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(57)【要約】
　直立姿勢に位置されたガラス基板を下流プロセスへと
誘導する機器および方法。一対のガイドアームが、ガラ
ス基板と共に移動し、ガラス基板における支持されてい
ない下端部の側方運動を制限する。センサーが、ガラス
基板の位置を感知し、その一方で、コントローラは、搬
送方向におけるガラス基板の速度を計算し、ガイドアー
ムを位置決めする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送部材と；
　該搬送部材に連結され、搬送方向において該搬送部材の長さに沿って移動可能なキャリ
ッジアセンブリであって、該キャリッジアセンブリから該搬送方向に対して実質的に平行
な方向に延在する第一および第二ガイドアームを含み、該ガイドアームが、該搬送方向に
直交する横方向に沿って移動可能な、キャリッジアセンブリと；
　第一位置において該ガラス基板の先縁を検知するように位置された第一センサーと；
　該キャリッジアセンブリおよび該一対の伸縮装置の動きを制御し調整するように構成さ
れたコントローラと、
を含む、実質的に直立姿勢において搬送されるガラス基板の側方移動を抑制するための機
器。
【請求項２】
　前記キャリッジアセンブリがさらに、第一および第二伸縮装置を含み、前記第一および
第二ガイドアームが、それぞれ、該第一および第二伸縮装置に連結されている、請求項１
に記載の機器。
【請求項３】
　前記第一センサーが、光学センサーを含む、請求項１または２に記載の機器。
【請求項４】
　さらに、前記搬送方向に対して前記第一位置の下流の第二位置において、前記ガラス板
の先縁を検知するように位置された第二センサーを含む、請求項１～３のいずれか一方に
記載の機器。
【請求項５】
　さらに、第三位置において前記ガラス板の前記先縁を検知するように位置された第三セ
ンサーを含み、該第三センサーが、前記第一センサーに対して垂直に配置される、請求項
４に記載の機器。
【請求項６】
　搬送方向においてガラス基板を搬送する工程であって、該ガラス基板が実質的に直立姿
勢において該ガラス基板の上部から支持される、工程と；
　該搬送方向に対する該ガラス基板の端部の位置を感知する工程と；
　感知した該端部の該位置を使用して該ガラス基板の搬送速度を特定する工程と；
　感知した該ガラス基板の位置に応じて該搬送速度において該搬送方向にキャリッジアセ
ンブリを移動させる工程であって、該キャリッジアセンブリが、該キャリッジアセンブリ
に連結され、かつ該キャリッジアセンブリから該搬送方向に対して実質的に平行な方向に
延在する一対の対向するガイドアームを含む、工程と；
　開放位置から抑制位置へと該搬送方向に直交する横方向において該ガイドアームを移動
させ、それにより、該ガイドアームの間のギャップを減少させて、該横方向における該ガ
ラス基板の動きを抑制する工程と、
を含む、ガラス基板の動きを抑制する方法。
【請求項７】
　対向する各ガイドアームが、該ガイドアームの長さに沿って取り付けられた複数のロー
ラーを含み、各ローラーが、接触面を有し、該移動後の該対向するローラーにおける対向
する接触面の間の距離が、２００ｍｍ未満である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　対向する各ガイドアームが、該ガイドアームの面に沿って配置された複数のガス通気孔
を有し、さらに、前記ガラス基板の側方運動を制限するために、該ガス通気孔から前記横
方向にガス流を向かわせる工程を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　各ガイドアームが、前記搬送方向に対して下流終端を含み、前記感知された終端は、前
記ガラス基板の先縁であり、該対向するガイドアームが前記抑制位置にあるとき、対向す
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る各ガイドアームの該下流終端は、該ガラス基板の該先縁から少なくとも１０ミリメート
ルの位置にある、請求項６～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記端部の位置を感知する工程が、第一センサーによって当該端部の第一位置を感知す
る工程と、前記搬送方向に対して該第一センサーから下流の第二センサーによって該端部
の第二位置を感知する工程とを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ガラス板の前記端部の位置を感知する工程が、第三センサーによって該端部の第三
位置を感知する工程であって、該第三センサーが、該ガラス基板の下端部分に近接して位
置される、工程、を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　さらに、前記第一センサーからの端部信号を前記第三センサーからの端部信号と比較す
る工程であって、該第一センサーからの前記端部位置が該第三センサーからの該端部位置
と等しくない場合、該ガラス基板を拒絶する、工程、を含む、請求項１１に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【優先権】
【０００１】
　本出願は、米国特許法第１１９条の下、２０１６年２月２９日に出願された米国特許仮
出願第６２／３０１，１８３号に対する優先権の恩典を主張するものであり、なお、本出
願は当該仮出願の内容に依拠し、ならびに当該仮出願の全体が参照により本明細書に組み
入れられる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、概して、ガラス基板の輸送のための方法および機器、より詳細には、直立姿
勢（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）において輸送されるガラス板の側方運
動を制限することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ガラス板製造プロセスにおけるガラス基板の直立輸送は、少なくとも、直立輸送は水平
方向の床空間がより少なくて済むという理由から、有利である。これは、大きな最新の板
サイズにとって特に有益であり、その場合、大きな板サイズ（例えば、約１０平方メート
ル）は、既に混雑している製造空間を通って輸送することにおいて、重大な困難を提示し
得る。典型的には、そのような大きなガラス基板は、当該ガラス基板の上端部から吊るさ
れ、その場合、当該ガラス基板は、所定の位置において大きく側方に振れる傾向がないぐ
らいガラス基板の重量が十分に大きく、または湾曲する傾向がほとんどないぐらい十分に
剛直である。しかしながら、板の厚さが薄くなると、特に、ディスプレイ産業用のガラス
基板の場合、直立輸送の際にガラス基板の安定な姿勢を維持することは困難である。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、直立姿勢のガラス基板を安定して輸送するための機器および方法に関する。
【０００５】
　詳細には、本開示は、直立板輸送の際にガラス基板の下端部に対して局所的支持を提供
することができるガイドアームを用いる機器および方法について説明する。これは、ガラ
ス基板の下端部分に沿って、対向する主要面からガラスの端部に対して機械的支持メカニ
ズムを適用することによって達成することができる。ガイドアームの長さは、搬送方向に
おけるガラス基板の長さ以下であり得、ならびにガイドアームとガラス基板との間の距離
は、ガラスを制限するためのギャップとして機能し得、またその距離はガラスの厚さに基
づいて調節することができ、それにより、位置精度およびガラスの剛性を向上させる。ガ
ラスを制限する当該ギャップは、固定することも、緩めることもでき、ならびに正確な位
置決めアクチュエータによって支援される。当該端部ガイドは、約０．２ミリメートル（
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ｍｍ）から約２．０ｍｍの範囲、例えば、約０．２ｍｍから約１．５ｍｍの範囲、例えば
、約０．２ｍｍから約１ｍｍの範囲を含む、任意の厚さのガラスを支持するであろう。し
かしながら、いくつかの実施形態は、約０．２ｍｍから約０．７ｍｍの範囲、例えば、約
０．２ｍｍから約０．５ｍｍの範囲（その間の全ての範囲および部分範囲を含む）の厚さ
を有するガラス基板に対して使用される場合に特に有益であり得る。
【０００６】
　当該端部ガイド機能は、固体ガイドアーム、ガスバーとして構成されるガイドアーム（
例えば、エアベアリングなどの流体ベアリング）、または一連のローラー、ベルト、ある
いは、ガラス端部の前面および裏面に面したこれらの組み合わせによって達成することが
できる。
【０００７】
　ガラス基板の下端部誘導のためのプロセスシークエンスは、開放位置での第一および第
二ガイドアームによって開始され、ここで、当該ガイドアームの間の距離は、ガラス基板
の予想される側方運動より大きく開けられ、例えば、ガイドアームの間のギャップは約２
００ｍｍ以上である。ガラス端部がセンサーのそばを通過するとき、当該センサーは、ガ
ラス端部、例えば、搬送方向に対する先縁、を検知し、それが、輸送サイクルの開始を誘
起する。当該センサーは、光学センサーなど、非接触型センサーであり得る。例えば、２
つのセンサーを使用してもよく、その場合、第一センサーは、位置の正確さを保証するた
めに、オーバーヘッド把持メカニズムに対してより近く、第二センサーは、ガラス基板と
ガイドアームとの接触を感知するために、下端部に近い。
【０００８】
　コントローラは、センサーから信号を受け取り、ガイドアームを含むキャリッジアセン
ブリに対して、ガラス基板の搬送方向に移動を開始するように命令する。
【０００９】
　ある特定の例示的実施形態において、第三センサーが使用され、それにより、ガラス端
部の進入を検知することができ、コントローラに信号が送られ、それにより、当該コント
ローラが、実際のガラス基板の速度を計算し、上部オーバーヘッドコンベアに一致するよ
うにキャリッジアセンブリの速度を更新することができる。第一および第三センサーは、
協力して機能し、これらを使用することにより、壊れた端部などの欠陥を検出して、下流
プロセスのオペレータまたは自動制御に信号を送り、壊れた欠陥を有するガラス基板を廃
棄することができる。
【００１０】
　キャリッジアセンブリに取り付けられた伸縮装置、例えば、空圧式スライドなど、が、
ガラス基板の下端部の側方運動を抑制するように、ガイドアームを位置決めする。当該ガ
イドアームは、当該先縁から少なくとも１０ｍｍ後方に位置されるため、当該ガラス基板
の先縁は、当該プロセスの際に接触しない。
【００１１】
　例えば、当該ガラス基板の先縁が、下流プロセスの所定の一部または全体を通って誘導
される場合、当該キャリッジアセンブリは、当該先縁が通過するまで移動し続ける。ガラ
ス基板の後縁が下流プロセスの一部または全部を通ると、キャリッジアセンブリは、開始
位置へと戻る。次いで、当該コントローラは、当該伸縮装置に対し、ガイドアームを開い
て、次に入ってくるガラス基板を受け入れるように命令する。
【００１２】
　したがって、実質的に直立姿勢において搬送されるガラス基板の側方運動を抑制するた
めの機器について開示し、この場合、当該機器は、搬送部材と、当該搬送部材に連結され
、搬送方向において当該搬送部材の長さに沿って移動可能なキャリッジアセンブリとを含
み、当該キャリッジアセンブリは、当該キャリッジアセンブリに連結され、搬送方向に対
して実質的に平行な方向に当該キャリッジアセンブリから延在する、第一および第二ガイ
ドアームを含み、当該ガイドアームは、搬送方向に直交する横方向に沿って移動可能であ
る。例えば、いくつかの実施形態において、第一および第二ガイドアームは、それぞれ第
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一および第二伸縮装置に連結され得、当該第一および第二伸縮装置は、キャリッジアセン
ブリに連結され得、ならびに搬送方向に直交する方向において当該第一および第二ガイド
アームを移動させるように配置され得る。　第一センサーが、ガラス基板の端部、例えば
、搬送方向に対する先縁、を検出するために第一位置に位置され得、コントローラが、キ
ャリッジアセンブリおよび伸縮装置の動きを制御し連係させ得る。例えば、当該第一セン
サーは、例えば、ガラス基板がクランプ保持装置によってクランプ保持される場合は、ガ
ラス基板の上端部分において当該ガラス基板の先縁を検知するように位置され得る。さら
なる実施形態において、当該第一センサーは、ガラス基板の後縁を検知するように位置さ
れ得る。当該第一センサーは、光学センサーを含み得るが、さらなる実施形態では、当該
第一センサーは、端部に接触することによってガラス基板の端部を検知する接触型センサ
ーであってもよい。
【００１３】
　各ガイドアームは、ガイドアームの長さに沿って回転可能に取り付けられた複数のロー
ラーを含み得る。二者択一的にまたは追加的に、各ガイドアームは、加圧ガスの供給源に
流体連通された複数のガス通気孔を含み得、それにより、ガイドアームへと送達された加
圧ガスが、通気孔を通った圧力下において、ガラス基板に向いた方向において当該ガイド
アームへと強制される。
【００１４】
　当該機器はさらに、搬送方向に対して上記第一位置の下流の第二位置においてガラス基
板の端部、例えば、搬送方向においての先縁、を検知するように位置された第二センサー
を含み得るが、他の実施形態では、当該第二センサーは、ガラス基板の後縁を検知するよ
うに位置され得る。追加的に、当該機器はさらに、第三位置においてガラス板の端部を検
知するように位置された第三センサーを含み得、この場合、当該第三センサーは、第一セ
ンサーに対して垂直に配置され得る。当該第三センサーは、ガラス基板の下端部分おいて
ガラス板の先縁を検知するように位置することができるが、さらなる実施形態では、第一
センサーが、ガラス基板の後縁を検知するように位置され得る。当該第二および第三セン
サーは、光学センサーであり得るが、さらなる実施形態では、当該第二および第三センサ
ーは、端部に接触することによってガラス基板の端部を検知する接触型センサーであり得
る。
【００１５】
　当該機器は、ガラス延伸機器、例えば、フュージョンダウンドロー機器、を含み得るが
、他のガラス延伸プロセス、例えば、スロットドロー機器など、を使用してもよい。
【００１６】
　別の実施形態において、搬送方向においてガラス基板を搬送する工程であって、当該ガ
ラス基板が実質的に直立姿勢においてそれらの上部から支持される、工程と、搬送方向に
対するガラス基板の端部の位置を感知する工程とを含む、ガラス基板の動きを抑制する方
法が開示される。当該方法はさらに、感知した端部の位置を使用して搬送速度を決定する
工程と、感知したガラス基板の位置に応じて当該搬送速度において搬送方向にキャリッジ
アセンブリを移動させる工程を含み、当該キャリッジアセンブリは、当該キャリッジアセ
ンブリに連結され、搬送方向に対して実質的に平行な方向にキャリジアセンブリから延在
する、一対の対向するガイドアームを含む。当該キャリッジアセンブリは、開放位置から
抑制位置へと、搬送方向に直交する横方向にガイドアームを移動させ、それにより、ガイ
ドアームの間のギャップを減少させ、横方向におけるガラス基板の動きを抑制する。対向
する各ガイドアームは、ガイドアームの長さに沿って取り付けられた複数のローラーを有
してもよく、その場合、各ローラーは、接触面を有し、当該移動後の当該対向するローラ
ーにおける対向する接触面の間の距離は、２００ｍｍ未満である。対向する各ガイドアー
ムは、ガイドアームの面に沿って配置された複数のガス通気孔を有してもよく、その場合
、当該方法はさらに、ガラス板の側方運動を制限するために、当該ガス通気孔から当該横
方向にガス流を向かわせる工程を含み得る。
【００１７】



(6) JP 2019-509952 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

　各ガイドアームは、搬送方向に対して下流終端を含み得、ならびに対向するガイドアー
ムが抑制位置にあるとき、対向する各ガイドアームの当該下流終端は、ガラス基板の端部
から少なくとも１０ｍｍの位置にあり得る。いくつかの実施形態において、ガイドアーム
が抑制位置にあるとき、当該ガイドアームは、ガラス基板と接触し得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、当該端部の位置を感知する工程は、第一センサーによっ
て当該端部の第一位置を感知する工程と、搬送方向に対して当該第一センサーから下流の
第二センサーによって当該端部の第二位置を感知する工程とを含み得る。さらなる実施形
態において、ガラス板の端部の位置を感知する工程は、第三センサーによって当該端部の
第三位置を感知する工程を含み得、当該第三センサーは、ガラス板の下端部分に近接して
位置される。当該第三センサーは、第一センサーに対して垂直に配置され得る。
【００１９】
　当該方法はさらに、第一センサーからの端部信号を第三センサーからの端部信号と比較
する工程であって、第一センサーからの端部位置が、第三センサーからの端部位置と等し
くない場合、ガラス板を拒絶する信号を発する工程を含む。感知された端部は、例えば、
ガラス基板の先縁であり得るが、さらなる実施形態において、当該感知される端部は、後
縁であってもよい。　
【００２０】
　ガラス基板の厚さは、２ミリメートル以下、例えば、約０．２ｍｍから約２ｍｍの範囲
、例えば、約０．２ｍｍから約１ｍｍの範囲、約０．２ｍｍから約０．７ｍｍの範囲、ま
たは約０．２ｍｍから約０．５ｍｍの範囲（それらの間の全ての範囲および部分範囲を含
む）であり得る。
【００２１】
　本明細書において開示される実施形態のさらなる特徴および利点について、以下の詳細
な説明において述べられ、ある程度は、その説明から当業者には容易に明らかとなるであ
ろうし、または以下の詳細な説明、特許請求の範囲、ならびに添付の図面を含め、本明細
書において説明されるような本発明を実践することによって認識される。
【００２２】
　上述の全般的な説明および以下の詳細な説明は両方とも、実施形態の性質および特徴を
理解するための概説または枠組みを提供することが意図される実施形態を提示することは
理解されるべきである。添付の図面は、本発明のさらなる理解を提供するために含められ
ており、本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなすものである。図面は、本開示の様
々な実施形態を例示し、本明細書とともに、それらの原理および作用を説明する役割を果
たすものである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本明細書において開示される一実施形態による、基板搬送機器を含む溶融ガラス
製造プロセスの斜視図。
【図２】例示的ガラス基板搬送機器の斜視図。
【図３】図２の搬送機器の上面等角図。
【図４】ガイドアームに回転可能に取り付けられたローラーを示す、図２のガラス基板搬
送機器の一部の斜視図。
【図５】ガス通気孔を有するガイドアームを示す、図２のガラス基板搬送機器の一部の斜
視図。
【図６】ガラス基板またはその一部を検知するためのセンサーを示す、図２のガラス基板
搬送機器の斜視図。
【図７】搬送方向において前方へと移動するガイドアームであって、その間のガラス基板
に対して閉じているガイドアームを示す、図２のガラス基板搬送機器の一部の斜視図。
【図８】搬送方向において前方へと移動し、下流プロセスのステーションへと入るガイド
アームであって、その間のガラス基板に対して閉じているガイドアームを示す、図２のガ
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ラス搬送機器の一部の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　ここで、実施例が添付の図面に示される、本開示の好ましい実施形態について詳細に言
及する。可能な限り、図面全体を通じて、同じもしくは類似の部分を指すために、同じ参
照番号が使用される。
【００２５】
　範囲は、本明細書において、「約」１つの特定の値から、および／または、「約」別の
特定の値までとして表現することができる。このような範囲が表現された場合、別の態様
には、１つの特定の値からおよび／または他の特定の値までが含まれる。同様に、値が近
似値で表される場合、「約」という先行詞を用いることで、この特定の値が、別の態様を
形成することが理解されるであろう。範囲の各終点は、他方の終点と関連して、及び他方
の終点とは独立して、の両方において重要であることがさらに理解される。
【００２６】
　本明細書において使用される方向を示す用語、例えば、上、下、右、左、前、後ろ、上
部、下部など、は、描かれたままの図に対する単なる言及であって、絶対的方向性を示す
ことを意図するものではない。
【００２７】
　特に明記されない限り、本明細書において詳細に説明されるいずれの方法も、その工程
が特定の順序において実施されることを必要とすると解釈することも、任意の機器によっ
て、特定の方向付けを必要とすることも、全く意図されない。したがって、方法クレーム
が、その工程が従うべき順序について、実際に列挙していない場合、または任意の機器ク
レームが、個別の構成要素の順序または方向付けについて、実際に列挙していない場合、
または工程が特定の順序に限定されることをクレームまたは説明において詳細に言及され
ていない場合、または機器の構成要素に対する特定の順序または方向付けが列挙されてい
ない場合、いずれに関しても、順序または方向付けについて推測することは全く意図され
ない。このことは、工程の配置、作業の流れ、構成要素の順序、または構成要素の向き、
に関する論理的問題；文法構成または句読点から誘導される単純解釈、ならびに；本明細
書において説明される実施形態の数またはタイプ、を含む、解釈のための任意の可能な言
外の基礎にも当てはまる。
【００２８】
　本明細書において使用される場合、名詞は、文脈上明らかにそうでないことが示されて
いない限り、複数の指示対象を指す。したがって、例えば、構成要素に対する言及は、文
脈においてそうでないことが明確に示されていない限り、１つまたは複数のそのような構
成要素を有する態様を包含する。
【００２９】
　図１には、例示的ガラス製造機器１０が示されている。いくつかの実施例において、当
該ガラス製造機器１０は、溶融槽１４を含むことができるガラス溶融炉１２を含むことが
できる。溶融槽１４に加えて、ガラス溶融炉１２は、任意選択により、１つまたは複数の
追加の構成要素、例えば、原料を加熱して溶融ガラスへと転化させる加熱要素（例えば、
燃焼バーナーまたは電極）など、を含むことができる。さらなる実施例において、ガラス
溶融炉１２は、溶融槽の近くからの熱損失を減らすために配置された温度管理装置（例え
ば、断熱材など）を含み得る。さらなる実施例において、ガラス溶融炉１２は、ガラス溶
融物への原料の溶融を促進する電子装置および／または電気機械装置を含んでもよい。さ
らに、ガラス溶融炉１２は、支持構造体（例えば、支持シャーシ、搬送部材など）または
他の構成要素を含んでもよい。
【００３０】
　ガラス溶融槽１４は、典型的には、耐火材料、例えば、耐火セラミック材料、例えば、
アルミナまたはジルコニアを含む耐火セラミック材料など、で構成される。いくつかの実
施例において、ガラス溶融槽１４は、耐熱セラミックレンガで構築され得る。



(8) JP 2019-509952 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

【００３１】
　様々な実施形態において、当該ガラス溶融炉は、ガラス基板、例えば、連続する長さの
ガラスリボンなど、を製作するように構成されたガラス製造機器の構成要素として組み込
まれ得る。いくつかの実施例において、当該ガラス溶融炉は、スロットドロー機器、フロ
ート槽機器、ダウンドロー機器（例えば、フュージョンダウンドロー機器）、アップドロ
ー機器、プレスローリング機器、管引抜機器、または本明細書において開示される実施形
態から恩恵を受けるであろう任意の他のガラス製造機器を含む、ガラス製造機器の構成要
素として組み込まれ得る。一例として、図１は、個々のガラス板（基板）への後続の処理
のためにガラスリボンを溶融延伸加工するためのフュージョンダウンドローガラス製造機
器１０の構成要素としてのガラス溶融炉１２を図式的に示している。
【００３２】
　ガラス製造機器１０（例えば、フュージョンダウンドロー機器１０）は、任意選択によ
り、ガラス溶融槽１４に対して上流に位置された上流ガラス製造機器１６を含んでもよい
。いくつかの実施形態において、上流ガラス製造機器１６の一部または全体は、ガラス溶
融炉１２の一部として組み込まれ得る。
【００３３】
　例示される実施例に示されるように、上流ガラス製造機器１６は、貯蔵容器１８、原料
送り出し装置２０、および当該原料送り出し装置に接続されたモーター２２を含み得る。
貯蔵容器１８は、矢印２６によって示されるように、ガラス溶融炉１２の溶融槽１４へと
供給することができる大量の原料２４を貯蔵することができる。原料２４は、典型的には
、１種または複数種のガラス形成金属酸化物ならびに１種または複数種の変性剤を含む。
いくつかの実施形態において、原料送り出し装置２０は、モーター２２によって稼働させ
ることができ、それにより、原料送り出し装置２０は、所定の量の原料２４を貯蔵容器１
８から溶融槽１４へと送り出す。さらなる実施例において、モーター２２は、溶融槽１４
の下流において感知された溶融ガラスのレベルに基づいて制御された割合において原料２
４を導入するように、原料送り出し装置２０を稼働させることができる。溶融槽１４内の
原料２４は、その後、溶融ガラス２８を形成するために加熱され得る。
【００３４】
　ガラス製造機器１０はさらに、任意選択により、ガラス溶融炉１２の下流に位置された
下流ガラス製造機器３０も含むことができる。いくつかの実施形態において、下流ガラス
製造機器３０の一部は、ガラス溶融炉１２の一部として組み込まれ得る。しかしながら、
場合により、下記において説明される第一接続導管３２、または下流ガラス製造機器３０
の他の一部は、ガラス溶融炉１２の一部として組み込むこともできる。第一接続導管３２
を含む、下流ガラス製造機器３０の要素は、貴金属から形成され得る。好適な貴金属とし
ては、白金、イリジウム、ロジウム、オスミウム、ルテニウム、およびパラジウムからな
る金属の群より選択される白金族の金属、またはそれらの合金が挙げられる。例えば、当
該ガラス製造機器の下流構成要素は、約７０重量％から約９０重量％の白金と約１０重量
％から約３０重量％のロジウムとを含む白金－ロジウム合金で形成され得る。しかしなが
ら、他の好適な金属は、モリブデン、レニウム、タンタル、チタン、タングステン、およ
びそれらの合金を含み得る。
【００３５】
　下流ガラス製造機器３０は、第一調整（すなわち、処理）槽、例えば、清澄槽３４など
、を含み得、それらは、溶融槽１４から下流に位置され、上記において言及した第一接続
導管３２によって溶融槽１４に連結される。いくつかの実施例において、溶融ガラス２８
は、第一接続導管３２によって溶融槽１４から清澄槽３４へと重力により供給され得る。
例えば、重力は、溶融ガラス２８を第一接続導管３２の内部経路を通って溶融槽１４から
清澄槽３４へと送り得る。しかしながら、溶融槽１４の下流、例えば、溶融槽１４と清澄
槽３４の間などに、他の調整槽を位置してもよいことは理解されるべきである。いくつか
の実施形態において、一次融槽からの溶融ガラスが、溶融プロセスを継続するためにさら
に加熱されるか、または清澄槽に入る前に溶融槽の溶融ガラスの温度より低い温度へと冷
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却される調整槽を、溶融槽と清澄槽との間において用いてもよい。
【００３６】
　清澄槽３４内において、泡が溶融ガラス２８から様々な技術によって除去され得る。例
えば、原料２４は、加熱されたときに化学還元反応を受けて酸素を放出する多価化合物（
すなわち、清澄剤）、例えば、酸化スズなど、を含み得る。他の好適な清澄剤としては、
これらに限定されるわけではないが、ヒ素、アンチモン、鉄、およびセリウムが挙げられ
る。清澄槽３４は、溶融槽温度を超える温度に加熱され、それにより、当該清澄剤を加熱
する。清澄剤に対する温度誘起された化学還元によって発生した酸素の泡は、清澄槽内に
おいて溶融ガラス中を上昇し、その場合、溶融炉において製造された溶融ガラス中のガス
が、清澄剤によって発生した酸素の泡の中に合体し得る。次いで、拡大された気泡は、清
澄槽内において溶融ガラスの自由表面へと上昇し、その後、放出され得る。さらに、当該
酸素の泡は、清澄槽内において溶融ガラスの機械的撹拌を誘起し得る。
【００３７】
　下流ガラス製造機器３０はさらに、別の調整槽、例えば、溶融ガラスを混合するための
混合機器３６など、を含むことができる。混合機器３６は、清澄槽３４から下流に位置す
ることができる。ガラス溶融物混合機器３６は、均一な溶融ガラス組成物を提供するため
に使用することができ、それにより、清澄槽を出る当該清澄された溶融ガラス内に存在し
得る化学的または熱的不均一性のすじを減少させることができる。図示されているように
、清澄槽３４は、第二接続導管３８によって溶融ガラス混合機器３６に連結され得る。い
くつかの実施例において、溶融ガラス２８は、第二接続導管３８によって清澄槽３４から
混合機器３６へと重力によって供給され得る。例えば、重力は、溶融ガラス２８を第二接
続導管３８の内部経路を通って清澄槽３４から混合機器３６へと送り得る。混合機器３６
は、清澄槽３４の下流に示されているが、混合機器３６が清澄槽３４から上流に位置され
る場合もあることは留意されるべきである。いくつかの実施形態において、下流ガラス製
造機器３０は、複数の混合機器、例えば、清澄槽３４から上流の混合機器および清澄槽３
４から下流の混合機器など、を含み得る。これら複数の混合機器は、同じ設計の場合もあ
れば、お互いに異なる設計の場合もある。
【００３８】
　下流ガラス製造機器３０はさらに、別の調整槽、例えば、混合機器３６から下流に位置
され得る送り出し槽４０など、を含むことができる。送り出し槽４０は、下流成形装置へ
供給される溶融ガラス２８を調整し得る。例えば、送り出し槽４０は、出口導管４４によ
る成形本体４２への溶融ガラス２８の一定の流れを調節および提供するための、蓄圧器お
よび／または流れ制御器として機能することができる。図示されているように、混合機器
３６は、第三接続導管４６によって送り出し槽４０に連結され得る。いくつかの実施例に
おいて、溶融ガラス２８は、第三接続導管４６によって混合機器３６から送り出し槽４０
へと重力により供給され得る。例えば、重力は、溶融ガラス２８を第三接続導管４６の内
部経路を通って混合機器３６から送り出し槽４０へと送り得る。
【００３９】
　下流ガラス製造機器３０はさらに、上記において言及した成形本体４２を含み入口導管
５０を有する、成形機器４８を含み得る。出口導管４４は、送り出し槽４０から成形機器
４８の入口導管５０へと溶融ガラス２８を送り出すように位置することができる。図２に
より最もよく分かるように、図示されるフュージョンダウンドローガラス製造機器の成形
本体４２は、当該成形本体の上面に位置されたトラフ５２と、当該成形本体の下端部５６
に沿って引出方向において合流する合流成形面５４と、を含み得る。送り出し槽４０、出
口導管４４、および入口導管５０を介して形成本体のトラフへと送り出された溶融ガラス
は、当該トラフの壁をオーバーフローして、溶融ガラスの別々の流れとして合流成形面５
４に沿って下方へと下る。当該溶融ガラスの別々の流れが、下端部５６の下方において下
端部５６に沿って統合され、ガラスが冷却されガラスの粘度が増加する際に、ガラスリボ
ンの寸法を制御するために当該ガラスリボンに対して張力を適用することによって、例え
ば、重力、端部ロール、および引張ロール（図示されず）などによって、下端部５６から
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引出方向６０において引き出すことによって、ガラスの単一リボン５８が製造される。ガ
ラスリボン５８が冷却され、粘弾性遷移状態を経る際に、当該ガラスリボンは、機械的特
性を取得し、これが、ガラスリボン５８に安定な寸法特徴を付与する。ガラスリボン５８
は、いくつかの実施形態において、機械的切り離し技術またはレーザー切り離し技術のど
ちらかによって、ガラスリボンの弾性領域においてガラス分離機器（図示されず）により
個別のガラス基板６２へと分離され得る。これらのガラス板は、典型的には、搬送メカニ
ズム、例えば、ガラス基板の上端を保持する把持メカニズムを使用して、ガラス基板をこ
の輸送の際に垂直下方に吊るす直立搬送メカニズム、によって輸送される。当該ガラスは
次に、この搬送によって後続のプロセス工程、例えば、ビーズ除去と呼ばれる端部トリミ
ング工程、ならびに厚さ、表面欠陥、封入物、およびこの後の包装のための品質測定、な
ど、へと移動される。ガラス底部をこれらの装置へと誘導する一般的方法は、様々な下流
プロセス設備のステーションにおける、固定式ローラー、金属ガイド、またはワイヤガイ
ドによる方法である。
【００４０】
　ガラス基板がこれらの固定式位置ガイドに接触する際に、鋭利な先縁の欠けが生じる可
能性があり、それが、基板の破壊を引き起こし得るということが見出された。固定式ガイ
ドと移動するガラス基板との間の相対運動に起因する引っかき傷も観察された。
【００４１】
　ガラス基板がより薄いほど湾曲の影響を受けやすい傾向に加えて、端部が「切断したま
ま」で、面取りまたは丸み付けプロセス工程の恩恵を受けていない場合、薄いガラス基板
は、さらに衝撃損傷の影響を受けやすい。これらの「正方形」の切断端部は、容易に欠け
て、破壊し得る。この切断したままの端部に接触しない誘導システムを有することで、破
壊の可能性を減少させることができる。
【００４２】
　ディスプレイ用途の場合、より高い解像度、すなわち、より小さいピクセルサイズおよ
び／またはピクセル密度の傾向もあり、これは、前の要件よりもさらに良いガラス表面の
清浄性を必要とする。固定式ガイドは、ガラス板表面に付着し得るガラス粒子の原因とな
り得る引っかき傷および／またはチップの原因となり得る。これらの付着したガラス粒子
は、最終製品に対する欠陥となり得る。したがって、ＬＣＤ製造プロセス内でのガラス粒
子の発生を減少させることができる機器および方法は、非常に望ましい。
【００４３】
　ＬＣＤガラス産業における経済性は、多くの場合、好ましくは、改良されたガラスアウ
トプットを伴い、資金の増加を伴わず、より高い溶融流速を使用することによる、より速
い加工速度に依拠していた。増加した溶融ガラスの流れと、より薄いガラス板との組み合
わせは、単位時間当たりのより多くのガラス板を意味するが、それらはさらに、向上した
搬送速度にも依存する。より薄いガラスと組み合わせた場合、搬送速度の増加は、上端部
支持および輸送のみを使用する場合、ガラス下端部分のより大きな揺れを引き起こし得る
。すなわち、薄いガラス基板は、より簡単に左右（横方向）に揺れる傾向にある。ガラス
板の側方運動は、ガラス基板の先縁が下流プロセス設備と、さらには誘導装置自体と衝突
する原因となり得るため、そのような側方運動の増加は、固定式誘導装置を使用した、下
流プロセス設備へのガラスの誘導をより困難にする。
【００４４】
　垂直成形プロセス、例えば、フュージョンダウンドロープロセスなど、から下流処理設
備への自然な進行を提供しつつ、輸送速度の増加を容易にし得る機器および方法について
、本明細書において説明する。しかしながら、本明細書において説明される機器および方
法は、これらに限定されるわけではないが、ガラス板を成形するスロットドロー法および
フロート法を含む、他のガラス成形プロセスにも有益であり得ることは理解されるべきで
ある。
【００４５】
　図２は、ガラス基板を１つの処理ステーションから別の処理ステーションへ、例えば、
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引出プロセスのステーションから検査プロセスのステーションへ、またはガラス製造プロ
セスにおいて用いられ得る任意の他のプロセスのステーションへと移動させる輸送アセン
ブリ１０２を含む例示的搬送機器１００を示している。輸送アセンブリ１０２は、レール
またはトラック１０４、例えば、オーバーヘッドレールシステムと、移動式取付けアセン
ブリ１０６とを含み、この場合、移動式取付けアセンブリ１０６は、搬送方向１０８にお
いてレール１０４に沿って移動するように設計される。取付けアセンブリ１０６は、ガラ
ス基板６２に、例えばクランプなどを付けるクランプ保持装置１１０を含み、この場合、
輸送アセンブリ１０２は、ガラス基板６２を下流の目的地、例えば、下流ガラス処理ステ
ーションまで輸送することができる。取付けアセンブリ１０６は、リニアモーター、チェ
ーンまたは滑車駆動などを含む、任意の好適な手段によって駆動され得る。取付けアセン
ブリ１０６は、下記においてより詳細に説明されるコントローラによって制御され得る。
取付けアセンブリ１０６は、一定の速度において移動させることも、または可変速度にお
いて移動させることもできる。例えば、いくつかの実施形態において、取付けアセンブリ
１０６を減速または停止させることが必要な場合もあり、結果として、輸送されているガ
ラス基板が減速または停止し、それにより、所定の下流プロセスステーションにおいてガ
ラス基板６２の処理を実施することができるが、ほとんどの実施形態において、取付けア
センブリ１０６は、レール１０４に沿って連続的に移動される。
【００４６】
　搬送機器１００はさらに、搬送方向１０８において搬送部材１１２の長さに沿って移動
可能なキャリッジアセンブリ１１４を含む搬送部材１１２を含む。例えば、キャリッジア
センブリ１１４は、搬送方向において、および搬送方向とは反対の戻り方向において、搬
送部材の１１２の長さに沿ってキャリッジアセンブリ１１４を搬送するのに好適な、駆動
アセンブリ１１６、例えば、リニアモーター、サーボモーター、または任意の他の駆動装
置に連結され得る。搬送部材１１２は、例えば、搬送方向および戻り方向においてキャリ
ッジアセンブリ１１４の動きを支援および誘導することができる、トラック、レール、ま
たは任意の他の好適な誘導メカニズムを含み得る。
【００４７】
　ここで、図３および４を参照すると、キャリッジアセンブリ１１４は、第一伸縮装置１
１８および第二伸縮装置１２０を含み、各伸縮装置は、キャリッジアセンブリ１１４に連
結され、ならびに、各伸縮装置から延在し、かつ他方のガイドアームと対向関係、例えば
、搬送方向１０８に対して実質的に平行な方向に配置される、第一ガイドアーム１２２お
よび第二ガイドアーム１２４をそれぞれ含む。いくつかの実施形態において、伸縮装置１
１８、１２０は、搬送方向１０８に直交する横方向１２７に沿って、すなわち、搬送部材
１１２に向かってまたは搬送部材１１２から遠ざかるように、第一および第二ガイドアー
ム１２２、１２４を伸長または収縮させる空圧式スライドであり得る。さらなる実施形態
において、第一および第二伸縮装置１１８、１２０は、サーボモーターであり得る。図３
および４に示される実施形態において、第一伸縮装置１１８は、第一伸縮装置１１８が伸
びるときに第一ガイドアーム１２２（図では「外側」のガイドアームである）は搬送部材
１１２から遠ざかるように動き、第一伸縮装置１１８が収縮するときには第一ガイドアー
ム１２２は搬送部材１１２に向かって動くように、配置される。同様に、第二伸縮装置１
２０は、第二伸縮装置が伸びるときに第二ガイドアーム１２４（図では「内側」のガイド
アームであり、搬送部材１１２に最も近い）は搬送部材１１２から遠ざかるように動き、
第二伸縮装置１２０が収縮するときは第二ガイドアーム１２４は搬送部材１１２に向かっ
て動くように、配置される。第一および第二伸縮装置１１８、１２０は、一方の伸縮装置
が伸びる場合は他方の伸縮装置は収縮するように、お互いに反対向きに使用することによ
り、第一および第二ガイドアーム１２２、１２４に開放または閉鎖作業を行わせることが
できる。例えば、第一伸縮装置１１８が伸長し、第二伸縮装置１２０が収縮する場合、ガ
イドアーム１２２、１２４は、開放作業を実施し、それらの間のギャップＧが増加する。
反対に、第一伸縮装置１１８が収縮して、第二伸縮装置１２０が伸長する場合、ガイドア
ーム１２２、１２４は、閉鎖作業を実施し、ギャップＧは減少する。
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【００４８】
　搬送機器１００はさらに、それぞれ、制御ライン１１７を通じて駆動アセンブリ１１６
を、ならびに制御ライン１１９、１２１を通じて伸縮装置１１８、１２０をそれぞれ制御
することによって、キャリッジアセンブリ１１４およびガイドアーム１２２、１２４の動
きを制御および調整するコントローラ１２６を含む。コントローラ１２６はさらに、例え
ば、制御ライン１２３を通じて、取付けアセンブリ１０６の動きを制御し得るが、さらな
る実施形態において、取付けアセンブリ１０６は、別個の第二コントローラによって制御
され得る。本明細書において使用される場合、用語「コントローラ」または「プロセッサ
」は、データを処理するための全ての機器、装置、およびマシン、ならびに任意選択によ
りそのようなマシンを操作するための全ての機器、装置、およびマシンを包含し得、一実
施形態として、プログラマブルプロセッサ、コンピュータ、あるいは複数のプロセッサま
たはコンピュータを含む。当該プロセッサは、ハードウェアに加えて、関心対象のコンピ
ュータプログラムのための実行環境を作り上げるコード、例えば、プロセッサファームウ
ェア、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステム、あ
るいはそれらの１つまたは複数の組み合わせを構成するコード、を含み得る。
【００４９】
　本明細書において説明される実施形態および機能的作業は、本明細書において開示され
る構造およびそれらの構造的同等物あるいは１つまたは複数のそれらの組み合わせを含む
、デジタル電子回路あるいはコンピュータソフトウェア、ファームウェア、またはハード
ウェアにおいて、実践され得る。本明細書において説明される実施形態は、１つまたは複
数のコンピュータプログラム製品、すなわち、データ処理機器による実行のために、また
はそれらの作動を制御するために、有形のプログラム担持体上においてコード化されたコ
ンピュータプログラム命令の１つまたは複数のモジュール、を組み込むことができる。当
該有形プログラム担持体は、コンピュータ可読媒体であり得る。当該コンピュータ可読媒
体は、機械可読記憶装置、機械可読記憶基材、メモリ装置、あるいは１つまたは複数のそ
れらの組み合わせであり得る。
【００５０】
　コンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
、スクリプト、またはコードとしても知られる）は、コンパイラ型言語またはインタープ
リタ型言語、あるいは宣言型言語またはプロシージャ型言語を含む、任意の形態のプログ
ラミング言語において記述することができ、ならびにコンピュータプログラムは、例えば
、スタンドアロンプログラムとして、あるいはモジュール、コンポーネント、サブルーチ
ン、またはコンピューティング環境での使用にとって好適な他のユニットとしてなど、任
意の形態において配備することができる。コンピュータプログラムは、ファイルシステム
におけるファイルと必ずしも対応する必要はない。プログラムは、他のプログラムまたは
データ（例えば、マークアップ言語のドキュメントに保存された１つまたは複数のスクリ
プト）を保持するファイルの一部に、または関心対象のプログラム専用の単一ファイルに
、または複数の連携ファイル（例えば、１つまたは複数のモジュール、サブプログラム、
またはコードの一部を保存するファイル）に、保存することができる。コンピュータプロ
グラムは、１つのコンピュータ上において、あるいは、１つの場所に配置された複数のコ
ンピュータにおいて、または複数の場所にわたって分散され、通信ネットワークによって
相互接続された、複数のコンピュータにおいて、実行されるように配備することができる
。
【００５１】
　本明細書において説明されるプロセスは、入力データを操作して出力を生成することに
よって機能を実行するための１つまたは複数のコンピュータプログラムを実行する、１つ
または複数のプログラマブルプロセッサを使用することにより、実施することができる。
プロセスおよび論理の流れは、専用論理回路、例えば、いくつか例を挙げると、ＦＰＧＡ
（フィールドプログラマブルゲートアレイ）またはＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路（ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ））
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など、によっても実施することができ、ならびにそのようなものとして、機器に実装する
こともできる。
【００５２】
　コンピュータプログラムの実行にとって好適なプロセッサとしては、一実施形態として
、汎用および専用マイクロプロセッサの両方、ならびに任意の種類のデジタルコンピュー
タの任意の１つまたは複数のプロセッサが挙げられる。一般的に、プロセッサは、リード
オンリーメモリまたはランダムアクセスメモリまたはその両方から命令およびデータを受
け取る。コンピュータの必須要素は、命令を実行するためのプロセッサ、ならびに命令お
よびデータを保存するための１つまたは複数のデータメモリデバイスである。一般的に、
コンピュータは、データを保存するための１つまたは複数の大容量記憶装置、例えば、磁
気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスクなど、も含むか、あるいはそれらからデ
ータを受け取るためまたはそれらにデータを転送するために作動的に連結されるか、また
はその両方である。しかしながら、コンピュータは、そのような装置を有する必要はない
。
【００５３】
　コンピュータプログラム命令およびデータを保存するのに好適なコンピュータ可読媒体
としては、不揮発性メモリ、媒体、およびメモリデバイスを含む、全ての形態のデータメ
モリ、例えば、一実施形態として、半導体メモリデバイス、例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、およびフラッシュメモリデバイス；磁気ディスク、例えば、内臓ハードディスク
またはリムーバルディスク；光磁気ディスク；ならびにＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤ－ＲＯ
Ｍディスクなど、が挙げられる。当該プロセッサおよびメモリは、専用論理回路によって
補うことも、またはそれらに組み込むこともできる。
【００５４】
　ユーザとの対話を提供するために、本明細書において説明される実施形態は、ユーザに
対して情報を表示するための表示装置、例えば、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニターな
ど、ならびにキーボードおよびポインティングデバイス、例えば、マウスまたはトラック
ボールなど、またはユーザがコンピュータに入力を提供することができるタッチスクリー
ン、を有するコンピュータにおいて実践することができる。ユーザとの対話を提供するた
めに、他のデバイスも使用することができ、例えば、それらは、ユーザからの入力を、音
響、会話、または触知性入力を含む任意の形態において受け取ることができる。
【００５５】
　本明細書において説明される実施形態は、バックエンドコンポーネント、例えば、デー
タサーバなど、を含むコンピューティングシステム、またはミドルウェアコンポーネント
、例えば、アプリケーションサーバなど、を含むコンピューティングシステム、またはフ
ロントエンドコンポーネント、例えば、本明細書において説明される主題の実践形態とユ
ーザが対話することができる、グラフィックユーザインタフェースまたはＷｅｂブラウザ
など、を含むコンピューティングシステム、あるいは１つまたは複数のそのようなバック
エンドコンポーネント、ミドルウェアコンポーネント、あるいはフロントエンドコンポー
ネントの任意の組み合わせを包含し得る。当該システムの構成要素は、デジタルデータ通
信の任意の形態もしくは媒体（例えば、通信ネットワークなど）によって相互接続するこ
とができる。通信ネットワークの実施形態としては、ローカルエリアネットワーク（「Ｌ
ＡＮ」およびワイドエリアネットワーク（「ＷＡＮ」）、例えば、インターネットなど、
が挙げられる。
【００５６】
　当該コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバを含み得る。クライア
ントおよびサーバは、一般的に、お互いに離れており、典型的には、通信ネットワークを
通じて対話する。クライアントおよびサーバの関係は、それぞれのコンピュータにおいて
実行され、お互いにクライアント－サーバの関係にある、コンピュータプログラムによっ
て生じる。
【００５７】
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　コントローラ１２６は、コンピュータ可読媒体に保存され当該コントローラによって実
行される、事前にプログラムされた命令を介して、キャリッジアセンブリ１１４および伸
縮装置１１８、１２０の動きを制御し得る。他の実施形態において、コントローラ１２６
は、外部入力、例えば、センサー入力など、に応じて、キャリッジアセンブリ１１４およ
び伸縮装置１１８、１２０の動きを制御し得る。さらなる他の実施形態において、コント
ローラ１２６は、事前にプログラムされた命令およびセンサー入力の両方に応じて、キャ
リッジアセンブリ１１４および伸縮装置１１８、１２０の動きを制御し得る。例えば、搬
送機器１００は、搬送方向１０８に対するガラス基板の先縁１２８および／または後縁１
３０のうちの任意の１つまたは全て、例えば、先縁の上部分、先縁の下部分、後縁の上部
分、および／または後縁の下部分など、を含む、ガラス基板またはその一部の位置を検知
するセンサーを含み得る。そのために、搬送機器１００は、搬送方向１０８に対してガラ
ス基板６２の端部１２８を検知するように位置された第一センサー１３２ａ（図６を参照
されたい）を含み得る。例えば、第一センサー１３２ａは、搬送方向１０８に対してガラ
ス基板６２の先縁１２８を検知するように位置され得る。しかしながら、さらなる実施形
態では、第一センサー１３２ａは、搬送方向１０８に対してガラス基板６２の後縁１３０
を検知するように配置され得る。第一センサー１３２ａは、非接触型センサー、例えば、
光学センサー、であり得るが、さらなる実施形態では、第一センサー１３２ａは、接触型
センサーであり得る。第一センサー１３２ａは、光源１３４ａ、反射目標１３６ａ、およ
び検知器１３８ａを含み得る。光源１３４ａは、例えば、レーザーまたは集光された発光
ダイオード（ＬＥＤ）であり得る。第一センサー１３２ａは、下記においてより詳細に説
明されるように、キャリッジアセンブリ１１４の開始位置の上流に位置することができ、
この場合、光源１３４ａおよび検知器１３８ａは、搬送経路の片側に位置され、反射目標
１３６ａがその反対側に位置される。光源１３４ａからの光ビーム１４０ａ、例えば、レ
ーザービームなど、は、基板６２の搬送経路をまたいで投影され、反射目標１３６ａによ
って反射される。当該反射光は、次に検知器１３８ａによって受け取られ、例えば、先縁
１２８などのガラス板の有無は、データライン１４２ａを介して適切な信号によってコン
トローラ１２６に通信される。ガラス基板の存在が検知器１３８ａによって検知されると
、それにより、コントローラ１２６が誘導サイクルに入る。
【００５８】
　各ガイドアーム１２２、１２４は、当該ガイドアームの間に位置された名目上の垂直な
ガラス基板の動きを抑制するように配置される。例えば、いくつかの実施形態において、
各ガイドアーム１２２、１２４は、各ガイドアームの長さに沿って配列され、回転可能に
取り付けられた、複数のローラー１４４（図４を参照されたい）を含み得、それにより、
当該ガイドアームが、横方向１２７に沿って反対方向に移動する場合、当該ガイドアーム
の間のギャップＧは減少し、ガラス基板６２はローラーに接触する。例えば、対向するガ
イド部材の間のギャップＧの幅に応じて、ガラス基板６２は、散発的にしか当該ローラー
と接触し得えず、当該ガラス基板の側方運動が十分に大きい場合、結果として、ガラス基
板の下端部の動きはギャップＧ内に制限される。他の実施形態において、ガラス基板６２
がガイドアームの間に位置され、結果としてローラー１４４がガラス基板に連続的に接触
している間、ガイドアーム１２２、１２４は、それらがガラス基板の下端部に接触するよ
うに、位置され得る。
【００５９】
　さらなる実施形態において、非接触型拘束装置が採用され得、その場合、ガイドアーム
１２２、１２４はそれぞれ、複数のガス通気孔１４６を含み得る。ガス供給ライン１４８
、１５０を介してガイドアームに供給された加圧ガスは、次いで、対向するガイドアーム
のガス通気孔を通るように強制され得、それにより、ガラス板の側方運動を抑制する。い
くつかの実施形態において、当該加圧ガスは、空気であり得るが、さらなる実施形態にお
いて、当該ガスは、異なるガスであってもよい。
【００６０】
　搬送機器１００および誘導サイクルを操作する方法について、ここで説明する。図２お
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よび６を参照すると、一実施形態において、輸送アセンブリ１０２が、ガラス基板６２を
レール１０４に沿って移動させるとき、第一センサー１３２ａからの光源１３４ａは、光
ビーム１４０ａを投影し、当該光ビーム１４０ａは、反射目標１３６ａから反射して、検
知器１３８ａによって受け取られ、それに応じて、検知器１３８ａは、コントローラ１２
６に対して、好適な電気信号により、搬送経路に遮る物がない（すなわち、検知器によっ
て受け取られる光源によって照らされた搬送経路のその部分においてガラス基板が不在で
ある）ということを示す。キャリッジアセンブリ１１４は、初期の開始位置（例えば、図
２および６の搬送部材１１２の右端）にあり、ガイドアーム１２２、１２４は、開放位置
にあり、その場合、例えば、ギャップＧは、２００ｍｍを超える。ガラス基板６２は、搬
送方向１０８において移動し続けるため、ガラス基板６２の先縁１２８が、光ビーム１４
０ａを横切り、その場所において、検知器１３８ａは、反射目標１３６ａから反射した光
を受け取ることができないか、または不十分な光を受け取る。したがって、検知器１３８
ａは、光の不在または不十分な光を受け取ることにより、ガラス基板の存在を登録し、適
切な信号をコントローラ１２６に送信する。それに応じて、コントローラ１２６は、駆動
アセンブリ１１６に対して、搬送方向１０８においてキャリッジアセンブリ１１４の移動
を開始するように命令する。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、搬送機器１００はさらに、第一センサー１３２ａの下方
に位置された第二センサー１３２ｂを含み、この場合、第二センサー１３２ｂは、同様の
機能を有する、第一センサー１３２ａと同様の構成要素を含む。例えば、第二センサー１
３２ｂは、光源１３４ｂ（例えば、集光されたＬＥＤまたはレーザー）、反射目標１３６
ｂ、ならびに反射目標１３６ｂから反射された光源１３４ｂからの光を受けるように位置
された検知器１３８ｂを含み得る。第二センサー１３２ｂは、第一センサー１３２ａと同
時に先縁１２８を検知するように位置され得る。すなわち、長方形に切断されたガラス基
板の場合、およびクランプ保持装置１１０におけるガラス基板の上端部の適切な配置を仮
定する場合、先縁１２８は、垂直線を提示するはずである。その結果、先縁１２８は、第
一および第二センサーアセンブル１３２ａ、１３２ｂの両方からの光ビームを同時に遮る
はずである。コントローラ１２６が、先縁１２８の同時の検知が得られなかったことを示
す信号を受け取った場合、原因として可能性があるのは、ガラス基板が壊れているという
ことであるかもしれない。次いで、当該コントローラは、これらに限定されるわけではな
いが、搬送機器１００の停止または減速などの追加のアクションを開始し得、それにより
、ガラス基板６２は除去され得るか、あるいは、搬送機器１００は、ガラス基板６２の搬
送を継続するが、コントローラ１２６は、（搬送され得る他のガラス基板と比べて）ガラ
ス基板の位置を登録し、それにより、後で、例えば、人間のオペレータによって追加検査
などの下流アクションを取ることができる。その一方で、先縁の同時の検知が得られた場
合、搬送機器（例えば、コントローラ１２６）は、欠陥のあるガラス基板によって誘起さ
れるような追加のアクション無しに、搬送方向において当該ガラス基板の移動を進める。
【００６２】
　先縁１２８の検知は、搬送方向１０８におけるキャリッジアセンブリ１１４の移動を開
始するために、コントローラ１２６によって使用することができる。いくつかの実施形態
において、搬送方向におけるガラス基板６２の速度は、取付けアセンブリ１０６または取
付けアセンブリ１０６のための駆動機器（図示されず）から直接的に、コントローラ１２
６によって取得することができる。例えば、取付けアセンブリ１０６、または駆動機器は
、当該レールに沿った取付けアセンブリの速度を含む、レール１０４に沿った取付けアセ
ンブリの進捗を追跡するためのエンコーダを含み得る。ただし、他の実施形態では、搬送
機器１００は、第一センサー１３２ａから下流に位置された第三センサー１３２ｃを含み
得る。第一および第二センサー１３２ａ、１３２ｂと同様に、第三センサー１３２ｃは、
光源１３４ｃ（例えば、集光したＬＥＤまたはレーザー）、反射目標１３６ｃ、および検
知器１３８ｃを含み得、第一および第二センサー１３２ａ、１３２ｂと同じように作動し
得る。コントローラ１２６は、第一センサー１３２ａからの「ガラスが存在する」信号と
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、第三センサー１３２ｃからの「ガラスが存在する」信号との間の時間を計算することが
でき、当該コントローラに事前にプログラムされた所定のガラス基板のサイズに対して、
搬送方向における当該ガラス基板の速度が計算することができる。したがって、コントロ
ーラ１２６は、ガラス基板の搬送速度を計算すると、キャリッジアセンブリ１１４の速度
をガラス基板６２の速度に一致させることができる。コントローラ１２６はさらに、伸縮
装置１１８、１２０に対して閉鎖を開始するように信号を送り、それにより、ギャップＧ
を減少させ得る。先述の説明が、センサー検知経路におけるガラス基板の有無を特定する
ために、および取付けアセンブリによって搬送される際のガラス基板の速度を計算するた
めに、先縁１２８の通過を利用したことは、留意されるべきである。しかしながら、同様
の情報は、後縁の検知によっても得ることができる。
【００６３】
　以前に述べたように、ガイドアーム１２２、１２４は、ガラス基板６２との連続した接
触を用いることなく、ギャップＧを減少させることができ、結果として、ガイドアームの
一部分の間のガラス基板の下端部に対してギャップＧによって画定される側方運動の範囲
を形成することができる。すなわち、ギャップＧは、完全に開いたギャップサイズより小
さい値へと減少され得るが、ガラス基板の下端部のわずかな側方運動が可能である程度に
は十分に大きい。例えば、ギャップＧは、約１０ｍｍから約１００ｍｍの範囲、例えば、
約２０ｍｍから約９０ｍｍの範囲のギャップサイズまで減少され得る。前に説明したよう
に、ガイドアーム１２２、１２４は、ローラー１４４を含み得、当該ローラーは、ガラス
基板６２が接触し得る接触面を提供し得る。ローラー１４４により、ガラス基板の表面に
跡を付けたりまたは損傷させたりし得るガイドアームとガラス基板との間のスライド運動
ではなく、ガラス基板の主要面に対してローラーが回転することによって、ガラス基板と
ガイドアームとの間の任意の相対運動に適応することが確保される。しかしながら、他の
実施形態では、ギャップＧは、ガイドアーム１２２、１２４がガラス基板６２に連続的に
接触するまで減少され得、それにより、対向するガイドアームの間にガラス基板を把持し
得る。ガイドアーム１２２、１２４が、連続的に接触するか、または断続的にのみ接触す
るかは、下流プロセスの性質によって決定され得る。例えば、連続的な接触は、先縁が下
流プロセスに入る際の先縁の非常に正確な位置決めのために必要とされる場合がある。そ
の上、ガラス基板の下端部とガイドアームとの間の連続的な接触は、ガラス基板が、下流
プロセスに入るときに問題が多いことが判明している湾曲（「たわみ」）を示す場合、ガ
ラス基板を平らにするために使用することができる。例えば、湾曲は、おそらく、ガラス
基板の先縁と下流処理設備との間の接触を、より損傷しやすいものにし得るため、したが
って、避けられるべきである。
【００６４】
　さらなる他の実施形態において、各ガイドアームは、１つまたは複数のシームレスベル
ト（図示されず）に装着することができ、その場合、当該ベルトは、ローラー１４４と同
様の方法において機能する。
【００６５】
　他の実施形態において、図５に示されるように、ガイドアーム１２２、１２４は、ガラ
ス基板を、ガイドアームの間の所定の範囲に押しとどめるために、空気圧を使用すること
ができる。例えば、ガイドアーム１２２、１２４は、それぞれガス供給ライン１４８、１
５０を介して、加圧ガスの供給源（図示されず）から加圧ガスを受け取り得る。各ガイド
アームは、内部プレナムまたはガス空間と、各ガイドアームの面における、ガラス基板に
対向する複数のガス通気孔１４６とを含み得る。加圧ガスは、次いでガイドアームによっ
て受け取られ、ガス通気孔から放出され、ガラス基板の主要面に向けられ得る。当該ガス
圧は、２つのガイドアームの間においてバランスを取ることができ、それにより、ガラス
基板は、ガイドアームの間の所望の位置、例えば、ギャップＧの中間または中間付近など
、に位置決めされる。追加的にまたは二者択一的に、ガラス基板の主要面に対向するガイ
ドアームの当該面は、多数の通り道を含む多孔質材料、例えば、カーボン、密に穴の開け
られたポリマーまたは金属、焼結材料、またはガラス基板６２への空気の放出とギャップ
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Ｇ内でのガラス基板６２の位置の維持にとって好適な他の多孔質材料、を含み得る。
【００６６】
　図７は、ガイドアーム１２２、１２４が、ガラス基板６２の下端部分に沿ってガラス基
板６２に連続的に接触する閉じた位置にあることを示す、ガラス基板搬送機器の一部の斜
視図であり、この場合、キャリッジアセンブリ１１４は、ガラス基板がプロセスステーシ
ョン１５２に向かって移動するように、ガラス基板の搬送速度において、搬送方向におい
て前方に移動する。
【００６７】
　先縁１２８は、ガラス基板の他の部分より損傷に対して脆弱であり得るため、たとえ、
ガイドアームがガラス基板に連続的に接触するとしても、ガイドアーム１２２、１２４は
、先縁１２８においてガラス基板と接触しないのが望ましいということは理解されるべき
である。したがって、コントローラ１２６は、ガイドアームが最終誘導位置に到着したと
きに（例えば、ギャップＧがそれ以上減少しないときに）ガイドアームの極端な下流終端
（ガイドアームの尖端部）が搬送方向に対して先縁から上流に位置されるようにプログラ
ムされ得る。すなわち、ガイドアームの終端は、ガラス基板の先縁から後方に位置される
べきである。例えば、コントローラ１２６は、ガイドアームの尖端部が先縁から少なくと
も１０ｍｍ、例えば、約１０ｍｍから約１００ｍｍの範囲、例えば、約１０ｍから約６０
ｍｍの範囲（それらの間の全ての範囲および部分範囲を含む）において上流にあるように
キャリッジアセンブリ１１４を駆動して、ガイドアーム１２２および１２４を位置決めす
るように、プログラムすることができる。
【００６８】
　図８は、ガラス基板６２が依然としてガイドアーム１２２、１２４と連続的に接触して
いるが、先縁１２８は、下流処理エリア１５２内へと十分に通過している、ガラス基材搬
送機器１００の一部の斜視図である。ガラス基板６２が、下流プロセスステーションへと
移送され、先縁１２８が、潜在的に損傷しそうな、下流プロセス設備の部面を通過すると
、コントローラ１２６は、伸縮装置１１８、１２０に対して、ガイドアーム１２２を横方
向に伸長させ、ガイドアーム１２４を当該横方向に収縮させることによって、ガイドアー
ム１２２、１２４の間のギャップＧを開けるように命令することができる。追加的に、コ
ントローラ１２６は、次のガラス基板を待つためにキャリッジアセンブリ１１４が開始位
置に戻るまで、キャリッジアセンブリ１１４を搬送方向１０８とは反対の戻り方向におい
て移動させるように、駆動アセンブリ１１６に指示することができ、キャリッジアセンブ
リ１１４が開始位置に戻るとすぐに、このように説明される当該プロセスサイクルが繰り
返される。
【００６９】
　下流ガラス製造機器３０は、当該下流ガラス製造機器の様々な部分に配置された複数の
ガラス基板搬送機器１００を含むことができることは明らかである。いくつかの実施形態
において、１つガラス基板搬送機器１００がガラス基板の誘導を後続の下流搬送機器１０
０に手渡し得るように、いくつかのガラス基板搬送機器１００は連続して位置され得る。
【００７０】
　本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、本開示の実施形態に対して様々な変更
および変形を行うことができることは、当業者に明らかであろう。したがって、添付の特
許請求の範囲およびその同等物の範囲内に含まれる限り、本開示がそのような修正および
変更を網羅することが意図される。
【００７１】
　以下、本発明の好ましい実施形態を項分け記載する。
【００７２】
　実施形態１
　搬送部材と；
　当該搬送部材に連結され、搬送方向において当該搬送部材の長さに沿って移動可能なキ
ャリッジアセンブリであって、当該キャリッジアセンブリから搬送方向に対して実質的に
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平行な方向に延在する、第一および第二ガイドアームを含み、当該ガイドアームが、当該
搬送方向に直交する横方向に沿って移動可能な、キャリッジアセンブリと；
　第一位置において当該ガラス基板の先縁を検知するように位置された第一センサーと；
当該キャリッジアセンブリおよび当該一対の伸縮装置の動きを制御し調整するように構成
されたコントローラと、
を含む、実質的に直立姿勢において搬送されるガラス基板の側方移動を抑制するための機
器。
【００７３】
　実施形態２
　上記キャリッジアセンブリがさらに、第一および第二伸縮装置を含み、上記第一および
第二ガイドアームが、それぞれ、当該第一および第二伸縮装置に連結されている、実施形
態１に記載の機器。
【００７４】
　実施形態３
　各ガイドアームが、当該ガイドアームの長さに沿って回転可能に取り付けられた複数の
ローラーを含む、実施形態１に記載の機器。
【００７５】
　実施形態４
　各ガイドアームが、加圧ガスの供給源と流体連通する複数のガス通気孔を含む、実施形
態１に記載の機器。
【００７６】
　実施形態５
　上記第一センサーが、光学センサーを含む、実施形態１に記載の機器。
【００７７】
　実施形態６
　さらに、上記搬送方向に対して上記第一位置の下流の第二位置において、上記ガラス板
の先縁を検知するように位置された第二センサーを含む、実施形態１に記載の機器。
【００７８】
　実施形態７
　さらに、第三位置において上記ガラス板の上記先縁を検知するように位置された第三セ
ンサーを含み、当該第三センサーが、上記第一センサーに対して垂直に配置される、実施
形態６に記載の機器。
【００７９】
　実施形態８
　上記第三センサーが、上記ガラス基板の下端部分において上記ガラス板の上記先縁を検
知するように位置される、実施形態７に記載の機器。
【００８０】
　実施形態９
　上記第一センサーが、上記ガラス基板の上端部分において上記ガラス板の上記先縁を検
知するように位置される、実施形態１に記載の機器。
【００８１】
　実施形態１０
　上記搬送機器が、ガラス延伸機器を含む、実施形態１に記載の機器。
【００８２】
　実施形態１１
　搬送部材と；
　当該搬送部材に連結され、搬送方向において当該搬送部材の長さに沿って移動可能なキ
ャリッジアセンブリと；
　当該キャリッジアセンブリに連結される第一伸縮装置および第二伸縮装置であって、そ
れぞれが、当該伸縮装置から当該搬送方向に対して実質的に平行な方向に延在する第一お
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よび第二ガイドアームを含み、当該ガイドアームが、当該搬送方向に直交する横方向に沿
って移動可能な、第一伸縮装置および第二伸縮装置と；
　第一位置において当該ガラス基板の先縁を検知するように位置された第一センサーと；
　当該キャリッジアセンブリおよび当該一対の伸縮装置の動きを制御し調整するように構
成されたコントローラと、
を含む、実質的に直立姿勢において搬送されるガラス基板の側方移動を抑制するための機
器。
【００８３】
　実施形態１２
　各ガイドアームが、当該ガイドアームの長さに沿って回転可能に取り付けられた複数の
ローラーを含む、実施形態１１に記載の機器。
【００８４】
　実施形態１３
　各ガイドアームが、加圧ガスの供給源と流体連通している複数のガス通気孔を含む、実
施形態１１に記載の機器。
【００８５】
　実施形態１４
　上記第一センサーが、光学センサーを含む、実施形態１１に記載の機器。
【００８６】
　実施形態１５
　さらに、上記搬送方向に対して上記第一位置の下流の第二位置において、上記ガラス板
の先縁を検知するように位置された第二センサーを含む、実施形態１１に記載の機器。
【００８７】
　実施形態１６
　さらに、第三位置において上記ガラス板の上記先縁を検知するように位置された第三セ
ンサーを含み、当該第三センサーが、上記第一センサーに対して垂直に配置される、実施
形態１５に記載の機器。
【００８８】
　実施形態１７
　上記第三センサーが、上記ガラス基板の下端部分において上記ガラス板の上記先縁を検
知するように位置される、実施形態１６に記載の機器。
【００８９】
　実施形態１８
　上記第一センサーが、上記ガラス基板の上端部分において上記ガラス板の上記先縁を検
知するように位置される、実施形態１１に記載の機器。
【００９０】
　実施形態１９
　上記搬送機器が、ガラス延伸機器を含む、実施形態１１に記載の機器。
【００９１】
　実施形態２０
　搬送方向においてガラス基板を搬送する工程であって、当該ガラス基板が実質的に直立
姿勢において当該ガラス基板の上部から支持される、工程と；
　当該搬送方向に対して当該ガラス基板の端部の位置を感知する工程と；
　感知した当該端部の当該位置を使用して当該ガラス基板の搬送速度を特定する工程と；
　感知した当該ガラス基板の当該位置に応じて当該搬送速度において当該搬送方向にキャ
リッジアセンブリを移動させる工程であって、当該キャリッジアセンブリが、当該キャリ
ッジアセンブリに連結され、かつ当該キャリッジアセンブリから当該搬送方向に対して実
質的に平行な方向に延在する、一対の対向するガイドアームを含む、工程と；
　開放位置から抑制位置へと、当該搬送方向に直交する横方向において当該ガイドアーム
を移動させ、それにより、当該ガイドアームの間のギャップを減少させて、当該横方向に
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おける当該ガラス基板の動きを抑制する工程と、
を含む、ガラス基板の動きを抑制する方法。
【００９２】
　実施形態２１
　対向する各ガイドアームが、当該ガードアームの長さに沿って取り付けられた複数のロ
ーラーを含み、各ローラーが、接触面を有し、当該移動後の当該対向するローラーにおけ
る対向する接触面の間の距離が、２００ｍｍ未満である、実施形態２０に記載の方法。
【００９３】
　実施形態２２
　対向する各ガイドアームが、当該ガイドアームの面に沿って配置された複数のガス通気
孔を有し、さらに、当該ガラス基板の側方運動を制限するために、当該ガス通気孔から当
該横方向にガス流を向かわせる工程を含む、実施形態２０に記載の方法。
【００９４】
　実施形態２３
　各ガイドアームが、前記搬送方向に対して下流終端を含み、上記感知された終端は、上
記ガラス基板の先縁であり、当該対向するガイドアームが上記抑制位置にあるとき、対向
する各ガイドアームの当該下流終端は、当該ガラス基板の当該端部から少なくとも１０ミ
リメートルの位置にある、実施形態２０に記載の方法。
【００９５】
　実施形態２４
　上記ガイドアームが、上記抑制位置において上記ガラス基板に接触する、実施形態２０
に記載の方法。
【００９６】
　実施形態２５
　上記端部の位置を感知する工程が、第一センサーによって該端部の第一位置を感知する
工程と、前記搬送方向に対して当該第一センサーから下流の第二センサーによって当該端
部の第二位置を感知する工程とを含む、実施形態２０に記載の方法。
【００９７】
　実施形態２６
　上記ガラス板の上記端部の位置を感知する工程が、第三センサーによって当該端部の第
三位置を感知する工程であって、当該第三センサーが、当該ガラス基板の下端部分に近接
して位置される、工程、を含む、実施形態２５に記載の方法。
【００９８】
　実施形態２７
　上記第三センサーが、上記第一センサーに対して垂直に配置される、実施形態２６に記
載の方法。
【００９９】
　実施形態２８
　さらに、上記第一センサーからの端部信号を上記第三センサーからの端部信号と比較す
る工程であって、当該第一センサーからの上記端部位置が当該第三センサーからの当該端
部位置と等しくない場合、当該ガラス基板を拒絶する、工程、を含む、実施形態２６に記
載の方法。
【０１００】
　実施形態２９
　上記感知された端部が、上記ガラス基板の上記先縁である、実施形態２０に記載の方法
。
【０１０１】
　実施形態３０
　上記ガラス基板の厚さが、２ミリメートル以下である、実施形態２０に記載の方法。
【符号の説明】
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【０１０２】
　　１０　ガラス製造機器
　　１２　ガラス溶融炉
　　１４　溶融槽
　　１６　上流ガラス製造機器
　　１８　貯蔵容器
　　２０　原料送り出し装置
　　２２　モーター
　　２４　原料
　　２６　矢印
　　２８　溶融ガラス
　　３０　下流ガラス製造機器
　　３２　第一接続導管
　　３４　清澄槽
　　３６　混合機器
　　３８　第二接続導管
　　４０　送り出し槽
　　４２　成形本体
　　４４　出口導管
　　４６　第三接続導管
　　４８　成形機器
　　５０　入口導管
　　５２　トラフ
　　５４　合流成形面
　　５６　下端部
　　５８　単一リボン
　　６０　引出方向
　　６２　個別のガラス基板
　　１００　搬送機器
　　１０２　輸送アセンブリ
　　１０４　レール
　　１０６　移動式取付けアセンブリ
　　１０８　搬送方向
　　１１０　クランプ保持装置
　　１１２　搬送部材
　　１１４　キャリッジアセンブリ
　　１１６　駆動アセンブリ
　　１１７、１１９、１２１、１２３　制御ライン
　　１１８　第一拡張装置
　　１２０　第二拡張装置
　　１２２　第一ガイドアーム
　　１２４　第二ガイドアーム
　　１２６　コントローラ
　　１２７　横方向
　　１２８　先縁
　　１３０　後縁
　　１３２ａ　第一センサー
　　１３４ａ　光源
　　１３６ａ　反射目標
　　１３８ａ　検知器



(22) JP 2019-509952 A 2019.4.11

　　１４０ａ　光ビーム
　　１４２ａ　データライン
　　１４４　ローラー
　　１４６　ガス通気孔
　　１４８、１５０　ガス供給ライン
　　１５２　プロセスステーション

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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