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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融ガラスもしくは二次加工用のガラス母材からガラスフィルムリボンを成形すると共
に、冷却を伴って下方に引き出された前記ガラスフィルムリボンをロール状に巻き取り、
その巻き取り位置の手前で前記ガラスフィルムリボンを幅方向に沿って切断するガラスフ
ィルムの製造方法において、
　前記ガラスフィルムリボンの成形開始位置から、前記ガラスフィルムリボンの切断位置
までの鉛直方向距離が、前記ガラスフィルムリボンの幅方向寸法の５倍以上となるように
したことを特徴とするガラスフィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記ガラスフィルムリボンの幅方向中央部における厚み寸法を３００μｍ以下とした請
求項１に記載のガラスフィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記溶融ガラスから前記ガラスフィルムリボンを成形するための方法に、オーバーフロ
ーダウンドロー法を採用した請求項１又は２に記載のガラスフィルムの製造方法。
【請求項４】
　前記ガラスフィルムリボンの幅方向両端部を、レーザー割断により切断するようにした
請求項１～３の何れかに記載のガラスフィルムリボンの製造方法。
【請求項５】
　溶融ガラスもしくは二次加工用のガラス母材からガラスフィルムリボンを成形するガラ
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スフィルムリボンの成形装置と、冷却を伴って下方に引き出された前記ガラスフィルムリ
ボンをロール状に巻き取る巻き取り装置と、この巻き取り装置による巻き取り位置の手前
で前記ガラスフィルムリボンを幅方向に沿って切断する幅方向切断装置とを備えたガラス
フィルムの製造装置において、
　前記成形装置による前記ガラスフィルムリボンの成形開始位置から、前記幅方向切断装
置による前記ガラスフィルムリボンの切断位置までの鉛直方向距離が、前記ガラスフィル
ムリボンの幅方向寸法の５倍以上となるようにしたことを特徴とするガラスフィルムの製
造装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラスフィルムの製造方法およびその製造装置に関し、特にガラスフィルム
をロール状に巻き取ることも可能となる長尺なガラスフィルムの製造技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、近年における画像表示装置は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマ
ディスプレイ（ＰＤＰ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、有機ＥＬデ
ィスプレイ（ＯＬＥＤ）などに代表されるフラットパネルディスプレイ（以下、単にＦＰ
Ｄという）が主流となっている。これらのＦＰＤについては軽量化が推進されていること
から、当該ＦＰＤに使用されるガラス基板についても薄板化の一途を辿っているのが現状
である。
【０００３】
　また、例えば有機ＥＬは、ディスプレイのように微細な三原色をＴＦＴにより明滅させ
るに留まらず、単色（例えば白色）のみで発光させてＬＣＤのバックライトや屋内照明の
光源などの平面光源としても利用されつつある。さらに、有機ＥＬを用いた照明装置であ
れば、ガラス基板に可撓性を付与できさえすれば、自由に発光面を変形させることが可能
である。そのため、この種の照明装置に使用されるガラス基板についても、充分な可撓性
確保の観点から大幅な薄板化（ガラスフィルム化）が推進されている。
【０００４】
　ここで、薄板化された帯状のガラス、いわゆるガラスフィルムの製造方法として、例え
ば下記特許文献１には、ダウンドロー法、特にスロットダウンドロー法により、板厚が３
０μｍ～２０００μｍのガラスフィルムリボンを成形し、鉛直下方に引き出したガラスフ
ィルムリボンを水平方向に向けて折り曲げた（湾曲させた）後、レーザーを用いてガラス
フィルムリボンの両端を切り落とし、続いてガラスフィルムリボンを所定長さに切断する
ことで、所定寸法のガラス基板を切り出す技術が提案されている。また、板厚が３０μｍ
～４００μｍのガラスフィルムリボンであれば、その両端を切り落とした後、所定の長さ
に切断することなく（所定のローラーなどによって）巻き上げ可能な旨が記載されている
。
【０００５】
　また、下記特許文献２には、いわゆるフロート法により成形した、板厚が０．７ｍｍ未
満のガラスフィルムリボンの幅方向両端部を溶融スズ槽上で切断したものをロール状に巻
き上げる技術が提案されている。
【０００６】
　このように、ガラスフィルムリボンは、従来のガラス基板とは異なり、その優れた可撓
性を活かしてロール状に巻き取ることが可能であり、例えばＲｏｌｌ　ｔｏ　Ｒｏｌｌ製
法等の生産方式に供給することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２０００－３３５９２８号公報
【特許文献２】特表２００２－５４４１０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ガラスフィルムリボンは、溶融ガラスが薄板状に成形され、その粘度が比較的低い間に
さらに延伸されて所定の幅方向寸法および厚み寸法に成形される。このとき、ガラスフィ
ルムリボンには、反りや、ガラスフィルムリボンの幅方向に大きな曲率で湾曲する湾曲変
形が生じることがある。多くの場合、ガラスフィルムリボンの成形時には、これらの変形
が組み合わさった形で現れる。そして、これらの変形は、溶融ガラスがガラスフィルムリ
ボンに成形され、冷却を終えるまでの間にほぼ固定化されてしまう。
【０００９】
　長尺のガラスフィルムリボンを巻き取る場合には、上述した変形のうち、特に湾曲変形
が問題となる場合が多い。しかしながら、湾曲変形を生じた長尺なガラスフィルムリボン
においては、その幅方向に大きな曲率で湾曲変形した状態で固定化されるため、ガラスフ
ィルムリボンの幅方向にいわゆる竹の子状にずれた形態でロール状に巻き取られ易い。こ
れでは、ガラスフィルムをガラスロールとして提供することができず、歩留まりの低下に
つながる。
【００１０】
　この問題を解決すべく、例えば下記特許文献１には、ガラスフィルムリボンの湾曲変形
度合い（湾曲変形の有無も含めて）を監視し調整する機構を、ガラスフィルムリボンの成
形装置に組み込むことにより、ガラスフィルムリボンに湾曲変形が生じないようにする技
術が開示されている。ところが、上記特許文献１に開示された技術では、ガラスフィルム
リボンが充分に、又はある程度冷却された箇所に、当該ガラスフィルムリボンの湾曲変形
度合いを監視する装置を設置している。上述のように、ガラスフィルムリボンの変形は、
溶融ガラスがガラスフィルムリボンの形状に成形され、冷却を終えるまでの間に生じ、固
定化されるので、監視装置で既に冷却されたガラスフィルムリボンの湾曲変形の発生を感
知して、引き抜きローラーの変位機構などの調整機構にフィードバックを掛けたとしても
、必然的に時間的な遅れを生じる。よって、上記調整作業を開始するまでの間に湾曲変形
のあるガラスフィルムリボンを巻き取ってなるガラスフィルムのロール体に、竹の子状に
ずれた巻き取り部分が残ることになり、歩留まりの低下を招く。
【００１１】
　また、上記特許文献１のように、ガラスフィルムリボンに対して積極的に矯正力を付与
してその湾曲変形を矯正しようとする手法では、矯正力を付与することによる新たな歪み
が発生し、この新たな歪みによる湾曲変形等の変形を再度矯正する作業を絶えず行う必要
が生じる。ガラスは脆性材料であるため、ガラスフィルムリボンに矯正力を付与し続ける
と、ガラスフィルムリボンに歪が蓄積し、ついにはガラスフィルムリボンが破損（破断）
する事態を招きかねない。これでは、ガラスフィルムリボンの巻き取り作業を精度よく且
つ安定して続けることは困難であり、そのための無駄も多い。
【００１２】
　以上の事情に鑑み、本明細書では、歩留まりの低下を招くことなく、また湾曲変形もな
く、ロール状に巻き取り可能なガラスフィルムリボンを精度よく製造することを、本発明
により解決すべき技術的な課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題の解決は、本発明に係るガラスフィルムの製造方法により達成される。すなわ
ち、この製造方法は、溶融ガラスもしくは二次加工用のガラス母材からガラスフィルムリ
ボンを成形すると共に、冷却を伴って下方に引き出されたガラスフィルムリボンをロール
状に巻き取り、その巻き取り位置の手前でガラスフィルムリボンを幅方向に沿って切断す
るガラスフィルムの製造方法において、ガラスフィルムリボンの成形開始位置から、ガラ
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スフィルムリボンの切断位置までの鉛直方向距離が、ガラスフィルムリボンの幅方向寸法
の５倍以上となるようにした点をもって特徴づけられる。なお、ここでいう、「ガラスフ
ィルムリボンの成形開始位置」は、採用する成形方法によって異なり、例えばガラスフィ
ルムリボンの成形方法にスロットダウンドロー法を採用する場合であれば、溶融ガラスを
下方に引き出すためのスロット（スリット）開口部が上記成形開始位置に相当する。また
、オーバーフローダウンドロー法を採用する場合であれば、溢れ出た溶融ガラスが合流す
る成形体の下端が上記成形開始位置に相当し、リドロー法を採用する場合であれば、バー
ナー等で二次加工用のガラス母材を加熱し所定方向への引き伸ばしを開始する位置が上記
成形開始位置に相当する。
【００１４】
　上記のように、所定形状に成形された後、冷却を伴って下方に引き出されたガラスフィ
ルムリボンには、ガラスフィルムリボンをロール状に巻き取るためのローラーによる牽引
力に加え、下方に引き出したガラスフィルムリボンの重量がガラスフィルムリボン自身に
付加される。すなわち、鉛直方向に沿って引き出されるガラスフィルムリボンの所定の部
位（例えば冷却中の部位）を基準として見た場合、当該所定の部位よりも下方に位置する
部位の重量が、ガラスフィルムリボンの上記所定の部位に対する鉛直下方への牽引力とな
る。この牽引力は、鉛直方向に、且つガラスフィルムリボンの幅方向全域にわたって均等
に作用するはずであるが、ガラスフィルムリボンが何らかの理由で反ったり湾曲変形を生
じたりすることで、その重心が成形開始位置を通る仮想鉛直線上からずれる場合がある。
このとき、上述の牽引力が不十分だと、このような状態が、長時間にわたって継続して生
じ、その後にガラスフィルムリボンの重心を上記仮想鉛直線上に戻そうとする力が作用し
たとしても、時間的な遅れが原因となって、ガラスフィルムリボンの変形が大きく残り、
品質面で致命的な欠陥を招きかねない。そこで、本発明者は、上記のように、ガラスフィ
ルムリボンの成形開始位置から、ガラスフィルムリボンの幅方向に沿った切断位置までの
鉛直方向距離と、当該ガラスフィルムリボンの幅方向寸法との比率に着目し、これら幅方
向寸法に対する鉛直方向距離の比率につき鋭意検討した結果、上記比率を所定の大きさ以
上としたときに、具体的には、上記比率を５以上としたときに、ガラスフィルムリボンの
重心を鉛直線上に戻そうとする力が、巻き取り前のガラスフィルムリボンに対して時間的
な遅れを生じることなく迅速且つ有効に作用することを見出した。従って、例えば所定の
幅方向寸法を有するガラスフィルムリボンを製造する場合、当該ガラスフィルムリボンの
幅方向寸法に応じて、鉛直方向距離を大きく取るようにすることで、連続的に成形される
ガラスフィルムリボンのうち比較的上方に位置する部位、すなわち成形直後から冷却中に
かけての部位が、当該部位よりも下方に位置する部分の自重により自然と鉛直下方に向け
て牽引される。そして、この牽引力により、仮にガラスフィルムリボンの重心が仮想鉛直
線上から外れ、又は外れそうになる場合においても、当該重心を仮想鉛直線上に戻そうと
する力が迅速に作用するので、下方に引き出されるガラスフィルムリボンの湾曲変形を含
む変形を可及的に低減することができる。そのため、特に監視装置や調整機構を設けずと
も、ガラスフィルムリボンを幅方向に沿って切断し、ロール状に巻き取った際、いわゆる
竹の子状にずれた状態とはならずに済む。また、本発明に係る製造方法によれば、自重に
より引出し中のガラスフィルムリボンの重心位置を調整することになるため、上記幅方向
寸法に対する鉛直方向距離の比を一旦定めてしまえば、後は安定して長尺のガラスフィル
ムリボンの製造を続けることが可能となる。従って、当該長尺のガラスフィルムリボンを
巻き取ることで、幅方向の巻き取り位置が常に揃った状態の高精度なガラスフィルムの巻
き取りロール体を安定して得続けることが可能となる。
【００１５】
　この場合、ガラスフィルムリボンの幅方向中央部における厚み寸法を３００μｍ以下と
してもよい。
【００１６】
　これは、ロール状に巻き取るべきガラスフィルムリボンの厚み寸法が３００μｍを超え
ると、ガラスフィルムのロール体の内径が、理論上、４２０ｍｍ以上（好ましくは７００
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ｍｍ以上）必要となり、また巻き取り後のガラスロールの外径が２０００ｍｍを超え易く
なり、コンテナなどによるガラスロールの輸送が現実的に困難となるためである。以上の
理由から、ロール状に巻き取ることを前提とした場合、ガラスフィルムリボンの幅方向中
央部の厚み寸法は３００μｍ以下であることが好ましく、１００μｍ以下であればより好
ましく、５０μｍ以下であればさらに好ましい。
【００１７】
　また、溶融ガラスからガラスフィルムリボンを成形するための方法に、オーバーフロー
ダウンドロー法を採用してもよい。
【００１８】
　ガラスフィルムリボンをロール状に巻き取ったガラスフィルムのロール状製品は、上述
のようにいわゆるＲｏｌｌ　ｔｏ　Ｒｏｌｌ製法に係る後工程に供給されることも少なく
なく、これらの後工程においては、通常、ガラスフィルムリボンの表面に微細な素子や配
線を設ける作業がなされる。そのため、ガラスフィルムリボンの表面には非常に優れた平
滑性（平面度）が要求される。しかしながら、例えばスロットダウンドロー法などのノズ
ルを用いた成形法では、成形ノズルから溶融ガラスを排出するために、成形されるガラス
フィルムリボンの表面に成形ノズルスロットの内面形状が反映（いわば転写）されてしま
う場合がある。そのために、ガラスフィルムリボンの表面を平滑且つ高精度に得ることが
難しい。一方、オーバーフローダウンドロー法によれば、ガラスフィルムリボンの表面は
外気（成形装置中の雰囲気ガス）に接触するだけで済むため、非常に平滑な面を得ること
が可能となる。同様の効果は、一旦固化した二次加工用のガラス母材を加熱して所定の方
向に引き伸ばすことで行う、いわゆるリドロー法によっても得ることが可能である。
【００１９】
　また、ガラスフィルムリボンの幅方向両端部を、レーザー割断により切断するようにし
てもよい。
【００２０】
　溶融ガラスからガラスフィルムリボンを成形する場合、特に上述したオーバーフローダ
ウンドロー法によりガラスフィルムリボンを成形する場合、その幅方向両端部の厚み寸法
は、主に製品部分として使用される幅方向中央部の厚み寸法よりも厚くなることが多い。
このため、一定の厚み寸法を有するガラスフィルム製品を得ることを目的としてガラスフ
ィルムリボンを製造する場合、成形したガラスフィルムリボンの幅方向両端部は所定の方
法により切断される。ここで、ガラスフィルムリボンの幅方向両端部を切断する好適な方
法の１つに、レーザー割断を用いた方法を挙げることができる。レーザー割断により幅方
向両端部を切断することで生じた側端面は平滑であり、傷が非常に少ないことからガラス
ロール製品用のガラスフィルムリボンに適している。ここで、レーザー割断とは、レーザ
ーによる加熱と、冷媒による冷却とによる熱応力をガラスフィルムリボンに生じさせ、こ
の熱応力により、予めガラスフィルムリボンに付与しておいた初期き裂を進展させること
でガラスフィルムリボンの切断を行うものである。本発明によれば、ガラスフィルムリボ
ンの幅方向両端部の一方が切断時に浮き上がる心配もないので、確実且つ高精度に上記両
端部を切断することが可能になる。
【００２１】
さらには、ガラスフィルムリボンの成形開始位置の下方に位置する徐冷領域の鉛直方向距
離を、ガラスフィルムリボンの成形開始位置から、ガラスフィルムリボンの切断位置まで
の鉛直方向距離の５０％以上８０％以下に設定するとよい。
【００２２】
このようにすることで、ガラスフィルムリボンの成形速度を低下させずに、溶融ガラスか
ら成形されたガラスフィルムリボンの冷却速度を低減させる（小さくする）ことが可能と
なり、ガラスフィルムリボンの残留歪を小さくすることが可能となる。このように成形さ
れたガラスフィルムリボンの残留歪は光の位相角差で、０．５ｎｍ以下とすることができ
る。なお、徐冷領域の鉛直方向距離は、ガラスフィルムリボンの成形開始位置から切断位
置までの鉛直方向距離の６０％以上８０％以下が好ましく、より好ましくは７０％以上８
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０％以下に設定するとよい。
【００２３】
　また、前記課題の解決は、本発明に係るガラスフィルムの製造装置によっても達成され
る。すなわち、この製造装置は、溶融ガラスもしくは二次加工用のガラス母材からガラス
フィルムリボンを成形するガラスフィルムリボンの成形装置と、冷却を伴って下方に引き
出されたガラスフィルムリボンをロール状に巻き取る巻き取り装置と、この巻き取り装置
による巻き取り位置の手前でガラスフィルムリボンを幅方向に沿って切断する幅方向切断
装置とを備えたガラスフィルムの製造装置において、成形装置によるガラスフィルムリボ
ンの成形開始位置から、幅方向切断装置によるガラスフィルムリボンの切断位置までの鉛
直方向距離が、ガラスフィルムリボンの幅方向寸法の５倍以上となるようにした点をもっ
て特徴づけられる。
【００２４】
　上記の製造装置についても、本欄の冒頭で述べた製造方法と同一の技術的特徴を有する
ことから、上記による作用効果と同一の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明に係るガラスフィルムの製造方法およびその製造装置によれば、
歩留まりの低下を招くことなく、また湾曲変形もなく、ロール状に巻き取り可能なガラス
フィルムリボンを精度よく製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係るガラスフィルムの製造装置の側面図である。
【図２】図１に示すガラスフィルムの製造装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の一実施形態を図１および図２に基づき説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るガラスフィルムの製造装置１の側面図である。同図
に示すように、この製造装置１は、いわゆるオーバーフローダウンドロー法により、溶融
ガラスからガラスフィルムリボンＧを成形する成形装置１０と、冷却を伴って下方に引き
出されたガラスフィルムリボンＧをロール状に巻き取る巻き取り装置２０とを備えるもの
で、巻き取り装置２０よりも上流側に配設した幅方向切断装置３０により、下方に引き出
されたガラスフィルムリボンＧを幅方向に沿って切断することで、所定のロール厚みを有
するガラスフィルムのロール体Ｇｒを得られるようになっている。
【００２９】
　詳述すると、成形装置１０の内部には、断面楔状の外表面形状を有する成形体１１が配
設されており、図示しない溶融窯で溶融されたガラス（溶融ガラス）を成形体１１に供給
することで、当該溶融ガラスが成形体１１の頂部から溢れ出るようになっている。そして
、溢れ出た溶融ガラスは、成形体１１の断面楔状を呈する両側面を伝って下端で合流する
ことで、溶融ガラスからガラスフィルムリボンＧへの成形が開始されるようになっている
。このように、成形装置１０の最も上部に位置する成形領域１０Ａ（図１および図２を参
照）で成形されたガラスフィルムリボンＧは、そのまま下方に流下し、成形領域１０Ａの
下方に位置する徐冷領域１０Ｂに至る。そして、この徐冷領域１０Ｂでは、ガラスフィル
ムリボンＧを徐冷しながらその残留ひずみを除去（アニール処理）するようになっている
。徐冷領域１０Ｂのさらに下流側（下方）には冷却領域１０Ｃが設けられており、徐冷さ
れたガラスフィルムリボンＧを室温程度の温度にまで十分に冷却するようになっている。
徐冷領域１０Ｂと冷却領域１０Ｃには、ガラスフィルムリボンＧを下方に案内する複数の
ローラー１２が配置されている。なお、この実施形態では、成形装置１０内の各領域１０
Ｂ，１０Ｃの最上部（図１で説明）に配設されたローラー１２が、ガラスフィルムリボン
Ｇを冷却する冷却ローラーとして機能すると共に、ガラスフィルムリボンＧに下方への引
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出し力（牽引力）を付与するための駆動ローラーとしても機能している。残りのローラー
１２は、空転ローラーないし引張りローラー等としてガラスフィルムリボンＧを下方に案
内しながら引き出す機能を果たしている。
【００３０】
　冷却領域１０Ｃを通過したガラスフィルムリボンＧは、鉛直方向から水平方向へと進行
方向を変えながら、ガラスフィルムの製造装置１の最も下流側に配置した巻き取り装置２
０に向けて引き出される。具体的には、冷却領域１０Ｃの下方には、引き続きガラスフィ
ルムリボンＧが鉛直下方に向けて引出される鉛直引き出し領域３０Ａが連続すると共に、
その下方には、ガラスフィルムリボンＧを湾曲させて、その引き出し方向を鉛直方向から
略水平方向へと変換する湾曲領域３０Ｂが連続している。この実施形態では、図１に示す
ように、湾曲領域３０ＢにおいてガラスフィルムリボンＧを所定の曲率半径で湾曲させる
ための複数の湾曲補助ローラー３１が設けられており、これら複数の湾曲補助ローラー３
１の働きにより、後述する水平引き出し領域３０Ｃに向けてガラスフィルムリボンＧを送
り出すようになっている。さらに、湾曲領域３０Ｂの下流側（図１でいえば湾曲領域３０
Ｂの左側）には、湾曲領域３０Ｂを通過したガラスフィルムリボンＧを略水平方向に向け
て引き出す水平引き出し領域３０Ｃが連続している。
【００３１】
　また、図示は省略するが、水平引き出し領域３０Ｃには、ガラスフィルムリボンＧをそ
の長手方向に沿って切断可能な長手方向切断装置が配設されており、湾曲領域３０Ｂを通
過して水平引き出し領域３０Ｃに到達したガラスフィルムリボンＧの幅方向両端部Ｇｅ（
図２を参照）をその長手方向に沿って連続的に切断できるようになっている。ここで、長
手方向切断装置としては、図示は省略するが、ダイヤモンドカッターを利用してスクライ
ブラインを形成すると共に、耳部（幅方向両端部Ｇｅ）を折り割ることで、当該耳部をス
クライブラインに沿って切断する装置を用いることができるが、切断面の強度向上を図る
観点からは、例えば局部加熱手段と、冷却手段と、ガラスフィルムリボンの切断予定線の
周囲の裏面を支持する支持部材と、切断予定線に初期き裂を形成するき裂形成手段とを備
えたレーザー割断装置を用いることが好ましい。これにより、ガラスフィルムリボンＧを
、その幅方向両端部ＧｅとガラスフィルムリボンＧの有効部とに、いわゆるフルボディ切
断することができる。
【００３２】
　上述のようにして、ガラスフィルムリボンＧの幅方向両端部Ｇｅを切断した後、これら
幅方向両端部Ｇｅを除くガラスフィルムリボンＧの有効部が、巻き取り装置２０の巻き芯
２１まわりにロール状に巻き取られる。そして、巻き取られて出来たガラスフィルムのロ
ール体Ｇｒのロール径（厚み寸法）が所定の寸法に達した時点で、幅方向切断装置３０に
よりガラスフィルムリボンＧを幅方向に切断する。この場合、幅方向切断装置３０は長手
方向切断装置よりもガラスフィルムリボンＧの引き出し経路の下流側に位置しているが、
これとは逆に、長手方向切断装置が幅方向切断装置３０よりも下流側に位置していてもよ
い。以上の工程を経て、最終製品となるガラスフィルムのロール体Ｇｒが得られる。なお
、この実施形態では、図１および図２に示すように、巻き取り装置２０の近傍に保護シー
ト供給装置２２が配設されており、この保護シート供給装置２２から供給される保護シー
ト２３をガラスフィルムリボンＧと共に巻き取り装置２０の巻き芯２１まわりにロール状
に巻き取るようになっている。
【００３３】
　ここで、ガラスフィルムリボンＧの成形開始位置、すなわち、溢れ出た溶融ガラスの成
形体１１下方での合流位置から、幅方向切断装置３０によるガラスフィルムリボンＧの切
断位置までの鉛直方向距離ｈ（図１を参照）が、ガラスフィルムリボンＧの幅方向寸法、
より正確には、冷却領域１０Ｃを出たガラスフィルムリボンＧの幅方向寸法ｗ（図２を参
照）の５倍以上になっている。すなわち、幅方向寸法ｗに対する鉛直方向距離ｈの比ｈ／
ｗが５以上になっている。これにより、連続的に成形されるガラスフィルムリボンのうち
、比較的上方に位置する部位、すなわち成形領域１０Ａ中の成形開始位置（成形体１１の
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下端位置）よりも下方の部位や徐冷領域１０Ｂなどの部位が、これらの部位よりも下方に
位置する部位の自重により鉛直下方に牽引される。そして、この牽引力により、仮にガラ
スフィルムリボンＧの重心が、当該ガラスフィルムリボンＧの成形開始位置の幅方向中央
を通過する仮想鉛直線上から外れる場合においても、上記重心を仮想鉛直線上に戻そうと
する力が迅速に作用するので、下方に引き出されるガラスフィルムリボンＧの湾曲変形を
含む変形を可及的に低減することができる。そのため、ガラスフィルムリボンＧをさらに
下流域で幅方向に切断し、巻き取り装置２０でロール状に巻き取った際、いわゆる竹の子
状にずれた状態とはならずに済む。また、この製造方法であれば、自重により引出し中の
ガラスフィルムリボンＧの重心位置を調整することになるので、上記幅方向寸法ｗに対す
る鉛直方向距離ｈの比ｈ／ｗを一旦定めてしまえば、後は安定した巻き取り作業を続ける
ことが可能となる。従って、幅方向の巻き取り位置が常に揃った状態の高精度なガラスフ
ィルムのロール体Ｇｒを安定して得ることができる。
【００３４】
　特に、この実施形態のように、冷却領域１０Ｃの下方に、鉛直引き出し領域３０Ａ、湾
曲領域３０Ｂ、および水平引き出し領域３０Ｃが順に形成される場合、成形領域１０Ａと
冷却領域１０Ｃ、および湾曲領域３０Ｂの寸法については、成形するガラスフィルムリボ
ンＧの材質や寸法に応じてある程度自動的に定まるので、現実的には、鉛直引き出し領域
３０Ａの長さを、ｈ／ｗ≧５となるように、従来に比べて大きく設定するのがよい。これ
により、特に従来構成を大幅に変更することなく、ガラスフィルムリボンＧの巻き取りを
高精度に実施することが可能となる。
【００３５】
　また、上記方法を採る場合、上記幅方向寸法ｗに対する上記鉛直方向距離ｈの比ｈ／ｗ
は７以上であればさらによく、１０以上であればなおさらよい。このように設定すること
で、後述の結果に示すように、ガラスフィルムリボンＧの湾曲度を大幅に減らすことがで
きるので、非常に高品質のガラスフィルムのロール体Ｇｒを得ることが可能となる。
【００３６】
　ここで、ガラスフィルムリボンＧの幅方向中央部における厚み寸法は３００μｍ以下が
好ましく、１００μｍ以下であればより好ましく、５０μｍ以下であればさらに好ましい
。ロール状に巻き取り可能な程度の可撓性をガラスフィルムリボンＧが有しておればよい
。
【００３７】
　また、ガラスフィルムリボンＧの幅方向寸法ｗについては、５００ｍｍ以上であること
が好ましい。すなわち、ガラスフィルムリボンＧの幅方向寸法ｗが５００ｍｍ以上でない
と、ガラスフィルムリボンＧが自重により牽引される効果を充分に得ることができない。
ここで、下限値については、１０００ｍｍ以上であればより好ましく、１５００ｍｍ以上
であればさらに好ましい。また、上限値については、６０００ｍｍ以下であることが好ま
しい。機能面、性能面で見ればいくら大きくても問題はないが、あまりに大きくなり過ぎ
ると（６０００ｍｍを超えると）、その分設備の高さが必要となり、コスト面で不具合が
生じる可能性があるためである。
【００３８】
　以上、本発明に係るガラスフィルムの製造方法とその製造装置の一実施形態を説明した
が、これらは、上記例示の形態に限定されることなく、本発明の範囲内において任意の形
態を採り得る。
【００３９】
　例えば、上記実施形態では、図１に示すように、水平引出し領域３０Ｃにおいて、ガラ
スフィルムリボンＧを巻き取り装置２０側に向かって下降傾斜させた構成となっているが
、略水平でもよく、あるいは逆に若干上方に向けて傾斜させるようにしてもよい。この場
合も、鉛直方向距離ｈの下側の基準位置は、幅方向切断装置３０によるガラスフィルムリ
ボンＧの切断位置となる。
【００４０】
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　また、上記実施形態では、ガラスフィルムリボンＧの幅方向両端部Ｇｅの切断位置を、
水平引き出し領域３０Ｃ中に設けるようにした場合を説明したが、特にこの位置には限定
されない。巻き取り装置２０よりも上流側で切断可能な限りにおいて、その切断位置は任
意であり、例えば、湾曲領域３０Ｂや鉛直引き出し領域３０Ａで切断することも可能であ
る。幅方向切断装置３０についても同様であり、鉛直引き出し領域３０Ａや湾曲領域３０
ＢでガラスフィルムリボンＧを幅方向に沿って切断するようにしてもよい。
【００４１】
　また、上述のように、幅方向切断装置３０や長手方向切断装置を鉛直引き出し領域３０
Ａ中に設ける場合、水平引き出し領域３０Ｃ、又は湾曲領域３０Ｂと水平引き出し領域３
０Ｃを省略することもできる。この場合、巻き取り装置２０は、鉛直引き出し領域３０Ａ
又は湾曲領域３０Ｂの下流端に配設することができる。
【００４２】
　また、以上の説明では、いわゆるオーバーフローダウンドロー法を用いたガラスフィル
ムの製造工程に本発明を適用する場合を例示したが、もちろん上記以外の成形方法、例え
ばスロットダウンドロー法などの各種ダウンドロー法や、二次加工用のガラス母材を利用
するリドロー法など、種々のガラスフィルムの成形方法を採用することが可能である。
【００４３】
　以上の説明に係るガラスフィルムの製造方法とその製造装置によれば、歩留まりの低下
を招くことなく、また湾曲変形もなく、ロール状に巻き取り可能なガラスフィルムリボン
を精度よく製造することができるので、ＦＰＤ等の映像表示装置用ガラス基板に留まらず
、品質の確保が要求される全てのガラスフィルムの量産工程に本発明を適用することがで
きる。
【００４４】
　また、上記以外の事項についても、本発明の技術的意義を没却しない限りにおいて他の
具体的形態を採り得ることはもちろんである。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明の有用性を立証するため本発明者が行った実験について記述する。今回の
実験では、ガラスフィルムリボンの成形開始位置から幅方向に沿った切断位置までの鉛直
方向距離と、幅方向寸法との比率を異ならせた場合に得られたガラスフィルムリボンの製
品状態での湾曲度を測定し、本発明の有用性について評価した。
【００４６】
　具体的には、下記の表１に示すように、ガラスフィルムリボンの幅方向寸法や、ガラス
フィルムリボンの成形体の下端位置から当該ガラスフィルムリボンの幅方向に沿った切断
位置までの鉛直方向距離を異ならせた状態でガラスフィルムリボンの製造を行った。この
際に採用した製造方法は、オーバーフローダウンドロー法である。また、ガラスフィルム
リボンの幅方向中央部の厚み寸法は何れも１００μｍとした。
【表１】

【００４７】
　上記の条件下で製造したガラスフィルムリボンをガラスフィルムのロール体から１０ｍ
引出し、定盤上に載置されたガラスフィルムリボンの長手方向両端同士を当該長手方向に
結んだ仮想直線から、当該ガラスフィルムリボンの湾曲凹端面までの離間距離の最大値［
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ｍｍ］を湾曲度として測定した。
【００４８】
　湾曲度の測定結果を、上記表１の最下欄に示す。この表から分かるように、幅方向寸法
ｗに対する鉛直方向距離ｈの比ｈ／ｗが５未満の場合、ガラスフィルム製品として好まし
くない大きさの湾曲度を示している。これに対して、ｈ／ｗが５以上の場合、特にｈ／ｗ
が１０の場合、測定される湾曲度は非常に小さくなることがわかった。
【符号の説明】
【００４９】
１　　　　ガラスフィルムの製造装置
１０　　　成形装置
１０Ａ　　成形領域
１０Ｂ　　徐冷領域
１０Ｃ　　冷却領域
１１　　　成形体
１２　　　ローラー
２０　　　巻き取り装置
２１　　　巻き芯
２２　　　保護シート供給装置
２３　　　保護シート
３０　　　幅方向切断装置
３０Ａ　　鉛直引出し領域
３０Ｂ　　湾曲領域
３０Ｃ　　水平引出し領域
３１　　　湾曲補助ローラー
Ｇ　　　　ガラスフィルムリボン
Ｇｅ　　　幅方向両端部
Ｇｒ　　　ガラスフィルムのロール体
ｈ　　　　鉛直方向距離
ｗ　　　　幅方向寸法
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