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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　割断部材と支持部材とにより、板ガラスをその割断用けがき線を挟んだ両側を相互に反
対方向に押圧することによって割断する割断機構において、
　上記割断部材が、板ガラスを押圧する押圧部、および、該押圧部に交差した第一端面を
有し、昇降駆動可能に構成されており、
上記支持部材が、割断部材の第一端面に平行に配置され且つ第一端面から水平方向に離間
した第二端面を有し、昇降駆動可能に構成されており、
　上記割断部材の第一端面に、支持部材に対向するように第一ガラス吸着部が配設されて
おり、
　フィルム付き板ガラスが割断されて耳部がフィルムにぶら下がった状態にあるとき、前
記耳部が前記支持部材の前記第二端面に当接するとともに、前記第一ガラス吸着部が前記
耳部を吸着できるように上記割断部材および支持部材のうちの少なくとも一方が、相互に
離間接近する方向に往復動可能に構成されている、板ガラスの割断機構。
【請求項２】
　上記第一ガラス吸着部が、負圧によって板ガラスを吸着する複数個の吸引口を有してな
る請求項１記載の板ガラスの割断機構。
【請求項３】
　上記割断部材の押圧部がほぼ水平な面から構成されており、
　上記支持部材に前記第二端面と交差するガラス支持部が形成されており、上記ガラス支
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持部がほぼ水平な面から構成されてなる請求項１記載の板ガラスの割断機構。
【請求項４】
　上記支持部材の前記第二端面の下方に、割断された板ガラス片を受けるためのほぼ水平
な面からなるガラス受け部が形成されており、
　上記割断部材の押圧部に、上記ガラス受け部に対向するように第二ガラス吸着部が形成
されてなる請求項１記載の板ガラスの割断機構。
【請求項５】
　上記第二ガラス吸着部が、上記押圧部における、ガラス受け部に対向する面に穿設され
た複数個の長尺の吸引口を有しており、該長尺の吸引口が、その長手方向に整列されてお
り、各吸引口が板ガラスを負圧によって吸着するように構成されてなる請求項４記載の板
ガラスの割断機構。
【請求項６】
　上記割断部材がその第一端面の長手方向に往復動可能に構成されてなる請求項１記載の
板ガラスの割断機構。
【請求項７】
　上記支持部材に、板ガラスを吸着するための第三ガラス吸着部が形成されてなる請求項
１記載の板ガラスの割断機構。
【請求項８】
　板ガラスを水平方向に搬送するための搬送装置と、
　該搬送装置の前端部近傍および後端部近傍にそれぞれ配設された請求項１～７のうちの
いずれか一の項に記載の板ガラスの割断機構と、
　上記搬送装置の前端部近傍に配設された、板ガラスの前端を検出するための前端検出装
置と、
　搬送装置の後端部に配設された、板ガラスの後端を検出するための後端検出装置とを備
えてなる板ガラスのトリミング装置。
【請求項９】
　板ガラスを水平方向に搬送するための搬送装置と、
　該搬送装置の両側端部近傍にそれぞれ配設された請求項１～７のうちのいずれか一の項
に記載の板ガラスの割断機構と、
　上記搬送装置の両側方に配設された板ガラスの幅方向位置決め装置とを備えており、
　該幅方向位置決め装置が、板ガラスの両側縁を搬送方向に垂直な方向に押圧するように
構成されてなる板ガラスのトリミング装置。
【請求項１０】
　上記搬送装置の両側端部近傍にそれぞれ配設された請求項１～７のうちのいずれか一の
項に記載の板ガラスの割断機構と、
　搬送装置の両側方に配設された板ガラスの幅方向位置決め装置とを備えており、
　該幅方向位置決め装置が、板ガラスの両側縁を搬送方向に垂直な方向に押圧するように
構成されてなる請求項８記載の板ガラスのトリミング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は板ガラスの割断機構およびトリミング装置に関する。さらに詳しくは、表面にト
リミングのための割断けがき線が形成された板ガラスに、曲げ力を加えて板ガラスの幅狭
な端部（耳部ともいう）をこの割断けがき線から割断することによって除去するための板
ガラスの割断機構およびこの割断機構を備えたトリミング装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
板ガラスのトリミング装置としては、たとえば特開平８－２５３３３６号公報に開示され
た装置が知られている。このトリミング装置は、処理される板ガラスのけがき線を挟んだ
両側をそれぞれ押圧するための上部押圧部材と下部押圧部材とを備えている。下部押圧部
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材は、図１０（ａ）に示すようにトリミング用のけがき線Ｌａ、Ｌｂより内側を下から上
方へ押圧し、上部押圧部材は板ガラスＧのけがき線Ｌａ、Ｌｂより外側（いわゆる耳部Ｅ
側）を上から下方へ押圧することにより、板ガラスＧに対してそのけがき線Ｌａ、Ｌｂを
挟んで曲げ力を加える。
けがき線Ｌａ、Ｌｂに沿って割断された耳部Ｅは下方に落下する。耳部Ｅを除去された板
ガラスＧの本体部分Ｂ（図１０（ｂ））は他の処置場へ搬送され、予め形成されたけがき
線に沿って所定のサイズに割断される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
以上説明したトリミング装置では、割断された耳部はその場で下方に落下するので装置内
で破砕してしまう。すなわち、板ガラスの搬送経路の下方に落下する。これらの廃棄ガラ
スを集めるためには装置内に耳部集積用のスペースや容器を準備する必要がある。
【０００４】
本発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、板ガラスの周縁の成型、すな
わち、周縁部を除去するトリミングおよび除去された耳部の搬送破棄をも行いうる板ガラ
スの割断機構およびトリミング装置を提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の板ガラスの割断機構は、割断部材と支持部材とにより、板ガラスをその割断用
けがき線を挟んだ両側を相互に反対方向に押圧することによって割断する割断機構におい
て、上記割断部材が、板ガラスを押圧する押圧部、および、該押圧部に交差した第一端面
を有し、昇降駆動可能に構成されており、上記支持部材が、割断部材の第一端面に平行に
配置され且つ第一端面から水平方向に離間した端縁を有し、昇降駆動可能に構成されてお
り、上記割断部材の第一端面に、支持部材に対向するように第一ガラス吸着部が配設され
ており、フィルム付き板ガラスが割断されて耳部がフィルムにぶら下がった状態にあると
き、前記第一ガラス吸着部が前記耳部を吸着できるように構成されている。
【０００６】
かかる構成を採用したことにより、割断された板ガラスのガラス片を割断部材の第一ガラ
ス吸着部が吸着して保持するので、板ガラス搬送経路にガラス片が落下して破砕するおそ
れがない。たとえば支持部材によって下面を支持されたフィルム付き板ガラスを、たとえ
ば下降してきた割断部材がその上面を下方に押してこれに曲げ力を加えると、予め板ガラ
スに形成された割断用けがき線から板ガラスが割断されてフィルムによってぶら下がる。
このぶら下がった部分を上記第一ガラス吸着部材が吸着する。あとは、たとえば割断部材
を移動させて所定の場所にガラス片を廃棄すればよい。
【０００７】
そして、上記第一ガラス吸着部が、負圧によって板ガラスを吸着する複数個の吸引口を有
してなる割断機構にあっては、ガラス片の吸着および吸着の解除が可能となるため、ガラ
ス片の廃棄も容易となり、好ましい。また、複数個の吸着部材によって吸着するため、ト
リム等の幅狭で長尺のガラス片であっても安定して吸着保持することができる。
【０００８】
また、上記割断部材の押圧部がほぼ水平な面から構成されており、上記支持部材に上記端
縁を介して交差するガラス支持部と第二端面とが形成されており、上記ガラス支持部がほ
ぼ水平な面から構成されてなる割断機構にあっては、板ガラスがベルトコンベヤ等によっ
て水平状態で搬送されてきたときに、そのまま水平なガラス支持部に支持される。また、
割断されたフィルム付き板ガラスのガラス片を第二端面に沿わすことが可能となるため、
このガラス片が安定してぶら下がり、第一ガラス吸着部による吸着も確実になる。なお、
第二端面は鉛直面から構成するのが一般的であるが、傾斜していてもよい。
【０００９】
また、上記割断部材および支持部材のうちの少なくとも一方が、相互に離間接近する方向
に往復動可能に構成されてなる割断機構にあっては、割断されてフィルムによってぶら下
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がったガラス片に上記第一ガラス吸着部材を接近させることができるので好ましい。すな
わち、最初から割断部材を支持部材に近接させた状態で板ガラスを割断するのは干渉のお
それがあって好ましくないため、両者を水平方向に若干離間させた状態にしておくが、割
断の後、ガラス片に第一ガラス吸着部材を接近させるのが容易且つ確実なガラス片の吸着
保持にとって望ましいからである。
【００１０】
また、上記支持部材の端縁の下方に、割断された板ガラス片を受けるためのほぼ水平な面
からなるガラス受け部が形成されており、上記割断部材の押圧部に、上記ガラス受け部に
対向するように第二ガラス吸着部が形成されてなる割断機構にあっては、たとえばフィル
ムが貼着されていない板ガラスを割断するのに適している。フィルムが貼着されていない
板ガラスを割断したときに、落下するガラス片を上記ガラス受け部が支持するからである
。さらに、割断部材の押圧部に形成された第二吸着部が、上記ガラス受け部に支持された
ガラス片に対向するため、容易にこのガラス片を吸着保持することができる。
【００１１】
また、上記第二ガラス吸着部が、上記押圧部における、ガラス受け部に対向する面に穿設
された複数個の長尺の吸引口を有しており、この長尺の吸引口が、その長手方向に整列さ
れており、各吸引口が板ガラスを負圧によって吸着するように構成されてなる割断機構に
あっては、吸引口が押圧部の面に穿設されているため、押圧部によって板ガラスを押す際
に邪魔にならないので好ましい。さらに、単なる吸引口であっても、これが長尺であり且
つその長手方向に複数個配列されており、しかも負圧によって吸着するように構成されて
いるため、幅狭で長尺な板ガラスであっても良好に安定して吸着することが可能である。
【００１２】
また、上記割断部材がその第一端面の長手方向に往復動可能に構成されてなる割断機構に
あっては、たとえば幅狭な長尺のガラス片を吸着したとしても、このガラス片の面に平行
な方向に移動させるので、他の部材と干渉することなく廃棄場所へガラス片を搬送するこ
とが可能となる。
【００１３】
また、上記支持部材に、板ガラスを吸着するための第三ガラス吸着部が形成されてなる割
断機構装置にあっては、支持部材による板ガラスの支持が確実且つ安定したものとなるの
で好ましい。
【００１４】
本発明の板ガラスのトリミング装置は、
板ガラスを水平方向に搬送するための搬送装置と、
この搬送装置の前端部近傍および後端部近傍に配設された、前述した本発明の割断機構の
うちの一の割断機構と、
上記搬送装置の前端部近傍に配設された、板ガラスの前端を検出するための前端検出装置
と、
搬送装置の後端部に配設された、板ガラスの後端を検出するための後端検出装置とを備え
ている。
【００１５】
かかる構成を採用したことにより、板ガラスの前後両端のトリミングを容易に行うことが
でき、しかも、その割断機構により、前述したとおりガラス片を破砕することなくスムー
ズに廃棄することが可能となる。なお、板ガラスの左右両端をもトリミングをする必要が
ある場合には、たとえば、板ガラスを吸着して９０゜回転させる吸着装置を別途配設した
り、上記搬送装置にターンテーブルを取り付けて板ガラスを９０゜回転させる等し、その
うえで上記割断機構によって左右両端をトリミングすればよい。
【００１６】
本発明の他の板ガラスのトリミング装置は、
板ガラスを水平方向に搬送するための搬送装置と、
この搬送装置の両側端部近傍にそれぞれ配設された、前述した本発明の割断機構のうちの
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一の割断機構と、
上記搬送装置の両側方に配設された板ガラスの幅方向位置決め装置とを備えており、
この幅方向位置決め装置が、板ガラスの両側縁を搬送方向に垂直な方向に押圧するように
構成されている。
【００１７】
かかる構成を採用したことにより、板ガラスの左右両端のトリミングを容易に行うことが
でき、しかも、その割断機構により、前述したとおりガラス片を破砕することなくスムー
ズに廃棄することが可能となる。板ガラスの前後両端をもトリミングをする必要がある場
合には、たとえば、板ガラスを吸着して９０゜回転させる吸着装置を別途配設したり、上
記搬送装置にターンテーブルを取り付けて板ガラスを９０゜回転させる等し、そのうえで
上記割断機構によって前後両端をトリミングすればよい。
【００１８】
本発明のさらに他の板ガラスのトリミング装置は、
板ガラスを水平方向に搬送するための搬送装置と、
この搬送装置の両側端部近傍および前後両端部近傍にそれぞれ配設された前述した本発明
の割断機構のうちの一の割断機構と、
搬送装置の両側方に配設された板ガラスの幅方向位置決め装置と、
搬送装置の前端部近傍に配設された、板ガラスの前端を検出するための前端検出装置と、
搬送装置の後端部に配設された、板ガラスの後端を検出するための後端検出装置とを備え
ており、
上記幅方向位置決め装置が、板ガラスの両側縁を搬送方向に垂直な方向に押圧するように
構成されている。
【００１９】
かかる構成を採用したことにより、とくに前述したような板ガラスを９０゜回転させる装
置を配設する必要なく、板ガラスの全周についてそのトリミングを行うことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しつつ本発明の板ガラスの割断機構およびトリミング装置の実施形
態を説明する。
【００２１】
図１は本発明の板ガラスのトリミング装置の一実施形態を示す斜視図である。
図２は図１のトリミング装置の正面図であり、図３は図２の平面図であり、図４は図２の
右側面図である。これら図１～４を参照して説明する。
【００２２】
本トリミング装置１における板ガラス搬送装置は水平配置されたベルトコンベヤ２から構
成されている。このコンベヤ２の上に処理される板ガラスＧが載置されて矢印Ａの方向に
搬送されてくる。この搬送する方向を前方と呼び、その逆方向を後方と呼び、搬送方向（
前後方向）に垂直な水平方向を横方向または幅方向または左右方向と呼ぶ。コンベヤ２の
前後および左右にそれぞれ板ガラスの耳部を割断して除去するトリミングのための割断部
材と支持部材とが配設されている。割断部材と支持部材とが板ガラス割断機構を構成する
。これらは、前割断部材３および前支持部材７を備えた前割断機構、後割断部材４および
後支持部材８を備えた後割断機構、左割断部材５および左支持部材９を備えた左割断機構
、並びに、右割断部材６および右支持部材１０を備えた右割断機構である。
【００２３】
各支持部材７、８、９、１０はエアシリンダ１１によって昇降させられる。また、各割断
部材３、４、５、６も電動のサーボシリンダ１２によって昇降させられる。サーボシリン
ダ１２はストローク速度および停止位置の微調節が可能である。板ガラスＧには予め割断
するためのけがき線が形成されており、このけがき線を挟んだ両側を支持部材と割断部材
とが相互に逆方向の上下に押して割断するものである。具体的には、支持部材が板ガラス
Ｇの下面を支持し、割断部材が板ガラスＧのけがき線を挟んだ反対側（耳部Ｅ）を下方に
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押して曲げ力を加えるのである。
【００２４】
図２～４に示すように、前割断部材３および後割断部材４はそれぞれ、メカニカルジョイ
ントを用いたいわゆるロッドレスシリンダ１３によって左右方向に往復動させられる。こ
れは、後述するように割断した板ガラスの耳部Ｅを装置１の側方に搬出して廃棄するため
である。ロッドレスシリンダ１３は板ガラスＧ搬送経路の上方から左側方へ延設されてい
るが、右側に延設してもよい。
【００２５】
また、左右の割断部材５、６と左右の支持部材９、１０とは、後述する左右の位置決め部
材２５、２６による板ガラスＧの左右の位置決めに対応して、板ガラスの左右のけがき線
に対応するように左右方向に移動させられるように構成されている。以下に説明する。
【００２６】
図３および図４に示すように、左割断部材５および右割断部材６はそれぞれ、ねじ棒１４
と図示しないナットを用いたネジ送り機構によって左右方向に往復動させられる。これは
、後述するように割断すべき板ガラスの幅寸法、具体的には左右のけがき線Ｌａ（図１０
（ａ））間寸法に対応するように位置合わせするためである。なお、ねじ棒１４は左右に
分割されており、これらの中間部においてジョイント部材１５によって相互に連結されて
いる。左側のねじ棒１４ａには左ネジが形成され、右側のねじ棒１４ｂには右ネジが形成
されている。そしてこのねじ棒１４は一台のモータ１６によってチェーン１６ａを介して
回転され、両割断部材５、６が同期して相互に接近離間するように駆動される。
【００２７】
図４に示すように、左支持部材９および右支持部材１０もそれぞれ、ねじ棒１７と図示し
ないナットを用いたネジ送り機構によって左右方向に往復動させられる。これは、後述す
るように、上記左右の割断部材５、６が位置合わせのために左右方向に移動するのに対し
、同一方向に移動する必要があるためである。このねじ棒１７も左右に分割されており、
ジョイント部材１８によって相互に連結されている。左側のねじ棒１７ａには左ネジが形
成され、右側のねじ棒１７ｂには右ネジが形成されている。ねじ棒１７は一台のモータ１
９によって回転され、両支持部材９、１０が同期して相互に接近離間するように駆動され
る。
【００２８】
図２～４中において、符号２０は前後左右の割断部材３、４、５、６の昇降をそれぞれ案
内するためのガイドロッドであり、符号２１は前後左右の支持部材７、８、９、１０の昇
降をそれぞれ案内するためのガイドロッドであり、符号２２は左右の割断部材５、６の左
右方向の移動を案内するガイドロッドである。なお、図示しないが、左右の支持部材９、
１０の左右方向の移動を案内するガイドロッドも配設されている。
【００２９】
このトリミング装置１には、板ガラスＧの前後方向の位置決めをするための前位置決め装
置２３および後位置決め装置２４、並びに、左右方向の位置決めをするための左位置決め
装置２５および右位置決め装置２６が配設されている。左位置決め装置２５および右位置
決め装置２６が幅方向位置決め装置に該当する。これらの位置決め装置２３、２４、２５
、２６によって板ガラスＧをそのけがき線が割断部材と前支持部材との間に来るように移
動させる。
【００３０】
図５には前位置決め装置２３を示しているが、後位置決め装置２４も同様の構成であるの
で、前位置決め装置２３で代表させて説明する。この前位置決め装置２３は、駆動シリン
ダ２７によって前後方向に水平に移動させられる可動支持体２８に光センサ２９が取り付
けられたものである。予め設定された板ガラスＧの停止位置に光センサを移動させておく
。光センサ２９は光ファイバを通して光を照射し、搬送されてきた板ガラスＧにおいて反
射した反射光を検知するものである。光センサに限定されることはなく、他の公知の検出
器を用いてもよい。



(7) JP 4566472 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

【００３１】
左位置決め装置２５および右位置決め装置２６は、図１～４に示すように、板ガラスＧの
左右両端片縁をその中央側へ押すためのシリンダ３０が採用されている。左右それぞれに
複数個の位置決め装置を配置するのが好ましい。このシリンダ３０のロッドの先端に押圧
パッド３０ａが取り付けられている。シリンダ３０の初期位置はシリンダ３０を保持して
いる保持体３０ｂを左右方向に移動させることによって調節可能である。この調節機構と
しては、ダイアル３０ｃを回すことによって図示しないラック・ピニオンを駆動させるも
のを採用することができる。図示してはいないが、コンベヤ２同士の隙間には板ガラスＧ
を浮上させるための複数個の浮上パッドが配設されており、左右位置決め装置２５、２６
が作動するときにはこの浮上パッドが板ガラスを浮上させてから左右の位置決めがなされ
る。板ガラスの左右移動を容易にするためと、板ガラスの下面を損傷させないためである
。この左右の位置決め装置２５、２６の作動は前述の左右の割断部材５、６および左右の
支持部材９、１０の移動と同期して行ってもよい。
【００３２】
次ぎに割断部材と支持部材を説明する。各割断部材３、４、５、６はその下端が板ガラス
Ｇの搬送経路より上方に配置されており、サーボシリンダ１２によって上記搬送経路より
下方に下降させられる。このときに板ガラスＧの耳部Ｅを押圧する。一方、各支持部材７
、８、９、１０はその上端が板ガラスＧの搬送経路より下方に配置されており、エアシリ
ンダ１１によって上記搬送経路まで上昇させられ、板ガラスＧをその下方から支持する。
【００３３】
図６および図８には前割断部材３と前支持部材７を示しているが、後割断部材４と後支持
部材８、左割断部材５と左支持部材９および右割断部材６と右支持部材１０の対も同様の
構成であるので、前割断部材３と前支持部材７との対で代表させて説明する。図６（ａ）
に示すように、支持部材７は板ガラスＧの端縁に沿って配置される長尺のトリム受けバー
３１から構成されており、このトリム受けバー３１には板ガラスを吸着するための第三吸
着部材３２が配設されている。この第三吸着部材３２は配管３２ａによって図示しないエ
ジェクタ等からなる吸気手段に接続されている。そして、吸引と吸引の解除とが自在に行
われるようにされている。
【００３４】
トリム受けバー３１はほぼＬ字状の断面を有しており、その上端面が水平面からなるガラ
ス支持部３１ｃであり、第三吸着部材３２の吸着面と一致している。
この第三吸着部材３２は、板ガラスＧの耳部Ｅを割断する際に板ガラスＧを支持部材７に
固定するためのものである。トリム受けバー３１のＬ字状断面の９０゜開き部内へ上記割
断部材３の下端が下降してくる。この下降によって板ガラスＧはそのけがき線から下方に
折られる。トリム受けバー３１のＬ字状断面の９０゜開き部には第二端面に該当する鉛直
面３１ａが形成されており、ここに割断されたフィルム付き板ガラスＧの耳部Ｅがフィル
ムによってぶら下がった状態で当接する。この第二端面３１ａの表面にゴムや軟質合成樹
脂からなる緩衝板を貼設してもよい。
【００３５】
一方、トリム受けバー３１のＬ字状断面の９０゜開き部の下部に形成された上向き水平面
はガラス受け部３１ｂを構成している。ガラス支持部３１ｃと第二端面３１ａとの交差線
が支持部材７、８、９、１０の端縁を構成し、この端縁が板ガラスＧをけがき線から割断
するときに加える曲げモーメントの支点となる。
【００３６】
割断部材３は、上記トリム受けバー３１に対して平行に、且つ、水平方向に小間隔をおい
て配置される割断バー３３を有している。割断バー３３はトリム受けバー３１より外方に
位置している。この割断バー３３は矩形断面を呈しており、シリンダ３４によって支持部
材７に接近離間する方向に移動させられる。また、割断バー３３の支持部材７側には、ト
リム受けバー３１の第二端面３１ａに平行に対向する鉛直面３３ａが形成されている。こ
の鉛直面３３ａが第一端面に該当する。この第一端面３３ａには割断バー３３の長手方向
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に沿って、上記第二端面３１ａに対向するように複数個の第一吸着部材３５が配列されて
いる。第一吸着部材３５は第一端面３３ａから突出した柔軟性材質からなるラッパ状の部
材であり、このラッパの中央に吸引口３５ａが開口している。この吸引口３５ａは配管３
５ｂによって図示しないエジェクタ等からなる吸気手段に接続されている。そして、吸引
と吸引の解除とが自在に行われるようにされている。
【００３７】
本実施形態では、割断バー３３が支持部材７に接近離間する方向に移動させられるように
構成されているが、本発明ではかかる構成に限定されない。たとえば、支持部材７を割断
バー３３に接近離間する方向に移動させられるように構成してもよい。
【００３８】
また、本実施形態では第一端面３３ａおよび第二端面３１ａがそれぞれ実質的な鉛直面か
ら構成されているが、本発明では鉛直面に限定されない。たとえば、鉛直面から前方また
は後方に傾斜していてもよい。
【００３９】
一方、割断バー３３の下面は水平に形成されており、この水平面が板ガラスＧの耳部Ｅを
押圧する押圧部３６を構成している。押圧部３６には、割断バー３３の長手方向に沿って
、上記ガラス受け部３１ｂに対向するように複数個の第二吸着部３７が配列されている。
この第二吸着部３７は長円形に穿設された吸引口であり、この吸引口は配管３７ａによっ
て図示しないエジェクタ等からなる吸気手段に接続されている。そして、吸引と吸引の解
除とが自在に行われるようにされている。この第二吸着部３７は押圧部３６の面に凹陥す
るように穿設されているため、押圧部３６による板ガラスＧを押圧する際に障害とはなら
ない。
【００４０】
図６（ｂ）に示すように、この長円形の第二吸着部３７はその長軸が割断バー３３の長手
方向に沿っており、いわばジグザグに配列されている。もちろん、一列に配列してもよい
。吸引口をこのように配置することにより、幅狭で長尺の耳部Ｅを良好に安定して吸着保
持することができる。
【００４１】
以上のごとく構成されたトリミング装置１の作動を説明する。
まず、フィルム付きの板ガラスＧが装置１のコンベヤ２上を移動してくると、図示しない
浮上パッドがコンベヤ２同士の間から上昇して板ガラスＧを浮上させる。これと同時に左
右の位置決め装置２５、２６が板ガラスＧの左右両縁を予め設定した所定位置まで押して
左右の位置決めが完了する。浮上パッドが下降するとコンベヤ２が逆送りして板ガラスＧ
を戻す。そして、後位置決め装置２４が作動して板ガラスＧの後端を検出したときにコン
ベヤ２が停止する。このときに板ガラスＧの後部のけがき線Ｌｂ（図１０（ａ））が後割
断部材４の第一端面３３ａおよび後支持部材８の第二端面３１ａに平行に、且つ、これら
３３ａ、３１ａの間に位置する。このように後位置決め装置２４の位置が予め設定されて
いる。この作動が後端の位置決めである。
【００４２】
ついで、図７（ａ）に示すように、後支持部材８がエアシリンダ１１（図２）によって上
昇させられ、板ガラスＧのけがき線Ｌｂ（図１０（ａ））のガラス端縁とは反対側を下か
ら支持し、第三吸着部材３２（図６）が板ガラスＧの下面を吸着する。
【００４３】
図７（ｂ）に示すように、この動作とほぼ同時に後割断部材４がサーボシリンダ１２（図
３、４）によって下降させられ、その押圧部３６が板ガラスＧの耳部Ｅを下方に押す。こ
うすると、板ガラスＧはけがき線から割れて耳部ＥがフィルムＦによってぶら下がった状
態でトリム受けバー３１の第二端面３１ａに当接する。
【００４４】
図７（ｃ）に示すように後割断部材４はそのまま下降し、その第一吸着部材３５が耳部Ｅ
に対向する。このようにサーボシリンダ１２のストロークが設定されている。
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【００４５】
図７（ｄ）に示すように、後割断部材４の割断バー３３は、シリンダ３４（図６）によっ
てトリム受けバー３１の第二端面３１ａに接近させられる。そして、第一吸着部材３５が
作動して耳部Ｅを吸着する。
【００４６】
図７（ｅ）に示すように、後割断部材４の割断バー３３は、第一吸着部材３５が耳部Ｅを
吸着したままシリンダ３４によってトリム受けバー３１から離間する方向に戻される。何
ものにも干渉せずに上昇するための準備作動である。
【００４７】
図７（ｆ）に示すように、後割断部材４がサーボシリンダ１２により、耳部Ｅを吸着した
まま上昇させられてもとの位置に戻る。そうすると、耳部Ｅのフィルムが剥がれて耳部Ｅ
のみ（ガラス片のみ）が第一吸着部材３５に吸着された状態となる。
【００４８】
ついで、ロッドレスシリンダ１３（図２～４）が作動して後割断部材４が図３中の上方（
左方向）に移動させられる。板ガラスＧの搬送経路から外方へ出された時点で第一吸着部
材３５の作動が停止して耳部Ｅが下方に配置された図示しないガラス片集積容器に廃棄さ
れる。
【００４９】
以上のごとく後端のトリミングが終了すると、今度は板ガラス前端のトリミングがなされ
る。すなわち、コンベヤ２が作動して板ガラスを前進させ、前位置決め装置２３が板ガラ
スＧの前端を検出したところで停止する。このときに板ガラスＧの前部のけがき線Ｌｂ（
図１０（ａ））が前割断部材３の第一端面３３ａと前支持部材７の第二端面３１ａとの間
に位置する。このように前位置決め装置２３の位置が予め設定されている。この作動が前
端の位置決めである。
【００５０】
ついで、前割断部材３および前支持部材７が前述した作動（図７（ａ）～図７（ｆ））を
行って前端のトリミングを終了し、前割断部材３は前端耳部Ｅを搬送経路の外方に配設さ
れたガラス片集積容器に廃棄する。
【００５１】
ついで左右両端のトリミングが同時に行われる。すなわち、左右の割断部材５、６と左右
の支持部材９、１０がそれぞれねじ棒１４、１７によって板ガラスＧの左右のけがき線Ｌ
に対して位置決めされる。すなわち、けがき線Ｌを挟んで外方（耳部Ｅ側）に割断部材５
、６の第一端面３３ａが位置し、内方に支持部材９、１０の第二端面３１ａが位置する。
なお、この割断部材５、６および支持部材９、１０の位置決めのための移動は、前述した
板ガラスＧの左右方向の位置決め時に同時に行うようにしてもよい。
【００５２】
ついで、左右の割断部材５、６と左右の支持部材９、１０とが同時に前述した作動（図７
（ａ）～図７（ｆ））を行って左右のトリミングを行う。すなわち、左の耳部Ｅと右の耳
部Ｅとが同時に割断される。このとき、左右の割断部材５、６は耳部Ｅを吸着したままそ
れぞれ後退して板ガラスＧの搬送経路の外方へ運ぶ。そして、ガラス片集積容器に廃棄す
る。
【００５３】
以上のごとくして板ガラスＧの全周のトリミングが終了する。そうすると、コンベヤ２が
板ガラスＧを前方へ搬送する。
【００５４】
図２に示すように、本トリミング装置１には、そのコンベヤ２の前端近傍にトリミング終
了後にフィルム付き板ガラスＧからフィルムを除去するフィルム除去装置３８が配設され
ている。このフィルム除去装置３８は、板ガラスＧの前端の耳部Ｅが除去された後に板ガ
ラス本体Ｂに残留した耳部Ｅに対応するフィルムを把持し、板ガラスＧの搬送に伴ってフ
ィルム全体を板ガラス本体Ｂから剥がすものである。
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【００５５】
図８にこのフィルム除去装置３８の詳細が示されている。このフィルム除去装置３８は、
コンベヤ２同士の間に揺動駆動可能に配設された、フィルムを把持するための把持装置３
９と、コンベヤ２の前方に配設されたコンベヤ２の前端に対向する押圧シリンダ４０とを
備えている。上記把持装置３９は揺動アーム４１とこの揺動アーム４１の先端に配設され
たフィルムチャック４２とを有している。
揺動アーム４１は通常はコンベヤ２の前端側に傾倒して位置しており、フィルムチャック
４２はその一対の開閉爪４２ａをコンベヤ２の前端に向けて開いた状態にされている（図
８（ａ））。
【００５６】
板ガラスＧの前端の耳部が除去され、前支持部材のトリム受けバー３１が下降すると、揺
動アーム４１が揺動してフィルムチャック４２が上昇する。そして、板ガラスＧの前端か
ら垂れ下がった耳部Ｅに対応するフィルムの部分Ｆを開閉爪４２ａが把持する。そして、
図８（ｂ）に示すように、板ガラスＧの搬送に同期して揺動アーム４１が後方下方に揺動
させられ、フィルムが引かれる。ついで上記押圧シリンダ４０がそのロッド４０ａを伸長
させて、ロッド先端のローラ４０ｂと対向するコンベヤプーリ２ａとの間でフィルム部分
Ｆを挟持する。この状態で板ガラスＧが搬送されていくのでフィルム全体が板ガラスから
剥ぎ取られる。
【００５７】
図９には、割断機構の他の使用法が示されている。すなわち、フィルムが貼着されていな
い板ガラスＧのトリミングである。フィルムが貼着されていない板ガラスＧの耳部Ｅを割
断した場合、耳部Ｅをぶら下げるフィルムが存在しないので耳部Ｅは下方に落下する。そ
こで、各支持部材７、８、９、１０のトリム受けバー３１のガラス受け部３１ｂに載置ブ
ロック４３を配備する。この載置ブロック４３の上面にはゴムや軟質合成樹脂等からなる
緩衝板４４が貼着されている。
【００５８】
割断部材３が下降させられると、その押圧部３６が板ガラスＧの耳部Ｅを下方に押す。こ
うすると、フィルムが貼着されていない板ガラスＧはけがき線から割れて耳部Ｅが載置ブ
ロック４３の緩衝板４４上に水平状態で載置される。割断バー３３はそのまま下降して、
耳部Ｅに近接した位置で停止する。このようにサーボシリンダ１２のストロークが設定さ
れている。ついで図示のごとく第二吸着部３７が作動してこの耳部Ｅを吸着する。
【００５９】
その後、割断部材４の割断バー３３は、第二吸着部３７が耳部Ｅを吸着したままサーボシ
リンダ１２によってもとの位置まで上昇させられる。ついで、前述した作動と同様にロッ
ドレスシリンダ１３（図２～４）が作動して割断部材３は板ガラスＧの搬送経路から外方
へ出され、耳部Ｅはガラス片集積容器に廃棄される。
【００６０】
以上説明したトリミング装置１は、前後の割断機構と左右の割断機構とを備えているが、
本発明ではかかる構成に限定されない。たとえば、前後の割断機構のみを備えてもよく、
左右の割断機構のみを備えてもよい。これらの場合は、たとえばトリミング装置の上部に
回転駆動可能な吸着装置を備え、板ガラスを９０゜ごとに回転させて位置替えをする機構
を備えればよい。または、コンベヤをターンテーブル上に取り付けておいてもよい。こう
することにより、一対の割断機構によって板ガラスの対向両縁のトリミングを終了した後
、板ガラスを９０゜回転させて他の対向両縁のトリミングを行うことができる。
【００６１】
【発明の効果】
本発明によれば、板ガラスの周縁の成型、すなわち、周縁部を除去するトリミングおよび
除去された耳部の搬送破棄をも行うことができる。したがって、板ガラスの耳部を、装置
内の板ガラス搬送経路の下方に落下させて破砕してしまうことがない
【図面の簡単な説明】



(11) JP 4566472 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

【図１】本発明の板ガラスのトリミング装置の一実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図２】図１のトリミング装置の正面図である。
【図３】図２の平面図である。
【図４】図２の右側面図である。
【図５】図２のトリミング装置の要部を示す正面図であり、その前位置決め装置を示して
いる。
【図６】図６（ａ）は、図２のトリミング装置の要部を示す一部断面正面図であり、その
前割断機構を示しており、図６（ｂ）は図６（ａ）のＶＩ－ＶＩ線矢視図である。
【図７】図７（ａ）～図７（ｂ）は全体で図６の後前割断機構の作動を示す概略正面図で
ある。
【図８】図２のトリミング装置の要部を示す正面図であり、そのフィルム除去装置を示し
ており、図８（ａ）はフィルム除去前を示し、図８（ｂ）はフィルム除去中を示している
。
【図９】図２のトリミング装置の要部を示す一部断面正面図であり、その前割断機構の他
の使用法を示している。
【図１０】図１０（ａ）はトリミングの対象となる、けがき線が形成された板ガラスの一
例を示す平面図であり、図１０（ｂ）はトリミング後の板ガラス本体の一例を示す平面図
である。
【符号の説明】
１・・・・トリミング装置
２・・・・コンベヤ
３・・・・前割断部材
４・・・・後割断部材
５・・・・左割断部材
６・・・・右割断部材
７・・・・前支持部材
８・・・・後支持部材
９・・・・左支持部材
１０・・・・右支持部材
１１・・・・エアシリンダ
１２・・・・サーボシリンダ
１３・・・・ロッドレスシリンダ
１４、１７・・・・ねじ棒
１５、１８・・・・ジョイント部材
１６、１９・・・・モータ
２０、２１、２２・・・・ガイドロッド
２３・・・・前位置決め装置
２４・・・・後位置決め装置
２５・・・・左位置決め装置
２６・・・・右位置決め装置
２７・・・・駆動シリンダ
２８・・・・可動支持体
２９・・・・光センサ
３０・・・・シリンダ
３１・・・・トリム受けバー
３１ａ・・・第二端面
３２・・・・第三吸着部材
３３・・・・割断バー
３３ａ・・・第一端面
３４・・・・シリンダ
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３５・・・・第一吸着部材
３５ａ・・・吸引口
３６・・・・押圧部
３７・・・・第二吸着部
３８・・・・フィルム除去装置
３９・・・・把持装置
４０・・・・押圧シリンダ
４１・・・・揺動アーム
４２・・・・フィルムチャック
４２ａ・・・開閉爪
４３・・・・載置ブロック
４４・・・・緩衝板
Ａ・・・・板ガラスの搬送方向
Ｂ・・・・板ガラスの本体
Ｅ・・・・板ガラスの耳部
Ｆ・・・・（耳部に対応する）フィルムの部分
Ｇ・・・・板ガラス
Ｌａ・・・・（トリミングのための）左右の割断用けがき線
Ｌｂ・・・・（トリミングのための）前後の割断用けがき線

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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