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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空断熱窓組立品であって、
　平行で離隔された透明な第１及び第２基板と、
　少なくとも離隔された前記第１基板と前記第２基板との間に配置されたシールであって
、前記シールと前記第１及び第２基板がその間に大気圧未満の気圧のキャビティを規定し
ている、シールと、
　前記キャビティと連通できるように少なくとも部分的に前記第１基板の穴を通って延び
、前記第１基板の主要外表面を超えて延びる排気管と、
　前記真空断熱窓組立品の前記排気管を少なくとも部分的に囲むように前記第１基板の前
記主要外表面に近接する位置に配置された保護リングと、
　前記第１基板の上に積層された第３基板と、
　前記排気管と、前記保護リングと、前記第３基板に形成された開口部と、のそれぞれの
上に配置され、前記キャップにおける前記第３基板に対向する側に位置決め隆起部を備え
ているキャップと、
　を含み、
　前記位置決め隆起部は、前記第３基板に形成された開口部の内表面に係合している
　真空断熱窓組立品。
【請求項２】
　少なくとも前記第１基板と前記第２基板を互いに積層するため、前記第１基板と前記第
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３基板の間に配置されたポリマーを含む積層フィルムを更に含む
　請求項１に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項３】
　前記保護リングの高さが、前記排気管における前記第１基板の前記主要外表面を超えて
延びる部分の高さより小さいか等しい
　請求項１又は２に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項４】
　前記保護リングが前記第１基板に接触及び／又は非接触で配置される際、前記保護リン
グの内径が、前記排気管における前記第１基板の前記主要外表面を超えて延びる部分を収
容できるように十分に大きく、前記保護リングが、前記排気管における前記第１基板の前
記主要外表面を超えて延びる前記部分とは接触しない、
　請求項１～３のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項５】
　前記排気管は、ガラスを含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項６】
　前記保護リングは、前記第１基板の前記主要外表面に接着テープで固定される、
　請求項１～５のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項７】
　前記キャップは、前記第３基板の主要外表面に接着剤で固定される、
　請求項１～６のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項８】
　前記第１及び第２基板は、ガラス基板である、
　請求項１～７のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項９】
　前記排気管における前記第１基板の前記外表面を超えて延びる部分は、封止されている
、
　請求項１～８のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１０】
　前記第１基板と前記第２基板の間の前記キャビティに配置された複数のスペーサーを更
に含む、
　請求項１～９のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１１】
　前記シールが端部シールである、
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１２】
　前記シールがガラスフリットを含む、
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１３】
　前記保護リングが全体的に円柱形状となる、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１４】
　前記シールがバナジウム及び／又ははんだガラスを含む、
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１５】
　前記第１基板、前記第２基板、及び前記第３基板は、ガラスを含む、
　請求項１に記載の真空断熱窓組立品。
【請求項１６】
　平行で離隔された第１及び第２ガラス基板と、
　離隔された前記第１及び前記第２ガラス基板の外周部に近接する位置に配置された外周
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端部シールであって、前記端部シールと前記第１及び第２ガラス基板がその間にキャビテ
ィを規定し、前記キャビティが大気圧未満の気圧となっている、外周端部シールと、
　前記第１ガラス基板から延び、前記第１ガラス基板の少なくとも一部を通って、前記第
１ガラス基板の外表面を超えて延びる排気管と、
　前記排気管の一部の周囲に配置された保護リングと、
　前記第１ガラス基板の上に積層され、前記排気管と前記保護リングがその中に配置され
る開口部を備える第３ガラス基板と、
　前記第３ガラス基板の前記開口部を覆い、前記キャップにおける前記第３ガラス基板に
対向する側に、位置決め隆起部を備えているキャップと、
　を含み、
　前記位置決め隆起部は、前記第３ガラス基板に形成された前記開口部の内表面に係合し
ている
　積層真空断熱ガラス組立品。
【請求項１７】
　前記第１ガラス基板と前記第３ガラス基板の間に配置された積層フィルムを更に含む
　請求項１６に記載の真空断熱ガラス組立品。
【請求項１８】
　前記保護リングの高さが、前記排気管における前記第１ガラス基板の外表面を超えて延
びる部分の高さより小さいか等しい、
　請求項１６又は１７に記載の真空断熱ガラス組立品。
【請求項１９】
　前記シールは、バナジウム、バリウム、亜鉛の１つ又は複数を含む、
　請求項１６～１８のいずれか一項に記載の真空断熱ガラス組立品。
【請求項２０】
　ガラス基板を提供するステップと、
　前記ガラス基板に複数のスペーサーを配置するステップと、
　前記ガラス基板の第１表面の外周部に沿って端部シール材料を配置するステップと、
　前記スペーサーと端部シール材料をその間に挟み込むように前記第１ガラス基板の上に
別のガラス基板を設けるステップと、
　前記ガラス基板間にキャビティを形成するためのシールを形成するために前記端部シー
ル材料を加熱するステップと、
　前記ガラス基板の1つに設けられた排気管を介して前記キャビティを真空引きするステ
ップと、
　前記排気管の一部を溶融させることで前記排気管を封止するステップと、
　前記排気管の外周部を囲むように保護リングを配置するステップと、
　前記排気管の少なくとも一部がその中を通って延びるように規定された開口部を備えた
第３ガラス基板を、前記ガラス基板の少なくとも１つに積層するステップと、
　前記保護リングと前記排気管の少なくとも前記一部とが配置され、前記第３ガラス基板
に対向する前記キャップ側に位置決め隆起部を備えているキャップを前記第３ガラス基板
の前記開口部の上に設けるステップと、
　を含み、
　前記位置決め隆起部は、前記第３ガラス基板に形成された前記開口部の内表面に係合し
ている、
　真空断熱ガラス組立品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年９月２８日に出願された『真空断熱ガラス（ＶＩＧ）窓ユニット
排気管保護技術、及び／又はそれを組み込んだ真空断熱ガラス（ＶＩＧ）窓ユニット』と
いう標題の本発明の譲受人に譲渡された同時係属中米国特許出願第１３／２４６，９８０
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号に関する。この特許の開示内容は全て本明細書に援用し本明細書の一部とする。
【０００２】
　本開示内容は、全体として、排気管を含む真空断熱ガラスユニット構成に関する。開示
内容は、より詳細には、ＶＩＧユニットに追加積層基板を装備することができる工程を含
むがこれには限定されない様々な製造工程中に生じる損傷から排気管を保護するための、
例えば、リングのような保護構成要素を含むＶＩＧユニット構成に関する。開示内容はま
た、追加積層基板上、排気管と保護リングの上を覆うように設けることができるキャップ
にも関する。開示内容は更には、損傷からＶＩＧユニットの排気管を保護するための、保
護構成要素又はリングを含むＶＩＧユニットの例示的製造方法を説明する。
【背景技術】
【０００３】
　真空断熱ガラス（ＶＩＧ）ユニットには、典型的には、その間に真空引きした又は低圧
の空間を囲い込む、離隔された少なくとも２枚のガラス基板が含まれる。基板は外周端部
シールで相互に連結するが、ガラス基板間の間隔を維持し、また基板間に存在する低圧環
境のために生じる恐れのあるガラス基板の圧壊を回避するため、ガラス基板間にスペーサ
ーを設けるのが典型的である。いくつかの例示的ＶＩＧ構成は、例えば、米国特許第５，
６６４，３９５号や第５，６５７，６０７号、第５，９０２，６５２号で開示されており
、これら特許の開示内容は全て本明細書に援用し本明細書の一部とする。
【０００４】
　図１～図２に典型的なＶＩＧユニット１とＶＩＧユニット１を形成する構成要素を例示
する。例えば、ＶＩＧユニット１は、その間に真空引きされた又は低圧の空間６を囲い込
む、離隔された２枚のガラス基板２と３を含むことができる。ガラスシート又は基板２と
３を、例えば、溶融はんだガラス製とすることができる外周端部シール４により相互に連
結する。ガラス基板２と３の間の低圧空間／間隙の存在を考慮に入れた上でＶＩＧユニッ
ト１の基板２と３の間隔を維持するため、ガラス基板２と３の間に支持柱／スペーサー５
を配列したものを設けることができる。
【０００５】
　排気管８は、ガラス基板２の１枚の内表面からガラス基板２の外表面にある凹部１１の
底面に通じる開口部／穴１０に、例えば、はんだガラス９により気密封止することができ
る。キャビティ６の内部を、真空引きし低圧状態とするため、吸引装置を排気管８に接続
する。キャビティ６の真空引き後、真空空間を封止するため排気管８を溶接する。凹部１
１には封止済み排気管８は取り付けられたままとなる。例えば、ガラス基板２のような、
ガラス基板の１枚の内表面に配置される凹部１３内には、任意で化学ゲッター１２を付け
ることができる。
【０００６】
　溶融はんだガラス外周端部シール４を備えたＶＩＧユニットは、典型的には、基板２の
外周部付近に溶体状ガラスフリットを置くことによって製造する。このガラスフリットペ
ーストは、最終的にはガラスはんだ端部シール４を形成する。スペーサー／柱５とガラス
フリット溶体を２枚の基板２と３の間に挟み込むように、基板２の上に第２基板３を置く
。次に、ガラス基板２と３、スペーサー又は柱５とシール材料（例えば、溶体状ガラスフ
リット）を含む組立品全体を、少なくとも約５００℃の温度に加熱する。その温度でガラ
スフリットは溶け、ガラス基板２と３の表面を濡らし、最終的に気密な外周部又は端部シ
ール４を形成する。
【０００７】
　端部シール４の形成後、基板２と３の間に低圧空間６を形成するため、排気管８を通し
て真空引きを行う。空間６の気圧は、真空引き工程を経て、例えば、約１０－２Ｔｏｒｒ
未満のような大気圧未満の水準となるようにすることができる。空間又はキャビティ６に
おける低圧を維持するために、基板２と３を気密封止する。大気圧に抗して、おおよそ平
行な基板の間隔を維持するため、小型の高強度スペーサー又は柱５を基板間に設ける。基
板２と３の間の空間６を一旦真空引きした後は、排気管８を、例えば、レーザー等を使用



(5) JP 6270167 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

し溶融することで封止することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　排気管８は、例えば、図１～図２に例示するような基板の１枚の隅に配置することが多
い。排気管８はガラス製とすることが可能で、ポンプ操作やその後の溶融作業を容易にす
るため、取り付けられているガラス基板の表面上に突出してもよい。排気管８はガラス製
となるのが典型的であり、基板表面上に延びることとなるため、非常に壊れやすく損傷を
受けやすい。この及び他の脆弱性の問題に対処するため、真空引きと溶融後に、管の上に
保護キャップを配置することが時にある。保護キャップの形状と取付方法には多くのもの
がある。取り合わせには、援用し本明細書の一部としている上述の米国特許出願第１３／
２４６，９８０号で特定されているような短所を抱えているものがいくつかある。
【０００９】
　更には、多くの新しいＶＩＧ構成が開発されてきた。これらの構成のいくつかにより、
例えば、図１～図２を参照し上で説明したようなＶＩＧユニット１に、例えば、排気口を
備えた基板上に又は同基板を覆うように配置することができる追加積層板又は基板を装備
することができる。例えば、ＰＶＢ（ポリビニルブチラール）等のようなポリマーを主成
分とする接着剤製の又は同接着剤を含有する積層フィルムの形状の積層用接着剤を用いて
、従来型ＶＩＧユニットの基板の１枚に、追加積層板を接着することができる。
【００１０】
　その上に追加基板を積層したＶＩＧ構成における排気管の取り扱いについては更に別の
問題が生じる。例えば、排気口が設けられているＶＩＧユニットの片面に追加基板を積層
する場合、追加積層基板と積層フィルムには、突出する排気管を収容する穴が設けられて
いなければならない。穴の直径は、積層基板と積層フィルムをＶＩＧユニットの基板上に
配置した時に、排気管周りに十分なゆとりをもたらすようなものでなければならない。穴
を形成する際の製造許容差だけではなく、その後の保護キャップ取り付けのため、穴と保
護キャップが同心円状の配置に、又は実質的に同心円状の配置にならない可能性がある。
更には、追加積層基板に形成されるアクセス穴のガラス端は粗い仕上げものとなる可能性
もある。例えば、穴と使用可能な保護キャップの位置合わせが満足にできていない、積層
基板のアクセス穴周りの粗い仕上げの端部のような、これら要因は両方とも、最終的な積
層ＶＩＧユニットの美的外観に望ましくない影響をもたらす。
【００１１】
　１つの可能な解決策は、積層ＶＩＧユニット形成のために下になるＶＩＧユニットに積
層基板をあてがう積層工程後、追加積層基板の穴の上にキャップをただ配置することとな
ろう。しかしながら、この提案した解決方法には数多くの欠点がある。例えば、上で特に
述べたように、排気管は脆弱であり、積層工程中は露出状態となるため同工程中はより一
層損傷を受けやすい状態となってしまう。別の解決方法は、積層工程完了時点で、単純に
第１キャップの上に第２キャップを配置してしまうというものもあろう。この解決方法に
もまた、例えば、最終的な積層ＶＩＧユニットにおいて、保護キャップを重ねた部分が相
当な積層高さとなってしまうということを含め、多くの欠点がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本明細書で開示の発明のある例示的実施形態により、積層工程に先立って排気管の周り
に工程用保護リングを設けることができる。これは上述の他のいずれの可能性のある手段
との組み合わせでも実行することがおそらく可能であろう。積層工程中、工程用保護リン
グは、積層工程中に生じる恐れのある損傷から排気管を保護するバリアを提供する。例え
ば、積層フィルム及び／又は積層基板に形成する穴の端部が排気管に係合する場合、その
際加わる力により排気管が壊れる又は損傷する恐れがある。工程用保護リングを排気管の
露出部周りに装備する場合、工程用保護リングは、リングが無い場合に排気管に対して掛
かってしまっていたかもしれない力を吸収し、それにより排気管に対する損傷可能性を軽
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減する。この関連で、工程用保護リングの高さを排気管の露出部に保護を与えるに十分な
高さとするこができる。発明のある例示的実施形態によれば、工程用保護リングの高さは
、封止済み排気管とほぼ同じ高さであることが好ましいといえよう。あるいは、工程用保
護リングの高さは、工程用保護リングの高さが排気管を保護できるのに十分な高さである
限りは、封止済み排気管の高さより低いもの又は僅かに低い高さとすることもできる。発
明のある例示的実施形態により、完成状態の保護キャップの積層高さが更に高くなること
を回避するため、工程用保護リングの高さを封止済み排気管の高さよりも実質的に大きく
ならないようにすることもまた好ましいといえよう。
【００１３】
　更には、工程用保護リングを設けることにより、積層工程中にキャップを設ける必要性
を少なくし、発明のある例示的で非限定的な実施形態においては完全に無くしてしまうこ
ともおそらく可能であるかもしれない。したがって、積層工程後、突出した排気管を収容
すべく設けた積層フィルム及び積層基板の穴の上に、単一キャップを配置することができ
る。発明のある例示的実施形態において、積層フィルム及び積層基板の排気管、工程用保
護リングと穴の上に、単一の不透明又は実質的に不透明な保護キャップを設けることによ
る更なる利点には、単一の外側の保護キャップが穴とその露出端部を覆い、それにより、
それが無ければ見えてしまう排気管と穴の潜在的芯ずれ、即ち非同心円状配置を隠し、よ
り望ましい美的外観をもたらすという点がある。
【００１４】
　発明の更なるある例示的実施形態により、保護キャップには更に、キャップの積層ガラ
ス基板に対向する側の外周部付近に少なくとも１つの位置決め隆起部を、隆起部が積層基
板に形成された穴の内側端部に係合するように設けることができる。この位置決め隆起部
は、保護キャップへの追加保護強度をもたらし、一旦積層基板の穴の上に取り付けられた
後は、保護キャップの移動量を更に少なくすることができる。更には、積層ＶＩＧユニッ
トの美的外観を改善するため、横から見た高さが従来型保護キャップよりも低い保護キャ
ップを設けることもまた有利となるといえよう。
【００１５】
　これら及び他の利点を提供するため、離隔された実質的に平行な第１及び第２基板と、
離隔された前記第１及び第２基板の外周部付近に配置された外周端部シールであって、端
部シールと第１及び第２基板がその間にキャビティを規定している、外周端部シールと、
前記キャビティに隣接する前記第１基板の内表面から延び前記第１基板を通って前記第１
基板の外表面を超えて延びる排気管と、前記第１基板の外表面を超えて延びる前記排気管
の一部の周りに配置される保護リングとを含む例示的真空断熱ガラス（ＶＩＧ）組立品が
ある。
【００１６】
　発明の更なる例示的実施形態により、積層真空断熱ガラス組立品を提供する。例示的積
層真空断熱ガラス組立品には、離隔された実質的に平行な第１及び第２基板と、離隔され
た前記第１及び第２基板の外周部付近に配置された外周端部シールであって、その端部シ
ールと第１及び第２基板がその間にキャビティを規定し、前記キャビティが真空引きされ
大気圧未満の気圧となっている、外周端部シールと、前記キャビティに隣接する前記第１
基板の内表面から延び前記第１基板を通って前記第１基板の外表面を超えて延びる排気管
と、前記第１基板の外表面を超えて延びる前記排気管の一部の周りに配置された保護リン
グと、前記第１基板上に積層された第３基板であって、前記第３基板に前記排気管の一部
と前記保護リングが延びる開口部を含む、第３基板と、前記第３基板の前記開口部の上に
配置されたキャップとが含まれる。
【００１７】
　発明のある例示的実施形態による、真空断熱ガラス組立品のある例示的製造方法も提供
する。例示的方法には、第１ガラス基板を提供するステップと、前記第１基板に複数のス
ペーサーを配置するステップと、前記第１基板の第１表面の実質的に外周部に沿って端部
シール材料を配置するステップと、その間に前記スペーサーと端部シール材料を挟み込む
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ように前記第１ガラス基板の上に第２ガラス基板を提供するステップと、前記第１及び第
２ガラス基板と前記端部シール材料を加熱し前記第１と第２ガラス基板の間に気密封止し
たキャビティを形成するステップと、第１及び第２基板の１枚に設けた排気管を使用して
前記キャビティを真空引きするステップと、前記排気管をその一部を溶融させることによ
って封止するステップと、前記第１及び第２基板の１枚の上に保護リングを配置し前記排
気管の一部を囲み、前記保護リングを前記第１及び第２ガラス基板の１枚に接着連結する
ステップと、前記排気管の一部がそれを通して延びる前記第１基板又は第２基板の上に第
３ガラス基板を積層するステップと、前記保護リングと前記排気管一部を配置する前記第
３ガラス基板の開口部上にキャップを設けるステップとが含まれる。
【００１８】
　これら及び他の発明の実施形態と利点を、発明のある実施形態に関して以下図面を参照
し本明細書では説明する。図面においては同じ参照番号は同じ構成要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来型ＶＩＧユニットの断面概略図を示す。
【図２】従来型ＶＩＧユニットの上から見た平面図を示す。
【図３】発明の例示的実施形態による積層ＶＩＧユニットの断面概略図を示す。
【図４Ａ】発明の例示的実施形態による工程用保護リングの上から見た平面図を示す。
【図４Ｂ】発明の例示的実施形態による工程用保護リングと接着剤の底から見た平面図を
示す。
【図５】保護キャップを含む、発明の例示的実施形態による積層ＶＩＧユニットの断面概
略図を示す。
【図６Ａ】発明の例示的実施形態による保護キャップと接着剤の底から見た平面図を示す
。
【図６Ｂ】発明の例示的実施形態による保護キャップの断面概略図を示す。
【図７】発明のある例示的実施形態による積層ＶＩＧユニットの製造方法を説明するフロ
ーチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　発明のある例示的実施形態を、前述の図面を参照し本明細書で詳細に説明する。図面で
は同じ参照番号は同じ構成要素を指す。本明細書に記載の発明の実施形態は、例示的であ
ることを意図し、限定的ではないこと、また、添付の請求項の真の趣旨及び範囲全体から
逸脱することなく、様々な変更が実施可能であることは当分野技術者には理解される、と
いうことは理解されよう。
【００２１】
　発明のある例示的実施形態により、ＶＩＧ窓ユニットには、ＶＩＧ窓ユニットの第１及
び第２透明ガラス基板の間のキャビティ内を低圧状態（例えば、大気圧未満）にする真空
引き工程での使用後に封止した排気管の露出部を囲う、少なくとも１つの工程用保護リン
グを設ける。例示的工程保護リングは、特にＶＩＧユニットを、例えば、積層フィルムを
使用した追加ガラス基板の積層などの追加製造工程にかける場合、排気管（例えば、排気
管の露出部）への損傷可能性に対して更なる保護をもたらす。ＶＩＧ窓ユニットは、住宅
、アパート建物、及び／又は商業用事務所建物のような建物において、窓として装備する
ことができる。ＶＩＧ窓ユニットはまた、建物ドア、冷凍庫ドア等においても窓として使
用することができる。発明のある例示的実施形態では、ＶＩＧ窓ユニットは、少なくとも
約３０％の可視光透過率を、より好ましくは少なくとも約４０％の、更により好ましくは
少なくとも約５０％の、更にもっとより好ましくは少なくとも約６０％又は７０％の可視
光透過率を備える。
【００２２】
　なお更に例示的実施形態により、追加透明ガラス基板の積層後、工程用保護リングと封
止済み排気管の上に保護キャップを設けることができる。保護キャップは、積層高さを低
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くするため、及び、例えば、これらに限定されるものではないが、穴を覆いそれによって
積層板、積層フィルム、排気管にある穴の芯ずれ、穴の仕上げの粗い端部等のため生じる
可能性のある視覚的魅力に乏しい人工物を隠し、製品の美的外観を改善するため、横から
見た高さを低くできることが好ましい。更には、保護キャップには、排気管と工程用保護
リングを収容し、又は一旦穴に取り付けた後の保護キャップの移動量を制限するために設
けた積層基板及び／又は積層フィルムの穴に、隆起部が係合するような位置と大きさに調
整した位置決め隆起部を設けることができる。
【００２３】
　図３に発明の例示的実施形態による積層ＶＩＧ窓ユニットの断面概略図を例示する。積
層ＶＩＧ窓ユニット２０には、例えば、溶融はんだガラスの気密封止端部シール製の又は
同シールを含有しうる端部シール４で互いに連結することができる、離隔された第１及び
第２透明ガラス基板２と３が含まれる。発明のある実施形態においては、基板２と３はお
およそ同じ大きさであるか、及び／又は発明のある例示的実施形態においては同じ大きさ
となることができる。しかしながら、発明の他のある例示的実施形態においては、例えば
、ＶＩＧユニットの端部に近接する位置でおおよそＬ字型の段となるように、１枚のガラ
ス基板は別のガラス基板より大きくなってもよい。従来型端部シール組成物は当技術分野
で知られている。例えば、米国特許第３，８３７，８６６号、第４，２５６，４９５号、
第４，７４３，３０２号、第５，０５１，３８１号、第５，１８８，９９０号、第５，３
３６，６４４号、第５，５３４，４６９号、第７，４２５，５１８号、及び米国特許出願
公開第２００５／０２３３８８５号を参照のこと。これら特許の開示内容は全て本明細書
に援用し本明細書の一部とする。追加の適切な端部シール組成物は、２０１２年１月２０
日に出願された『バナジウムを主成分とするフリット材料向け熱膨張率フィラー及び／又
はその製造及び／又は使用方法』という表題の米国特許出願第１３／３５４，９６３号に
て開示されている。この特許の開示内容は全て本明細書に援用し本明細書の一部とする。
これらの端部シール組成物は、ＶＢＺ（例えば、バナジウム、バリウム、亜鉛）を主成分
とする組成物と呼称されることも時にはあろう。なお更なる例示的端部シール材料は、２
０１１年２月１１日に出願された米国特許出願第１２／９２９，８７５号及び／又は２０
１１年９月２１日に出願された米国特許出願第１３／２３８，３５８号にて開示されてい
る。それぞれの特許の開示内容は全て本明細書に援用し本明細書の一部とする。例えば、
Ｆｅｒｒｏ　２８２４Ｂや２８２４Ｇフリットを含む他のフリット材料を使用することも
できる。例えば、２０１１年２月２２日に出願された米国特許出願第１２／９２９，８７
４号を参照のこと。この特許の開示内容は全て本明細書に援用し本明細書の一部とする。
発明の異なる例示的実施形態では、シール４に他のいわゆる『無鉛』フリットを使用する
こともできる。
【００２４】
　基板２と３の間のキャビティ６に最終的に設定する大気圧未満の気圧を考慮に入れた上
で基板２と３間の間隔を維持するために、支持柱／スペーサーを配列したもの５を、ガラ
ス基板２と３の間に設けることもできる。発明のある例示的実施形態では、スペーサーの
高さを、例えば、約０．１から１．０ｍｍに、より好ましくは約０．２から０．４ｍｍに
することができる。スペーサー５の大きさは、視覚的に目立つことがないように、十分に
小さいものであることが好ましい。発明のある例示的実施形態によれば、スペーサーは、
はんだガラス、ガラス、陶磁器、金属、ポリマー、サファイア、又はその他適切な材料製
とするか又はそれらを含有するものとすることができる。更には、スペーサー５は、例え
ば、全体的に、円柱状、円状、球状、１０セント硬貨形状、文字Ｃ形状、枕形状、又はそ
の他の適切な形状をとることができる。
【００２５】
　排気管８は、例えば、はんだガラス９製の又ははんだガラス９を含有する（シール材料
を使用して）気密封止することができるが、例えば、図３の基板３のようなガラス基板の
１枚の内表面を通る穴を通りガラス基板３を通り抜けその外表面を超えて延びるように設
けることができる。排気管８は（その先端を封止／閉鎖する前に）、例えば、真空ポンプ



(9) JP 6270167 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

を排気管８につなぎ、キャビティ６を真空引きし、例えば、大気圧より低い低圧状態にす
るというような、基板２と３の間のキャビティ６を真空引きする工程で使用する。好まし
い例では、排気工程後、キャビティ６の気圧を、例えば、好ましくは約１０－２Ｔｏｒｒ
未満に、より好ましくは約１０－３Ｔｏｒｒ未満に、更により好ましくは約５×１０－４

Ｔｏｒｒ未満にする。発明のある例示的実施形態では、排気管８の直径、即ち中心を通る
距離は、例えば、約０．１から１．０ｍｍ、より好ましくは約０．３から０．７ｍｍ、更
により好ましくは約０．５ｍｍからとすることができる。
【００２６】
　溶融はんだガラスの外周端部シール４を使用しているＶＩＧ窓ユニットは、例えば、溶
体状の、例えば、上述のものであればいずれでもよいが、そのようなガラスフリットを、
例えば、基板２のような基板の１枚の外周部付近に配置することにより製造することがで
きる。このガラスフリットは、最終的には、硬化後ガラスはんだ端部シール４を形成する
。例えば、基板３のような第２基板を基板２の上に、２枚の基板２と３の間にスペーサー
／柱５と溶体状ガラスフリットを挟み込むように置く。次に、ガラス基板２と３、スペー
サー又は柱５、シール材料（例えば、溶体状ガラスフリット）を含む組立品全体を、シー
ル材料（例えば、ガラスフリット）が溶融しガラス基板２と３の表面に濡れ、外周部／端
部気密シール４を形成するのに十分な温度まで加熱する。次に、基板２と３の間に形成す
るキャビティ６を、上で説明の例示的方法で真空引きした基板２と３の間に低圧状態（例
えば、大気圧未満の）を設定するため、排気管８と吸引装置を使用することができる。キ
ャビティ６を、例えば、大気圧未満のような低圧状態にまで真空引きした後、ガラス排気
管８の上部又は先端を、レーザー等を使用し管の露出部を溶融させることで封止すること
ができる。排気管８（図３で例示）を封止することでキャビティ６を低圧状態に維持する
。管８を封止後、管８の中央部はまだキャビティ６と流体連通しているが、管８の先端／
上部は封止済みとなってしまっているため、外気は流体連通しない。
【００２７】
　上で説明したように、追加の透明ガラス基板１５を、キャビティ６の境界を規定する基
板２と３を覆うように又はその上に積層することができる場合が時にある。図３の実施形
態においては、第３ガラス基板１５は基板３と同じ大きさになってもよい。発明の好まし
い例示的実施形態では、追加の積層ガラス基板１５を、例えば、基板３のようなガラス基
板の１枚の外表面に、例えば、ＰＶＢ等のようなポリマーを主成分とする接着剤製の又は
同接着剤を含有することができる積層フィルム１４を使用して、接着することができる。
追加積層ガラス基板１５を提供するために、上で説明の封止済み排気管８の露出部を収容
するために、追加ガラス基板１５と積層フィルム１４に穴１１を開けることができる。穴
１１は、積層基板１５と積層フィルム１４をＶＩＧ窓ユニット２０の基板３上に配置する
際、排気管８周りに十分なゆとりをもたらす大きさとなる。穴１１を作る際の製造許容差
のため、基板の穴と突出する排気口８は同心円状の、又は実質的に同心円状の配置となら
ない可能性がある。更には、積層基板１５に形成されるアクセス穴１１のガラス端部が粗
い端部となる可能性もあろう。例えば、基板３と１５と排気口８の穴の位置が正しく配置
されないことや積層基板１５のアクセス穴１１周りの粗い端部のような、これら要素は、
最終的な積層ＶＩＧユニットの美的外観に望ましくない影響を与える可能性があろう。
【００２８】
　これら及び他の問題を克服するため、追加積層基板１５を提供する積層工程後、排気管
８を覆うように保護キャップ４７を設けることが望ましいといえよう。しかしながら、こ
れを実施するためには、上で考察したように、積層フィルム１４と追加積層ガラス基板１
５を排気管８の露出部を覆うように配置し、それにより排気管８を、例えば、これらに限
定されるものではないが、積層フィルム１４及び／又は追加積層基板１５の穴１１の端部
と脆弱なガラスの排気管８との接触によるような、積層工程中の損傷をもたらす危険性に
さらすような製造工程に、排気管８をさらさなければならない。積層工程中の破損又は損
傷から露出排気管８を保護するため、発明のある例示的実施形態により、図３のユニット
を上から見て管８を囲むように、積層中に露出排気管８の周りに工程用保護リング１６を
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設けることができる。
【００２９】
　発明のある例示的実施形態によれば、工程用保護リング１６を、基板３に、排気管８を
囲むように、例えば、３Ｍ　ＶＨＢ接合テープのような接着テープを、追加ガラス基板１
５を基板３に積層する積層工程に先立って使用して、接着することができる。好ましい事
例によれば、工程用保護リング１６の高さは、排気管８の露出部の高さと実質的に等しい
ものとすることができる。発明の更なる例示的実施形態によれば、工程用保護リングの高
さを、工程用保護リングの寸法が排気管８に十分な保護をもたらす限りは、排気管８の露
出部の高さより若干低くしても構わない。発明のなお更なる実施形態によれば、工程用保
護リング１６の高さは、積層ＶＩＧユニット２０の外観に影響を与える恐れがある相当な
積層高さとなることを回避するため、排気管８の高さよりも高くならないことが好ましい
。図３～図６の設定で上から見た場合、リング１６は図４Ａ～４Ｂに示すように円形状と
なるか、或いは長円形状、実質的に円形状、実質的に正方形状、及び／又は実質的に長方
形状となってもよい。
【００３０】
　図４Ａ及び図４Ｂには、例示的工程用保護リング１６の底から見た平面図を示している
。工程用保護リング１６は、発明のある例示的実施形態によれば、断面は全体的に円形で
、それ以外は全体的に円柱形状であってよい。もちろん、上述の積層工程中に排気管８に
十分な保護を与えることができる限り、他の適切な幾何学形状をとることもできる。図４
Ｂは例示的工程用保護リング１６の底から見た平面図であり、積層工程に先立ってＶＩＧ
ユニット２０の、例えば、基板３のような基板の表面に工程用保護リング１６を接着する
ために使用する、例えば、３Ｍ　ＶＨＢ接合テープ等のような接着剤１７を示している。
上で考察したように、発明のある例示的実施形態によれば、工程用保護リングの好ましい
高さを、排気管８の露出部の高さより低く又は実質的に等しく設定することができるが、
積層工程中に排気管８の露出部まで保護をもたらすに十分な高さとなることが好ましいと
いえよう。尚、積層に先立って工程用保護リング１６を設けることにより、ある例示的事
例では積層工程中にキャップを設ける必要性も回避される。したがって、以下で考察する
ように、排気管８の突出部を収容するために設ける積層フィルム１４と積層基板１５の穴
１１の上に単一キャップを配置することもできる。
【００３１】
　上で考察したように、積層工程完了後（即ち、ポリマーを主成分とする接着剤１４を使
用し基板１５を基板３に積層した後）、露出排気管８を覆うことによって更なる保護を与
えるために、また、例えば、処置をしない場合目につく恐れのある排気管８と穴の潜在的
芯ずれ、即ち非同心円状配置を隠すことによってのように、積層中に露出排気口８を収容
するために形成した積層フィルム１４と追加積層基板１５の穴１１を覆うことによって、
更なる美観改善を可能とするため、上で考察したように穴１１の上に保護キャップを設け
ることができる。
【００３２】
　図５には、積層基板１５、積層フィルム１４、工程用保護リング１６、及び保護キャッ
プ４７を含む、積層ＶＩＧ窓ユニット２０の断面図を例示する。図５は図３と同様のもの
であるが、保護キャップ４７の例示を含む。排気管８の露出部と上で考察した工程用保護
リング１６を収容する穴（図３の１１を参照）の上に、保護キャップ４７を配置すること
ができる。保護キャップ４７を、追加積層ガラス基板１５の外表面に、例えば、３Ｍ　Ｖ
ＨＢ接合テープ等のような接着テープ１９を経由して接着することができる。保護キャッ
プ４７の大きさは、穴１１を完全に覆うことが可能で、積層ＶＩＧユニット２０の美的外
観が更に望ましいものとなるように横から見た高さが十分に低いものであることが好まし
い。例えば、保護キャップ４７は、排気管８、工程用保護リング１６を収納し、積層基板
１５の穴１１を完全に覆うに十分な直径と奥行きを備えた内部キャビティ２１を備えてい
る。キャップ基部の表面積は、積層基板１５にしっかりと結合できるようにするため十分
な接着テープを収容するに十分な面積でなければならない。
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【００３３】
　保護キャップ４７には任意で、全体的に円形である保護キャップ４７の積層ガラス基板
１５に対向する側の外周部付近に、位置決め隆起部１８も設けることができる（例として
は、図５～図６を参照のこと）。位置決め隆起部１８は、保護キャップに更なる保護強度
をもたらすため、積層基板１５の穴１１の内側部分の非常に近くに係合させるか、又は配
置することが可能で好ましく、また更には、一旦積層基板１５の穴の上に取り付けた後は
、保護キャップの移動量を小さくすることができる（例としては、図５を参照のこと）。
【００３４】
　図６Ａ～図６Ｂは、それぞれ保護キャップ４７の例示的実施形態の底から見た平面図と
断面図である。図６Ａに示すように、保護キャップ４７は全体的に円形状となってよい。
位置決め隆起部１８は全体的にこの形状に合わせたものとなるが、保護キャップ４７の積
層基板１５の穴と係合する側の外周部にその隆起部を設ける。図６Ａに例示する発明の例
示的実施形態による、例えば、３Ｍ　ＶＨＢ接合テープ等のような接着テープ１９を示す
。図６Ｂには、発明の例示的実施形態による保護キャップ４７の断面図を例示する。図６
Ｂに示すように、任意の位置決め隆起部１８を、上で説明した保護キャップ４７と一緒に
提供することもできる。発明の好ましい例示的実施形態によれば、位置決め隆起部１８の
外径Ｄ２を、積層基板１５に形成する穴と係合するように、又は穴とほぼ係合するように
することができる。位置決め隆起部１８の内径Ｄ１を、工程用保護リング１６と排気管８
の露出部を、保護キャップ４７上部と位置決めリング１８によって境界が規定されるキャ
ビティ２１に収容するに十分な大きさとなるようにすることができる。
【００３５】
　保護キャップ４７は、全体的に円形状のものとして例示しているが、適切なものであれ
ばどのような形状でも使用することができることは理解されよう。更には、全体的に円形
状の位置決め隆起部１８との組み合わせで、全体的に多角形の外形のものを使用すること
ができる。位置決め隆起部１８は、追加積層基板１５に形成する穴の内部に十分に係合す
る形状であることが好ましいことは理解されよう。別の例によれば、位置決めリング１８
は切れ目のない構造である必要性は無く、例えば、保護キャップ４７の内部キャビティ２
１の外周部付近の複数の突出部として設けることもできる。発明のある例示的実施形態に
よれば、保護キャップ４７を、例えば、金属、プラスチック、シリコン、又はその他いく
つかの適切な材料製とするか又はこれら材料を含有するものとすることができる。更には
、キャップ４７とガラス基板の熱膨張率は、例えば、約２５％以内の範囲で、より好まし
くは約２０％以内の範囲で、更により好ましくは約１０～２０％の範囲内で互いに一致さ
せることができよう。
【００３６】
　図７は、発明の例示的実施形態による積層ＶＩＧユニットの例示的製造方法を例示する
フローチャートである。例えば、ガラス製の又はガラスを含有する基板のような第１基板
をステップＳ１で提供する。次に、上で考察したようなスペーサー又は柱を、第１基板の
第１主要面に設け、第１基板とステップＳ３で提供する第２基板との間の間隔を維持する
に十分となるように離隔された位置に設置する。ステップＳ５では、例えば、上で考察し
たような端部シールを提供するフリット材料を、第１基板の外周端部付近に配置する（例
えば、プリントする又は別の方法で塗布する）。例えば、ガラス製の又はガラスを含有す
る基板のような第２基板を、第１基板の上に設置し、柱又はスペーサーとフリット材料を
挟み込み、それによって２枚の基板の間にキャビティを定める（Ｓ７）。次に、第１及び
第２基板、スペーサー、及びフリット材料を含む組立部品を、気密端部シールを形成する
に十分な水準まで加熱する（Ｓ９）。次に、２枚の基板の間に定めたキャビティを、例え
ば、大気圧未満となるような適切な真空水準まで、例えば、排気管８を使用して真空引き
する（Ｓ１１）。次に、キャビティを任意で、例えば、これに限定されるものではないが
、２０１１年５月３１日に出願された米国特許出願第１３／１４９，０８５号や米国特許
第６，６９２，６００号で開示されているような、例えば、プラズマクリーニングのよう
な適切な工程を使用してクリーニングすることができる（Ｓ１３）。これら特許の開示内
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容は全て本明細書に援用し本明細書の一部とする。
【００３７】
　次に、排気管を、例えば、これらに限定されるものではないが、レーザー使用、管を他
の熱エネルギーに曝露等により溶融するというような任意の適切な手段により、封止する
ことができる（Ｓ１５）。次に、上で開示及び説明した種類の工程用保護管を、露出した
封止済み排気管周りに配置することができる（Ｓ１７）。工程用保護管は、例えば、これ
らに限定されるものではないが、例えば、３Ｍ　ＶＨＢ接合テープのような接着テープに
よって第２基板に貼り付けることができる。ステップＳ１９では、積層フィルムと追加基
板を第２基板の上に配置し、封止済みの露出排気管と工程用保護リングを収容するための
穴を設ける。例えば、積層フィルムは、例えば、ＰＶＢのようなポリマーを主成分とする
接着剤製のもの又は同接着剤を含有するものであってよい。尚、そのようにして形成した
積層ＶＩＧユニットは、露出排気管とそれを囲む工程用保護リングを収容する実質的に位
置を揃えた穴を多く備える。次に、穴と露出排気管、工程用保護リングを覆うため、保護
キャップ４７を提供することができる（Ｓ２１）。任意で、保護キャップの位置決め隆起
部を積層ガラス基板の穴の内表面に係合させるべく配置することができる。
【００３８】
　本発明のある実施形態では、実質的に平行で離隔された実質的に透明な第１及び第２基
板と、少なくとも離隔された第１基板と第２基板との間に配置されたシールであって、そ
のシールと第１及び第２基板でその間に大気圧未満の気圧のキャビティを定めている、シ
ールと、キャビティと連通できるように前記第１基板の開口部を通って少なくとも部分的
に延び前記第１基板の外表面を超えて延びる排気管と、真空断熱窓組立品の前記排気管を
少なくとも部分的に囲むように第１基板の外表面に近接する位置に配置された保護リング
と、を含む真空断熱窓組立品を提供する。
【００３９】
　直前の段落に記載の真空断熱窓組立品において、窓組立品は少なくとも前記第１基板の
上に積層した第３基板を更に含むことができる。
【００４０】
　前２段落のいずれに記載の真空断熱窓組立品においても、少なくとも第１基板と第２基
板とを互いに積層するため、前記第１基板と前記第３基板の間に配置されたポリマーを含
む積層フィルムが存在することができる。
【００４１】
　前３段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、少なくとも前記排気管と前
記保護リングの上に配置するキャップが含まれてもよい。前記排気管、前記保護リング、
及び前記第３基板に形成した開口部の上にキャップを配置することができる。
【００４２】
　前４段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、キャップには前記キャップ
の前記第３基板に対向する側に位置決め隆起部を設けることができる。位置決め隆起部は
、前記第３基板に形成する穴の内表面の非常に近い位置に係合させる及び／又は配置する
ことができる。
【００４３】
　前５段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、前記保護リングの高さを、
前記第１基板の外表面を超えて延びる前記排気管の一部の高さより低くするか又は実質的
に等しくすることができる。
【００４４】
　前６段落のいずれに記載の真空断熱窓組立品においても、前記保護リングが前記第１基
板に接触及び／又は非接触で配置される際、前記保護リングの内径を、前記第１基板の外
表面を超えて延びる前記排気管の一部を収容できるように十分に大きく、前記第１基板の
外表面を超えて延びる前記排気管の前記部分とはできる限り接触をしないようにすること
ができる。
【００４５】
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　前７段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、前記排気管はガラスを含む
ことができる。
【００４６】
　前８段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、前記第１基板の外表面に接
着テープで前記保護リングを固定することができる。
【００４７】
　前９段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、前記第１及び第２基板はガ
ラス基板であってよい。
【００４８】
　前１０段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、第１基板の外表面を超え
て延びる排気管の一部を封止することができる。
【００４９】
　前１１段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、前記第１基板と第２基板
の間の前記キャビティに、複数のスペーサーを配置することができる。
【００５０】
　前１２段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、シールは端部シールとす
ることができる。
【００５１】
　前１３段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、シールにはガラスフリッ
トを含むことができる。
【００５２】
　前１４段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、保護リングは全体的に円
柱形状をとることができる。
【００５３】
　前１５段落のいずれかに記載の真空断熱窓組立品においても、前記シールにはバナジウ
ム及び／又ははんだガラスを含むことができる。
【００５４】
　この明細書において発明のある例示的実施形態を説明及び開示しているが、本明細書に
記載の発明の実施形態は、例示的であることを意図し、限定的ではないこと、また、添付
特許請求の真の趣旨及び範囲全体から逸脱することなく、様々な変更が実施可能であるこ
とは当分野技術者には理解される、ということは理解されよう。
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