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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形機の操作手順を表示する表示装置と、前記射出成形機を操作する複数の操作ボ
タンを設けた操作盤を有する制御装置と、を備えた射出成形機の操作を支援する射出成形
機支援システムにおいて、
　前記制御装置が、
　前記操作ボタンの操作を操作者に求める操作要求画面と、前記射出成形機の操作に必要
な成形条件データを生成するために要求される基礎情報の入力を前記操作者に要求する情
報入力画面とを、前記操作手順に従って予め決められている順番に前記表示装置に前記操
作手順のガイダンスとともに表示させるものであって、
　前記順番で前記情報入力画面を前記表示装置に順次表示させて、前記基礎情報として入
力された、使用する樹脂材料に関する樹脂材料情報と、所望の成形品に関する成形品情報
と、使用する金型に関する金型情報とに基づいて、前記成形条件データを生成して設定さ
せる成形条件設定部と、
　前記操作要求画面を前記表示装置に表示させて、前記射出成形機に取り付けられた前記
金型内に前記樹脂材料を射出充填するためのシリンダおよびノズルのヒータを作動させる
前記操作ボタンの操作を前記操作者に促すヒータ操作支援部と、
　前記ヒータによって前記シリンダおよび前記ノズルが所定温度に昇温した後に前記順番
で所定の順に行われる複数のパージ段階を有するパージの前記操作要求画面を前記表示装
置に順次表示させて、前記射出成形機に前記パージを各前記パージ段階の順に作動させる
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ための前記操作ボタンの操作を前記操作者に促す色替操作支援部と、
　を備えた射出成形機支援システム。
【請求項２】
　前記成形条件データは、前記樹脂材料情報に基づいて得られる前記ヒータで前記樹脂材
料を加熱するときの温度条件、前記成形品情報に基づいて得られる前記金型に前記樹脂材
料を充填するときの射出速度を含む充填条件と充填する前記樹脂材料を計量するための計
量位置を含む計量条件、および、前記金型情報に基づいて得られる前記金型を開閉する際
の該金型の位置と移動速度を含む型開閉条件を少なくとも含むことを特徴とする請求項１
記載の射出成形機支援システム。
【請求項３】
　金型保護機能の使用の有無および金型保護機能の感度に関する金型保護機能情報の入力
を促すメッセージを前記表示装置に表示して、前記金型を保全するための金型保護条件デ
ータを設定させる金型保護条件設定部をさらに備えることを特徴とする請求項１または２
記載の射出成形機支援システム。
【請求項４】
　前記パージは、スクリューパージ、プランジャクリーニング、ショートストロークパー
ジ、および、フルストロークパージのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求
項１から３いずれか１項記載の射出成形機支援システム。
【請求項５】
　前記パージは、スクリューパージ、プランジャクリーニング、ショートストロークパー
ジ、および、フルストロークパージを含み、
　前記色替操作支援部は、スクリューパージ、プランジャクリーニング、ショートストロ
ークパージ、および、フルストロークパージの順に、前記操作者に各パージを作動させる
ための前記操作ボタンの操作を促すことを特徴とする請求項１から３いずれか１項記載の
射出成形機支援システム。
【請求項６】
　前記成形品で生じた成形不良の状態の入力を前記操作者に促すメッセージを前記表示装
置に表示する状態入力支援部と、
　前記入力された成形不良の状態に応じて、該成形不良を改善する操作方法を前記表示装
置に表示して、前記操作者に前記操作方法に従った操作を促す改善支援部をさらに備えた
ことを特徴とする請求項１から５いずれか１項記載の射出成形機支援システム。
【請求項７】
　射出成形機の操作手順を表示する表示装置と、前記射出成形機を操作する複数の操作ボ
タンを設けた操作盤を有する制御装置と、を備えた射出成形機の操作を支援する射出成形
機支援方法において、
　前記制御装置が、
　前記操作ボタンの操作を操作者に求める操作要求画面と、前記射出成形機の操作に必要
な成形条件データを生成するために要求される基礎情報の入力を前記操作者に求める情報
入力画面とを、前記操作手順に従って予め決められている順番に前記表示装置に前記操作
手順のガイダンスとともに表示させるものであって、
　前記順番で前記情報入力画面を前記表示装置に順次表示させて、前記基礎情報として入
力された、使用する樹脂材料に関する樹脂材料情報と、所望の成形品に関する成形品情報
と、使用する金型に関する金型情報とに基づいて、前記成形条件データを生成して設定さ
せる成形条件設定ステップと、
　前記操作要求画面を前記表示装置に表示させて、前記射出成形機に取り付けられた前記
金型内に前記樹脂材料を射出充填するためのシリンダおよびノズルのヒータを作動させる
前記操作ボタンの操作を前記操作者に促すヒータ操作支援ステップと、
　前記ヒータによって前記シリンダおよび前記ノズルが所定温度に昇温した後に前記順番
で所定の順に行われる複数のパージ段階を有するパージの前記操作要求画面を前記表示装
置に順次表示させて、前記射出成形機に前記パージを各前記パージ段階の順に作動させる
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ための前記操作ボタンの操作を前記操作者に促す色替操作支援ステップと、
　を備えた射出成形機支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形機の成形条件の自動設定および射出成形機の運転操作の支援システ
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　射出成形機は、加熱しながら可塑化して溶融させた材料を金型内に射出注入し、冷却し
て固化させることによって成形品を得る手法であり、複雑な形状の製品を大量生産するの
に適している。射出成形の材料には、樹脂、金属、またはこれらの複合材料がある。一般
に、射出成形は、例えば、型閉および型締め、射出、保圧、冷却、計量、型開、取出の順
番で行われ、この成形サイクルを繰り返して製品を連続して生産する。
【０００３】
　実際に成形品を生産するためには、各工程に対して最適な成形条件が必要であり、テス
ト成形を行うことで決定される。しかし、テスト成形には、熟練工の経験や勘が大きく関
係しているため、熟練工の養成が大きな課題となる。そこで、特許文献１では、各種デー
タテーブルおよび各種演算式を外部メモリに予め記憶した上で、スクリュ径などの成形機
固有のパラメータを内部メモリに予め記憶しておき、作業者がシステムと対話入力で成形
品毎の個別データ、例えば、原材料名やショット重量、成形品肉厚、金型厚みなどの、成
形品毎に設定される諸元データを入力するだけで、初期成形条件データを自動設定するこ
とにより、成形機固有のパラメータおよび入力された個別データに基づいて、各種データ
テーブルの検索および各種演算式による演算を行って、成形条件データが判っていない金
型で最初に成形するための初期成形条件データを自動的に設定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３１６８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の発明によると、成形条件がまだ判っていない金型で最初に成形をしようと
する場合に成形条件データが自動設定されるので、適する初期成形条件をより容易に設定
できる点で有益である。しかしながら、成形条件を設定しただけで直ちに成形品の射出成
形を行えるというわけではなく、実際に成形品の射出成形を行うためには、例えば、ヒー
タによって樹脂材料を加熱しておくというような、事前にいくつかの操作をしておく必要
がある。とりわけ、機械の操作に不慣れな作業者は、機械操作を十分に理解していないこ
とがあり、実際に射出成形を開始するまでにより多くの無駄な手間と時間を費やしている
ばかりでなく、誤った操作をしてしまったり、必要な操作をうっかり忘れてしまうおそれ
がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、初期成形条件の自動設定から実際に射出成形をするまでの作業者の
操作を支援する射出成形機支援システムおよび射出成形機支援方法を提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の射出成形機支援システムは、射出成形機の操作手順を表示する表示装置と、
射出成形機を操作する複数の操作ボタンを設けた操作盤を有する制御装置と、を備えた射
出成形機の操作を支援する射出成形機支援システムにおいて、制御装置が、操作ボタンの
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操作を操作者に求める操作要求画面と、射出成形機の操作に必要な成形条件データを生成
するために要求される基礎情報の入力を操作者に要求する情報入力画面とを、操作手順に
従って予め決められている順番に表示装置に操作手順のガイダンスとともに表示させるも
のであって、前記順番で情報入力画面を表示装置に順次表示させて、基礎情報として入力
された、使用する樹脂材料に関する樹脂材料情報と、所望の成形品に関する成形品情報と
、使用する金型に関する金型情報とに基づいて、成形条件データを生成して設定させる成
形条件設定部と、操作要求画面を表示装置に表示させて、射出成形機に取り付けられた金
型内に樹脂材料を射出充填するためのシリンダおよびノズルのヒータを作動させる操作ボ
タンの操作を操作者に促すヒータ操作支援部と、ヒータによってシリンダおよびノズルが
所定温度に昇温した後に前記順番で所定の順に行われる複数のパージ段階を有するパージ
の操作要求画面を表示装置に順次表示させて、射出成形機にパージを各パージ段階の順に
作動させるための操作ボタンの操作を操作者に促す色替操作支援部と、を備えたことを特
徴とする。
【０００８】
　本発明の射出成形機支援方法は、射出成形機の操作手順を表示する表示装置と、射出成
形機を操作する複数の操作ボタンを設けた操作盤を有する制御装置と、を備えた射出成形
機の操作を支援する射出成形機支援方法において、制御装置が、操作ボタンの操作を操作
者に求める操作要求画面と、射出成形機の操作に必要な成形条件データを生成するために
要求される基礎情報の入力を操作者に求める情報入力画面とを、操作手順に従って予め決
められている順番に表示装置に操作手順のガイダンスとともに表示させるものであって、
前記順番で情報入力画面を表示装置に順次表示させて、基礎情報として入力された、使用
する樹脂材料に関する樹脂材料情報と、所望の成形品に関する成形品情報と、使用する金
型に関する金型情報とに基づいて、成形条件データを生成して設定させる成形条件設定ス
テップと、操作要求画面を表示装置に表示させて、射出成形機に取り付けられた金型内に
樹脂材料を射出充填するためのシリンダおよびノズルのヒータを作動させる操作ボタンの
操作を操作者に促すヒータ操作支援ステップと、ヒータによってシリンダおよびノズルが
所定温度に昇温した後に前記順番で所定の順に行われる複数のパージ段階を有するパージ
の操作要求画面を表示装置に順次表示させて、射出成形機にパージを各パージ段階の順に
作動させるための操作ボタンの操作を操作者に促す色替操作支援ステップと、を備えたこ
とを特徴とする。
【０００９】
　「操作ボタン」は、実施の形態で具体的に示されるような制御装置の操作パネルの前面
等に設けられる機械的な押しボタンスイッチであっても、押しボタンスイッチ以外の同一
の機能を有する他の種類のスイッチまたはキーであってよい。また、操作ボタンは、タッ
チパネルで操作できる表示装置の画面上に表示される画像のボタンが含まれていてよい。
各種のボタンを操作することにより、制御装置から、型締装置または射出装置の各駆動部
に駆動信号が送信される。具体的に、加熱器を作動させるための「加熱ボタン」、射出装
置にパージ動作を作動させるための「パージボタン」、型締装置および射出装置を所定の
順に制御して成形品の成形を開始させるための「成形開始ボタン」があり、これらの操作
ボタンは、１つのボタンであっても、所定の手順に従って操作する複数のボタンであって
もよい。
【００１０】
　「ガイダンス」とは、不慣れで操作のわからない者に対して説明をするための案内をい
い、「操作手順のガイダンス」は、操作者が操作手順の理解が容易になるように補助する
ために表示するものをいう。「操作手順のガイダンス」は、操作手順が理解できるような
表示であればよく、例えば、操作手順を説明したメッセージ、または、操作手順の理解を
補助する画像、あるいは、操作手順を説明したメッセージと操作手順の理解を補助する画
像を組み合わせて用いることができる。また、「操作手順のガイダンス」は、操作の順番
に画面を切り替えながら表示するものであっても、一つの画面に操作手順を順番に表示し
たものであってもよい。具体的には、ガイダンスとして、射出成形機の注意を向けるべき
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箇所や装置の状態を表す数値を表示したり、操作盤の操作方法を具体的に指示したメッセ
ージを表示したり、適正な数値の範囲など指標となる値を表示したものであってもよい。
【００１１】
　「操作要求画面」は、操作ボタンの操作を操作者に求めていることが認識可能な画面で
あればよく、「情報入力画面」は、成形条件データを生成するために要求される基礎情報
の入力を操作者に求めていることが認識可能な画面であればよい。「操作要求画面」と「
情報入力画面」は、ガイダンスと一緒に表示され、操作者の操作または入力が必要なタイ
ミングで表示が行われる。
【００１２】
　また、成形条件データは、樹脂材料情報に基づいて得られるヒータで樹脂材料を加熱す
るときの温度条件、成形品情報に基づいて得られる金型に樹脂材料を充填するときの射出
速度を含む充填条件と充填する樹脂材料を計量するための計量位置を含む計量条件、およ
び、金型情報に基づいて得られる金型を開閉する際の該金型の位置と移動速度を含む型開
閉条件を少なくとも含むものであってもよい。
【００１３】
　また、金型保護機能の使用の有無および金型保護機能の感度に関する金型保護機能情報
の入力を促すメッセージを表示装置に表示して、金型を保全するための金型保護条件デー
タを設定させる金型保護条件設定部をさらに備えるものが望ましい。
【００１４】
　また、パージは、スクリューパージ、プランジャクリーニング、ショートストロークパ
ージ、および、フルストロークパージのうちの少なくとも１つを含むものであってもよい
。
【００１５】
　また、パージは、スクリューパージ、プランジャクリーニング、ショートストロークパ
ージ、および、フルストロークパージを含み、色替操作支援部は、スクリューパージ、プ
ランジャクリーニング、ショートストロークパージ、および、フルストロークパージの順
に、操作者に各パージを作動させるための操作ボタンの操作を促すものであってもよい。
【００１６】
　また、成形品で生じた成形不良の状態の入力を操作者に促すメッセージを表示装置に表
示する状態入力支援部と、入力された成形不良の状態に応じて、該成形不良を改善する操
作方法を表示装置に表示して、操作者に操作方法に従った操作を促す改善支援部をさらに
備えるものが望ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の射出成形機支援システムでは操作ボタンの操作を操作者に求める操作要求画面
と射出成形機の操作に必要な成形条件データを生成するために要求される基礎情報を操作
者に求める情報入力画面とを操作手順に従って予め決められている順番に表示装置にガイ
ダンスとともに表示装置に表示するので、加熱ボタン、パージボタン、成形開始ボタンの
ような操作ボタンの操作、要求される基礎情報の入力、および、成形条件の設定を支援す
るメッセージに従って操作するだけで成形品の射出成形を行うことができ、作業に不慣れ
な操作者であっても、無駄に手間や時間を費やすことなく、また、操作を誤ったり、忘れ
てしまったりすることがなく、所期の射出成形を行うことができる。
【００１８】
　また、パージ段階の順に、操作者に各パージを作動させるための操作ボタンの操作を促
すので、射出装置から排出される樹脂を確認しながら確実にパージすることが、作業に不
慣れな操作者であっても可能になる。
【００１９】
　さらに、成形品を成形した後に、成形不良の状態の入力を促す状態入力メッセージを表
示して、その成形不良を改善するための操作を表示して操作を促す改善操作メッセージを
表示するようにすることで、どのような調整を行うことで良好な成形品になるかを、知識
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が少ない操作者であっても、適切な調整を行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態における射出成形機の概略構成図
【図２】本発明の実施形態における射出成形機の型締装置の概略図
【図３】本発明の実施形態における射出成形機の射出装置の概略図
【図４】射出装置の動作を説明するための図（その１）
【図５】射出装置の動作を説明するための図（その２）
【図６】本発明の実施形態における制御装置の構成を示すブロック図
【図７】操作パネルユニットの前面の構成図の一例
【図８】制御装置の操作支援部の構成を示すブロック図
【図９】射出成形機の操作の支援方法を説明するためのフローチャート
【図１０】ナビゲーションの開始を表す開始画面の一例
【図１１】樹脂情報と成形品情報の入力を促す画面の一例
【図１２】金型情報の入力を促す画面の一例
【図１３】成形条件に設定した値を反映させるための画面の一例
【図１４】金型保護機能情報の入力を促す画面の一例
【図１５】加熱開始を促す画面の一例
【図１６】パージ工程の操作を促す画面の一例
【図１７】成形開始のための操作を促す画面の一例
【図１８】通常画面の一例
【図１９】成形不良の状態の入力と改善操作メッセージの表示を行う流れを示すフローチ
ャート（その１）
【図２０】成形不良の状態の入力と改善操作メッセージの表示を行う流れを示すフローチ
ャート（その２）
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。図１は本発明の射出成形機
１の概略構成図である。本発明の射出成形機１は、機台９上に、型締装置２、射出装置３
が配置され、さらに、制御装置４の本体が機台９内に設けられ、制御装置４の操作パネル
ユニット４０が型締装置２と射出装置３の間に設けられる。また、制御装置４の本体は、
操作パネルユニット４０内に設けられてもよい。
【００２２】
　型締装置２は、金型２０を開閉させる機構を有し、金型２０に樹脂材料を充填した時に
十分な圧力（型締力）をかける構造になっている。型締力をかけることで溶けた樹脂材料
が金型２０に入ってくる時の圧力に負けないようにして、金型２０から樹脂材料が外に出
ないようにする。一方、射出装置３は、樹脂材料を加熱しながら可塑化して溶融し、その
溶融樹脂を高圧で射出して型締装置２に搭載された金型２０内のキャビティ空間に充填し
、そのキャビティ空間内の溶融樹脂を冷却し固化させて成形品を得る。
【００２３】
　図２は、本発明の実施形態における射出成形機１の型締装置２の概略図である。
【００２４】
　型締装置２は、タイバ１０によって連結された固定プラテン１１とバックプラテン１２
と、それらのプラテン１１，１２間で移動する可動プラテン１３、そして、可動プラテン
１３を固定プラテン１１に対して進退させて押圧する駆動装置１４を機台９の上に備える
。固定プラテン１１には、金型２０の固定側金型２０ａが取り付けられ、可動プラテン１
３には、金型２０の可動側金型２０ｂが取り付けられる。金型２０の取り付けは、複数個
の金型取り付け部材１６によって固定プラテン１１側および可動プラテン１３側にそれぞ
れ締め付けて固定するようにされる。駆動装置１４は、可動プラテン１３を可動側金型２
０ｂとともに進退させて型開閉し、押圧して型締めする装置であり、例えば油圧駆動ある
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いは電動油圧駆動の直圧式型締装置やトグル式型締装置などがある。成形材料を可塑化し
て射出する射出装置３は、型締装置２の固定プラテン１１側に配置される。
【００２５】
　固定プラテン１１と可動プラテン１３は、向かい合うそれらの金型取り付け面２２ａ，
２２ｂが高精度な平行度を維持するように設置される。例えば、固定プラテン１１に対し
て進退する可動プラテン１３は、その可動プラテン１３の四隅に備えるリニアブッシュに
タイバ１０を通すタイプや、機台９上に備えるリニアガイドにその可動プラテン１３を載
せるタイプがある。
【００２６】
　固定プラテン１１には、その中心位置に金型２０のロケートリングをはめ込むとともに
、射出装置３の射出ノズル６３を通すための孔（不図示）が形成されている。また、可動
プラテン１３には、その中心位置あるいは所定位置に突き出し装置のエジェクタロッドを
通す孔（不図示）が形成されている。
【００２７】
　射出装置３は、１本のインラインスクリュで樹脂材料の可塑化溶融とその溶融樹脂の射
出充填とを行うインラインスクリュ式射出装置、または、可塑化スクリュ５１で樹脂材料
の可塑化溶融を行う可塑化ユニット５とその溶融樹脂を射出プランジャ６１で射出充填を
行う射出ユニット６を別設したスクリュプリプラ式射出装置に大別される。
【００２８】
　本実施の形態では、熱可塑性樹脂材料を射出成形するスクリュプリプラ式射出装置を一
例に説明する。図３は、本発明の実施形態における射出成形機１の射出装置３の概略図で
ある。
【００２９】
　射出装置３では、樹脂材料を可塑化して溶融する可塑化ユニット５と、その溶融樹脂を
金型２０内のキャビティ空間２１に向かって射出充填する射出ユニット６とが別設され、
それらが溶融樹脂の連通路７ａを有する連結部材７で接続されている。
【００３０】
　可塑化ユニット５は、可塑化シリンダ５０と、可塑化シリンダ５０内の可塑化スクリュ
５１と、可塑化スクリュ５１を回転させる回転駆動装置５２と、可塑化スクリュ５１を僅
かに進退させる逆止駆動装置５３とを有する。ホッパ８が、可塑化シリンダ５０の後端側
から樹脂材料を供給するために設けられる。
【００３１】
　射出ユニット６は、射出シリンダ６０と、射出シリンダ６０の射出シリンダ孔６０ａ内
の射出プランジャ６１と、射出プランジャ６１を進退させる射出駆動装置６４と、射出シ
リンダ６０の前端にノズルシリンダ６２を介して取り付けられる射出ノズル６３とを有す
る。ノズルシリンダ６２の射出シリンダ６０側端面には、射出プランジャ６１の先端面６
１ａと略等しい形状の前壁６２ｂが形成されている。その前壁６２ｂと射出シリンダ６０
の射出シリンダ孔６０ａと射出プランジャ６１の先端面６１ａとで囲まれた空間として射
出室６５が形成される。そして、射出室６５には、連結部材７の連通路７ａを介して可塑
化シリンダ５０内と連通する連通路６２ａや射出ノズル６３の先端にまで連通する射出孔
６３ａが開口している。カップリング６６は、射出プランジャ６１と射出駆動装置６４の
駆動ロッドを連結する。
【００３２】
　射出装置３の各種駆動装置５２，５３，６４は、油圧式または空圧式または電動式など
で適宜構成される。可塑化シリンダ５０、射出シリンダ６０、ノズルシリンダ６２、連結
部材７、射出ノズル６３などの外周には、バンドヒータ等の加熱器（以下、単にヒータ６
９という）が設けられる。例えば、各シリンダ５０，６０，６２は、先端部、中間部、後
端部のように軸方向に複数のゾーンに分けられて、それぞれにヒータ６９が巻かれる。ま
た、射出ノズル６３にもヒータ６９が巻かれる。図３は、便宜上、可塑化シリンダ５０に
ヒータ６９が巻かれた状態を示しているが、射出シリンダ６０、ノズルシリンダ６２、連
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結部材７、射出ノズル６３にも巻かれる。
【００３３】
　図６は、本発明の実施形態における制御装置４の構成を示すブロック図である。
【００３４】
　制御装置４は、操作パネルユニット４０が設けられ、ハードディスクなどの記憶装置（
記憶部４１）、基板に配設された少なくとも１つのＣＰＵ（Central Processing Unit）
とキャッシュメモリ（二次キャッシュ）を含む演算装置、専用のスロットに差し込まれた
増設のＲＡＭ（Random Access Memory）、各種インターフェースのような付属部品が１つ
の収納された筐体とで構成される。
【００３５】
　また、記憶部４１には、オペレーティングシステムなどの基本ソフトウェアに加え、専
用ソフトウェアがインストールされ、演算装置のＣＰＵによって実行されることにより、
制御装置４が操作支援部４２、制御部４３として機能する。
【００３６】
　制御部４３は、型締装置２の動作を制御する型締制御部４４、射出装置３の動作を制御
する射出制御部４５、および、型締制御部４４と射出制御部４５で型締装置２と射出装置
３を制御して型閉および型締め、射出、保圧、冷却、計量、型開、取出の順番で成形品の
成形を行う成形制御部４６が設けられる。
【００３７】
　型締制御部４４は、可動側金型２０ｂとともに可動プラテン１３を進退させて型開閉し
、さらに、型締工程では固定側金型２０ａ、可動側金型２０ｂの密着後に所定の型締力ま
で昇圧するように駆動装置１４を制御する。
【００３８】
　射出制御部４５は、射出プランジャ６１が移動した位置や速度を逐次検出するための位
置検出装置および射出プランジャ６１が射出室６５内の溶融樹脂に与える圧力を逐次検出
するための圧力検出装置の実際の検出値を読み込み、それら検出値と予め設定された成形
条件などとを比較しながら、予め設定された成形条件や動作手順に従って動作するように
指令を出して射出駆動装置６４を制御する。位置検出装置としては、図３に示すようなリ
ニアスケール６８などを用いても良いし、射出駆動装置６４がモータであればロータリエ
ンコーダで検出した回転数から算出するようにしても良い。速度の実測値は、例えば、位
置検出装置から逐次検出される位置情報を、演算装置の基準クロックを参照して速度情報
に変換して求めることができる。また、圧力検出装置としては、図３に示すように射出プ
ランジャ６１後端と射出駆動装置６４の駆動ロッド前端との間に設けたロードセル６７を
用いても良いし、射出駆動装置６４が油圧シリンダであれば射出プランジャ６１を前進さ
せる側の油室の圧力を検出するようにしても良いし、射出駆動装置６４がモータであれば
電流計測器やトルク計測器で検出したモータの入力電流や回転トルクから算出するように
しても良い。
【００３９】
　ここで、射出装置３で行われる射出工程について説明する。図４に示すように、ホッパ
８から供給された樹脂材料は、可塑化スクリュ５１の回転による剪断発熱とヒータ６９に
よる加熱によって可塑化溶融されながら、可塑化スクリュ５１の回転によって連通路７ａ
、６２ａを通して射出室６５内に向けて送り出されるとともに、その溶融樹脂が、射出プ
ランジャ６１を後退させることによって、射出プランジャ６１が後退した距離に応じて溶
融樹脂が計量される。このとき、逆止駆動装置５３は、送り出す溶融樹脂の反力により可
塑化スクリュ５１の後退を許容して、可塑化シリンダ５０側の連通路７ａの開口を開く。
つぎに、射出工程では、図５に示すように、射出プランジャ６１が前進して、溶融樹脂を
射出ノズル６３から金型２０内のキャビティ空間２１に向かって充填する。なお、その充
填の前には、逆止駆動装置５３が可塑化スクリュ５１を前進させて、可塑化シリンダ５０
側の連通路７ａの開口を閉塞して逆流防止が行われている。また、その逆流防止は、可塑
化スクリュ５１を後退させて可塑化シリンダ５０側の連通路７ａを閉じる構成としても良
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いし、連通路７ａ、６２ａの途中にロータリバルブなどを備えてその連通路７ａ、６２ａ
を閉じる構成としても良い。
【００４０】
　前述の射出工程は、一般的に充填工程と保圧工程に分けられる。通常、充填工程では、
予め設定された充填速度条件に従って、充填速度、例えば射出プランジャ６１の前進速度
が優先されて制御された状態で、溶融樹脂を金型２０内のキャビティ空間２１に向けて充
填する。その後の保圧工程では、例えば射出プランジャ６１が溶融樹脂に付与する所定の
圧力が優先されて制御された状態で、その金型２０内に充填された溶融樹脂の冷却にとも
なう熱収縮分も含め、金型２０内で不足している分の溶融樹脂が充填される。さらに、保
圧工程ではキャビティ空間２１に隣接する金型２０内のゲート部分の溶融樹脂が固化する
までキャビティ空間２１内の溶融樹脂に圧力を付与する。
【００４１】
　図７は、操作パネルユニット４０の前面の構成図の一例である。
【００４２】
　操作パネルユニット４０の前面には、表示ユニット（表示装置４７）、キーボード４８
Ａおよび各種ボタン４８Ｂを設けた操作盤４８が配設される。また、表示装置４７には、
画面を覆うようにタッチパネル４７Ａが設けられる。以下、操作盤４８に配置されるキー
ボード４８Ａ、および、表示装置４７に設けられたタッチパネル４７Ａを入力部として説
明する。
【００４３】
　さらに、図７に示すように、制御装置４には、操作盤４８の加熱ボタン４８Ｂ－１、パ
ージボタン４８Ｂ－２、４８Ｂ－３、成形開始ボタン４８Ｂ－４，４８Ｂ－５が押下され
た時の入力信号を受信する信号受信部４９が設けられ、各信号を受信すると、加熱制御部
４５Ａ、パージ制御部４５Ｂ、成形制御部４６がそれぞれ起動される。本実施の形態では
、加熱ボタン４８Ｂ－１は、操作盤４８上の「加熱」ボタンを指すものとし、パージボタ
ンは、パージの操作で使用する操作盤４８上の「手動モード」ボタン４８Ｂ－２と「色替
」ボタン４８Ｂ－３を指すものとし、成形開始ボタンは、成形開始時に使用する操作盤４
８上の「半自動モード」ボタン４８Ｂ－４と「型閉」ボタン４８Ｂ－５を指すものとして
説明する。より具体的には、本実施の形態では、パージボタンの入力操作は、「手動モー
ド」ボタン４８Ｂ－２を入力操作して射出成形機１を手動モードの状態にした後に「色替
」ボタン４８Ｂ－３を入力操作することを指すものとし、成形開始ボタンの入力操作は、
「半自動モード」ボタン４８Ｂ－４を入力操作して射出成形機１を半自動モードの状態に
したあとに「型閉」ボタン４８Ｂ－５を入力操作することを指すものとして説明する。た
だし、具体的な各種ボタンおよびデータの入力の操作は、実施の形態に限定されない。
【００４４】
　加熱制御部４５Ａは、信号受信部４９で操作盤４８の加熱ボタン４８Ｂ－１の信号を受
信すると起動され、射出制御部４５で温度調節装置を作動させて可塑化シリンダ５０、射
出シリンダ６０、ノズルシリンダ６２、連結部材７、射出ノズル６３などの外周に設けら
れたヒータ６９を作動させて加熱を開始する。
【００４５】
　パージ制御部４５Ｂは、信号受信部４９で操作盤４８のパージボタン４８Ｂ－２，４８
Ｂ－３の信号を受信すると起動され、射出制御部４５に記憶部４１に設定されたパージ条
件に設定されたパージ時間、繰り返し回数、パージ速度などに従って、射出装置３の各種
駆動装置５２、５３、６４を駆動してパージを行う。
【００４６】
　成形制御部４６は、型締制御部４４で型締装置２の駆動装置１４を制御して型閉および
型締めを行い、射出制御部４５で各種駆動装置５２、５３、６４を制御して、射出、保圧
、冷却、計量を行う。最後に、型締制御部４４で、型締装置２に取り付けられた金型２０
の型締を開放し型開すると、冷却された成形品が取り出される。
【００４７】
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　次に、制御装置４の操作支援部４２について、図８を用いて説明する。
【００４８】
　図８に示すように、操作支援部４２は、条件設定部８０と、ヒータ操作支援部８１と、
色替操作支援部８２と、成形開始支援部８３と、状態入力支援部８６と、改善支援部８７
を備える。
【００４９】
　さらに、条件設定部８０は、樹脂材料および金型２０を用いて成形するための成形条件
データを記憶部４１に設定する成形条件設定部８４と、金型保護機能の使用の有無および
保護機能の感度の設定に応じて型締装置２で金型を保全するための金型保護条件データを
記憶部４１に設定する金型保護条件設定部８５を備える。
【００５０】
　成形条件設定部８４は、適切な射出成形を行う予め決められた操作手順に基づいて射出
成形機１の操作に必要な成形条件データを生成するために要求される「基礎情報」を操作
者に求める情報入力画面を予め決められている順番に表示装置４７にガイダンスとともに
表示させる。具体的に、基礎情報として、使用する樹脂材料に関連する樹脂情報と、所望
の成形品に関する成形品情報と、使用する金型２０に関する金型情報の入力を促すメッセ
ージを表示装置４７に表示し、入力部４７Ａ，４８Ａから入力された樹脂情報、成形品情
報、金型情報を受け付けて、記憶部４１に予め記憶された射出成形機１に応じた成形機固
有データおよび計算式を用いて、入力された樹脂材料および金型２０を用いて成形するた
めの成形条件データを記憶部４１に設定する。特に、金型情報に関しては、金型２０が開
いた位置を検出した検出位置を型締装置２から随時受信して表示装置４７に表示し、この
表示された検出位置（可動プラテン１３の位置）を金型情報として入力の受付が可能な画
面を提供する。
【００５１】
　金型保護条件設定部８５は、金型保護機能の使用の有無および金型保護機能の感度に関
する金型保護機能情報の入力を促すメッセージを表示装置４７に表示し、入力部４７Ａ，
４８Ａから入力された金型保護機能情報を受け付けて、記憶部４１に予め記憶された射出
成形機１に応じた成形機固有データおよび計算式を用いて、金型２０を保全するための金
型保護条件データを記憶部４１に設定する。
【００５２】
　ヒータ操作支援部８１は、加熱ボタン４８Ｂ－１の操作を促す加熱開始メッセージを表
示装置４７に表示する。
【００５３】
　色替操作支援部８２は、ヒータ操作支援部８１で加熱開始メッセージを表示した後に、
入力部４７Ａ，４８Ａから入力されたメッセージ切替操作を受け付けると、予め設定され
たパージ条件を変更させるための入力を促す条件入力メッセージ、および、パージボタン
４８Ｂ－２、４８Ｂ－３を所定の操作順で操作するように促す操作順メッセージを表示装
置４７に表示する。
【００５４】
　パージ動作は、可塑化シリンダ５０、射出シリンダ６０、ノズルシリンダ６２などのシ
リンダ内の樹脂材料を排出するために行われるが、所定の順に行なわれる複数のパージ段
階がある。具体的には、パージ段階には、スクリューパージ、プランジャクリーニング、
ショートストロークパージ、およびフルストロークパージがあり、この順番で行われると
よい。
【００５５】
　色替操作支援部８２は、各パージ段階の順に、各パージ段階に応じた条件入力メッセー
ジおよび操作順メッセージを表示装置４７に表示し、各表示後に入力部４７Ａ，４８Ａよ
りメッセージ切替操作を受け付ける度に、表示装置４７に次の段階の条件入力メッセージ
および操作順メッセージに表示を切り替える。また、各パージ段階で射出装置３が実施し
たパージ時間、パージ回数などを、射出装置３から随時受信して表示装置４７に表示する
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とともに、パージ時間、パージ回数などの入力の受付が可能な画面を提供する。さらに、
必要に応じて、射出装置３から適正でない状態を受信して、適正でない状態を回避するた
めの操作を促す画面を表示してもよい。具体的には、射出装置３から樹脂材料の加熱が不
十分であることを検出した信号を受信すると、ヒータ６９の温度を上げるように促すメッ
セージを表示装置４７に表示するとともに、ヒータ６９の温度を上昇させるための値の入
力の受付が可能な画面を提供する。樹脂材料の加熱が不十分であるかどうかは、例えば、
溶融樹脂の粘度が想定よりも高いかどうかで検出することができる。
【００５６】
　成形開始支援部８３は、色替操作支援部８２で条件入力メッセージおよび操作順メッセ
ージを表示した後に、入力部４７Ａ，４８Ａから入力されたメッセージ切替操作を受け付
けると、成形開始ボタン４８Ｂ－４，４８Ｂ－５の入力を促す成形開示メッセージを表示
装置４７に表示する。
【００５７】
　状態入力支援部８６は、成形品で生じた成形不良の状態の入力を促す状態入力メッセー
ジを表示装置４７に表示する。
【００５８】
　改善支援部８７は、入力部より入力された成形不良の状態に応じて、成形不良を改善す
るための操作を表示してこの操作を促す改善操作メッセージを表示装置４７に表示する。
【００５９】
　以下、図９のフローチャートと、図７、図１０～図１７の表示装置４７に表示されるナ
ビゲーション画面と、図１８の通常画面とを用いて、射出成形機１の操作の支援方法につ
いて説明する。実施の形態の射出成形機１においては、予め金型２０が取り付けられてい
るものとする。金型２０の取付けは、操作盤上の「段取モード」ボタンを操作して型締装
置２を段取モードに切り替えてから「型開」ボタンと「型閉」ボタンを適宜操作し可動プ
ラテン１３を固定プラテン１１に対して開閉動作させて行う。
【００６０】
　まず、操作者は、射出成形機１の電源ボタンをＯＮにして操作パネルユニット４０の操
作を開始する。図７に示すように、操作パネルユニット４０の表示装置４７の下部に「成
形ナビ」と表示される。表示装置４７の「成形ナビ」が表示されている箇所を操作者がタ
ッチすると、表示画面が図１０の射出成形機１の操作方法のナビゲーションの開始を表す
開始画面（図１０）に移動する（S1）。
【００６１】
　図１０に示すように、表示装置４７の下部の右側にある「＞」の表示をタッチすると次
の画面へ移動、あるいは、「＜」の表示をタッチすると前の画面へ移動する。本実施の形
態では、メッセージのようなガイダンスの切替操作として「＞」を押して、順次、メッセ
ージ画面を切り替えながらナビゲーションを進める。また、必要に応じて「＜」を押して
画面を戻すことができる。「通常画面に戻る」をタッチすると、ナビ画面を閉じて図１８
に示す通常画面に戻る。通常画面には、設定されているデータの一覧が示されている。こ
の画面からも操作者はデータの変更を行うことができるが、経験の少ない操作者にとって
は、どの程度の値にすればよいのかが分からない場合が多い。そこで、ガイダンスに従っ
て成形条件データを設定する。なお、ガイダンス切替操作は、特定の表示のタッチによる
画面の切替えに限られず、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で任意である。例えば、入
力データの転送後に自動的に次の画面に切替えたり、「次へ」の画面表示をタッチするこ
とによって予め決定されている順番で次の画面全体または画面の一部分を切り替えること
ができる。
【００６２】
　まず、ＳＴＥＰ１の加工条件の設定のナビゲーションを行う。図１０の開始画面から「
＞」が押されると、次の画面へ進み、成形条件設定部８４の樹脂材料に関連する樹脂情報
の入力を促す情報入力画面（図１１（Ａ））に移動する。図１１（Ａ）の画面から、使用
する樹脂を選択するとゾーン毎に分けられたヒータ６９の各設定温度が自動的に選択され
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る。必要に応じて、「樹脂設定温度」は、画面右側の枠内に手動で設定可能である（S2）
。「樹脂設定温度」を手動で設定する場合などのように、複数のヒータ６９を１つの温度
設定で加熱する場合には、各シリンダ５０，６０，６２の各ゾーンに設けられたヒータ６
９は、１つの設定温度で加熱されるが、射出ノズル６３のヒータ６９は設定温度よりも高
い温度、例えば設定温度よりも１０°Ｃ高い温度で加熱されるようにするとよい。基本的
には、選択された樹脂に基づきデータベースから温度条件を設定するが、基本温度データ
から予め用意された計算式を用いた演算により各ゾーンの温度を設定することも可能であ
る。
【００６３】
　次に、「＞」を押して、次の成形品に関する成形品情報（成形アイテム情報）の入力を
促す画面（図１１（Ｂ））に移動する。図１１（Ｂ）の画面では、体積または重量の選択
を促し、いずれかが選択された後に成形品の体積または重量の入力を行わせる。さらに、
最小肉厚および最大肉厚についても入力させる（S3）。比重は、使用樹脂材料を選択した
ときにデータベースから自動で決定されるため、体積（＝重量×比重）を求める計算に使
われる。成形品の体積または重量と、成形品の最小肉厚および最大肉厚の設定が行われた
後に、自動的に射出成形の基本条件が予め用意された計算式を用いて算出される（S4）。
基本条件には、樹脂材料を金型２０に充填するとき充填条件や、充填する樹脂材料を計量
するための計量条件があるが、例えば、充填条件として、射出ストローク、充填時間、射
出速度、ＶＰ切換位置が算出され、計量条件として、計量値（計量位置）が計算される。
さらに、上限時間、初期保圧時間、初期冷却時間が基本条件として計算される。
【００６４】
　（i）　射出ストロークは、射出プランジャ６１が前進する距離を表し、入力した体積
（ショットボリューム）とプランジャ径から算出される。プランジャ径は、成形機固有デ
ータとして予め記憶部４１に記憶されている。具体的には、射出ストロークは下式（１）
で算出される。
　射出ストローク＝ショットボリューム÷πｒ２　　　　（１）
　　ここで、半径ｒ＝プランジャ径÷２
【００６５】
　（ii）　充填時間は、射出プランジャ６１が前進を開始してからＶＰ切換位置に到達す
るまでの時間である。上限時間は、充填動作における充填時間の上限を制限するために設
定される時間である。目安の充填時間は、経験的に成形品の最小肉厚と１対１の関係があ
るものとして、例えば最小肉厚２ｍｍに設定される場合は２秒に置き換えるような方法で
設定する。また、上限時間は、目安の充填時間に所定の時間を加算した時間に設定される
。但し、成形品の最小肉厚が１ｍｍより小さな値は金型２０の破損のおそれがあるため、
エラーメッセージを出し、ナビゲーションを終了させるようにしてもよい。また、充填工
程における圧力の上限を制限するために設定される上限圧は、大きな設定値、例えば、個
々の射出成形機固有のデータの最大射出圧力で固定とし、保圧工程における保圧は、この
時点では金型２０の破損を防ぐためにも、例えば、０．１ＭＰａ以下の小さな圧力、好ま
しくは、保圧を付与しないように実質ゼロで固定とする。
【００６６】
　（iii）　射出速度（射出プランジャ６１の速度）は、射出ストロークと目安の充填時
間から下式（２）で求められる。
　射出速度＝射出ストローク÷目安の充填時間　　（２）
【００６７】
　（iv）　ＶＰ切換位置とは、射出シリンダ６０内の前壁６２ｂからＶＰ切換位置だけ射
出プランジャ６１が後退した位置をいい、例えば、固定値で１０ｍｍとする。このＶＰ切
換位置は、射出プランジャ６１を前進させて金型２０内に溶融樹脂を射出充填する充填工
程と、射出圧力制御で金型２０内の流路のうちのゲート部分が固化するまで射出プランジ
ャ６１が溶融樹脂に所定の圧力を所定の時間だけ付与する保圧工程とを切り換える位置で
ある。
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【００６８】
　（v）　計量値は、計量工程を行う時の射出シリンダ６０内の前壁６２ｂから測った射
出プランジャ６１の位置である。充填工程で金型２０に充填した後に、射出プランジャ６
１が前壁６２ｂから後退して溶融樹脂を射出プランジャ６１内に貯留するためのＶＰ切換
位置を射出ストロークに加えた値である。つまり、下式（３）で求められる。
　計量値＝ＶＰ 切換位置＋射出ストローク　　（３）
　また、可塑化スクリュ５１の回転数は９０ｒｐｍで固定とする。
【００６９】
　（vi）初期保圧時間は、経験的に成形品の最大肉厚の数値（ミリメートル単位）の２倍
（秒単位）の関係があるとして、例えば、最大肉厚が５ｍｍなら１０秒とする。
【００７０】
　（vii）初期冷却時間は、経験的に成形品の最大肉厚の数値（ミリメートル単位）の７
倍（秒単位）の関係があるとして、例えば、最大肉厚が５ｍｍなら３５秒とする。
【００７１】
　これらの算出した値が図１１（Ｂ）の左下の枠内に表示される。
【００７２】
　さらに、図１１（Ｂ）の画面で「＞」が押されると、次の画面へ進み、金型２０に関す
る金型情報の入力を促すメッセージ（図１２）が表示される。まず、図１２（Ａ）の画面
から金型２０が２プレート型か３プレート型かを選択する。図１２（Ａ）の画面で「＞」
が押されると、図１２（Ｂ）の型開閉設定画面に切り替わる。本実施の形態における型厚
調整では、金型２０が取り付けられている状態で、画面の説明に従って、操作盤４８の「
段取モード」ボタンを押して型締装置２を段取モードに切り替えてから「自動型厚」ボタ
ンを操作すると、可動プラテン１３が固定プラテン１１に向かって低速で移動して金型２
０が閉じた状態になると、可動プラテン１３が移動しなくなったことが検出される。制御
装置４は、基本的には、そのときの位置を可動プラテン１３の原点位置（０．００ｍｍ）
として記憶部４１に記憶させる。
【００７３】
　図１２（Ｂ）の画面のプラテン位置の枠内には、型締装置２で金型２０を閉じた状態で
検出した可動プラテン１３の位置の検出値Ｌ０が表示されるので検出値Ｌ０を確認する。
検出値Ｌ０が０．００ｍｍになっている場合はズレがないが、例えば、表示されている値
が±０．１ｍｍ以上の場合には金型２０の熱膨張または熱収縮などによってズレが生じて
いるので、再度型厚調整を行うように促すメッセージを表示する。操作者は、図１２（Ｂ
）の画面のプラテン位置の数値を確認しながら型厚調整を続ける。型厚調整が終わると「
＞」を押して、次の図１２（Ｃ）の画面へ移動する。
【００７４】
　図１２（Ｃ）の画面の説明に従って、操作盤４８から「型開」ボタンを使って操作して
、金型２０のガイドピンまたはアンギュラピンが抜けた位置Ｌ１を設定するように促すメ
ッセージを表示する。操作者は、メッセージに従って、実際に金型２０を目視しながら「
型開」ボタンを操作して、金型２０の各種ピンが抜けたことを確認すると、その位置Ｌ１
で図１２（Ｃ）の画面上の「位置入力」を押す。プラテン位置の枠内には、型締装置２で
検出された検出位置が随時表示され、「位置入力」を押した時のプラテン位置の枠内の値
が設定値として記憶される。位置入力が終わると「＞」を押して、次の図１２（Ｄ）の画
面へ移動する。
【００７５】
　さらに、図１２（Ｄ）の画面の説明に従って、操作盤４８から「型開」ボタンを操作し
て、成形品を取り出すのに必要な金型２０の開き量を設定するように促すメッセージを表
示する。前述と同様に、操作者が、実際に目視で確認しながら「型開」ボタンを操作し、
成形品が取り出せる位置Ｌ２に金型２０が型開きしたことを確認すると、その位置で「位
置入力」を押す。あるいは、金型２０の形状から型開きに必要な型開き量Ｌ２が分かる場
合は、その値を直接入力するようにしても良い（S5）。設定値として記憶された可動プラ
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テン１３の各位置Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２、すなわち、可動側金型２０ｂの各位置Ｌ０，Ｌ１，
Ｌ２は、本実施の形態では、位置Ｌ０を原点として、位置Ｌ０＜位置Ｌ１＜位置Ｌ２の関
係にある。それで、本実施の形態では、可動側金型２０ｂの各位置Ｌ０，Ｌ１，Ｌ２と記
憶部４１に記憶されている成形機固有データの中の最大型閉速度と最大型開速度を利用し
て型開閉条件の設定を行う。例えば、型閉条件は、位置Ｌ２から型閉じを開始して当該位
置Ｌ２から１０ｍｍ型閉じした位置Ｌａまでの区間の型閉速度Ｖａを最大型閉速度に対す
る５０％の型閉速度に設定し、位置Ｌａから位置Ｌ１の５ｍｍ手前まで型閉じした位置Ｌ
ｂまでの区間の型閉速度Ｖｂを最大型閉速度に対する５０％の型閉速度に設定し、位置Ｌ
ｂから位置Ｌ０の５ｍｍ手前まで型閉じした位置Ｌｃまでの区間の型閉速度Ｖｃを最大型
閉速度に対する１０％の型閉速度に設定し、そして、位置Ｌｃから位置Ｌ０までの区間の
型閉速度Ｖｄを最大型閉速度に対する１０％の型閉速度に設定するなどのように設定して
もよい。位置Ｌｃから位置Ｌ０までの区間は、その他の区間に比べて型締装置２の駆動装
置１４のトルクの上限が小さく設定されて、そのトルクの上限を超えてまで金型２０が閉
じないようにされるとよい。また、例えば、型開条件は、位置Ｌ０から型開き開始して当
該位置Ｌ０から位置Ｌ１までの区間の型開速度Ｖｅを最大型開速度に対する１０％の型開
速度に設定し、位置Ｌ１から位置Ｌ２の１０ｍｍ手前まで型開きした位置Ｌｆまでの区間
の型開速度Ｖｆを最大型開速度に対する５０％の型開速度に設定し、そして、位置Ｌｆか
ら位置Ｌ２までの区間の型開速度Ｖｇを最大型閉速度に対する５０％の型開速度に設定す
るなどのように設定してもよい。位置Ｌｃから位置Ｌ０までの区間は、その他の区間に比
べて型締装置２の駆動装置１４のトルクの上限が小さく設定されて、そのトルクの上限を
超えてまで金型２０が閉じないようにされると良い。また、例えば、型開条件は、位置Ｌ
０から型開き開始して当該位置Ｌ０から位置Ｌ１までの区間の型開速度Ｖｅを最大型開速
度に対する１０％の型開速度に設定し、位置Ｌ１から位置Ｌ２の１０ｍｍ手前まで型開き
した位置Ｌｆまでの区間の型開速度Ｖｆを最大型開速度に対する５０％の型開速度に設定
し、そして、位置Ｌｆから位置Ｌ２までの区間の型開速度Ｖｇを最大型閉速度に対する５
０％の型開速度に設定するなどのように設定してもよい。例えば、上記の型開条件は、図
１８に示す通常画面の型閉位置Ｓ１が型閉位置Ｌａ、型閉位置Ｓ２が型閉位置Ｌｂ、型閉
位置Ｓ３が型閉位置Ｌｃ、型閉速度Ｖ１が型閉速度Ｖａ、型閉速度Ｖ２が型閉速度Ｖｂ、
そして、型閉速度Ｖ３が型閉速度Ｖｃおよび型閉速度Ｖｄにそれぞれ相当するものとして
も良い。また、例えば、上記の型閉条件は、図１８に示す通常画面の型開位置Ｓ４が型開
位置Ｌ１、型開位置Ｓ５が型開位置Ｌｆ、型開限位置が型開位置Ｌ２、型開速度Ｖ４が型
開速度Ｖｅ、型開速度Ｖ５が型開速度Ｖｆ、そして、型開速度Ｖ６が型開速度Ｖｇにそれ
ぞれ相当するものとしても良い。
【００７６】
　さらに、型締力の入力を行なう画面に移るが、詳細な画面は省略する。型締力の入力を
促す画面に従って、型締力の入力を行う（S6）。また、続けて詳細な画面は省略するが突
出設定の入力を促す画面に移るようにしてもよい。また、突出設定は金型エジェクタピン
破損のリスクがあるため、通常の突出設定画面にて実動作を見ながら設定する様なメッセ
ージを表示するようにしてもよい。
【００７７】
　以上のように成形条件に関する設定が終わると、図１３の確認画面を表示し、射出成形
機１の成形条件に設定した値を反映させるために「条件反映」のボタンを押すと、上述の
ように設定および算出された成形条件データが記憶部４１に記憶される（S7）。
【００７８】
　次にＳＴＥＰ２の金型保護の設定を行う。図１３の画面から「＞」が押されると、次の
画面へ進み、金型保護条件設定部８５の金型保護機能の使用の有無および金型保護機能の
感度に関する金型保護機能情報の入力を促す画面（図１４）に移動する。図１４の画面か
ら金型保護機能の使用の有無を選択し、金型保護機能の使用有の場合には金型保護機能の
感度を「弱」「中」「強」から選択する（S8）。実際には、型開閉を行う型締装置２の駆
動装置１４の制御上限トルクを自動探索し、制御上限トルクより低い、型閉時の安全なト
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ルクを監視トルクとして設定する。監視トルクを越えると型締装置２は緊急停止される。
この制御上限値は、感度が「弱」「中」「強」であるかによって、適宜決定される。この
ようにして決定された金型保護条件データが記憶部４１に記憶される（S9）。なお、金型
保護条件データおよびその設定方法は、上述の実施の形態に限られるものではなく、例え
ば、金型保護条件データを型開閉中の所定の動作区間における型締装置２の動作時間を用
いるなど、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各種条件データおよびその設定方法が適用可
能である。
【００７９】
　　さらに、図１４の画面から「＞」が押されると、ＳＴＥＰ３の射出装置３の色替（パ
ージ）工程に進む。まず、ヒータ操作支援部８１の操作盤４８の加熱ボタン４８Ｂ－１を
ＯＮさせることを促す操作要求画面（図１５）に移動する。操作者が、加熱ボタン４８Ｂ
－１をＯＮすると（S10）、可塑化シリンダ５０と射出シリンダ６０と射出ノズル６３な
どがヒータ６９によって、前述のＳＴＥＰ１で設定された加工条件の温度に従った温度制
御が開始される（S11）。
【００８０】
　加熱ボタン４８Ｂ－１をＯＮにした後、図１５の画面から「＞」を押して、色替操作支
援部８２のパージ工程の操作を促す画面（図１６）に移動する。パージ工程はスクリュー
パージ、プランジャクリーニング、ショートストロークパージおよびフルストロークパー
ジの順に行われる。図１６（Ａ）のスクリューパージの操作を促す操作要求画面上の「ス
クリューパージスイッチを「入」にして、」の表示、図１６（Ｂ）のプランジャクリーニ
ングの操作を促す操作要求画面上の表示、図１６（Ｃ）のショートストロークパージの操
作を促す操作要求画面上の「ショートストロークパージを「入」にし、」の表示、および
、図１６（Ｄ）のフルストロークパージの操作を促す操作要求画面上の「フルストローク
パージを「入」にし、」の表示は、通常画面または操作盤４８において、スクリューパー
ジ、プランジャクリーニング、ショートストロークパージ、および、フルストロークパー
ジのそれぞれに対して「使用する（入）」または「使用しない（切）」を個別に設定する
ための画面または操作盤４８のボタンを有する場合、各パージを「使用する（入）」に設
定することを促すための表示であって、例えば、色替操作支援部８２のパージ工程の操作
を促す操作要求画面を使用する際にすべてのパージが「使用する（入）」の設定に自動的
に切り替えるようにする場合など、それらの表示を不要とする場合もあるので、詳しい説
明を省略する。順番としては、最初に、図１６（Ａ）のスクリューパージを行うための操
作を促す操作要求画面が表示される。まず、操作盤４８の手動モードがＯＮになっている
かを確認し、手動になっていない場合には、操作盤４８の「手動モード」ボタン４８Ｂ－
２を押した上で、操作盤４８の「色替」ボタン４８Ｂ－３を押すようにナビゲーションす
る。また、パージ時間はデフォルト値がパージ時間の横にある２つの枠のうち右枠に表示
されるが、必要に応じて変更することが可能である。
【００８１】
　操作者が、操作盤４８の「手動モード」ボタン４８Ｂ－２を押した上で、操作盤４８の
「色替」ボタン４８Ｂ－３を押すと、射出装置３の回転駆動装置５２で可塑化スクリュ５
１を回転させながら、可塑化シリンダ５０内の可塑化溶融された樹脂材料を連通路７ａ、
６２ａを通して射出室６５内に向けて押し出す動作が開始される。まずは、射出装置３は
、可塑化スクリュ５１を設定された開始時の回転数５０ｒｐｍで回転させ、回転駆動装置
５２の回転数が設定された回転数に到達しないでトルク負けしていることを検知し、検知
した信号を制御装置４で受信すると、さらに、色替操作支援部８２は、図１６（Ａ）の画
面に「温度を上げてください」というメッセージを表示する（不図示）。この場合、操作
者は「温度オフセット」の枠内に上昇させる温度を設定する。射出装置３で、設定されて
いる回転数と実際の可塑化スクリュ５１の回転が追従したと判定されると、回転数を１０
０ｒｐｍまで上げてスクリューパージを開始する。パージ時間の横にある２つの枠のうち
左枠には射出装置３で実際に経過したパージ時間が表示される。
【００８２】
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　スクリューパージを行う時は、射出プランジャ６１を前進させるが、射出プランジャ６
１の前方に溶融樹脂が射出ノズル６３へ流れるだけの隙間のある状態で、可塑化スクリュ
５１を回転して可塑化溶融した溶融樹脂を射出ノズル６３から流すことで、前回使ってい
た樹脂材料が出なくなるまでパージを続ける。操作者は射出装置３の射出ノズル６３から
出てくる樹脂を目視で前回使った樹脂材料が出なくなったのを確認する（S12）。
【００８３】
　スクリューパージが完了すると図１６（Ａ）の画面から「＞」を押して、色替操作支援
部８２のプランジャクリーニングを行う操作を促す画面に移動する。図１６（Ｂ）に示す
ように、必要な入力を行って、操作盤４８の「色替」ボタン４８Ｂ－３を押すようにナビ
ゲーションする。
【００８４】
　操作者が、操作盤４８の「手動モード」ボタン４８Ｂ－２を押した上で、操作盤４８の
「色替」ボタン４８Ｂ－３を押すと、プランジャクリーニングが開始される。プランジャ
クリーニングは、可塑化スクリュ５１の回転を停止して、射出駆動装置６４で射出プラン
ジャ６１だけを進退させる。射出プランジャ６１を進退させる回数はデフォルトで５回と
する。図１６（Ｂ）の「回数」の横にある２つの枠のうち右枠が設定した回数を表し、左
枠に実際に射出駆動装置６４で射出プランジャ６１を進退させた回数が表示される（S13
）。
【００８５】
　プランジャクリーニングが完了すると図１６（Ｂ）の画面から「＞」を押して、色替操
作支援部８２のショートストロークパージを行う操作を促す画面に移動する。図１６（Ｃ
）に示すように、必要な入力を行って、操作盤４８の「色替」ボタン４８Ｂ－３を押すよ
うにナビゲーションする。ショートストロークパージでは、通常、射出プランジャ６１を
固定で定められた距離（ストローク）進退させる。例えば、ストローク２０ｍｍ、パージ
速度２００ｍｍ／ｓｅｃ、回数３０回をデフォルトとして設定しておく。必要に応じて、
繰り返し回数、パージ速度を変えてもよい。図１６（Ｃ）の「回数」の横にある２つの枠
のうち右枠が設定した回数を表し、左枠に実際に射出駆動装置６４で射出プランジャ６１
を進退させた回数が表示される。
【００８６】
　操作者が、操作盤４８の「手動モード」ボタン４８Ｂ－２を押した上で、「色替」ボタ
ン４８Ｂ－３を押すと、ショートストロークパージが開始される。可塑化シリンダ５０内
の溶融樹脂を可塑化スクリュ５１を回転させながら射出シリンダ６０へ移動させ、射出プ
ランジャ６１がストローク位置まで後退すると、逆止駆動装置５３で可塑化スクリュ５１
を前進させて連通路７ａを塞ぎ、可塑化シリンダ５０へ溶融樹脂が逆流しないようにして
、射出駆動装置６４で射出プランジャ６１を進退させる一連の動作を指定された回数繰り
返し行うことでショートストロークパージを行う（S14）。
【００８７】
　さらに、図１６（Ｃ）の画面から「＞」を押して、色替操作支援部８２のフルストロー
クパージを行う操作を促す画面に切り替える。図１６（Ｄ）に示すように、必要な入力を
行って、操作盤４８の「色替」ボタン４８Ｂ－３を押すようにナビゲーションする。フル
ストロークパージでは、フルストロークで計量とパージを行う。例えば、最大後退限から
前進限までのフルストロークで、パージ速度１００ｍｍ／ｓｅｃ、回数５回をデフォルト
として設定しておく。必要に応じて、繰り返し回数、パージ速度を変えてもよい。図１６
（Ｄ）の「回数」の横にある２つの枠のうち右枠が設定した回数を表し、左枠に実際に射
出駆動装置６４で射出プランジャ６１を進退させた回数が表示される。
【００８８】
　操作者が、操作盤４８の「手動モード」ボタン４８Ｂ－２を押した上で、「色替」ボタ
ン４８Ｂ－３を押すと、フルストロークパージが開始される。射出装置３の動作は、スト
ローク以外はショートストロークパージと略同じであるので詳細な説明は省略する（S15
）。
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【００８９】
　最後に、図１６（Ｄ）の画面から「＞」を押すと、成形開始支援部８３の成形開始の操
作を促す操作要求画面（図１７）に切り替える。操作者が、操作盤４８の「半自動モード
」ボタン４８Ｂ－４を選択して、本実施の形態における成形開始ボタンとなる「型閉」ボ
タン４８Ｂ－５を押すと、ＳＴＥＰ１で設定した成形条件およびＳＴＥＰ２で設定した金
型保護条件を用いて成形を開始する（S16）。
【００９０】
　射出成形機１では、まず、射出装置３の可塑化シリンダ５０内の溶融樹脂を可塑化スク
リュ５１を回転させながら射出シリンダ６０内へ移動させるとともに射出プランジャ６１
を後退させながら計量を行い、射出プランジャ６１が射出ストロークの位置に来ると、可
塑化スクリュ５１を前進させて連通路７ａを塞ぐ。この状態で射出プランジャ６１を前進
させて射出シリンダ６０内の溶融樹脂を金型２０のキャビティ空間２１に向かって射出す
る。溶融樹脂が金型２０内を流動している時は、射出プランジャ６１を指定された射出速
度で移動制御し、射出プランジャ６１がＶＰ切替位置に到達すると、溶融樹脂に圧力が付
加された状態を維持するように射出プランジャ６１が制御された状態で金型２０内に充填
された溶融樹脂が冷却される。金型２０内で収縮する溶融樹脂を補うために射出プランジ
ャ６１の前方にある溶融樹脂で金型２０内の溶融樹脂に圧力を付与する保圧が、初期保圧
時間の間行われる。さらに、初期冷却時間の間、金型２０を冷却する。
【００９１】
　最後に、型締制御部４４で、型締装置２で金型２０を型開して冷却された成形品を取り
出す。このときの成形作業は、１回の成形サイクルで停止させるとよい。
【００９２】
　さらに、成形した成形品に成形不良であるか否かを目視で確認して、状態入力支援部８
６で成形不良の状態の入力を促し、入力された状態に応じて、改善支援部８７で成形不良
に対応する操作を促す改善操作メッセージを表示装置４７に表示する。例えば、図１９、
図２０のフローチャートの順に成形不良の状態の入力と、改善操作メッセージを表示する
。
【００９３】
　まず、状態入力支援部８６で、成形品に生じた成形不良の状態の入力を促す状態入力メ
ッセージを表示装置４７に表示する。例えば、「成形品がショートであるか？」（S20）
、「成形品にバリが出るか？」（S22）を順に選択するような表示画面を表示する。
【００９４】
　ショートである場合には（S20-YES）、計量値を大きくしてＶＰ位置を小さくするよう
に促すメッセージを表示する（S21）。バリが出る場合には（S22-YES）、成形条件を見直
し金型点検を促すメッセージを表示する（S23）。必要に応じて、ＳＴＥＰ１の加工条件
の設定のナビゲーションに戻るようにしてもよい。
【００９５】
　ショートでもバリも出ない場合は（S22-NO）、ＶＰ圧力の１／３を保圧に設定するよう
に促すメッセージを表示する（S24）。再度、成形品を成形して「成形品にバリが出るか
？」を確認するメッセージを表示する（S25）。バリが出る場合には（S25-YES）、成形条
件を見直し金型点検を促すメッセージを表示する。この時、バリが出ない場合は（S25-NO
）、ＶＰ切換時に射出プランジャが樹脂材料に与えている圧力の２／３を保圧に設定する
（S26）。再度、成形品を成形して「成形品にバリが出るか？」を確認するメッセージを
表示する(S28)。バリが出る場合には(S28-YES)、成形条件を見直し金型点検を促すメッセ
ージを表示する(S29)。バリが出ない場合は（S28-NO）、成形品の重量を見ながら、保圧
時間を延ばすように促すメッセージを表示する(S30)。
【００９６】
　以上のように、成形品を目視で確認して繰り返し成形条件の設定し直しを誘導するメッ
セージを表示する。最終的に、成形品の仕上がりが良好であるのを確認した後に、操作者
は操作盤４８の「全自動モード」ボタンを選択して自動運転に切り替える所定の操作を行
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う。
【００９７】
　上述では、制御装置４の操作パネルユニット４０に操作支援メッセージを表示する場合
について説明したが、携帯可能なタブレット端末などの制御装置４に直接接続されていな
い端末に図１０～１７に示すような操作支援メッセージを表示して、必要に応じて制御装
置４とワイヤレスまたは有線で接続して、記憶部４１にデータを記憶するようにしてもよ
い。
【００９８】
　以上、詳細に説明したように、本発明の射出成形機支援システムを用いることにより、
機械の操作に不慣れな操作者でも成形が可能になり、射出成形条件データも適切な値に修
正することが可能になる。
【符号の説明】
【００９９】
１　　 射出成形機
２　　 型締装置
３　　 射出装置
４　　 制御装置
５　　 可塑化ユニット
６　　 射出ユニット
７　　 連結部材
７ａ　 連通路
８　　 ホッパ
９　　 機台
１０　 タイバ
１１　 固定プラテン
１２　 バックプラテン
１３　 可動プラテン
１４　 駆動装置
１６　 金型取り付け部材
２０　 金型
２０ａ 固定側金型
２０ｂ 可動側金型
２１　 キャビティ空間
４０　 操作パネルユニット
４１　 記憶部
４２　 操作支援部
４３　 制御部
４４　 型締制御部
４５　 射出制御部
４５Ａ 加熱制御部
４５Ｂ パージ制御部
４６　 成形制御部
４７　 表示装置
４７Ａ タッチパネル（入力部）
４８　 操作盤
４８Ａ キーボード（入力部）
４９　 信号受信部
５０　 可塑化シリンダ
５１　 可塑化スクリュ
５２　 回転駆動装置
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５３　 逆止駆動装置
６０　 射出シリンダ
６０ａ 射出シリンダ孔
６１　 射出プランジャ
６１ａ 先端面
６２　 ノズルシリンダ
６２ａ 連通路
６２ｂ 前壁
６３　 射出ノズル
６３ａ 射出孔
６４　 射出駆動装置
６５　 射出室
６６　 カップリング
６７　 ロードセル
６８　 リニアスケール
６９　 ヒータ
８０　 条件設定部
８１　 ヒータ操作支援部
８２　 色替操作支援部
８３　 成形開始支援部
８４　 成形条件設定部
８５　 金型保護条件設定部
８６　 状態入力支援部
８７　 改善支援部

【図１】

【図２】

【図３】
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