は、スクライ
ブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、スクライブヘッド１２０を直線Ｐ１
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２－Ｐ１３に沿って移動させることによって、スクライブラインを形成する。
【０１４５】
　ステップ１０１４：マザー基板１０１の外周縁部にスクライブラインを形成する。具体
的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、
スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ６に沿って移動させることによって、スクライブライン
を形成する。制御部１４０は、スクライブヘッド１２０の軌跡が滑らかな曲線（曲線Ｒ６
）を描くようにスクライブヘッド１２０を移動させる。
【０１４６】
　ステップ１０１５：制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押
圧させつつ、スクライブヘッド１２０を直線Ｐ１３－Ｐ２、曲線Ｒ７、直線Ｐ１４－Ｐ１
５、曲線Ｒ８、直線Ｐ１６－Ｐ１７、曲線Ｒ９、直線Ｐ１８－Ｐ１９、曲線Ｒ１０、直線
Ｐ２０－Ｐ２１、曲線Ｒ１１、直線Ｐ３－Ｐ１２および直線Ｐ１２－Ｐ２２に沿って、こ
れらの順番に移動させることによって、スクライブラインを形成する。
【０１４７】
　ステップ１０１６：制御部１４０は、点Ｐ２２でスクライブラインの形成を終了する。
【０１４８】
　スクライブヘッド昇降手段が所定の待機位置までスクライブヘッド１２０を昇降させる
ことによって、スクライブ工程を終了する。
【０１４９】
　ステップ１００１～ステップ１０１６で示すように、制御部１４０は、マザー基板１０
１へのスクライブカッタ１２１の押圧が途切れないようにスクライブカッタ１２１をマザ
ー基板１０１に押圧させつつ、点Ｐ１から点Ｐ２２までスクライブカッタ１２１を移動さ
せることによって、単位基板１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄをマザー基板１０１から分断するた
めのスクライブラインをマザー基板に形成する。
【０１５０】
　このように、本発明の実施の形態によれば、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１
をマザー基板１０１に押圧させつつ、点Ｐ１から点Ｐ２２までスクライブカッタ１２１が
移動するようにスクライブヘッド１２０を制御するため、マザー基板への押圧の移動を停
止することなくスクライブラインを形成することができる。その結果、スクライブライン
を形成するためのスクライブ加工時間を短縮することができる。さらに、マザー基板が有
する辺にスクライブラインが達することなく、マザー基板にスクライブラインを形成する
ことができるため、スクライブライン形成中にマザー基板が２つ以上の部分に分離される
ことを防ぐことができる。
【０１５１】
　なお、複数の単位基板は、互いに適当な間隔をあけてマザー基板１０１に配置される必
要はない。
【０１５２】
　図１１は、ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程で用いられるマザ
ー基板１０１の他の一例を示す。マザー基板１０１には、スクライブ予定ラインが形成さ
れている。スクライブヘッド１２０をスクライブ予定ラインに沿って移動させることによ
って、マザー基板上にスクライブラインが形成される。
【０１５３】
　スクライブ予定ラインは、複数の直線（直線Ｐ５１－Ｐ６７と、直線Ｐ６７－Ｐ５２と
、直線Ｐ５３－Ｐ５４と、直線Ｐ５５－Ｐ５６と、直線Ｐ５７－Ｐ５８と、直線Ｐ５９－
Ｐ６０と、直線Ｐ６０－Ｐ５２と、直線Ｐ６１－Ｐ６２と、直線Ｐ６３－Ｐ６４と、直線
Ｐ６５－Ｐ６６と、直線Ｐ５９－Ｐ６７と、直線Ｐ６７－Ｐ６８）と、複数の曲線（曲線
Ｒ２１～曲線Ｒ２９）とを有する。
【０１５４】
　マザー基板分断装置１００は、スクライブ予定ラインに沿ってスクライブラインを形成
し、かつマザー基板１０１をスクライブラインに沿ってブレイクすることによって、マザ
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ー基板１０１から単位基板２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄを分断する。
【０１５５】
　単位基板２Ａは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ６７－Ｐ５２と直線Ｐ５５－Ｐ５６
と直線Ｐ６０－Ｐ５２と直線Ｐ６３－Ｐ６４とで囲まれた部分である。単位基板２Ｂは、
マザー基板１０１のうち、直線Ｐ５５－Ｐ５６と直線Ｐ５９－Ｐ６０と直線Ｐ６０－Ｐ５
２と直線Ｐ６３－Ｐ６４とで囲まれた部分である。単位基板２Ｃは、マザー基板１０１の
うち、直線Ｐ５５－Ｐ５６と直線Ｐ５９－Ｐ６０と直線Ｐ６３－Ｐ６４と直線Ｐ５９－Ｐ
６７とで囲まれた部分である。単位基板２Ｄは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ６７－
Ｐ５２と直線Ｐ５５－Ｐ５６と直線Ｐ６３－Ｐ６４と直線Ｐ５９－Ｐ６７とで囲まれた部
分である。
【０１５６】
　制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、スクラ
イブヘッド１２０を直線Ｐ５１－Ｐ６７、直線Ｐ６７－Ｐ５２、曲線Ｒ２１、直線Ｐ５３
－Ｐ５４、曲線Ｒ２２、直線Ｐ５５－Ｐ５６、曲線Ｒ２３、直線Ｐ５７－Ｐ５８、曲線Ｒ
２４、直線Ｐ５９－Ｐ６０、曲線Ｒ２５、直線Ｐ６０－Ｐ５２、曲線Ｒ２６、直線Ｐ６１
－Ｐ６２、曲線Ｒ２７、直線Ｐ６３－Ｐ６４、曲線Ｒ２８、直線Ｐ６５－Ｐ６６、曲線２
９、直線Ｐ５９－Ｐ６７および直線Ｐ６７－Ｐ６８に沿って、これらの順番に移動させる
ことによって、スクライブラインを形成する。
【０１５７】
　なお、マザー基板１０１から分断される単位基板の数は、４枚に限らない。マザー基板
１０１から分断される単位基板の数は、２枚以上の任意の枚数である。
【０１５８】
　図１２は、９枚の単位基板を分断するためのマザー基板１０１を示す。マザー基板１０
１には、スクライブ予定ラインが形成されている。スクライブヘッド１２０をスクライブ
予定ラインに沿って移動させることによって、マザー基板上にスクライブラインが形成さ
れる。
【０１５９】
　スクライブ予定ラインは、複数の直線（直線Ｐ７０－Ｐ７１と、直線Ｐ７１－Ｐ７２と
、直線Ｐ７３－Ｐ７４と、直線Ｐ７５－Ｐ７６と、直線Ｐ７７－Ｐ７８と、直線Ｐ７９－
Ｐ８０と、直線Ｐ８１－Ｐ８２と、直線Ｐ８３－Ｐ８４と、直線Ｐ８５－Ｐ８６と、直線
Ｐ８７－Ｐ８８と、直線Ｐ８８－Ｐ７１と、直線Ｐ８９－Ｐ９０、直線Ｐ９１－Ｐ９２と
、直線Ｐ９３－Ｐ９４と、直線Ｐ９５－Ｐ９６と、直線Ｐ９７－Ｐ９８と、直線Ｐ９９－
Ｐ１００と、直線Ｐ１０１－Ｐ１０２と、直線Ｐ７２－Ｐ８７と、直線Ｐ８７－Ｐ１０３
）と、複数の曲線（曲線Ｒ５０～曲線Ｒ６６）とを有する。
【０１６０】
　マザー基板分断装置１００は、スクライブ予定ラインに沿ってスクライブラインを形成
し、かつマザー基板１０１をスクライブラインに沿ってブレイクすることによって、マザ
ー基板１０１から単位基板３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ、３Ｆ、３Ｇ、３Ｈ、３Ｉを分
断する。
【０１６１】
　単位基板３Ａは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ７１－Ｐ７２と直線Ｐ７５－Ｐ７６
と直線Ｐ８８－Ｐ７１と直線Ｐ９１－Ｐ９２とで囲まれた部分である。単位基板３Ｂは、
マザー基板１０１のうち、直線Ｐ７７－Ｐ７８と直線Ｐ８１－Ｐ８２と直線Ｐ８８－Ｐ７
１と直線Ｐ９１－Ｐ９２とで囲まれた部分である。単位基板３Ｃは、マザー基板１０１の
うち、直線Ｐ８３－Ｐ８４と直線Ｐ８７－Ｐ８８と直線Ｐ８８－Ｐ７１と直線Ｐ９１－Ｐ
９２とで囲まれた部分である。単位基板３Ｄは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ７１－
Ｐ７２と直線Ｐ７５－Ｐ７６と直線Ｐ９３－Ｐ９４と直線Ｐ９７－Ｐ９８とで囲まれた部
分である。単位基板３Ｅは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ７７－Ｐ７８と直線Ｐ８１
－Ｐ８２と直線Ｐ９３－Ｐ９４と直線Ｐ９７－Ｐ９８とで囲まれた部分である。単位基板
３Ｆは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ８３－Ｐ８４と直線Ｐ８７－Ｐ８８と直線Ｐ９
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３－Ｐ９４と直線Ｐ９７－Ｐ９８とで囲まれた部分である。単位基板３Ｇは、マザー基板
１０１のうち、直線Ｐ７１－Ｐ７２と直線Ｐ７５－Ｐ７６と直線Ｐ９９－Ｐ１００と直線
Ｐ７２－Ｐ８７とで囲まれた部分である。単位基板３Ｈは、マザー基板１０１のうち、直
線Ｐ７７－Ｐ７８と直線Ｐ８１－Ｐ８２と直線Ｐ９９－Ｐ１００と直線Ｐ７２－Ｐ８７と
で囲まれた部分である。単位基板３Ｉは、マザー基板１０１のうち、直線Ｐ８３－Ｐ８４
と直線Ｐ８７－Ｐ８８と直線Ｐ９９Ｐ１００と直線Ｐ７２Ｐ８７とで囲まれた部分である
。単位基板３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ、３Ｆ、３Ｇ、３Ｈ、３Ｉは、互いに適当な間
隔をあけて配置されている。
【０１６２】
　制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押圧させつつ、スクラ
イブヘッド１２０を直線Ｐ７０－Ｐ７１、直線Ｐ７１－Ｐ７２、曲線Ｒ５０、直線Ｐ７３
－Ｐ７４、曲線Ｒ５１、直線Ｐ７５Ｐ７６、曲線Ｒ５２、直線Ｐ７７－Ｐ７８、曲線Ｒ５
３、直線Ｐ７９－Ｐ８０、曲線Ｒ５４、直線Ｐ８１－Ｐ８２、曲線Ｒ５５、直線Ｐ８３－
Ｐ８４、曲線Ｒ５６、直線Ｐ８５－Ｐ８６、曲線Ｒ５７、直線Ｐ８７－Ｐ８８、曲線５８
、直線Ｐ８８－Ｐ７１、曲線Ｒ５９、直線Ｐ８９－Ｐ９０、曲線Ｒ６０、直線Ｐ９－１Ｐ
９２、曲線Ｒ６１、直線Ｐ９３－Ｐ９４、曲線Ｒ６２、直線Ｐ９５－Ｐ９６、曲線Ｒ６３
、直線Ｐ９７－Ｐ９８、曲線Ｒ６４、直線Ｐ９９－Ｐ１００、曲線Ｒ６５、直線Ｐ１０１
－Ｐ１０２、曲線Ｒ６６、直線Ｐ７２－Ｐ８７、および直線Ｐ８７－Ｐ１０３に沿って、
これらの順番に移動させることによって、スクライブラインを形成する。
【０１６３】
　本発明の実施の形態によるスクライブ手順によれば、第１方向に沿って形成されたスク
ライブラインと、第１方向とは異なる第２方向に沿って形成されるべきスクライブライン
とが、曲線（例えば、２．０Ｒ～６．０Ｒ）で繋がるように、スクライブヘッド１２０を
曲線に沿って移動させることによって、スクライブラインを形成する。例えば、スクライ
ブヘッド１２０の移動方向が、直線Ｐ２－Ｐ３に沿った方向から直線Ｐ４－Ｐ５に沿った
方向に変わる部分（曲線Ｒ１）では、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー
基板１０１に押圧させつつ、スクライブヘッド１２０を曲線Ｒ１に沿って移動させること
によって、スクライブラインを形成する（図９参照）。
【０１６４】
　このように、第１方向に沿って形成されたスクライブラインと、第２方向に沿って形成
されるべきスクライブラインとが、曲線で繋がるように、マザー基板１０１への押圧を移
動することができるため、第１方向から第２方向へのスクライブカッタ１２１の方向転換
によって生じるスクライブカッタ１２１へのダメージを低減することができる。
【０１６５】
　図１３は、スクライブ予定ラインの一部（曲線Ｒａおよび曲線Ｒｂ）を示す。
【０１６６】
　スクライブヘッド１２０は、点Ｐ１からスクライブラインの形成を開始する。次に、制
御部１４０は、スクライブヘッド１２０によって曲線Ｒａに沿ってスクライブラインが形
成されるように、スクライブヘッド１２０を移動させる。このように、点Ｐ１と点Ｐ２と
を通る直線に沿ってスクライブラインを形成することなく、点Ｐ１と点Ｐ２とを通る曲線
に沿ってスクライブラインを形成する場合には、点Ｐ１からマザー基板１０１の外辺（マ
ザー基板１０１の辺ＡＤ）に向かってクラックが形成されることを防ぐことができる。例
えば、点Ｐ１と点Ｐ２とを通る曲線に沿ってスクライブラインを形成する場合には、直線
Ｐ０－Ｐ１上にクラックが形成されることを防ぐことができる。
【０１６７】
　さらに、制御部１４０は、スクライブヘッド１２０によって曲線Ｒｂに沿ってスクライ
ブラインが形成されるように、スクライブヘッド１２０を移動させ、点Ｐ２２でスクライ
ブラインの形成を終了する。このように、点Ｐ１２と点Ｐ２２とを通る直線に沿ってスク
ライブラインを形成することなく、点Ｐ１２と点Ｐ２２とを通る曲線に沿ってスクライブ
ラインを形成する場合には、点Ｐ２２からマザー基板１０１の外辺（マザー基板１０１の
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辺ＣＤ）に向かってクラックが形成されることを防ぐことができる。例えば、点Ｐ１２と
点Ｐ２２とを通る曲線に沿ってスクライブラインを形成する場合には、直線Ｐ２２－Ｐ２
３上にクラックが形成されることを防ぐことができる。
【０１６８】
　なお、本発明の実施の形態によるスクライブ工程では、スクライブラインの形成を開始
する点と、終了する点との組み合わせは、限定されない。
【０１６９】
　例えば、スクライブラインの形成を開始する点は、マザー基板１０１の外周縁部（例え
ば、点Ｐ１）にあり、終了する点は、マザー基板１０１の外周縁部（例えば、点Ｐ２２）
にある（図９参照）。例えば、スクライブラインの形成を開始する点は、マザー基板１０
１の外周縁部（例えば、点Ｐ１）にあり、終了する点は、マザー基板１０１の外辺ＣＤ上
（例えば、点Ｐ２３）にある。例えば、スクライブラインの形成を開始する点は、マザー
基板１０１の外辺ＡＤ上（例えば、点Ｐ０）にあり、終了する点は、マザー基板１０１の
外周縁部（例えば、点Ｐ２２）にある。例えば、スクライブラインの形成を開始する点は
、マザー基板１０１の外辺ＡＤ上（例えば、点Ｐ０）にあり、終了する点は、マザー基板
１０１の外辺ＣＤ上（例えば、点Ｐ２３）にある。
【０１７０】
　さらに、スクライブヘッド１６５を用いる場合には、スクライブカッタ１２１に伝達さ
せる荷重の加減の応答を速くできる。したがって、スクライブカッタ１２１の押圧が、単
位基板の内側辺部または単位基板の外側辺部からマザー基板１０１の外周縁部に移動した
場合には、スクライブカッタ１２１への荷重を低減できる。さらに、マザー基板１０１の
外周縁部上をスクライブカッタ１２１の押圧が移動しているときは、その他の部分を移動
しているときと比べて、スクライブカッタ１２１への荷重を低減できる。
【０１７１】
　具体的には、スクライブ予定ラインのうち、点線（直線Ｐ１－Ｐ２、曲線Ｒ１、直線Ｐ
４－Ｐ５、曲線Ｒ２、曲線Ｒ３、曲線Ｒ４、直線Ｐ１０－Ｐ１１、曲線Ｒ５、曲線Ｒ６、
曲線Ｒ７、直線Ｐ１４－Ｐ１５、曲線Ｒ８、曲線９、曲線Ｒ１０、直線Ｐ２０－Ｐ２１、
曲線Ｒ１１、直線Ｐ１２－Ｐ２２：以上、図９参照。直線Ｐ５１－Ｐ６７、曲線Ｒ２１、
直線Ｐ５３－Ｐ５４、曲線Ｒ２２、曲線Ｒ２３、直線Ｐ５７－Ｐ５８、曲線Ｒ２４、曲線
Ｒ２５、曲線Ｒ２６、直線Ｐ６１－Ｐ６２、曲線Ｒ２７、曲線Ｒ２８、直線Ｐ６５－Ｐ６
６、曲線２９、直線Ｐ６７－Ｐ６８：以上、図１１参照）上でスクライブカッタ１２１を
移動させる場合には、スクライブカッタ１２１への荷重を低減できる。
【０１７２】
　このように、スクライブカッタ１２１がマザー基板１０１をスクライブする時、マザー
基板１０１へのスクライブカッタ１２１の押圧を任意の場所で低減できるので、スクライ
ブカッタ１２１の摩耗、損傷等を抑制でき、スクライブカッタ１２１を長期にわたって安
定的に使用できる。
【０１７３】
　２－３．ブレイク工程
　以下、ステップ８０３（図８参照）で実施されるブレイク工程の詳細を説明する。
【０１７４】
　ブレイク工程は、スクライブ工程によってスクライブラインが形成されたマザー基板１
０１に対して実施される。
【０１７５】
　スクライブ予定ラインに沿ってスクライブラインが形成された後、マザー基板１０１が
膨張する温度を有する蒸気がスクライブラインに吹き付けられる。ブレイク装置１５２の
ノズル部１５２ｄから蒸気が噴射される。
【０１７６】
　蒸気をスクライブラインに吹き付けることによって、スクライブラインから延びた垂直
クラックがマザー基板１０１の厚さ方向に伸展する。マイクロメートルオーダの開口を有
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する垂直クラックに吹き付けられた蒸気が毛細現象により垂直クラックに浸透し、浸透し
た液体が膨張（体積膨張）することによって、垂直クラックはマザー基板１０１の背面側
に伸展する。
【０１７７】
　なお、ブレイク装置１５４によってマザー基板１０１の表面に蒸気を噴射してもよい（
図７参照）。
【０１７８】
　さらに、スクライブラインが形成されたマザー基板にスクライブラインが形成された面
とは反対側の面から圧力を加えることによって、マザー基板に形成されたスクライブライ
ンに沿ってマザー基板１０１をブレイクしてもよい。
【０１７９】
　さらに、蒸気の代わりにレーザビームを用いてスクライブラインを加熱するためにスク
ライブヘッドにレーザ発振器を備えてもよい。スクライブヘッド１２０に水分を乾燥させ
るためのレーザ発振器を備えてもよい。
【０１８０】
　以上、図８および図１０を参照して、本発明の実施の形態の一例を説明した。
【０１８１】
　例えば、図８および図１０に示される実施の形態では、ステップ８０２およびステップ
１００１～ステップ１０１６が「マザー基板にスクライブラインを形成するステップ」に
対応し、ステップ８０３が「マザー基板をスクライブラインに沿ってブレイクするステッ
プ」に対応し、ステップ１００１～ステップ１０１６が「マザー基板への押圧が途切れな
いようにマザー基板への押圧を移動することによって、第１単位基板を前記マザー基板か
ら分断するための第１スクライブラインと第２単位基板をマザー基板から分断するための
第２スクライブラインとをマザー基板に形成するステップ」に対応する。
【０１８２】
　しかし、本発明のマザー基板分断方法が図８および図１０に示される実施の形態に限定
されるわけではない。マザー基板分断方法に包含される各ステップによって、上述した「
マザー基板にスクライブラインを形成するステップ」、「マザー基板をスクライブライン
に沿ってブレイクするステップ」および「マザー基板への押圧が途切れないようにマザー
基板への押圧を移動することによって、第１単位基板を前記マザー基板から分断するため
の第１スクライブラインと第２単位基板をマザー基板から分断するための第２スクライブ
ラインとをマザー基板に形成するステップ」が実行され得る限りは、任意の処理手順を有
し得る。
【０１８３】
　このように、本発明のマザー基板分断方法によれば、一筆書きのスクライブラインを形
成することができる。ここで、「一筆書きのスクライブライン」とは、マザー基板から複
数の単位基板を取り出すために形成される１本のみのスクライブラインを意味する。この
一筆書きのスクライブラインは、この一筆書きのスクライブラインの始点から終点までス
クライブカッタをマザー基板から離すことなく、この一筆書きのスクライブラインの始点
から終点までマザー基板への押圧状態を保持（維持）したままで、形成される。
【０１８４】
　本発明のマザー基板分断方法によれば、マザー基板への押圧の移動を停止することなく
第１スクライブラインと第２スクライブラインとを形成することができるため、スクライ
ブラインを形成するためのスクライブ加工時間を短縮することができる。さらに、スクラ
イブ加工中に、マザー基板が有する辺にクラックが達することなく、マザー基板は外的要
因による力により分断されにくくなるため、マザー基板にスクライブラインを形成するこ
とができる。その結果、スクライブライン形成中にマザー基板が２つ以上の部分に分離さ
れることを防ぐことができる。
【０１８５】
　なお、単位基板は、例えば、ガラス基板である。しかし、単位基板がガラス基板である
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ことに限定されない。例えば、単位基板は、石英基板、サファイア基板、半導体ウェハー
、セラミック基板、太陽電池基板であってよい。
【０１８６】
　さらに、本発明の実施の形態のスクライブ工程において、スクライブカッタ（例えば、
カッターホイールチップ、ダイヤモンドポイントカッター、カッターホイール、またはそ
れ以外のスクライブ形成手段）をマザー基板１０１に当接した後、スクライブカッタを振
動することによってマザー基板１０１への押圧を周期的に変動しながらスクライブライン
を形成してもよい。マザー基板１０１への押圧を周期的に変動しながらスクライブライン
を形成する場合には、垂直クラックがマザー基板の深くまで伸展するため、ブレイク工程
を実施することによって、有効にマザー基板を分断することができる。
【０１８７】
　さらに、本発明の実施の形態では、単板のマザー基板１０１を分断する例を説明したが
、分断される基板は、単板に限らない。第１の基板と第２の基板とを貼り合わせることに
よって作製された貼り合わせ基板を分断する場合にも本発明を適用できる。貼り合わせ基
板からは、例えば、フラットディスプレイパネルの一種である液晶表示パネル、有機ＥＬ
パネル、無機ＥＬパネル、透過型プロジェクター基板、反射型プロジェクター基板が分断
される。
【０１８８】
　図１４は、２枚のマザー基板を貼り合わせることによって作製された貼り合わせ基板を
分断することができるマザー基板分断装置の一部を示す。
【０１８９】
　貼り合わせ基板２００は、マザー基板２００Ａとマザー基板２００Ｂとを貼り合わせる
ことによって作製される。貼り合わせ基板２００の両主面側から（上下から）スクライブ
装置２０１およびスクライブ装置２０２によって貼り合わせ基板２００にスクライブライ
ンを形成する。
【０１９０】
　スクライブ装置２０１およびスクライブ装置２０２として、スクライブヘッド１６５を
利用する場合には、スクライブカッタ１２１に伝達する荷重の加減の応答が速いため、貼
りあわせ基板２００のうねりに追従して貼りあわせ基板２００をスクライブできる。
【０１９１】
　なお、スクライブ装置とブレイク装置とが同じ装置であってもよい。スクライブ工程で
スクライブラインを形成するために用いたスクライブヘッド（スクライブ装置）をブレイ
ク工程でブレイク装置として用いることができる。
【０１９２】
　以下、本発明のマザー基板分断方法の他の一例を説明する。この実施例では、マザー基
板分断装置において、スクライブ工程でスクライブラインを形成するために用いたスクラ
イブ装置をブレイク工程でブレイク装置として用いる。
【０１９３】
　この実施例では、スクライブ装置を主スクライブ予定ラインに沿って移動させることに
よって、マザー基板上に主スクライブラインを形成し、さらに、スクライブ装置を副スク
ライブ予定ラインに沿って移動させることによって、マザー基板上に副スクライブライン
を形成する。なお、主スクライブ予定ラインは、スクライブ装置が沿って移動させるため
のスクライブ予定ラインであり、副スクライブ予定ラインは、ブレイク装置が沿って移動
させるためのスクライブ予定ラインである。さらに、主スクライブラインは、スクライブ
装置を主スクライブ予定ラインに沿って移動させることによってマザー基板上に形成され
たスクライブラインであり、副スクライブラインは、ブレイク装置を副スクライブ予定ラ
インに沿って移動させることによってマザー基板上に形成されたスクライブラインである
。
【０１９４】
　主スクライブラインから所定の間隔（例えば、０．５ｍｍ～１ｍｍ程度）をあけて副ス
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クライブラインを形成することによって、マザー基板が主スクライブラインに沿ってブレ
イクし、マザー基板から複数の単位基板を分断することができる。
【０１９５】
　副スクライブラインの形成によって、マザー基板１０１の表面に主スクライブラインの
形成方向に直交する方向かつ水平方向に応力が加わり、主スクライブラインから伸びる垂
直クラックに圧縮力が作用する。主スクライブラインから伸びる垂直クラックに圧縮力が
作用すると、垂直クラックの底部には垂直クラックの幅を広げる方向に反力が作用する。
したがって、垂直クラックは、マザー基板１０１の厚さ方向に伸展し、さらに、マザー基
板の背面に到達する。このようにマザー基板から複数の単位基板を分断することができる
。
【０１９６】
　図１５は、本発明の実施の形態によるスクライブ工程とブレイク工程とで用いられるマ
ザー基板１０１の一例を示す。マザー基板１０１には、主スクライブ予定ラインと副スク
ライブ予定ラインとが形成されている。スクライブ装置を主スクライブ予定ラインに沿っ
て移動させることによって、マザー基板上に主スクライブラインを形成する。さらに、ス
クライブ装置を副スクライブ予定ラインに沿って移動させることによって、マザー基板上
に副スクライブラインを形成する。
【０１９７】
　主スクライブ予定ラインは、複数の直線（直線ＭＰ１－ＭＰ２と、直線ＭＰ２－ＭＰ３
と、直線ＭＰ４－ＭＰ５と、直線ＭＰ６－ＭＰ７と、直線ＭＰ８－ＭＰ９と、直線ＭＰ１
０－ＭＰ１１と、直線ＭＰ１２－ＭＰ１３と、直線ＭＰ１３－ＭＰ２と、直線ＭＰ１４－
ＭＰ１５と、直線ＭＰ１６－ＭＰ１７と、直線ＭＰ１８－ＭＰ１９と、直線ＭＰ２０－Ｍ
Ｐ２１と、直線ＭＰ３－ＭＰ１２）と、複数の曲線（曲線ＭＲ１～曲線ＭＲ１１）とを有
する。
【０１９８】
　副スクライブ予定ラインは、複数の直線（直線ＳＰ１－ＳＰ２と、直線ＳＰ３－ＳＰ４
と、直線ＳＰ５－ＳＰ６と、直線ＳＰ７－ＳＰ８と、直線ＳＰ９－ＳＰ１０と、直線ＳＰ
１１－ＳＰ１２と、直線ＳＰ１２－ＳＰ１と、直線ＳＰ１３－ＳＰ１４と、直線ＳＰ１５
－ＳＰ１６と、直線ＳＰ１７－ＳＰ１８と、直線ＳＰ１９－ＳＰ２０と、直線ＳＰ２－Ｓ
Ｐ１１と、直線ＳＰ１１－ＳＰ２１）と、複数の曲線（曲線ＳＲ１～曲線ＳＲ１２）とを
有する。
【０１９９】
　主スクライブ予定ラインと副スクライブ予定ラインとは、一定の間隔（例えば０．５ｍ
ｍ～１ｍｍ程度の間隔）をあけて形成されている。したがって、直線ＭＰ２－ＭＰ３と直
線ＳＰ１１－ＳＰ１２、直線ＭＰ６－ＭＰ７と直線ＳＰ７－ＳＰ８、直線ＭＰ８－ＭＰ９
と直線ＳＰ５－ＳＰ６、直線ＭＰ１２－ＭＰ１３と直線ＳＰ１－ＳＰ２とは、平行である
。さらに、直線ＭＰ１３－ＭＰ２と直線ＳＰ２－ＳＰ１１、直線ＭＰ１６－ＭＰ１７と直
線ＳＰ１７－ＳＰ１８、直線ＭＰ１８－ＭＰ１９と直線ＳＰ１５－ＳＰ１６、直線ＭＰ３
－ＭＰ１２と直線ＳＰ１２－ＳＰ１とは、平行である。
【０２００】
　マザー基板分断装置１００は、主スクライブ予定ラインに沿って主スクライブラインを
形成し、かつマザー基板１０１を副スクライブ予定ラインに沿って副スクライブラインを
形成することによって、マザー基板１０１から単位基板４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄを分断す
る。
【０２０１】
　単位基板４Ａは、マザー基板１０１のうち、直線ＭＰ２－ＭＰ３と直線ＭＰ６－ＭＰ７
と直線ＭＰ１３－ＭＰ２と直線ＭＰ１６－ＭＰ１７とで囲まれた部分である。単位基板４
Ｂは、マザー基板１０１のうち、直線ＭＰ８－ＭＰ９と直線ＭＰ１２－ＭＰ１３と直線Ｍ
Ｐ１３－ＭＰ２と直線ＭＰ１６－ＭＰ１７とで囲まれた部分である。単位基板４Ｃは、マ
ザー基板１０１のうち、直線ＭＰ２－ＭＰ３と直線ＭＰ６－ＭＰ７と直線ＭＰ１８－ＭＰ
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１９と直線ＭＰ３－ＭＰ１２とで囲まれた部分である。単位基板４Ｄは、マザー基板１０
１のうち、直線ＭＰ８－ＭＰ９と直線ＭＰ１２－ＭＰ１３と直線ＭＰ１８－ＭＰ１９と直
線ＭＰ３－ＭＰ１２とで囲まれた部分である。単位基板４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、４Ｄは、互い
に適当な間隔をあけて配置されている。
【０２０２】
　図１６は、本発明の実施の形態によるスクライブ工程によって実施されるスクライブ手
順とブレイク工程によって実施されるブレイク手順とを示す。
【０２０３】
　以下、図１５と図１６とを参照して、スクライブ手順とブレイク手順とをステップごと
に説明する。
【０２０４】
　ステップ１６０１：スクライブヘッド昇降手段は、所定の待機位置にあるスクライブヘ
ッド１２０を降下させる。スクライブヘッド昇降手段が、マザー基板１０１の上面から０
．１ｍｍ～０．２ｍｍの位置にまで、所定の待機位置からスクライブヘッド１２０を下降
させると、スクライブカッタ１２１は、テーブル１３１上に固定されたマザー基板１０１
の表面の凹凸に十分に対応できるようにマザー基板１０１を押圧する。コントローラ１４
４は、第３ドライバ１４７がスクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６を駆動するよう
に、第３ドライバ１４７に指令を出す。スクライブヘッド駆動用リニアモータ１４６の駆
動に応じて、スクライブヘッド１２０が、ガイドバー１３６に沿って移動される。
【０２０５】
　ステップ１６０２：主スクライブラインの形成は、マザー基板１０１の外周縁部（領域
Ａ’－Ｂ’－Ｃ’－Ｄ’と領域ＭＰ２－ＭＰ３Ｍ－Ｐ１２Ｍ－Ｐ１３とで囲まれた領域）
から始まる。具体的には、制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１
に押圧させつつ、スクライブヘッド１２０を点ＭＰ１（マザー基板の外周縁部内の点）か
ら主スクライブ予定ラインに沿って移動させることによって、主スクライブラインを形成
する。
【０２０６】
　ステップ１６０３：制御部１４０は、スクライブカッタ１２１をマザー基板１０１に押
圧させつつ、スクライブヘッド１２０を直線ＭＰ１－ＭＰ２、直線ＭＰ２－ＭＰ３、曲線
ＭＲ１、直線ＭＰ４－ＭＰ５、曲線ＭＲ２、直線ＭＰ６－ＭＰ７、曲線ＭＲ３、直線ＭＰ
８－ＭＰ９、曲線ＭＲ４、直線ＭＰ１０－ＭＰ１１、曲線ＭＲ５、直線ＭＰ１２－ＭＰ１
３、曲線ＭＲ６、直線ＭＰ１３－ＭＰ２、曲線ＭＲ７、直線ＭＰ１４－ＭＰ１５、曲線Ｍ
Ｒ８、直線ＭＰ１６－ＭＰ１７、曲線ＭＲ９、直線ＭＰ１８－ＭＰ１９、曲線ＭＲ１０、
直線ＭＰ２０－ＭＰ２１、曲線ＭＲ１１に沿って、これらの順番に移動させることによっ
て、主スクライブラインを形成する。
【０２０７】
　ステップ１６０４：副スクライブラインの形成は、マザー基板１０１の外周縁部（領域
Ａ’－Ｂ’－Ｃ’－Ｄ’と領域ＭＰ２－ＭＰ３－ＭＰ１２－ＭＰ１３とで囲まれた領域）
から始まる。具体的には、制御部１４０は、スクライブヘッド１２０を点ＳＰ１（マザー
基板の外周縁部内の点）から副スクライブ予定ラインに沿って移動させることによって、
副スクライブラインを形成する。
【０２０８】
　ステップ１６０５：制御部１４０は、スクライブヘッド１２０を曲線ＳＲ１、直線ＳＰ
１ＳＰ２、曲線ＳＲ２、直線ＳＰ３－ＳＰ４、曲線ＳＲ３、直線ＳＰ５－ＳＰ６、曲線Ｓ
Ｒ４、直線ＳＰ７－ＳＰ８、曲線ＳＲ５、直線ＳＰ９－ＳＰ１０、曲線ＳＲ６、直線ＳＰ
１１－ＳＰ１２、曲線ＳＲ７、直線ＳＰ１２－ＳＰ１、曲線ＳＲ８、直線ＳＰ１３－ＳＰ
１４、曲線ＳＲ９、直線ＳＰ１５－ＳＰ１６、曲線ＳＲ１０、直線ＳＰ１７－ＳＰ１８、
曲線ＳＲ１１、直線ＳＰ１９－ＳＰ２０、曲線ＳＲ１２、直線ＳＰ２－ＳＰ１１、直線Ｓ
Ｐ１１－ＳＰ２１に沿って、これらの順番に移動させることによって、副スクライブライ
ンを形成する。
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【０２０９】
　ステップ１６０６：制御部１４０は、点ＳＰ２１で副スクライブラインの形成を終了す
る。
【０２１０】
　スクライブヘッド昇降手段が所定の待機位置までスクライブヘッド１２０を昇降させる
ことによって、ブレイク工程が終了する。
【０２１１】
　以上、ステップ１６０４～ステップ１６０６で実施したように、主スクライブラインに
沿って副スクライブラインを形成することによって、マザー基板をブレイクする。したが
って、スクライブラインの形成のみによって、スクライブ工程とブレイク工程とを実現す
ることができる。
【０２１２】
　さらに、ステップ１６０１～ステップ１６０６の実施において、マザー基板への押圧が
途切れないようにマザー基板への押圧を移動することによって、主スクライブラインと副
スクライブラインとを形成することができる。したがって、マザー基板への押圧の移動を
停止することなく主スクライブラインと副スクライブラインとを形成することができるた
め、マザー基板を分断するための分断工程時間を短縮することができる。
【０２１３】
　さらに、ステップ１６０４～ステップ１６０６の実施において、マザー基板への押圧が
途切れないようにマザー基板への押圧を移動することによって、主スクライブラインに沿
った副スクライブラインを形成する。したがって、マザー基板への押圧の移動を停止する
ことなく副スクライブラインを形成することができるため、ブレイク工程時間を短縮する
ことができる。
【０２１４】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０２１５】
　本発明のマザー基板分断方法、マザー基板スクライブ装置、プログラムおよび記録媒体
によれば、マザー基板への押圧の移動を停止することなく第１スクライブラインと第２ス
クライブラインとを形成することができるため、スクライブラインを形成するためのスク
ライブ加工時間を短縮することができる。さらに、スクライブ加工中に、マザー基板が有
する辺にクラックが達することなく、マザー基板は外的要因による力により分断されにく
くなるため、マザー基板にスクライブラインを形成することができる。その結果、スクラ
イブライン形成中にマザー基板が２つ以上の部分に分離されることを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１６】
【図１】本発明の実施の形態のマザー基板分断装置１００の構成を示す図である。
【図２】スクライブヘッド１２０の構成を示す図である。
【図３】サーボモータを有するスクライブヘッド１６５の構成を示す図である。
【図４】カッターホルダ１２７の構成を示す図である。
【図５】スクライブカッタ１２１の構成を示す図である。
【図６】ブレイク装置１５２の構成を示す図である。
【図７】ブレイク装置１５２の別の例であるブレイク装置１５４の構成を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態によるマザー基板１０１を分断する手順を示すフローチャー
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【図９】ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程で用いられるマザー基
板１０１を示す図である。
【図１０】ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程で実施されるスクラ
イブ手順を示すフローチャートである。
【図１１】ステップ８０２（図８参照）で実施されるスクライブ工程で用いられるマザー
基板１０１の他の一例を示す図である。
【図１２】９枚の単位基板を分断するためのマザー基板１０１を示す図である。
【図１３】スクライブ予定ラインの一部（曲線Ｒａおよび曲線Ｒｂ）を示す図である。
【図１４】２枚のマザー基板を貼り合わせることによって作製された貼り合わせ基板を分
断することができるマザー基板分断装置の一部を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態によるスクライブ工程とブレイク工程とで用いられるマザ
ー基板１０１の一例を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態によるスクライブ工程によって実施されるスクライブ手順
とブレイク工程によって実施されるブレイク手順とを示すフローチャートである。
【図１７】特開２００２－８７８３６号に開示のスクライブライン形成方法によって形成
された複数のスクライブラインを示す図である。
【図１８】マザー基板４の第１面に形成されたスクライブ予定ラインを示す図である。
【図１９】コンピュータ１４９の内部構成の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０２１７】
１００　マザー基板分断装置
１０１　マザー基板
１２０　スクライブヘッド
１３１　テーブル
１３２、１３３　ガイドレール
１３４、１３５　スライダ
１３６　ガイドバー
１３７、１３８　リニアモータ
１４０　制御部
１４１　第１ドライバ
１４２　第２ドライバ
１４３　スライダセンサ
１４４　コントローラ
１４６　スクライブヘッド駆動用リニアモータ
１４７　第３ドライバ
１５２　ブレイク装置
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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