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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱チャンバを有する炉と、
　成形温度まで加熱するために、前記炉を通って搬送方向に沿ってガラスシートを搬送す
るための前記炉の前記加熱チャンバ内に設置されている水平コンベヤと、
　加熱されたガラスシートを周期的に成形する成形ステーションであって、リング型の下
側金型と、前記下側金型の上に位置し、真空引きされ得る下向きの全表面成形面を有する
上側金型とを含む成形ステーションと、
　水平移動のために取り付けられており、下向き面を有する真空移動プラテンであって、
加熱されたガラスシートが、前記下向き面と接触し、真空引きされて前記下向き面にて受
け支持される、真空移動プラテンと、
　（ａ）前記真空移動プラテンの前記下向き面が、前記下向き面と接触している加熱され
たガラスシートを受け支持する、前記コンベヤの上の前記炉内にある受け位置と、（ｂ）
前記上側金型の下で前記下側金型の上にある前記成形ステーション内にあり、前記加熱さ
れたガラスシートを前記下側金型上に搬送するための搬送位置との間を、水平方向に前記
真空移動プラテンを移動させる、第１のアクチュエータと、
　前記上側金型を上下に移動させる第２のアクチュエータであって、該第２のアクチュエ
ータが、前記上側金型を上方に移動させるので、前記真空移動プラテンが、前記加熱され
たガラスシートを前記下側金型上に搬送するために前記搬送位置まで移動することができ
、次いで、前記真空移動プラテンが、前記炉内の前記受け位置まで該第１のアクチュエー
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タによって戻され、該第２のアクチュエータが、前記上側金型を下方へ移動させて、前記
加熱されたガラスシートをプレス成形する時に前記下側金型と協働し、該第２のアクチュ
エータが、続いて前記上側金型を上方に移動させつつ、前記上側金型が、前記上側金型の
下向きの全表面成形面で引かれる真空によって、前記成形されたガラスシートを支持する
、第２のアクチュエータと、
　前記真空移動プラテンの高さよりも上の高さであり、上方に移動する前記上側金型の高
さよりも下の高さにて、水平方向に移動可能である搬送金型と、
　最初に前記搬送金型を前記成形ステーションまで移動させて、上方に移動する前記上側
金型から前記成形されたガラスシートを受け、続いて、前記搬送金型および前記成形され
たガラスシートを搬送するために前記成形ステーションから移動させる第３のアクチュエ
ータと、
　前記搬送金型が完全に前記成形ステーションの外に出る前に、前記真空移動プラテンの
前記成形ステーション内への移動が始まり、前記真空移動プラテン及び前記搬送金型並び
にその前記ガラスシートが、少なくとも部分的に前記成形ステーションに同時に存在する
と共に、それぞれが互いに関してアンダラップ及びオーバラップの関係にあるように、前
記アクチュエータを制御して、それにより、前のサイクルが完了する前に１つのサイクル
が前記成形ステーション内で開始し、ガラスシートを成形するサイクル時間が減少する、
制御装置とを備える、ガラスシート成形システム。
【請求項２】
　前記成形されたガラスシートを急冷するために、前記搬送金型によって搬送される急冷
ステーションをさらに含む、請求項１に記載のガラスシート成形システム。
【請求項３】
　前記炉が、前記コンベヤから前記真空移動プラテンの前記下向き面まで前記加熱された
ガラスシートを持ち上げるためのリフトジェットノズルアセンブリを含む、請求項１に記
載のガラスシート成形システム。
【請求項４】
　前記真空移動プラテンの前記下向き面が、わずかに下方に凸形状を有し、前記炉から前
記成形ステーションまで前記加熱されたガラスシートを移動するために前記加熱されたガ
ラスシートが支持される高温のクロスカバーを含む、請求項１に記載のガラスシート成形
システム。
【請求項５】
　前記成形ステーションが、前記炉の前記加熱チャンバと流体連通している加熱された成
形チャンバを含む、請求項１に記載のガラスシート成形システム。
【請求項６】
　下側金型傾斜支持機構をさらに含む、請求項１に記載のガラスシート成形システム。
【請求項７】
　前記上側金型が前記前のサイクルからの前記成形されたガラスシートを前記搬送金型に
解放するのとほぼ同時に、前記加熱されたガラスシートを前記下側金型まで搬送するよう
に、前記制御装置が前記真空移動プラテンを作動させる、請求項１に記載のガラスシート
成形システム。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記ガラスシートが静止している間に、または、前記ガラスシートが
搬送されている間に、前記真空移動プラテンが前記加熱されたガラスシートを前記コンベ
ヤから受けることができるように前記システムを作動させる、請求項１に記載のガラスシ
ート成形システム。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記全表面金型が下方へ移動して前記搬送金型上に前記成形されたガ
ラスシートを搬送し、ついで前記搬送金型が搬送のために前記成形ステーションから移動
することができるよう上方に戻るように、前記システムを作動させる、請求項１に記載の
ガラスシート成形システム。
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【請求項１０】
　前記下側金型が、前記ガラスシートが前記真空移動プラテンから前記下側金型上へ解放
される直前に、前記ガラスシートから約０．２ｃｍ～約２ｃｍだけ下方に位置する上端を
有する、請求項１に記載のガラスシート成形システム。
【請求項１１】
　前記下側金型が、前記ガラスシートが前記真空移動プラテンから前記下側金型上へ解放
される直前に、前記ガラスシートから約０．２ｃｍ～約０．６ｃｍだけ下方に位置する上
端を有する、請求項１に記載のガラスシート成形システム。
【請求項１２】
　成形温度まで加熱するために、ガラスシートを水平コンベヤ上で搬送方向に沿って炉加
熱チャンバ内で搬送するステップと、
　前記真空移動プラテンの下向き面が前記コンベヤ上の前記加熱されたガラスシートより
も上方にある状態で、前記真空移動プラテンを前記炉加熱チャンバ内に配置し、ガス差圧
を前記ガラスシートに加えることで、前記ガラスシートが、前記真空移動プラテンの前記
下向き面と接触して、受け支持されるステップと、
　前記加熱されたガラスシートが前記真空移動プラテンの前記下向き面と接触して支持さ
れている状態で、前記炉から、前記リング型の前記下側金型と、真空引きされ得る全表面
成形面を有する前記上側金型との間にある成形ステーションまで、前記真空移動プラテン
を水平方向に移動させるステップと、
　前記加熱されたガラスシートを前記真空移動プラテンから前記下側金型上に搬送し、前
記真空移動プラテンを前記成形ステーションから前記炉まで移動させるステップと、
　前記上側金型を下方へ移動して、前記加熱されたガラスシートをプレス成形する時に前
記下側金型と協動し、前記上側金型の前記成形面にて真空引きして前記成形されたガラス
シートを支持し、前記成形されたガラスシートが前記上側金型によって支持されている状
態で、前記上側金型を上方に移動させるステップと、
　前記真空移動プラテンの高さよりも上の高さであり、上方に移動する前記上側金型の高
さよりも下の高さにて、搬送金型を水平移動のために支持するステップと、
　前記搬送金型を前記上側金型よりも下方にて、前記成形ステーションまで水平方向に移
動させ、前記成形されたガラスシートを前記搬送金型上に載置し、ついで、前記成形され
たガラスシートが前記搬送金型上にある状態で前記成形ステーションから前記搬送金型を
搬送するために水平方向に移動させるステップと、
　ガラスシートを成形するサイクル時間を減少させるために、前記真空移動プラテンおよ
び前記搬送金型のそれぞれを、アンダラップおよびオーバラップの関係で、少なくとも部
分的に前記成形ステーションに同時に位置させるステップとを備える、ガラスシートを成
形するための方法。
【請求項１３】
　前記成形されたガラスシートが、前記成形ステーションから、急冷を行うための急冷ス
テーションまで、前記搬送金型上を移動する、請求項１２に記載のガラスシートを成形す
るための方法。
【請求項１４】
　加圧ガスがリフトジェットノズルアセンブリから上方に供給され、前記真空移動プラテ
ンの前記下向き面で真空引きされて、前記ガラスシートを前記コンベヤから上方に持ち上
げ、前記真空移動プラテンによって前記ガラスシートを支持する、請求項１２に記載のガ
ラスシートを成形するための方法。
【請求項１５】
　前記加熱されたガラスシートが、わずかに下方に凸形状を有する前記真空移動プラテン
の前記下向き面で高温のクロスカバーによって受けられる、請求項１２に記載のガラスシ
ートを成形するための方法。
【請求項１６】
　前記加熱されたガラスシートを受けた後、前記下側金型が傾斜して、さらなる処理を容
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易にする、請求項１２に記載のガラスシートを成形するための方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、ガラスシートを成形（ｆｏｒｍｉｎｇ）するためのシステムおよび方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスシートは従来、炉の中でコンベヤ上で加熱し、ついで、冷却のために搬送するよ
り前に加熱チャンバ内で成形されることによって成形される。このような冷却は、焼なま
しを提供する徐冷であってもよく、または、熱強化または焼戻しを提供する、より高速な
冷却であってもよい。ガラスシートの加熱に関しては、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第
３，８０６，３１２号、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第３，９４７，２４２号、ＭｃＭ
ａｓｔｅｒの米国特許第３，９９４，７１１号、ＭｃＭａｓｔｅｒの米国特許第４，４０
４，０１１号、およびＭｃＭａｓｔｅｒの米国特許第４，５１２，４６０号を参照のこと
。ガラスシートの成形に関しては、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第４，２８２，０２６
号、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第４，４３７，８７１号、ＭｃＭａｓｔｅｒの米国特
許第４，５７５，３９０号、Ｎｉｔｓｃｈｋｅ等の米国特許第４，６６１，１４１号、Ｔ
ｈｉｍｏｎｓ等の米国特許第４，６６２，９２５号、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第５
，００４，４９１号、Ｋｕｓｔｅｒ等の米国特許第５，３３０，５５０号、Ｋｏｒｍａｎ
ｙｏｓ等の米国特許第５，４７２，４７０号、Ｍｕｍｆｏｒｄ等の米国特許第５，９００
，０３４号、Ｍｕｍｆｏｒｄ等の米国特許第５，９０６，６６８号、Ｎｉｔｓｃｈｋｅ等
の米国特許第５，９２５，１６２号、Ｎｉｔｓｃｈｋｅ等の米国特許第６，０３２，４９
１号、Ｍｕｍｆｏｒｄ等の米国特許第６，１７３，５８７号、Ｎｉｔｓｃｈｋｅ等の米国
特許第６，４１８，７５４号、Ｎｉｔｓｃｈｋｅ等の米国特許第６，７１８，７９８号、
およびＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第６，７２９，１６０号を参照のこと。冷却に関し
ては、ＭｃＭａｓｔｅｒの米国特許第３，９３６，２９１号、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国
特許第４，４７０，８３８号、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第４，５２５，１９３号、
Ｂａｒｒの米国特許第４，９４６，４９１号、Ｓｈｅｔｔｅｒｌｙ等の米国特許第５，３
８５，７８６号、Ｄｕｃａｔ等の米国特許第５，９１７，１０７号、およびＤｕｃａｔ等
の米国特許第６，０７９，０９４号を参照されたい。
【０００３】
　例えば、ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特許第４，２０４，８５４号、およびＭｃＭａｓｔ
ｅｒの米国特許第４，２２２，７６３号によって開示されているように、成形プロセス中
、加熱されたガラスシートは、下向きの金型において生成される真空によって支持される
ことができ、加熱コンベヤから受けているガラスシートの最初の金型の支持は、ガス噴射
ポンプによって供給されることのできる上向きの加熱されたガス流によって助けられるこ
とができる。
【０００４】
　効果的な高収率ガラスシートの成形のために、協動可能な金型が取付け時に適切に配置
され、かつその間で各動作サイクル中に互いに並置されることが重要となるが、このこと
は、ガラスシートの成形が行われる加熱された環境のため、より困難となる。Ｍｕｍｆｏ
ｒｄの米国特許第４，７８１，７４５号、Ｂｕｃｋｉｎｇｈａｍの米国特許第５，１５８
，５９２号、ＭｃＭａｓｔｅｒの米国特許第５，０９２，９１６号、およびＭｃＭａｓｔ
ｅｒの米国特許第５，２３０，７２８号を参照のこと。加熱された環境によって、同じ金
型を利用することのできない異なる生産工程の間で金型を変更することもまた、より困難
となる。ガラスシート加熱炉上のクロスリングを変更することを開示している、Ｓｃｈｎ
ａｂｅｌ，Ｊｒ．の米国特許第５，１３７，５６１号を参照のこと。
【０００５】
　成形後、その下方および上方の急冷モジュール間にある急冷部分で急速に冷却すること
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によって、熱強化または焼戻しが、行われることができ、また、熱強化または焼戻しは、
次のサイクルに備えてガラスシートを運ぶ関連する急冷リングが加熱された成形ステーシ
ョンまで戻って移動するように、より大量のガスを上方に吹きつけることによる冷却中に
、ガラスシートを移動するための準備を有していてもよい。ＭｃＭａｓｔｅｒ等の米国特
許第４，３６１，４３２号を参照のこと。
【０００６】
　なお、上述の引用された特許明細書のすべては、参照により本明細書に援用される。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の目的は、改良されたガラスシート成形システムを提供することである。
【０００８】
　上述の目的を達成するために、本発明により構成されるガラスシート成形システムは、
成形温度まで加熱するために、炉を通って搬送方向に沿ってガラスシートを搬送するため
の水平コンベヤが中に設置されている、加熱チャンバを有する炉を含む。本システムの成
形ステーションは、加熱されたガラスシートを周期的に成形する。成形ステーションは、
リング型の下側金型と、下側金型の上に位置し、真空引きされる下向きの全表面成形面を
有する上側金型とを含む。本システムの真空移動プラテンは、水平移動のために取付けら
れており、下向き面を有する真空移動プラテンであって、加熱されたガラスシートが、下
向き面と接触し、真空引きされて下向き面にて受け支持される。本システムは、第１のア
クチュエータを含み、このアクチュエータは、（ａ）真空移動プラテンの下向き面が、下
向き面と接触している加熱されたガラスシートを受け支持する、コンベヤの上の炉内にあ
る受け位置と、（ｂ）上側金型の下で下側金型の上にある成形ステーション内にある、加
熱されたガラスシートを下側金型上に搬送するための搬送位置との間を水平方向に、真空
移動プラテンを移動させる。本システムの第２のアクチュエータが、上側金型を上下に移
動させる。第２のアクチュエータは上側金型を上方に移動させるので、真空移動プラテン
は、加熱されたガラスシートを下側金型上に搬送する搬送位置まで移動することができる
。ついで、真空移動プラテンは、炉内の受け位置まで戻って移動し、第２のアクチュエー
タは、上側金型を下方へ移動させて、加熱されたガラスシートを下側金型と上側金型との
間でプレス成形する。その後、第２のアクチュエータは、上側金型を上方に移動させ、上
側金型は、上側金型の下向きの全表面成形面で引かれる真空によって、成形されたガラス
シートを支持する。本システムの搬送金型は、真空移動プラテンの高さよりも上で、上方
に移動する上側金型の高さよりも下の高さで水平方向に移動可能である。本システムの第
３のアクチュエータが、最初に搬送金型を成形ステーションまで移動させて上方に移動す
る上側金型から成形されたガラスシートを受け、続いて、搬送金型およびこの金型にある
成形されたガラスシートを搬送するために成形ステーションから移動させる。
【０００９】
　開示されているガラスシート成形システムは、急冷するために、成形されたガラスシー
トが搬送金型によって搬送される急冷ステーションを含む。
【００１０】
　リフトジェットノズルアセンブリが、コンベヤから真空移動プラテンの下向き面まで、
加熱されたガラスシートを持ち上げる。
【００１１】
　真空移動プラテンの下向き面は、わずかに下方に凸形状を有し、炉から成形ステーショ
ンまでガラスシートを移動するために加熱されたガラスシートが支持される高温のクロス
カバーを含む。
【００１２】
　本システムの成形ステーションは、炉の加熱チャンバと流体連通している加熱された成
形チャンバを含む。
【００１３】
　本ガラスシート成形システムはまた、下側金型傾斜支持機構を含む。
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【００１４】
　本システムは、真空移動プラテンおよび搬送金型の移動を、それぞれが少なくとも部分
的に成形ステーションに同時に存在するように制御するので、前のサイクルが完了する前
に１つのサイクルが成形ステーション内で開始し、ガラスシートを成形するサイクル時間
を減少させる制御装置を含むように開示されている。制御装置は、搬送金型が成形ステー
ションから出て行く前に、成形ステーション内に搬送金型の下に少なくとも部分的に真空
移動プラテンを移動させて、前のサイクルから成形されたガラスシートを搬送する。搬送
金型が前のサイクル中に処理された成形されたガラスシートを受けるのとほぼ同時に、加
熱されたガラスシートが下側金型に搬送されるように、制御装置が本システムを作動させ
ることが好ましい。制御装置はまた、ガラスシートが静止している間、または、ガラスシ
ートが搬送されている間に、真空移動プラテンが加熱されたガラスシートをコンベヤから
受けることができるように、本システムを作動させる。さらに、制御装置は、全表面上側
金型が下方へ移動して搬送金型上に成形されたガラスシートを搬送し、ついで搬送金型が
搬送のために成形ステーションから移動することのできるよう上方に戻って移動するよう
に、本システムを作動する。
【００１５】
　下側金型は、概して同じ高さに上端を有し、ガラスシートが真空移動プラテンから下側
金型上に解放される直前には、各上端は、約０．２～２ｃｍ、好ましくは約０．２～０．
６ｃｍ、ガラスシートの下に位置する。
【００１６】
　本発明の他の目的は、ガラスシートを成形するための改良された方法を提供することで
ある。
【００１７】
　前述の目的であるガラスシートを成形する方法を達成するために、ガラスシートは、成
形温度まで加熱するために、水平コンベヤ上で搬送方向に沿って炉加熱チャンバ内で搬送
される。真空移動プラテンは、真空移動プラテンの下向き面がコンベヤ上の加熱されたガ
ラスシートより上にある状態で、炉加熱チャンバ内に配置されており、ガス差圧がガラス
シートに加えられるので、ガラスシートは、真空移動プラテンの下向き面と接触して受け
、支持される。ついで、真空移動プラテンは、加熱されたガラスシートが下向き面と接触
して支持されている状態で、炉から、リング型の下側金型と真空引きされ得る全表面成形
面を有する上側金型と間にある成形ステーションまで、水平方向に移動する。加熱された
ガラスシートは、真空移動プラテンから下側金型上に搬送され、真空移動プラテンは、成
形ステーションから炉まで戻って移動する。上側金型が下方へ移動して、加熱されたガラ
スシートをプレス成形する時に下側金型と協動し、上側金型の成形面で真空引きされて、
成形されたガラスシートを支持し、成形されたガラスシートが上側金型によって支持され
ている状態で、上側金型が上方に移動する。搬送金型は、真空移動プラテンの高さよりも
上であり、かつ上方に移動する上側金型の高さよりも下の高さで、水平移動のために支持
される。搬送金型は、上側金型の下で成形ステーションまで水平方向に移動し、成形され
たガラスシートは、成形されたガラスシートを搬送するために成形ステーションから水平
方向についで移動する搬送金型の上に載置される。
【００１８】
　成形されたガラスシートは、搬送金型上で、成形ステーションから急冷用の急冷ステー
ションまで移動する。
【００１９】
　加圧ガスがリフトジェットノズルアセンブリから上方に供給され、真空移動プラテンの
下向き面で真空引きされて、ガラスシートをコンベヤから上方に持ち上げ、真空移動プラ
テンによってそれを支持する。
【００２０】
　加熱されたガラスシートは、わずかに下方に凸形状を有する真空移動プラテンの下向き
面の高温のクロスカバーによって受けられる。
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【００２１】
　加熱されたガラスシートを受けた後、下側金型は傾斜して、成形および後続の搬送を容
易にする。
【００２２】
　ガラスシートを成形するサイクル時間を減少させるために、真空移動プラテンおよび搬
送金型のそれぞれは、それぞれのアンダラップおよびオーバラップの関係になるのと同時
に、少なくとも部分的に成形ステーションに位置する。
【００２３】
　本発明の目的、特徴および利点は、添付の図面に関連して考慮すると、好ましい実施形
態についての以下の詳細な説明から容易に明らかになるであろう。
【好ましい実施態様の詳細な説明】
【００２４】
　図１を参照すると、本発明によって構成されるガラスシート成形システムが、全体とし
て１０で示されており、概略的に示された炉１２と、成形ステーション１４と、成形され
たガラスシートが搬送される急冷ステーション１６とを含む。本システムの制御装置１８
が、炉１２、成形ステーション１４、および急冷部１６の動作を調整する。本発明の成形
システム１０、および、本発明のガラスシート成形を行うための成形システムの作動方法
は、本発明の態様すべての理解を容易にするために、一体化された方法で以下に記載され
ている。
【００２５】
　続けて図１を参照すると、炉１２は、加熱チャンバ２２を画成する断熱ハウジング２０
を含む任意の従来型であり、この加熱チャンバ内にロールコンベヤ２４が位置している。
ロールコンベヤ２４は、コンベヤロール２６を含み、ガラスシートＧは、このコンベアロ
ールの上で、成形温度まで加熱するために、矢印Ｃで示されている搬送方向に離れた間隔
で搬送される。
【００２６】
　システム１０の成形ステーション１４は、以下により完全に記載されているように、加
熱されたガラスシートＧを周期的に成形する。この成形ステーション１４は、以下により
完全に記載されているように、リング型の下側金型２８と、そこで真空引きされることの
できる成形面を提供する下向き面３２を有する上側金型３０とを含む。
【００２７】
　システム１０の真空移動プラテン３４が、水平移動のために取付けられていると共に、
下向き面３６を有しており、加熱されたガラスシートが、下向き面と接触し、真空引きさ
れて下向き面にて受け支持されている。本システムの第１のアクチュエータ３８が、図１
に示されているような炉１２内の受け位置と、図２に示されているような成形ステーショ
ン１４内の搬送位置との間を、真空移動プラテン３４を矢印３９で示すように水平方向に
移動させる。アクチュエータ３８によって図１の受け位置に位置する場合の真空移動プラ
テン３４は、ガラスシートに加えられるガス差圧によって、加熱されたガラスシートＧを
コンベヤから受ける。より詳しくは、真空移動プラテン３４の下向き面３６で真空引きさ
れ、リフトジェットアセンブリ４０が上向きのガス流を供給するために利用されることが
できるので、ガラスシートＧがロールコンベヤ２４から上方に運ばれて、真空移動プラテ
ンの下向き面と支持されて接触するようになる。ついで、第１のアクチュエータ３８は、
真空移動プラテン３４と、その下向き面と接触して支持されているガラスシートＧとを、
炉１２内の図１の受け位置から成形ステーション１４内の図２の搬送位置まで、下側金型
２８より上で上側金型３０より下に移動させる。ついで、真空プラテン３４は、平坦なガ
ラスシートＧを下側金型２８上に搬送して、成形を開始する。ついで、真空移動プラテン
３４は、第１のアクチュエータ３８によって、図１に示すように炉内の受け位置まで戻っ
て移動し、搬送金型４２が、図２に示すように成形ステーション１４から図３に示すよう
に急冷ステーション１６まで、水平方向に移動する。このような搬送金型４２の移動は、
以下により完全に記載されているように、すでに成形されたガラスシートを搬送するので
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、次のガラスシートＧの成形が図３に示すように進行することができる。より詳しくは、
本システムの第２のアクチュエータ４４が、矢印４６で示すように上側金型３０を上下に
移動させる。上側金型３０は、図２の位置まで上方に移動するので、ガラスシートは下側
金型２８によって真空移動プラテン３４から受けられることができ、また図３の高い仮想
線位置から低い実線位置まで下方へ移動して、下側金型と上側金型との間でガラスシート
をプレス成形する。ガラスシートＧを上側金型で支持するために、上側金型３０の下表面
３２で真空引きされ、成形されたガラスシートの搬送、および、上述のように次のガラス
シートを下側金型まで搬送することによる次のサイクルの開始に備えて、第２のアクチュ
エータ４４は、図２の位置まで上側金型を上方に移動させる。上側金型の下表面３２で引
かれる真空はまた、金型間でガラスシートをプレス成形するのを助けることができる。
【００２８】
　図２および図３に示されているように、搬送金型４２は、成形ステーション１４と急冷
ステーション１６との間を、第３のアクチュエータ４８によって矢印４９で示すように水
平方向に移動する。成形ステーション１４では、搬送金型４２は、上側金型の真空が減少
するかまたは完全に終了すると、成形されたガラスシートを上側金型３０から受ける。さ
らに、上側金型３０は、図２の仮想線の表示によって示されているように下方に、搬送金
型４２により近く移動することができるので、成形されたガラスシートが搬送金型によっ
て上側金型から受けられる時に、成型されたガラスシートはわずかな距離だけ下がる。そ
の後、上側金型３０は上方に移動し、搬送金型４２は、成形ステーション１４から急冷ス
テーション１６まで下方および上方の急冷ヘッド５０間を移動する。この急冷ヘッドは、
焼戻しまたは熱強化のために、ガラスシートを急速に冷却するための急冷用空気を供給す
るものである。焼なまされた成形されたガラスが製造されることになる場合、焼なますた
めに成形されたガラスシートを搬送すべく、搬送金型がまた使用されてもよいことを理解
されたい。
【００２９】
　真空移動プラテン３４および上側金型３０の両方は、より強い真空を最初に与えること
ができ、ついで、この真空はガラスシートの望ましくない変形を防ぐために減少し、つい
で、さらなる真空の減少または完全な真空の終了によって、ガラスシートが解放される。
さらに、真空移動プラテン３４および上側金型３０は、正圧ガスを供給されて、上述のよ
うな処理中にガラスシートをそこから解放することが可能でもある。
【００３０】
　図２に示されているように、搬送金型４２は、真空移動プラテン３４の高さよりも上の
高さで、かつ上方に移動する上側金型３０の高さよりも下の高さで移動可能であるので、
真空移動プラテンおよび搬送金型の両方は、それぞれ互いにアンダラップおよびオーバラ
ップの関係になるのと同時に、少なくとも部分的にまたは完全に成形ステーション内に位
置して、ガラスシートを成形するサイクル時間を減少させることができる。より詳しくは
、真空移動プラテン３４および搬送金型４２が異なる高さで支持され移動するために、連
続したガラスシート成形サイクルは、時間が重なり合う方法で、成形ステーション１４内
で行われることができるので、真空移動プラテンおよび搬送金型は互いを干渉したり妨げ
たりせず、したがって、少なくとも部分的にまたは完全に、これらが互いにそれぞれアン
ダラップの関係およびオーバラップの関係で並置されることができる。したがって、１つ
の成形サイクルは、前のサイクルが完了される前に成形ステーション内で開始することが
でき、それによって本システムのサイクル時間が減少する。図２に示されているように、
すでに成形されたガラスシートＧが上側金型３０から搬送金型４２まで搬送されるのとほ
ぼ同時に、成形されることになる次のガラスシートＧが真空移動プラテン３４から下側金
型２８によって受けられるように、制御装置１８は本システムを作動させる。多くの応用
分野では、両方の移動は同時に行われることはなく、移動プラテンが少なくとも部分的に
搬送金型より下にあり、かつ、搬送金型が少なくとも部分的に真空移動プラテンより上に
あるのと同時に、金型が互いを干渉して妨げるので各サイクルが次のサイクルが開始する
前に成形ステーション内で完全に完了されなければならない諸システムと比較して、成形
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サイクル時間が減少する方法で、真空移動プラテン３４および搬送金型４２の両方は、少
なくとも部分的に成形ステーション１４内に存在している。
【００３１】
　真空移動プラテン３４の下向き面３６は平坦でもよいが、わずかに下方に凸形状を有す
ることが好ましい。より詳しくは、下向き面３６は、約１．５メートルの長さを有するガ
ラスシートが、ガラスシートの中央位置が直線部からガラスシートの端部まで約２センチ
メートル下方へ移動するよう、比較的大きな曲率半径を有してもよい。高温クロスのカバ
ー５２は、編まれたり、織られたり、またはフェルト状にされてもよく、また、ガラス繊
維またはステンレス網から作られてもよいが、このカバーは下向き面３６を覆うためにカ
バーの周縁で締着されるかまたは別の方法で固定される。また、このカバーは、カバーの
下方への凸形状のために、表面から下方へ垂れ下がることはない。真空移動プラテン面３
６がわずかに下方へ凸形状であることによって、金型カバーをプラテン面に接着する必要
性がなくなり、それに伴うコストおよび製作時間が削除される。このような金型カバーは
、加熱されたガラスシートを処理中のマーキングまたは他の歪みから保護する。また、横
方向の湾曲と対照的に、真空プラテン面３６の下方へ凸状の形状は円筒状であるのが好ま
しい。より詳しくは、点を与える横方向の湾曲と対照的に、円筒状の下方への凸形状は下
端を線として与え、それによってガラスシートに加えられる圧力を減少させ、コンベヤか
らピックアップする時の結果として起こる変形を低減させる。
【００３２】
　図１～図３に示されているように、成形ステーション１４は、概略的に示された断熱ハ
ウジング６２を含み、この断熱ハウジングは、炉加熱チャンバ２２と流体連通している加
熱された成形チャンバ６４を画成する。成形ステーション１４は、その成形チャンバ６４
が炉ハウジング２０の下流端と流体連通している単独のユニットとして製造されてもよく
、または、炉の下流端の一部として製造されてもよい。また、下側金型および上側金型２
８および３０は、一方向に主要な湾曲を有し、主要な湾曲に対して横方向に小さな湾曲を
有してもよく、この主要な湾曲は、示されているように搬送方向に沿うのではなく、搬送
方向Ｃに対して横方向であってもよい。さらに、成形ステーション１４および急冷ステー
ション１６が搬送方向Ｃに沿って並置されるように示されているが、ガラスシートの処理
中にガラスシートが９０度回転するように、成形ステーションおよび／または急冷ステー
ションを本システムの一方の横側面に配置させることもまた可能である。前述のように、
ガラスシートを焼なますために本システムが利用されることもまた、可能である。
【００３３】
　図１～図３に示されているように、成形ステーション１４の下側金型２８は、傾斜機構
６６を含み、この傾斜機構によって、加熱されたガラスシートを受けた後に下側金型を傾
斜させることができる。ガラスシートは、各上端で概して同じ落高で、下側金型の上端に
最初に落とされる。ガラスシートがその上にある下側金型は、ついで傾斜し、ガラスシー
トは、金型間でガラスシートが傾斜した姿勢で成形される。その後、成形されたガラスシ
ートは、ガラスシートを急冷ステーションに移動させることのできる搬送金型に最終的に
は置かれ、この急冷ステーションは、ガラスシートの最初の姿勢からガラスシートが傾斜
せずに可能であるよりも近くに間隔を置いて配置される湾曲した急冷ヘッドを有する。ま
た、下側金型２８の上端は、概して同じ高さにあり、ガラスシートが真空移動プラテン３
４から下側金型上へ解放される直前には、各上端は、ガラスシートＧより下約０．２セン
チメートル以上に、約２センチメートル以下に、好ましくは約０．６センチメートル以下
に位置する。
【００３４】
　制御装置１８はまた、第１のアクチュエータ３８が真空移動プラテン３４を作動するの
で、ガラスシートが静止しているか、または、ガラスシートが搬送されている間に移動プ
ラテンがロールコンベヤ２４から加熱されたガラスシートＧを受けるように、本システム
を作動させることができる。
【００３５】
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　真空移動プラテン３４が、炉１２および成形ステーション１４内の真空移動プラテンの
対向する行程の両極端で、わずかな程度下方へ移動することもまた可能である。このよう
な下降移動によって、真空移動プラテン３４がロールコンベヤ２４により近く配置され、
炉内でのガラスシートの真空移動プラテンまでの最初の移動が容易になる。成形ステーシ
ョン１４では、下降移動によって、真空移動プラテン３４から下側金型２８までのガラス
シートの落高が減少する。
【００３６】
　本発明の好ましい実施形態を図示し説明してきたが、この実施形態は本発明の全ての可
能な形態を図示し説明することを意図するものではない。むしろ、本明細書において使用
されている語は、限定ではなく説明の語であり、以下の特許請求の範囲によって定義され
る本発明の精神と範囲から逸脱することなく、さまざまな変更がなされてもよいことが理
解される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】システムの作動中の、本発明のガラスシート成形方法を提供するための、本発明
により構成されるガラスシート成形システムの概略図であり、あらゆるガラスシートが成
形される前の初期位置で示されている図である。
【図２】１つのガラスシート成形サイクルがほぼ完了していて、別の成形サイクルが開始
しているのを示している、図１と同様の図である。
【図３】１つのガラスシートが搬送された後の、他のガラスシートが成形される途中にあ
り、第３のガラスシートがさらなる成形サイクルのために準備されている、図２と同様の
、後段階での図である。

【図１】 【図２】
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