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図３　貼付機での動作フロー 

写真１　偏光板貼付装置　SAM2000A

図１　液晶の断面構造 
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暑い季節がまためぐってまいりました。皆様お変わりありませんか。 

「ＥＰＭＡ分析用認証標準物質頒布」
のご紹介 

本装置に関するご質問、ご相談などございましたら 
お気軽にお問い合わせ下さい。 

計測検査システム事業部　技術営業部　井上英二 
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　この度、平成16年度職域における創意工夫功

労者として、弊社鉄道産機事業部の竹下孝さんが

「レール横圧・垂直圧無人測定方法の考案」で文

部科学大臣賞を受賞致しました。 

　鉄道車両の走行安全性を判断するために、従来

は線路側面に計測器を設置し、有人計測を行って

いた。しかし、この方法は目前を電車が通過し非

常に危険であった。また、トンネル内での計測は

騒音や粉塵のため、長時間計測することができな

かった。これらの問題点を解決するため、計測器

とコンピュータを組み合わせ、計測を無人化した。

加えて、線路側面に計測装置ケースを設置し防水、

防塵構造とし実用化した。この結果、無人で長時

間の計測が可能となり、大幅な合理化を達成した。

この結果、公営地下鉄、民鉄他鉄道の地上計測が

手軽に行えるようになった。 

　受託研究事業部 材料機能研究部の東 茂樹チー

ム長が、このたび姫路工業大学から工学博士の学

位を授与されました。博士論文「ステンレス鋼の

海水および油井環境におけるすき間腐食に関する

研究」は、ステンレス鋼の腐食損傷の発生メカニ

ズムと評価解析手法に関するもので、耐食材料の

選定や機器の健全性の評価に対して多大に寄与す

るものです。 

東 茂樹さん 

竹下　孝さん 

液晶用偏光板貼付装置ＳＡＭの開発 

1001－a   5.00±0.02 

1002－a 14.96±0.04 

1003－a 19.87±0.04 

1004－a 29.84±0.08 

1005－a 39.69±0.13 

1006－a   5.04±0.02 

1007－a 10.05±0.06 

1008－a 20.02±0.12 

1009－a 39.92±0.14 

1010－a 60.07±0.15 

1011－a   0.089±0.009 

1012－a   0.188±0.012 

1013－a   0.281±0.016 

1014－a   0.460±0.020 

1015－a   0.680±0.020 

名　称 物　質　記　号 認　証　値（wt%） 寸　法 

鉄－クロム合金 

鉄－ニッケル合金 

鉄－炭素合金 

約4×10×15mm

約3×10×15mm

または 

約4×10×15mm

約4×10×15mm

EPMA用認証標準物質 

文部科学大臣賞受賞 

東チーム長　博士号を取得 

今回の表紙は、 についてご紹介します。 

電子線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）
は加速した細束電子ビームを固体表面に照射
し、これによって発生する試料構成元素の特
性Ｘ線を計測することによって、微小部の元
素定性分析を行う物理分析機器です。本分析
器は、複雑な試料前処理なしで、光学顕微鏡
下のミクロ組織と対応させた微小部（ミクロ
ンオーダー領域）の元素分析が比較的容易に
行えるため、金属分野をはじめとする多種多
様の無機材料の研究開発や製品管理に多用さ
れております。とりわけ、鉄鋼製品に含まれ
る合金元素の濃度は強度・耐食性など様々な
特性に大きな影響を与えるため、合金元素の
高精度な濃度分布測定が不可欠で、このため
には高精度な標準物質が必要となります。
　これまでの日本における機器分析用標準試
料としては僅かに蛍光Ｘ線分析用のものが存
在するのみで、EPMA分析で要求されるミ
クロンオーダー領域での濃度均一性を有する
標準試料は存在せず、実際に活用している工
業界からもＥＰＭＡ分析のための高精度標準
物質の開発が強く望まれておりました。
　このような背景から、独立行政法人 産業
技術総合研究所 計測標準研究部門で、電子
線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）分析用
の認証標準物質が開発され、広く皆様方にご

活用いただくよう頒布されることとなりま
した。
　今回開発された認証標準物質は、ＥＰＭ
Ａ分析として最も重要なミクロ領域までの
成分偏析を抑制した均質な鉄－炭素合金、
鉄－クロム合金および鉄－ニッケル合金の
３種類で、それぞれ、５水準の合金元素濃
度を有しており、定量分析のための検量線
作成に有効です。
　等量電子線を開発認証標準物質と濃度未
知の分析試料に照射して、目的の特性Ｘ線
強度を比較することで0.5％以上の高精度で、
組成比を決定することができるため、各種
製品の検査で威力を発揮するものと期待さ
れます。
　本開発に際しましては、弊社の受託研究
事業部にその製造を委託され、弊社がこれ
まで培ってきました技術蓄積・経験を基に、
濃度均一性など厳しい品質要求をクリアし、
開発に成功いたしました。（平成 15年 8月
22日　日刊工業新聞に掲載）

●

　現在、各分野で活用されている液晶パネル
（LCD）は用途別に大型と中小型に分類するこ
とができます。中小型 LCDの用途は、携帯電
話、PDA（携帯情報端末）、車載モニタ、デジ
タルカメラなどです。いまや中小型の主流となっ
てきている携帯電話市場は、2004年には 5億
2900万台に達する見通しです。 
　カラーTFT型液晶パネルの製造工程は、ガ
ラス基板、アレイ形成、カラーフィルタ製造、セ
ル組立、モジュール組立の各工程から成り立ち、
セル組立工程の後半の偏光板貼付工程は製
造工程のコアとなっており、弊社が開発した液
晶用偏光板貼付装置　SAM（ＳＭＴ Ａffixing 
Machine）はこの工程で活躍しています。 
　液晶パネルは、２枚の薄いガラス板で液晶を
はさんだ構造をしています。ガラス板の表面には、
液晶分子を特殊な形にねじれさせるための配
向膜、液晶層に電圧をかけて液晶分子の向き
を制御するための透明電極、カラー表示を可
能にするカラーフィルタなどが形成されています。
そして液晶パネルの表裏面は、偏光板が貼り
付けられます（図１）。 

　弊社・計測検査システム事業部では、この
液晶パネルの中でも小型液晶（１インチ～４イン

チのモバイルサイズ）に対応する偏光板貼付
装置を開発し製造販売しています。 

　偏光板貼付機に要求される基本性能は以下
の通りです。 
①貼り合せ時の偏光板と液晶セルとの間で発
生しうる気泡の防止 

②高速処理 
③静電気の防止 
④パーティクルの厳密な管理 
⑤偏光板の安定した搬送 
⑥貼付精度の確保 
　これに対して弊社製の偏光板貼付装置
SAMの優れたポイントは、上記①～④の基本
性能を満足することに加え 
①偏光板を１枚ずつ安定して供給可能な機構
を採用し、搬送時のトラブルを最小化 
② 画像処理により液晶パネル上の回路パター
ン位置を検出し、３軸の自由度（Ｘ、Ｙ、Θ）
を有する貼付ヘッドで貼り付けるため、液晶
パネル割断精度の影響を受けずに高精度に
貼り付け可能 
③上記の技術により、長期に精度維持が可能 
④段取り替えが簡単である 
などを挙げることができます。 

　本装置では、投入された液晶パネルは位置
決め清掃された後、貼付ステージへ送られます。
一方ストッカーに積載した偏光板を１枚ずつ分
離し、偏光板の糊面についているフィルムを剥
がして位置決めした後、貼付ステージでパネル
の上に貼り付けます。貼り付ける方法としては
図２に示すローラ方式を採用しています。 
　偏光板を貼り付ける精度は、液晶パネル自
体の精度と偏光板自体の精度に大きく依存し 
ます。液晶パネルはガラス基板を分断して作 

成されるため、外形寸法の精度のバラツキは
十数μｍ程度とあまり良くありません。また、偏
光板は積層フィルムであり、切断精度は 50μｍ
程度のばらつきがあります。よって外形基準で
貼り付けた場合には、精度の高い貼り付けが 
困難です。 
　この装置では、ＣＣＤカメラで液晶パネル上
の回路パターンのマークを２点撮像し、X、Y、
Θ位置を演算し貼付ヘッドを制御し貼り付ける方
式を採用しています。また最初の合わせこみを
簡単にするため演算位置と実際の貼付位置を
操作者にティーチングする方式を開発しています。
この方法では液晶パネル上の回路パターンを基
準にして貼り付けが実施されますので、パネル
の外形寸法バラツキの影響を受けません。小
型液晶用貼付機の中で他に類を見ない画像処
理による自動位置決め方式の採用により、３σ
で100μｍ以内の貼付精度が実現できました。 
　図３に本貼付装置での動作フローを示します。 

　現在、SAM2000AT両面連結機を2004年
６月に開発を完了しました。オペレータ１人でパ
ネル両面に偏光板を貼付けることができる連結
機です。搬送部の高速化、剥離テープ送り部
と偏光板供給部のコンパクト化、画像処理を含
めた高速化などを実現し、従来精度を確保し、３.
５秒／枚の高速処理が可能となりました。コスト
パフォーマンスに優れた装置が完成しましたので
2004年第２四半期以降 10台／年を目標に販
売します。 

ご相談・お問い合わせは下記の窓口までお寄せ下さい。 

受託研究事業部　解析技術部 物理解析室　大山康男 

TEL：06-6489-5777　FAX：06-6489-5759

E-mail : oyama-yso@smt-co.com
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●お問合せはこちら

https://www.nstec.nipponsteel.com/contact2/

