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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＰＤ用ガラス基板を所定の方向に移動させながら、複数台の自転及び公転する円形研
磨具によってＦＰＤ用ガラス基板を連続研磨するＦＰＤ用ガラス基板の研磨方法において
、
　前記ＦＰＤ用ガラス基板の幅よりも直径が小さい前記円形研磨具を、前記ＦＰＤ用ガラ
ス基板の移動中心線を基準として対を成して配置するとともに、
　前記円形研磨具は、その公転半径Ｒが５０ｍｍ≦Ｒ≦１００ｍｍに設定され、前記ＦＰ
Ｄ用ガラス基板の移動方向に沿って少なくとも千鳥状に２対配置され、
　前記円形研磨具が移動中心線を越えて前記ＦＰＤ用ガラス基板を研磨することを特徴と
するＦＰＤ用ガラス基板の研磨方法。
【請求項２】
　前記円形研磨具は、研磨時における前記ＦＰＤ用ガラス基板移動方向の前記ＦＰＤ用ガ
ラス基板一端からのオーバーハング量Ａが、２０ｍｍ≦Ａ≦２５０ｍｍに設定されてＦＰ
Ｄ用ガラス基板を研磨する請求項１に記載のＦＰＤ用ガラス基板の研磨方法。
【請求項３】
　前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動中心線を基準として対を成して配置された一方の円形研
磨具と他方の円形研磨具との研磨時における重なり量が少なくとも１００ｍｍ以上であり
、また、前記円形研磨具の研磨時における前記移動中心線からのはみ出し量の最小値をＢ
、最大値をＣとした時、２５ｍｍ≦Ｂ≦１００ｍｍ、１７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍである
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条件においてＦＰＤ用ガラス基板を研磨する請求項１又は２に記載のＦＰＤ用ガラス基板
の研磨方法。
【請求項４】
　前記円形研磨具の研磨圧を、前記円形研磨具の中心から外周方向に分割設定してＦＰＤ
用ガラス基板を研磨する請求項１、２又は３に記載のＦＰＤ用ガラス基板の研磨方法。
【請求項５】
　ＦＰＤ用ガラス基板を所定の方向に移動させながら、複数台の自転及び公転する円形研
磨具によってＦＰＤ用ガラス基板を連続研磨するＦＰＤ用ガラス基板の研磨装置において
、
　前記円形研磨具の直径は前記ＦＰＤ用ガラス基板の幅よりも小さく設定されるとともに
、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動中心線を基準として対を成して配置され、
　前記円形研磨具の公転半径Ｒが、５０ｍｍ≦Ｒ≦１００ｍｍに設定され、前記円形研磨
具は、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動方向に沿って少なくとも千鳥状に２対配置され、前
記円形研磨具が中心線を越えて前記ＦＰＤ用ガラス基板を研磨することを特徴とするＦＰ
Ｄ用ガラス基板の研磨装置。
【請求項６】
　前記円形研磨具は、前記ＦＰＤ用ガラス基板移動方向の前記ＦＰＤ用ガラス基板一端か
らのオーバーハング量Ａが、２０ｍｍ≦Ａ≦２５０ｍｍに設定されている請求項５に記載
のＦＰＤ用ガラス基板の研磨装置。
【請求項７】
　前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動中心線を基準として対を成して配置された一方の円形研
磨具と他方の円形研磨具との研磨時における重なり量が少なくとも１００ｍｍ以上であり
、また、前記円形研磨具の研磨時における前記移動中心線からのはみ出し量の最小値をＢ
、最大値をＣとした時、２５ｍｍ≦Ｂ≦１００ｍｍ、１７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍである
条件に設定されている請求項５又は６に記載のＦＰＤ用ガラス基板の研磨装置。
【請求項８】
　前記円形研磨具の研磨圧が、前記円形研磨具の中心から外周方向に分割設定されている
ことを特徴とする請求項５、６又は７に記載のＦＰＤ用ガラス基板の研磨装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は板状体の研磨方法及びその装置に係り、特に液晶ディスプレイ用等に使用され
るＦＰＤ（Flat Panel Display）用のガラス基板を、連続研磨装置によって研磨する板状
体の研磨方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に液晶ディスプレイ用等に使用されるＦＰＤ（Flat Panel Display）用のガラス基板
は、フロート法と称されるガラス製法により溶融ガラスを板状に成形し、これを特許文献
１等に開示された連続式の研磨装置によって、表面の微小な凹凸やうねりを研磨除去する
ことにより、液晶ディスプレイ用ガラス基板で要求される平坦度を満足した厚さ０．４～
１．１ｍｍの薄板状に製造される。
【０００３】
　このような連続式の研磨装置においては、特許文献１に記載の如く、ガラス基板の幅よ
りも大きな直径を持ち自転及び公転する研磨具によって、ガラス基板幅全域を一度に研磨
することが一般的に行われている。
【０００４】
　図５は、従来の連続式研磨装置によってガラス基板Ｇが研磨される状態を示した説明図
である。ガラス基板Ｇは、テーブル（不図示）に接着された吸着シート１にその研磨対象
面と反対側の面が吸着保持され、図の矢印Ａで示すように不図示の搬送装置によって連続
的に搬送され、その搬送路の上方に設置された研磨機の研磨具２、３によって研磨対象面
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が研磨される。同図に示すように、研磨具２、３は、ガラス基板Ｇの幅よりも大きな直径
を持ち、自転／公転機構（不図示）によって所定の回転中心を中心に回転されるとともに
、所定の公転中心を中心に公転されながらガラス基板Ｇの幅全域を一度に研磨する。なお
、図５において、実線で示した円は、研磨具２、３の現在の姿勢を示しており、二点鎖線
で示した多数の円は、ガラス基板Ｇが研磨具２、３と接触した部分のエッジ部が示されて
いる。これらの円でも分かるように、研磨具２、３は所定の公転中心を中心に公転される
。
【特許文献１】特開２００１－２９３６５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び図５に示した連続研磨装置は、サイズの小さいガラス基
板の研磨には良好であるが、例えば幅２２００ｍｍを超える大型サイズのガラス基板の研
磨に対応させることは困難である。なぜなら、このような大型サイズのガラス基板を研磨
しようとすると、研磨具のサイズ（約φ２４００ｍｍ）が大きくなり過ぎるため、研磨具
の素材確保、研磨装置及び研磨具加工組立精度の維持、交換作業、取り扱い及び研磨精度
の維持等に問題が発生するからである。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、大型サイズの板状体を精度よく研
磨することができる板状体の研磨方法及びその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】
【０００７】
　請求項１に記載の方法発明は、前記目的を達成するために、ＦＰＤ用ガラス基板を所定
の方向に移動させながら、複数台の自転及び公転する円形研磨具によってＦＰＤ用ガラス
基板を連続研磨するＦＰＤ用ガラス基板の研磨方法において、前記ＦＰＤ用ガラス基板の
幅よりも直径が小さい前記円形研磨具を、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動中心線を基準と
して対を成して配置するとともに、前記円形研磨具は、その公転半径Ｒが５０ｍｍ≦Ｒ≦
１００ｍｍに設定され、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動方向に沿って少なくとも千鳥状に
２対配置され、前記円形研磨具が移動中心線を越えて前記ＦＰＤ用ガラス基板を研磨する
ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項５に記載の装置発明は、前記目的を達成するために、ＦＰＤ用ガラス基板を所定
の方向に移動させながら、複数台の自転及び公転する円形研磨具によってＦＰＤ用ガラス
基板を連続研磨するＦＰＤ用ガラス基板の研磨装置において、前記円形研磨具の直径は前
記ＦＰＤ用ガラス基板の幅よりも小さく設定されるとともに、前記ＦＰＤ用ガラス基板の
移動中心線を基準として対を成して配置され、前記円形研磨具の公転半径Ｒが、５０ｍｍ
≦Ｒ≦１００ｍｍに設定され、前記円形研磨具は、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動方向に
沿って少なくとも千鳥状に２対配置され、前記円形研磨具が中心線を越えて前記ＦＰＤ用
ガラス基板を研磨することを特徴とする。
【０００９】
　請求項１、５に記載の発明によれば、１台の大型研磨具を使用するのではなく、ＦＰＤ
用ガラス基板の幅よりも直径が小さい小型の円形研磨具を複数台揃え、これらの円形研磨
具をＦＰＤ用ガラス基板の移動中心線を基準として対を成して配置し、円形研磨具が中心
線を越えてＦＰＤ用ガラス基板を研磨することにより、ＦＰＤ用ガラス基板の研磨面の全
面を研磨する。また、本発明によれば、研磨具は小径化するので、研磨具の素材確保、研
磨装置及び研磨具加工組立精度の維持、交換作業、取り扱い及び研磨精度の維持等の問題
を解決することができる。
【００１２】
　請求項１、５に記載の発明によれば、円形研磨具の配列は、ＦＰＤ用ガラス基板の移動
中心線に対して対を成して等間隔に平行に配置する。また、ＦＰＤ用ガラス基板の移動方
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向に円形研磨具を、例えば千鳥状に並列しても良いし、同位置に並列しても良いが、千鳥
状に並列することが、研磨具動作の設定条件の自由度が多い点で好ましい。
【００１３】
　請求項２に記載の方法発明は、請求項１において、前記円形研磨具は、研磨時における
前記ＦＰＤ用ガラス基板移動方向の前記ＦＰＤ用ガラス基板一端からのオーバーハング量
Ａが、２０ｍｍ≦Ａ≦２５０ｍｍに設定されてＦＰＤ用ガラス基板を研磨することを特徴
とする。
【００１４】
　請求項６に記載の装置発明は、請求項５において、前記円形研磨具は、前記ＦＰＤ用ガ
ラス基板移動方向の前記ＦＰＤ用ガラス基板一端からのオーバーハング量Ａが、２０ｍｍ
≦Ａ≦２５０ｍｍに設定されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項２、６に記載の発明によれば、ＦＰＤ用ガラス基板のエッジは通常未面取りの場
合が多いので、研磨具のオーバーハング量Ａが２０ｍｍ未満であるとエッジが傷付き易く
なり、オーバーハング量Ａが２５０ｍｍを超えると研磨具が傾き易くなり、均一に研磨す
ることが困難な場合がある。この点の改善の為、オーバーハング量Ａは、２０ｍｍ≦Ａ≦
２５０ｍｍであることが好ましい。
【００１８】
　請求項１、５に記載の発明によれば、公転半径Ｒが５０ｍｍ未満であると、研磨具の自
公転の合成方向変化が大きくなり、ＦＰＤ用ガラス基板に付く研磨模様が目立ち易くなる
場合がある。また、公転半径Ｒが１００ｍｍを超えると、支持装置が大きくなるので剛性
が必要となってイニシャルコストがかかる。また、装置が振動し易くなる場合がある。こ
れにより、公転半径Ｒは５０≦Ｒ≦１００ｍｍが好ましい。
【００１９】
　請求項３に記載の方法発明は、請求項１、２において、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動
中心線を基準として対を成して配置された一方の円形研磨具と他方の円形研磨具との研磨
時における重なり量が少なくとも１００ｍｍ以上であり、また、前記円形研磨具の研磨時
における前記移動中心線からのはみ出し量の最小値をＢ、最大値をＣとした時、２５ｍｍ
≦Ｂ≦１００ｍｍ、１７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍである条件においてＦＰＤ用ガラス基板
を研磨することを特徴とする。
【００２０】
　請求項７に記載の装置発明は、請求項５、６において、前記ＦＰＤ用ガラス基板の移動
中心線を基準として対を成して配置された一方の円形研磨具と他方の円形研磨具との研磨
時における重なり量が少なくとも１００ｍｍ以上であり、また、前記円形研磨具の研磨時
における前記移動中心線からのはみ出し量の最小値をＢ、最大値をＣとした時、２５ｍｍ
≦Ｂ≦１００ｍｍ、１７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍである条件に設定されていることを特徴
とする。
【００２１】
　ところで、本発明の研磨方法及び研磨装置では、ＦＰＤ用ガラス基板の移動方向の中心
線を含むその近傍の一部が、移動中心線を挟んで配置された複数の研磨具によって研磨さ
れるため、場合によっては各々の研磨具の継ぎ目（エッジ）において研磨ムラが生じる虞
がある。よって、継ぎ目での研磨ムラを抑えるためには、前記一部（重合研磨部と称する
）の適正化を図ることが好ましく、これによって、大型ＦＰＤ用ガラス基板の精度の高い
研磨が達成できる。
【００２２】
　また、請求項３、７に記載の発明においては、一方の円形研磨具と他方の円形研磨具と
の研磨時における重なり量、すなわち、重合研磨部を少なくとも１００ｍｍ以上に設定し
、且つ、円形研磨具の研磨時における前記移動中心線からのはみ出し量の最小値をＢ、最
大値をＣとした時、２５ｍｍ≦Ｂ≦１００ｍｍ、１７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍとなるよう
に設定する。重合研磨部が１００ｍｍ未満であるとき、Ｂが２５未満または１００ｍｍを
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超えるとき、およびＣが１７５ｍｍ未満または２５０ｍｍを超えるとき研磨ムラが生じる
恐れがある。
【００２３】
　請求項４に記載の方法発明は、請求項１～３において、前記円形研磨具の研磨圧を、前
記円形研磨具中心から外周に分割設定してＦＰＤ用ガラス基板を研磨することを特徴とす
る。
【００２４】
　請求項８に記載の装置発明は、請求項５～７において、前記円形研磨具の研磨圧が、前
記円形研磨具中心から外周に分割設定されていることを特徴とする。
【００２５】
　請求項４、８に記載の発明において、研磨圧発生機となる空気ばねが研磨具に複数個内
蔵され、この空気ばねは円周方向で内側、中間、外側に３分割されている。そして、それ
ぞれの空気ばねに対して、異なる空気圧に設定することによって研磨圧を円周方向に分割
制御する。これにより、主に研磨具の外側の研磨圧を調整することにより研磨具の位置を
変更することなく均一に研磨することが可能であり、更に研磨圧の調整と研磨具の位置調
整の両方を実施することで、研磨条件の設定をより細かく行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係る板状体の研磨方法及びその装置によれば、板状体の幅よりも直径が小さい
小型の円形研磨具を複数台揃え、これらの円形研磨具を板状体の移動中心線を基準として
対を成して配置し、円形研磨具が中心線を越えて板状体を研磨することにより、板状体全
面を研磨することができる。また、本発明によれば、研磨具は小径化するので、研磨具の
素材確保、研磨装置及び研磨具の加工組立精度の維持、交換作業及び取り扱い等の問題を
解消でき、更に板状体の研磨精度の向上が図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下添付図面に従って、本発明に係るガラス基板からなる板状体の研磨方法及びその装
置の好ましい実施の形態について詳説する。
【００２８】
　図１には、実施の形態に係る研磨装置１０の平面図が示されている。また、図１には、
２２００ｍｍ（幅）×２６００ｍｍ（長さ）以上のサイズの液晶用ガラス基板Ｇの連続研
磨装置１０における研磨具１２の形状、配置、及び動作に関する内容が示されている。
【００２９】
　図１によれば、研磨対象のガラス基板Ｇは、テーブル（不図示）に接着された吸着シー
ト１２にその研磨対象面と反対側の面が吸着保持され、図の矢印Xで示すように不図示の
搬送装置によって連続的に搬送される。そして、搬送中に前記搬送路の上方に設置された
研磨機の複数台の円形研磨具１４、１４…によって研磨対象面が、液晶ディスプレイ用ガ
ラス基板で要求される平坦度に研磨される。
【００３０】
  同図に示すように、円形研磨具１４、１４…は、ガラス基板Ｇの幅Ｗよりも小さい直径
Ｄで構成され、自転／公転機構（不図示）によって所定の回転中心を中心に回転されると
ともに、所定の公転中心を中心に公転されながらガラス基板Ｇを研磨する。なお、図１に
おいて、実線で示した円は、研磨具１４、１４…の現在の姿勢を示しており、二点鎖線で
示した多数の円は、ガラス基板Ｇが研磨具１４、１４…と接触した部分のエッジ部が示さ
れている。これらの円でも分かるように、研磨具１４、１４…は所定の公転中心を中心に
公転される。
【００３１】
　また、研磨具１４、１４…はガラス基板Ｇの移動中心線Ｌを基準として対を成して配置
されるとともに、移動方向に位置をずらした千鳥状に配置され、円形研磨具１４、１４…
が移動中心線Ｌを越えてガラス基板Ｇを研磨するように配置される。
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【００３２】
　このように構成された研磨装置１０によれば、１台の大型研磨具を使用するのではなく
、ガラス基板Ｇの幅Ｗよりも直径Ｄが小さい小型の円形研磨具１４を複数台揃え、これら
の円形研磨具１４、１４…をガラス基板Ｇの移動中心線Ｌを基準として左右に対を成して
配置し、円形研磨具１４、１４…が中心線Ｌを越えてガラス基板Ｇを研磨することにより
、ガラス基板Ｇ全面を研磨することができる。
【００３３】
　また、この研磨装置１０によれば、研磨具１４は小型小径化するので、研磨具１４の素
材確保、加工組立精度の維持、交換作業及び取り扱い等の問題は解消できる。更に、円形
研磨具１４、１４…は、ガラス基板Ｇの移動方向に沿って少なくとも千鳥状に2対配置さ
れているので、板状体を均等に精度よく研磨することができる。
【００３４】
　ところで、実施の形態の研磨具１４は、研磨具１４の大型化による不具合（研磨具の素
材確保、研磨装置及び研磨具加工組立精度の維持、交換作業、取り扱い及び研磨精度の維
持等に問題）、及び制約条件（一般扉サイズ幅１８００ｍｍであること、コンテナ幅２２
５０ｍｍであること、素材汎用サイズ１８００ｍｍであること）を考慮してφ１７５０ｍ
ｍ以下に構成されている。
【００３５】
　一例として、ガラス基板Ｇの幅は２２００ｍｍ、研磨具１４のサイズはφ１２９０ｍｍ
、公転半径は７５ｍｍ、公転中心は、移動中心線Ｌから直交方向に左右に６００ｍｍ離れ
た位置とする。
【００３６】
　上記仕様において、実施の形態の研磨装置１０では、円形研磨具１４の研磨時における
ガラス基板Ｇの一端からのオーバーハング量Ａが、図２の如く２０ｍｍ≦Ａ≦２５０ｍｍ
に設定されている。
【００３７】
　研磨対象のガラス基板Ｇのエッジは通常未面取りの場合が多いので、研磨具１４のオー
バーハング量Ａが２０ｍｍ未満であるとエッジが傷付き易くなり、オーバーハング量Ａが
２５０ｍｍを超えると研磨具１４が傾き易くなり、均一な研磨が困難となる場合がある。
よって、オーバーハング量Ａを、２０ｍｍ≦Ａ≦２５０ｍｍの範囲に設定することが好ま
しい。
【００３８】
　更に、上記仕様において、図３の如く研磨具１４の公転半径Ｒが５０ｍｍ≦Ｒ≦１００
ｍｍに設定されている。
【００３９】
　公転半径Ｒが５０ｍｍ未満であると、研磨具１４の自公転の合成方向変化が大きくなり
、ガラス基板Ｇに付く研磨模様が目立ち易くなる場合がある。また、公転半径Ｒが１００
ｍｍを超えると、支持装置が大きくなり剛性が必要となる。また、装置が振動し易くなる
場合がある。これにより、公転半径Ｒを５０≦Ｒ≦１００ｍｍとすることが好ましい。
【００４０】
　更に、上記仕様において、図４の如くガラス基板Ｇの移動中心線Ｌを基準として対を成
して配置された一方の円形研磨具１４と他方の円形研磨具１４との研磨時における重なり
量Ｐが少なくとも１００ｍｍ以上であり、且つ、研磨具１４の研磨時における移動中心線
Ｌからのはみ出し量の最小値をＢ、最大値をＣとした時、２５ｍｍ≦Ｂ≦１００ｍｍ、１
７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍである条件に設定されている。
【００４１】
　実施の形態の研磨装置１０では、ガラス基板Ｇの移動方向の中心線を含むその近傍の一
部が、移動中心線Ｌを挟んで千鳥状に対を成して配置された４台の研磨具１４、１４…に
よって研磨されるため、各々の研磨具１４、１４…の継ぎ目（エッジ）において研磨ムラ
が生じる虞がある。よって、継ぎ目での研磨ムラを抑えるためには、前記一部（重合研磨
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可能になる。
【００４２】
　そこで、実施の形態の研磨装置１０は、図４の如く一方の研磨具１４と他方の円形研磨
具１４との研磨時における重なり量、すなわち、重合研磨部を少なくとも１００ｍｍ以上
に設定し、且つ、研磨具１４の研磨時における移動中心線Ｌからのはみ出し量の最小値を
Ｂ、最大値をＣとした時、２５ｍｍ≦Ｂ≦１００ｍｍ、１７５ｍｍ≦Ｃ≦２５０ｍｍとな
るように設定している。
【００４３】
　これは、重合研磨部が１００ｍｍ未満であるとき、Ｂが２５未満または１００ｍｍを超
えるとき、およびＣが１７５ｍｍ未満または２５０ｍｍを超えるとき研磨ムラの原因とな
る。
【００４４】
　また、研磨具１４には、研磨圧発生機となる空気ばねが複数個内蔵され、この空気ばね
は研磨具の中心から外周方向で内側、中間、外側に３分割されている。そして、それぞれ
の空気ばねに対して、異なる空気圧に設定することにより研磨圧を研磨具の中心から外周
方向に分割制御している。これにより、主に研磨具の外側の研磨圧を調整することにより
研磨具の位置を変更することなく均一に研磨することが可能であり、更に研磨圧の調整と
研磨具１４の位置調整の両方を実施することで、研磨条件の設定をより細かく行うことが
できる。
【００４５】
　なお、実施の形態の研磨装置１０では、ガラス基板幅方向に研磨具１４を２列配置した
例について説明したが、理論的には、ガラス基板幅方向に研磨具１４を３列以上分散配置
することも可能である。しかし、複数台の研磨具１４、１４…による研磨の継ぎ目箇所を
最小限に留める方が研磨品質を確保し易く、また研磨具が取り付けられる研磨ヘッド（研
磨定盤）の台数の点でも少なく抑えることができるので、実施の形態の如く２列が有利で
ある。
【００４６】
　また、研磨具１４、１４の配置距離を調整する方法としては、研磨具１４を駆動するス
ピンドルモータの取付座をスライド可能構造とし、これをジャッキボルトやボールねじ等
の移動装置によって押し引きして位置決めする。継ぎ目の研磨代が多すぎる場合には研磨
具１４、１４の間隔を広げ、研磨代が少なすぎる場合には研磨具１４、１４の間隔を狭め
るという調整を行うことで、ガラス基板幅方向を均一に研磨することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の板状体の研磨装置は、建材用やミラー用等の一般的なガラス板にも適用でき、
金属等板状体の材質を問わずに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施の形態のガラス基板研磨装置の平面図
【図２】図１に示したガラス基板研磨装置における研磨具の配置関係を示した説明図
【図３】図１に示したガラス基板研磨装置における研磨具の公転半径を示した説明図
【図４】図１に示したガラス基板研磨装置における研磨具の配置関係を示した説明図
【図５】従来のガラス基板研磨装置を示した平面図
【符号の説明】
【００４９】
　１０…研磨装置、１２…吸着シート、１４…研磨具、Ｇ…ガラス基板
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