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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲げ温度にもってこられた重ね合わせられたガラスのシートを曲げる方法であって、
　シートのリムの上を吹き付ける上向き方向の空気流を生成する吸引手段を備える上部フ
ォームで、持ち上げられるシートを含む吸引／保持ステップを含み、前記吸引が、前記上
部フォームに対して、重ね合わせられたシートを持ち上げかつ保持するのに十分であり、
方法はまた
　上部フォームと、開口を備える全表面中実凹面下部フォームとの間でシートをプレスす
ることからなり、前のステップの吸引が、まだ終了されていない、または終了しようとす
るときに、前記プレスが開始されるプレスのステップと、
　下部凹面モールドの開口を通した下部シートの主要面の吸引により、重ね合わせられた
シートの成形を含む吸引／曲げステップとを含み、前のステップのプレスがまだ終了しな
いときに、前記吸引成形が始まり、方法はさらに
　シートの冷却を含む冷却ステップを含む、方法。
【請求項２】
　重ね合わせられたシートが、吸引／保持ステップの前に、事前に曲げられることを特徴
とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上部フォームはフレームであることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
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　フレームは、上部位置に配置されたシートの周辺部で、０．５ｍｍから１０ｃｍ幅の接
触面を与える材料の帯であることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　曲げられ重ね合わせられたシートが、吸引／保持ステップの後、シートのリムに吹き付
ける上向き空気流を生成する吸引手段を備えた上部フォームの助けで持ち上げられること
よって、下部凹面モールドから分離され、前記吸引が、前記上部フォームに対して重ね合
わせられたシートを持ち上げかつ保持するのに十分であり、それから前記上部フォームが
、それらのシートを冷却ステップを完了させるために冷却ゾーンに持っていく支持体の上
に、曲げられ重ね合わせられたシートを置くことを特徴とする、請求項１から４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６】
　曲げられたシートを下部モールドから分離する上部フォームが、吸引／保持ステップで
、シートを持ち上げる上部フォームＦＳ１とは別のフォームＦＳ２であり、シートが、そ
れらを支持する下部モールドの移動によって、フォームＦＳ１の下の位置からフォームＦ
Ｓ２の下の位置に移動されることを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　フォームＦＳ２が、冷却ステップを完了させるために冷却ゾーンへ、それらのシートを
持っていく支持体の上に曲げられ重ね合わせられたシートを置き、重ね合わせられたシー
トの別のセットの曲げがすでに始まり、下部凹面モールドがフォームＦＳ１の下に配置さ
れることを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　冷却ステップのために、シートが、冷却ゾーンにそれらを持っていく冷却支持体の上に
配置され、前記冷却支持体がそれらシートを上部フォームＦＳ１の下に持ってきた支持体
と同じであることを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　重ね合わされたガラスのシートのセットを曲げるための装置であって、
　曲げ温度にもってこられる曲げユニット（９）と、
　曲げユニット（９）内に置かれ、シートのリムの上に吹き付ける上向き空気流を生成す
る吸引手段をその周りに備える、凸面上部フォームＦＳ１とを含み、前記吸引が、前記上
部フォームに対して重ね合わせられたシートを持ち上げかつ保持するのに十分であり、装
置はまた
　曲げユニット（９）内に置かれ、その主要面上の開口と、これらの開口を介して吸引す
る手段とを備える、下部中実凹面モールドと、
　凸面上部フォームＦＳ１の下を次々と通過するように移動する事前に曲げる支持体のト
レーンとを含み、
　前記上部フォームおよび前記下部モールドが相補的形状をもち、ガラスのシートをプレ
スするために互いに同士に向かって、垂直軸に沿って移動できる、装置。
【請求項１０】
　凸面上部フォームＦＳ１はフレームであることを特徴とする、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　フレームは、上部位置に配置されたシートの周辺部で、０．５ｍｍから１０ｃｍ幅の接
触面を与える材料の帯であることを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　シートのリムの上に吹き付ける上向き空気流を生成する吸引手段をその周りに備える別
の凸面上部フォームＦＳ２を含み、前記吸引が、そのフォームに対して重ね合わせられた
シートを持ち上げかつ保持するのに十分であり、下部凹面モールドを、上部フォームの一
方および他方の下を交互に通過するように移動させることができることを特徴とする、請
求項９から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　上部凸面フォームＦＳ１の下ならびに上部凸面フォームＦＳ２の下で、次々と通過して
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移動する事前に曲げる支持体のトレーンを含むことを特徴とする、請求項１２に記載の装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、それによって、ガラスが中実の凹面モールドを貫通する開口で、前記凹面モ
ールドの形状をとるために吸引されて、グレージングユニットを曲げる方法に関する。本
発明による方法は、より詳細には、光学的欠点のないグレージングユニットにつながる迅
速な工業生産プロセスに適している。
【０００２】
　本発明は、最も詳細には、特に、自動車のウィンドシールドとしての役割を果たすシー
トタイプの積層グレージングユニットに後で組み立てられることが必要な重ね合わされた
ガラスのシート（通常２つの重ね合わされたガラスのシート）の同時の曲げに関する。シ
ートは、ガラスのシートの間に高分子、通常ポリビニルブチレンのタイプの層を挿入する
ことによって、当業者に知られている方法で組み立てられる。
【背景技術】
【０００３】
　ＥＰ０３６３０９７は、下部凹面モールドを介した単一シートの吸引を教示する。曲げ
の後、シートは凹面フォームを囲み、それと共にシートを運ぶために上昇するフレームに
よって下部モールドから分離される。シートを上方に運ぶことができるために、シートは
凹面モールドのすべてのエッジを越えて突出しなければならない。そのような突出は、曲
げの間、必ずしも厳密に構成されないエッジを曲げるのに十分ではない。この結果は、シ
ートのエッジにおける曲げ欠陥のリスクである。さらに、この文献はいくつかの重ね合わ
されたシートの曲げに関する情報を与えない。
【０００４】
　ＵＳ３７７８２４４は、その中実な全表面を貫通する吸引オリフィスを備える下部モー
ルドの上に配置された吸引スカートを備える上部フォームを教示する。シートが上部フォ
ームに対して部分的に曲げられたとき、このシートが、簡単に下部フォーム上に落ちるこ
とを可能にするので、これら２つの曲げフォームは、ガラスにどのようなプレスも行わず
に、次々に作用する（５列、３から６行）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＷＯ０２０６４５１９は、下部凹部モールドを介した重ね合わせられたシートの曲げを
教示する。上部捨て型モールドは、吸引のときに、凹部フォームによって、２つのシート
のエッジを一緒に締め付けることができる。ここでまた、上昇するとき、曲げの後で、シ
ートを持ち上げるのは下部フォームを囲むフレームである。したがって、シートは下部フ
ォームからも突出していなくてはならない。さらに、この方法は著しい進歩を表すが、工
業使用の状況において、それを加速できることが望みである。それを加速できるためには
、吸引の間に使用される真空の値に取り組むことが可能である。しかし、肉眼で見ること
ができる、ひずんだ視界のタイプの光学的欠点につながることがあるので、出願人は、約
１００ｍｂａｒ（大気圧と下部モールド内の圧力との差）の真空圧力を超えて、真空を推
し進めないことが適当であることを確認した。この欠点は、実際上、吸引の間に様々なシ
ートの間に作り出されるクリアランスに由来するように思われる。このクリアランスは、
中央領域において１ｍｍにも達することがある。それから起こる光学的ひずみは、９０ｍ
ｄｐｔ（ミリジオプトリ）に達することがある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は前述の問題を解決する。本発明によれば、特に、吸引スカート形の上向き吸引
手段が、吸引曲げステップの前に、ガラスシートを持ち上げるために、使用される。この
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タイプの支持手段の使用は、二重の利点をもたらすことがわかった。１）一方で、シート
が下部凹面モールドからもはや突出する必要がなく、２）他方で、予期せずに、吸引／保
持ステップ（上向きの吸引）が正確に吸引／曲げステップ（下向きの吸引）と下部モール
ドを介して組み合わされた場合、それにもかかわらず、光学的欠点の問題を起こさずに、
１００ｍｂａｒの真空圧力を超えて、下部モールド内の真空を押し上げることができる。
その結果、本発明は、重ね合わされたシートを、非常にはやい生産速度で曲げることを可
能にする。
【０００７】
　本発明の範囲への制限をもたらすこの説明なしに、上向きの吸引が、重ね合わされたシ
ートの間の空気のかなりの部分を取り除き、重ね合わされたシートのよりよい組み合わせ
に寄与するように思われる。この結果は、下部モールド上の吸引／曲げステップの間、シ
ートはすべて凹面下部フォームに向けてより正確に持ってこられる。具体的には、シート
の間の残留空気の存在は、吸引曲げステップの間、下部モールドと直接接触していないシ
ートが下部シートに従うことを防止するように思われる。
【０００８】
　したがって、本発明は、特に、成形温度にもってこられた重ね合わせられたガラス（通
常２つの重ね合わせられたガラス）のシートを成形する方法であって、
シートのリム（エッジ）の上を吹き付ける上向き方向の空気流を生成する吸引手段を備え
る上部フォームで、持ち上げられるシートを含む吸引／保持ステップであって、前記吸引
が、前記上部フォームに対して、重ね合わせられたシートを持ち上げかつ保持するのに十
分なステップと、
上部フォームと、開口（穴）を備える全表面中実凹面下部フォームとの間でシートをプレ
スすることを含むプレスのステップであって、前のステップの吸引が、まだ終了されてい
ない、または終了しようとする間に、前記プレスが開始されるステップと、
下部凹面モールドの開口を介した下部シートの主要面の吸引により、重ね合わせられたシ
ートの形成を含む吸引／曲げステップであって、前のステップのプレスがまだ終了しない
間に、前記吸引形成が始まるステップと、
シートの冷却を含む冷却ステップとを含む方法に関する。
【０００９】
　本発明によれば、吸引／保持ステップの間に加えられた吸引は、下部曲げモールドの上
の適切な位置にそれらを置くために、シートを保持するだけでなく、それはシートの間か
ら空気を吸い出すことにも役立つことがわかった。空気がそれらのシートの間から吸い出
されるときに、プレスのステップはシートの間に密着した接触を引き起こし、それらの間
のシールを保証するので、本発明によれば、上向き吸引がまだ動作している間に、あるい
はそれが終わろうとしている間に、プレスのステップを始めるのが好ましい理由である。
実際には、プレスのステップが始まるとすぐに、上向きの吸引を停止することができ、し
たがって、上向きの吸引の停止は、プレスのステップの開始とほとんど同時である。具体
的には、弾性の効果はシートを分離を邪魔しない。したがって、このプレスのステップは
、シートの間に空気が戻ることを防止する。したがって、シートは、下部シートの吸引に
よって曲げられる準備ができている。プレスのステップがまだ終わっていないにもかかわ
らず、下部モールドによるこの（下向きの）吸引が始まる。シートの間に空気がないこと
は、それが成形される間、すべてのシートが下部シートに正確に従うことを意味する。吸
引／曲げステップで、３５０ｍｂａｒの真空圧力を加えることができ、これが、０．５ｍ
ｍのシート間の最大クリアランス、ならびに７０ｍｄｐｔより小さい光学的歪みをもたら
すことが注目されたが、求められる曲げのフォームの形状および複雑さに応じて、これら
の値を変化させることができる。吸引による曲げの間ずっと、プレスを継続する必要はな
い。具体的には、吸引による曲げが始まり、かつ粘弾性応力が解除されると、重ね合わさ
れたシートは、共に十分に押し付けられたままであるので、プレスを解除することができ
る。したがって、好ましくは、吸引／曲げステップの吸引は、必要な形状を得るのに十分
な期間、ならびにこの最終的な形状が得た後、粘弾性応力を解除するのに十分な期間、行
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われる。
【００１０】
　シートを持ち上げる上部フォームは、全面中実フォームまたは好ましくはフレームであ
る。「フレーム」は、上部位置に配置されたシートの周辺部で、通常、０．５ｍｍから１
０ｃｍ幅の接触面を与える適切な材料（通常、金属）の帯（ｓｔｒｉｐ）を意味する。「
周辺部」は、すべてのエッジから１５ｃｍより小さいところに配置されたシートの環状形
状の主要面の境界ゾーンを意味する。
【００１１】
　プレスのステップの間に加えられる圧力はかなり小さくてよい。具体的には、（上向き
の吸引がまだ加えられている、または終了するプロセスにある間）上部シートを少し押す
だけで通常十分であり、したがって、２つのシートは、より密着して並置される。好まし
くは、この圧力はシートの周辺部に加えられる。好ましくは、圧力は、空気がシートの間
を通過することを防止するために加えられる。
【００１２】
　下部曲げモールドは凹面であり、その凹面は、グレージングユニットの実質的に望まし
い最終的な形状に対応する。この下部モールドは中実であり、下部位置に配置され、かつ
それに下部モールドが接触するシートの吸引を可能にする開口をその表面に含む。この下
部モールドは、好ましくは、少なくとも下部シートと同じ大きさであり、したがって、重
ね合わされたシートがモールドを越えてどの位置でも突出しない。
【００１３】
　下部モールドを介した吸引が始まると、上部フォームと下部モールドを互いに分離する
ことによって圧力を止めることが可能である。このとき、上向きの吸引はもうない。通常
、下部モールドを介した下向きの吸引は、１秒から４０秒続く。
【００１４】
　したがって、一方で、吸引／保持ステップの間の（上向きに）、また他方で、吸引／曲
げの間の（下向きに）シートに及ぼされる吸引力は異なる。具体的には、第１の場合は、
シートを上方に上昇させるために、かつシートの間から空気を吸い出すために（高い空気
流、例えば、１．８ｍ２のウィンドシールドに対し毎時２５０００ｍ３程度の空気）、シ
ートの境界で真空圧力を生成することを含み、ならびに第２の場合は、下部モールドに対
して下部位置のシートをプレスすること（大きな真空圧力および低い空気流）を含む。し
たがって、上向きの吸引は、シートのリムの上に吹き付ける強い空気流の生成を必要とし
、一方、（曲げのための）下向きの吸引は、下部モールドの全表面上に実質的に分布され
た開口を介して空気を吸い込むことを必要とする。通常、吸引／保持ステップの上向きの
吸引は、上部フォームを囲むスカートを介して生成される。シートをよりよく持ち上げ、
かつ上昇できるために、上部フォームを囲むスカートは、シートがその上に置かれている
支持体に接触する。この支持体がフレームの場合、その中央部分は空気が、ガラスシート
の下に通過することを可能にし、したがってガラスシートは容易に上昇される。支持体が
フレームでない場合、シートの下の支持体内に少なくとも１つのオリフィスを備えること
ができ、したがって、スカートを介して吸い込まれた空気は、より簡単にシートを上昇さ
せる。
【００１５】
　吸引／保持ステップで持ち上げられるために、重ね合わされたシートは、平らまたは、
前記ステップの前にすでに事前に曲げられていて、それらを曲げることを可能にする温度
（通常５６０と６１０℃の間）をもっていてもよい。好ましくは、それらは事前に曲げら
れる。通常、この事前の曲げは、一般的には、フレームまたはスケルトンタイプの事前に
曲げる支持体上への重力の落ち込みによって行われる。事前の曲げステップで加えられる
曲げが比較的大きいとき、関節式スケルトンまたはシートにいくつかの形状に連続的に従
わさせる任意のタイプのスケルトンを使用することができる。特に、これらはＥＰ　４４
８４４７、ＥＰ　７０５７９８または出願ＰＣＴ／ＦＲ２００４／０５０１９８で記載さ
れたスケルトンでよい。任意の事前の曲げステップは、シートに大体の、平らの形状と望
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まれる最終的な形状の間の中間の形状を与える。この事前の曲げは、グレージングの周辺
部にその最終的な形状を与えるが、中心部分は大体の形状を与えるだけである。事前の曲
げステップの存在は、最終的な形状が比較的強調された曲線をもつとき、特に、最終的な
形状が互いに直交する方向に曲線（二重曲げ）をもつときに好ましい。自動車製造業者は
、相当の二重曲げをもつこのタイプの複雑な形状をますます利用する。通常、この事前の
曲げは、重力によって達成され、重ね合わされたシートは、上部フォームと下部曲げモー
ルドとを含む主要な曲げゾーンに向かうトンネルオーブンの中を通って移動する適切な支
持体上に配置される。トンネルオーブンは、シートに曲げ温度を与えるためと、事前の曲
げを行うための両方のために使用される。事前の曲げの支持体は、例えば、レールの上に
配置された車輪付きのトロリー上に取り付けることによって、トンネルオーブンを通って
移動する。事前の曲げの支持体は、上部フォームの下を通過し、そのとき上部フォームは
、すでに説明した上向き吸引によって、重ね合わされたシートを持ち上げる。
【００１６】
　すでに述べたように、事前の曲げの支持体、特にスケルトンタイプのものは、ガラスと
の接触面として、それが移動につれて、変化する形状を与えることができる。この変化は
、支持体が重ね合わされたシートを運びながら、上部フォームの下の位置に向かう移動の
間に行うことができる。特に、事前の曲げの支持体の接触面は、上部フォームに持ち上げ
られる前でも、周辺部において、ガラスに望ましい最終的な形状をとることができる。ガ
ラスの周辺部での落ち込みはそのときに終わっていず、さらに、ガラスの周辺部が事前の
曲げの支持体にすべてのところで接触しているとしても、いずれにしても、中央ゾーンは
最終的な望ましい形状をとっていないので、これは、上部フォームに持ち上げられる前に
、ガラスがすでに望ましい最終的な形状をとることを意味しない。上部フォームによって
持ち上げられたときに、事前の曲げの支持体が、シートのための望ましい最終的な周辺部
形状をもつ場合、この支持体は、最終的な曲げの後で、それらを冷却ゾーンに持っていく
ために、それがその形状を再度変化させる必要なく、シートを持ち上げることもできる。
事前の曲げの支持体が、上部フォームによって持ち上げられるまで、大体の周辺部形状を
維持し、それが、もはやシートを支持していないとき、シートのために望ましい最終的な
周辺部の形状をもつことも可能である。具体的には、この支持体が、シートを冷却ゾーン
に持っていくために、下部モールドによる最終的な成形の後でシートを持ち上げなければ
ならない場合、この支持体が、シートのために望ましい最終的な形状に十分対応する形状
をもつことが好ましい。
【００１７】
　シートの任意の加熱の前に、曲げプロセスの間に、アセンブリ内で重ね合わせられたシ
ートの間に、様々なシートが一緒に張り付くことを防止する粉末を配置することが可能で
ある。この粉末（例えば、場合によりシリカ）は、当業者に知られている方法で配置され
る。
【００１８】
　上部フォームの接触面は、持ち上げられる準備ができたとき、上部シートの接触面に対
応し、すなわち、シートがその下に平らで届いた場合は、それは平らであり、あるいは、
それは、任意の事前に曲げるプロセスによってシートに与えられた形状に対応する大体の
形状をもち、あるいは、それは、少なくとも周辺部では望ましい最終的な形状をもつ。好
ましくは、上部フォームは、周辺部では望ましい最終的な形状をもつ。いずれにしても、
上部フォームは、持ち上げることが必要なシートの曲線と同じ程度に強調された曲線をも
つ。
【００１９】
　曲げが終わり、かつシートが下部曲げモールドに置かれたとき、シートを冷却すること
ができる。これをするのに、次に冷却支持体と呼ばれる支持体の上にそれらを置くために
下部モールドからシートを分離することが好ましい。例えば、シートを、吸引／保持ステ
ップで使用されたのと同じ方法で、上向き吸引によって下部モールドから分離することが
できる。吸引／保持ステップならびに下部モールドからの分離を行うための同じ上部フォ
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ームを使用することさえもできる。しかし、この分離動作を行うために、それを囲む必要
な（特にスカートタイプの）吸引手段を備える（本出願の文脈では、ＦＳ２と呼ばれる）
第２上部フォームを使用することもできる。上部フォームで持ち上げることによる下部モ
ールドからの分離の後で、上部フォームは、シートを適切な冷却ゾーンに運ぶ冷却支持体
の上にシートを解除する。第２上部フォームが使用されたとき、第２上部フォームは、有
利には、グレージングユニットの最終的な形状に対応する上部シートとの接触形状をもつ
。すべての場合で、有利には、冷却支持体は、グレージングユニットの最終的な形状に対
応する下部位置に配置されたシートに面する接触形状をもつ。通常、冷却プロセスは、自
動車のウィンドシールドの積層グレージングを組み込むためのシートに使用されるタイプ
の自然冷却に近い。
【００２０】
　したがって、本発明によれば、曲げられ重ね合わせられたガラスシートを、吸引／保持
ステップの後、シートのリムに吹き付ける上向き空気流を生成する吸引手段を備えた上部
フォームの助けで持ち上げられることよって、下部凹面モールドから分離することができ
、前記吸引が、前記上部フォームに対して重ね合わせられたシートを持ち上げかつ保持す
るのに十分であり、それから前記上部フォームが、それらのシートを冷却ステップを完了
させるために冷却ゾーンに持っていく支持体の上に、曲げられ重ね合わせられたシートを
置く。
【００２１】
　特に、曲げられたシートを下部モールドから分離する上部フォームが、吸引／保持ステ
ップで、シートを持ち上げる第１上部フォーム（ＦＳ１）とは別の（しかし、場合により
同じ形状をもつ）第２フォーム（ＦＳ２）でよく、シートが、場合により、それらを支持
する下部モールドの移動によって、フォームＦＳ１の下の位置からフォームＦＳ２の下の
位置に移動される。
【００２２】
　２つの上部フォームの使用は、１つの上部フォームを備える変形形態に対して、プロセ
スの速度を加速することができる。具体的には、第２フォーム（ＦＳ２）が曲げられ重ね
合わされたシートのセットを、冷却ステップを完了させるために冷却ゾーンにそれをもっ
ていく支持体の上に置くとき、重ね合わされたシートの別のセットの曲げがすでに開始さ
れ、下部凹面モールドが第１フォーム（ＦＳ１）の下に配置される。
【００２３】
　重ね合わされたシートのセットを曲げユニットに持っていく支持体は、それらを冷却ゾ
ーンに持っていくために、曲げの後にシートを集める同じ支持体でよい。
【００２４】
　通常、上部フォームおよび下部曲げモールドは、曲げ温度にもってこられる曲げユニッ
ト内に置かれる。
【００２５】
　同一のアセンブリ（またはパッケージ）内の重ね合わさられたシートは、実質的に同じ
形をもつ。それらの大きさは、下部位置に置かれたシートから上部位置に置かれたシート
に移動するとき、それらの表面積の減少する方向にわずかに変化し、したがって、曲げの
後、シートの境界は一致する。
【００２６】
　本発明は、本発明による方法を適用することを可能にする装置にも関する。本発明によ
る装置は、重ね合わされたガラスのシートのセットを曲げるための装置であって、
シートのリムの上に吹き付ける上向き空気流を生成する吸引手段をその周りに備える凸面
上部フォームＦＳ１であって、前記吸引が、前記上部フォームに対して重ね合わせられた
シートを持ち上げかつ保持するのに十分である凸面上部フォームＦＳ１と、
その主要面上の開口と、これらの開口を介して吸引する手段とを備える下部中実凹面モー
ルドとを含み、
前記上部フォームおよび前記下部モールドが相補的形状をもち、ガラスのシートをプレス
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するために互いに同士に向かって、垂直軸に沿って移動できる装置である。
【００２７】
　詳細には、この装置は、上部凸面フォーム（ＦＳ１）の下を次々と通過するように移動
し、したがって、重ね合わせられたシートのセットを前記上部フォーム（ＦＳ１）で持ち
上げることができる事前に曲げる支持体のトレーンを含むことができる。
【００２８】
　この装置はさらに、重ね合わせられたシートのリムの上に吹き付ける上向き空気流を生
成する吸引手段をその周りに備える別の凸面上部フォーム（ＦＳ２）を含み、前記吸引が
、そのフォームに対して重ね合わせられたシートを持ち上げかつ保持するのに十分であり
、下部凹面モールドを、上部フォームの一方および他方（ＦＳ１およびＦＳ２）の下を交
互に通過するように移動させることができる。
【００２９】
　装置が２つの上部フォームを含む場合、それは、２つの上部凸面フォームの下を通過す
るように移動する事前に曲げる支持体のトレーンを含むこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　図１は、２つの重ね合わせられたシートのセット２の上部シートの周辺部に接触する環
状フレーム形の上部フォーム１を表す。スカート３はフォーム１を囲み、上部フォーム１
に対して２つの重ね合わせられたシートを保持するのに十分な吸引を（矢印の方向に）加
えることができる。吸引された空気は、シートのリム４の上を吹き付ける。通常、上部フ
ォームは、ガラスと上部フォームとの接触を和らげ、かつ傷つけるリスクを減らす編組み
状または編物形のフェルトの耐火繊維（金属および／またはセラミック繊維）の材料で覆
われている。さらに、空気は、繊維材料の内部を全方向において循環することができ、こ
れは追加の空気流の拡散を引き起こす。
【００３１】
　図２は、その主要な上部面に多数のオリフィス（開口、穴）６を備える下部凹面モール
ド５を表す。これらのオリフィスを介して生成される吸引が、モールドの主要な上部面に
それを押し付けることによって、重ね合わせられたシートを曲げる。通常、下部モールド
は、ガラスと上部フォームとの接触を和らげ、かつ傷つけるリスクを減らす編組み状また
は編物形のフェルトの耐火繊維（金属および／またはセラミック繊維）の材料で覆われて
いる。さらに、空気は、繊維材料の内部を全方向において循環することができ、これは追
加の空気流の拡散を引き起こす。このモールドは、シートにために望まれる最終的な形状
をもつ。
【００３２】
　図３は、それが１つの上部吸引フォームだけを含む場合における、本発明による方法の
実施形態のいくつかのシーケンスを表す。それぞれが２つの重ね合わされたガラスシート
を運ぶトロリー８のトレーン７は、（図３で右から左に移動する）シートを、その内部が
曲げ温度にある曲げユニット９の下に持っていく。各トロリーは、事前に曲げるスケルト
ン１４によってペアーのシート１３を運ぶ。このスケルトンは、曲げユニットに向かう経
路の間、曲げを増加させるという意味で修正された接触面をもつことができる。曲げユニ
ット９の下に到達するとき、各トロリーは、シートの事前の曲げをもたらすために、トン
ネルオーブン１０を通って、いくらかの距離をすでに移動している。ユニット９の下で、
スケルトンは（シートの周辺部に対してのみ）望ましい最終的な形状に対応する接触面を
提示し、シートは周辺部でこの形状をとるが、中央領域ではこの形状をとらない。ユニッ
ト９は、垂直に移動できる（図１の原理で）スカートを備える上部フォーム１１と、水平
に移動可能な（図２の原理で）開口を備える下部凹面モールド１２とを含む。上部フォー
ムは、輪の形状をもち、かつその形状が、シートに望まれる最終的な形状に対応するフレ
ームである。下部モールドは、シートに望まれる最終的な形状をもつ。図３ａのとき、ト
レーンは、トロ－リがまさに上部フォームの垂直になるように停止する。それから、上部
フォーム１１は、そのスカートの吸引によって、２つの重ね合わされたシートを持ち上げ
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るためにトロ－リ８に向かって下降する（図３ｂ）。上部フォーム１１は、下部モールド
１２が、水平の並進によって、そのすぐ下に移動するほどまで十分に高く、シートと共に
再度上昇する。それから、上部フォームは、図３ｃに示されるように、下部モールドに対
して、シートの周辺部を軽くプレスするために（そのときスカートは再度動作する）、再
度少し下降する。それから、前記面に対して平らにすることによって、下部モールドの主
要面に開口を通した下向きの吸引が曲げを作り始める。通常、この吸引は、１秒から４０
秒続く。曲げが終わったとき、上部フォームは、シート１３と共に再度上昇することがで
き、一方、下部モールド１２は左側で、静止位置を再びとる。それから、上部フォーム１
１は、２つの曲げられたシート１３を、それを持ってきた同じトロ－リ８に届けるために
、再度下降できる。トレーン７は、次のシートのペアーが上部フォーム１１の真下に配置
され、それの前のペアーと同じ曲げサイクルを受けるために、左方向に離れることができ
る。したがって、トレーン７は、絶えず停止し出発し、断続的に移動し、それぞれがトロ
リー１台分の距離の並進に対応する。シートは、左方向に、冷却ゾーンの方向に次第に持
っていかれる。下部モールド１２の静止位置の下に（左に向かって）配置された固定した
水平の壁１４は、曲げユニットを、冷却ゾーンに通じるトンネルから断熱するのを助ける
。
【００３３】
　図４は、それが２つの上部吸引フォームＦＳ１およびＦＳ２を含む場合における、本発
明による方法の実施形態のいくつかのシーケンスを表す。方法の最初は、図３で説明され
たものように始まる。トレーンは、スケルトン上で重力によって事前に曲げられたペアー
のシートを持ってきて、ペアーのシート１３ａを運ぶトロリーの１つ（トロリー８ａ）が
第１上部フォームＦＳ１の真下に止まるように、停止する。それから、第１上部フォーム
ＦＳ１は、ペアーのシート１３ａを持ち上げ、それと共に下部凹面モールド１２をシート
１３ａの下に配置できるのに十分なほど高く、再度上昇する。それから、フォームＦＳ１
は再度下降して、シートをＦＳ１と下部モールド１２との間でプレスさせる。図４ａはこ
の方法におけるこの瞬間を表す。プレスの間、それからシート１３ａに加えられる吸引の
間、トレーンは、左方向にトロリー１台分の距離移動し、したがってトロリー８ａは上部
フォームＦＳ２の下にくる。曲げが開始した後で、フォームＦＳ１は、シート１３ａを持
ち上げずに上昇し、シート１３ａは、吸引によって曲げを続ける下部モールド１２上に置
かれたままである。具体的には、この段階で、上部フォームがシートに接触しなくても、
重要なのは、プレスの作用が少なくとも曲げ吸引の本当の最初において行われるので、シ
ートは、分離することなく十分に共にプレスされたままである。それから、下部モールド
１２が、フォームＦＳ２の下にくるように左方向（図４ｂ）移動される。それから、フォ
ームＦＳ１は、シート１３ｂの次のペアーを持ち上げるために下降することができる。そ
の部分で、上部フォームＦＳ２はシート１３ａのペアーを持ち上げるために下降する（図
４ｃ）。フォームＦＳ１は、１３ｂのペアーと共に再度上昇し、それから下部モールド１
２がフォームＦＳ１の下に配置されて、シート１３ａのペアーで説明されたのと同じ方法
で、シート１３ｂのペアーをプレスしかつ吸引で曲げる。冷却ゾーンに通じるトンネルか
ら曲げユニットを絶縁する隔壁１４は、ここでは、方法のこの段階では左方向に後退させ
られた可動壁であり、したがって、シート１３ａのペアーを運ぶフォームＦＳ２は、この
ペアーをトロリー８ａ上に置くことができる（図４ｄ）。当然、下部モールド１２の並進
を起動する支持体１５は、フォームＦＳ２がトロリーに下降するための必要なオリフィス
をもつ。さらに、ユニットの下部から下部モールド１２の並進を起動することも可能であ
り、そのときは、支持体１５は図４ｄで、垂直である。ペアー１３ａが支持体８ａ上に置
かれた後で、フォームＦＳ２は、再度上昇し、可動の隔壁１４は、曲げユニットを絶縁す
るために、左方向にフォームＦＳ２の下に戻る。それから、トロリーのトレーンは、左方
向にトロリー１台分の距離移動する。ここでは、ペアー１３ａを、それを曲げる間に移動
させ、かつペアー１３ａの曲げを終わらせながら、所定の位置に新しいペアー１３ｂを置
き始めることが可能であるので、この実施形態は、図３のものより効率的であることがわ
かる。２つの上部フォームＦＳ１およびＦＳ２をもつこの実施形態では、サイクルの時間
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対応する。
【００３４】
　図５はガラスと接触する上部フォーム１６の部分を表し、前記上部フォームはスカート
１７を備えている。上部フォーム１６は、ガラスとの接触を和らげるフェルト要素１８を
備えている。スカート１７も支持体２０との接触を和らげるフェルト要素１９を備えてい
る。図５で表されている瞬間、上部フォームは、支持体２０上に置かれた２つの重ね合わ
されたガラスのシート２１および２２を持ち上げることになる。シートを持ち上げること
をより簡単にするために、オリフィス（図示せず）を支持体内に提供しガラスの下に配置
することができる。シート２２は少しシート２１より大きく、したがって、最終的な形状
に曲げた後で、シートの境界は完全に一致する。スカート１７の表された部分は、フォー
ム１６に対して垂直に移動可能である。このようにして、スカート／上部フォームのアセ
ンブリがシートおよび支持体に接触するとき、支持体２０に最初に接触するのはスカート
１７であり、それから前記スカートは下降を停止するが、上部フォームはもう少し（通常
１ｍｍから２ｃｍ）下降を続け、上部シート２１に接触する。この手法は、方法に柔軟性
を与える。スカート内の必要な流れを低減するために、スカートと上部フォームとの間の
距離（ｄ）はできるだけ小さくすべきである。例えば、距離は５ｍｍから４０ｍｍであり
、一例を挙げれば約２０ｍｍでよい。シートのリム２３および２４はスカートと上部フォ
ームとの間に配置される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】２つの重ね合わせられたシートのセット２の上部シートの周辺部に接触する環状
フレーム形の上部フォームを表す。
【図２】主要な上部面に多数のオリフィス（開口、穴）を備える下部凹面モールドを表す
。
【図３ａ】１つの上部吸引フォームだけを含む場合における、本発明による方法の実施形
態のシーケンスの１つを表す。
【図３ｂ】１つの上部吸引フォームだけを含む場合における、本発明による方法の実施形
態のシーケンスの１つを表す。
【図３ｃ】１つの上部吸引フォームだけを含む場合における、本発明による方法の実施形
態のシーケンスの１つを表す。
【図３ｄ】１つの上部吸引フォームだけを含む場合における、本発明による方法の実施形
態のシーケンスの１つを表す。
【図４ａ】２つの上部吸引フォームを含む場合における、本発明による方法の実施形態の
シーケンスの１つを表す。
【図４ｂ】２つの上部吸引フォームを含む場合における、本発明による方法の実施形態の
シーケンスの１つを表す。
【図４ｃ】２つの上部吸引フォームを含む場合における、本発明による方法の実施形態の
シーケンスの１つを表す。
【図４ｄ】２つの上部吸引フォームを含む場合における、本発明による方法の実施形態の
シーケンスの１つを表す。
【図５】ガラスと接触する上部フォームの部分を表す。
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【図３ｃ】

【図３ｄ】

【図４ａ】

【図４ｂ】
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