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(57)【要約】
【課題】生産用バルブゲート設定画面とは別に、生産準
備段階等でバルブゲートの開閉動作確認を行うことがで
きる、生産準備用バルブゲート動作確認画面を備える射
出成形機の制御装置を提供する。
【解決手段】実生産用の成形条件に準じて、バルブゲー
ト毎にバルブゲート開閉動作を設定可能な生産用バルブ
ゲート設定画面と、生産用バルブゲート設定画面とは別
に、開閉動作確認を行うバルブゲートの選択（Ｈ）と、
選択されたバルブゲート毎の開閉動作の設定又は操作（
Ｊ）が可能な生産準備用バルブゲート動作確認画面（Ｇ
）と、を備える射出成形機の制御装置によって達成され
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型キャビティに連通するバルブゲートを少なくとも１つ備える金型を、型締装置に取
り付け可能な射出成形機の制御装置において、
　実生産用の成形条件に準じて、前記バルブゲート毎にバルブゲート開閉動作を設定可能
な生産用バルブゲート設定画面と、
　前記生産用バルブゲート設定画面とは別に、開閉動作確認を行う前記バルブゲートの選
択と、選択された前記バルブゲート毎の開閉動作の設定又は操作が可能な生産準備用バル
ブゲート動作確認画面と、
　を備えることを特徴とする射出成形機の制御装置。
【請求項２】
　実生産用の成形条件に準じて、射出装置の射出条件を設定可能な生産用射出装置設定画
面とは別に、前記生産準備用バルブゲート動作確認画面に、バルブゲート動作確認用射出
条件の設定が可能な入力部を備える
　ことを特徴とする、請求項１に記載の射出成形機の制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の射出成形機の制御装置によるバルブゲート開閉確認方法
であって、
　前記生産準備用バルブゲート動作確認画面において、開閉動作確認を行う前記バルブゲ
ートを選択するバルブゲート選択工程と、
　選択された前記バルブゲートが開状態に移行することを確認するバルブゲート開動作確
認工程と、
　選択された前記バルブゲートが閉状態に移行することを確認するバルブゲート閉動作確
認工程と、
　を備えるバルブゲート開閉確認方法。
【請求項４】
　予め設定させたバルブゲート動作確認用射出条件に準じて、
　射出装置内で所定量の樹脂を可塑化させる生産準備可塑化工程と、
　開状態に移行させた前記バルブゲートから、前記生産準備可塑化工程において可塑化さ
せた樹脂を排出させる生産準備射出工程と、
　をさらに備える、請求項３に記載のバルブゲート開閉確認方法。
【請求項５】
　前記生産準備射出工程が、前記生産準備可塑化工程において、前記射出装置内のスクリ
ュ前方に貯留させた樹脂に、該スクリュを前進させて流動力を付与させる射出工程、
　又は、前記生産準備可塑化工程において、前記射出装置内で可塑化させた樹脂に、該ス
クリュを回転させて流動力を付与させる射出工程である
　請求項４に記載のバルブゲート開閉確認方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金型キャビティに連通するバルブゲートを少なくとも１つ備える金型を、型
締装置に取り付け可能な射出成形機の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　射出成形機は操作盤や制御盤を備え、これら操作盤や制御盤は、射出成形機の射出装置
や型締装置等の各種成形条件や、使用する樹脂材料や金型に応じた必要な情報を設定入力
したり、設定入力された項目を必要に応じて表示したりする画面（タッチパネル）を備え
ている。また、このような画面から設定入力された情報は、射出成形機の制御装置で処理
され、該制御装置から必要な制御を行うための各種指令が関連制御対象へと発信され、ま
た、関連制御対象からの各種情報が制御装置へと発信され、射出成形機が制御される。
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【０００３】
　また、射出成形機においては、型締装置に金型が取り付けられ、周辺には、該金型の温
度調節を行う温度調節装置や、成形された樹脂成形品を、型開き状態の金型から型外へ搬
送する製品取出装置等の周辺装置が配置される。射出成形機の制御装置は、このような金
型や周辺装置とも電気的に接続され、射出成形機と共に必要な成形が行われるようにシス
テムとして制御される。
【０００４】
　近年の樹脂成形品は、それが部品として採用される機械装置、例えば自動車の軽量化や
、組立工数の抑制を目的として、大型化、多数個取り、あるいは成形形状が複雑化する傾
向にある。このような生産現場の要求に応えるため、金型に関しては、可動中子等の可動
部が設けられたり、あるいは、金型キャビティに連通するゲート（樹脂管路開口部）が複
数個所設けられたマルチゲートが採用されたりする。後者のマルチゲートに関しては、そ
れぞれのゲートに、任意に樹脂管路の開閉が可能なバルブゲート（樹脂管路開閉弁）が配
置されることが多く、その場合、金型の溶融樹脂供給口から各バルブゲートまでの樹脂管
路がホットランナ（加熱樹脂管路）として構成される。そして、射出装置から直前の射出
工程において金型内に射出された溶融樹脂を、該ホットランナ内に溶融状態で保持させて
、次の射出工程時に、予め設定された開閉動作（開閉タイミングや開放時間等）に基づき
バルブゲートを開放状態にして、溶融樹脂を金型キャビティ内に充填させることにより、
大型化、多数個取り、あるいは成形形状が複雑化する樹脂成形品を成形可能にする金型構
造に対応している。
【０００５】
　このようなホットランナの温度や、複数のバルブゲート毎の開閉タイミング及び開放時
間等のバルブゲートの開閉動作は、金型と電気的に接続される射出成形機の制御装置によ
り制御され、ホットランナの温度設定やバルブゲートの開閉動作設定が、射出成形機の操
作盤や制御盤の画面（タッチパネル）から行われる。後者のバルブゲートの開閉動作制御
について、特許文献１には、成形条件に従って、バルブゲートの開閉動作制御及び型締力
制御を実行する射出成形機や設定画面が開示されている。また、特許文献２には、複数の
バルブゲートすべてが開状態になったことが検出された後、射出を開始させる射出成形方
法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１６－０３６９７３号公報
【特許文献２】特開２００９－０３９９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献のように、バルブゲートの開閉動作制御は、射出装置や型締装置の制御と
連動される等、その開閉タイミングや開放時間等の設定は複雑である。そのため、射出成
形機のオペレータは、実成形の成形条件に準じて、バルブゲート毎にバルブゲート開閉動
作を設定可能な生産用バルブゲート設定画面を操作盤や制御盤の画面に表示させて、これ
ら開閉動作の設定入力を行う（例えば、特許文献１の明細書段落［００３１］～［００３
４］）。
【０００８】
　しかしながら、実生産（実成形）を開始する前の生産準備段階において、これら金型の
バルブゲートの開閉動作確認を行う場合、生産用バルブゲート設定画面を呼び出して、バ
ルブゲート毎に手動で開閉動作を確認する必要があった。一方、バルブゲートに連通する
ホットランナ内に樹脂が残留していないか、あるいは、本当にバルブゲートが開状態に移
行しているか、また、本当に閉状態に移行しているか、を確認する方法としては、実際に
射出装置で樹脂材料を可塑化・射出させて、金型を開いた状態で、バルブゲートを開状態
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に移行させ、バルブゲートから溶融樹脂が問題なく排出され、また、バルブゲートを閉状
態に移行させ、射出中であっても、バルブゲートから溶融樹脂が排出されなくなることを
目視で確認する方法が最も確実である。
【０００９】
　この場合、生産用バルブゲート設定画面において、バルブゲート毎にそれぞれの開閉タ
イミングや開放時間等が設定されている場合には、バルブゲートの開閉動作確認を行うた
めに、これら生産用の設定とは異なる設定、すなわち、全てのバルブゲート、あるいは、
選択されたバルブゲートについて、射出開始と同時に全開、あるいは、バルブゲートの全
開後に射出を開始させるように、あるいは、射出中にバルブゲートを閉状態に移行するよ
うに設定を変更する必要がある。
【００１０】
　また、射出装置についても、生産用の射出条件の設定をバルブゲートの動作確認のため
に変更する必要がある。何故なら、バルブゲートから溶融樹脂が排出されることを確認す
る場合、射出速度が生産用の射出条件よりも低速でなければ、バルブゲートから勢いよく
排出される溶融樹脂が、開いた他方の金型キャビティ面まで到達し、同面に付着固化した
樹脂の清掃作業を余儀なくされるからである。また、射出圧力が生産用の射出条件よりも
低圧でなければ、バルブゲートの開閉動作時、バルブゲートに異常があった場合等に、バ
ルブゲートを破損させる虞があるからである。
【００１１】
　そのため、射出装置の、生産用の射出条件を設定する設定・操作画面を立ち上げ、生産
用の射出条件を修正した後、手動で射出装置を操作して溶融樹脂を射出させる必要があっ
た。
【００１２】
　このようにして、複数のバルブゲートの開閉動作確認を、生産用バルブゲート設定画面
や、溶融樹脂の射出を伴う場合は、生産用の射出条件の設定画面での設定変更や操作で行
うことは従来においても可能であった。しかしながら、バルブゲートの開閉動作確認後、
変更した設定項目を全て元の設定に戻す必要があり、この作業に時間を要するという問題
があった。また、変更した設定項目に戻し忘れがあった場合、実成形において、所望する
射出条件とは異なる射出条件で射出装置が制御されたり、金型キャビティ内に想定外のタ
イミングで想定外の溶融樹脂が充填されたりする虞があった。また、これにより、不良品
が成形されたり金型を傷めたりする虞があった。
【００１３】
　本発明は、上記したような問題点に鑑みてなされたもので、具体的には、実生産用の成
形条件に準じて、バルブゲート毎にバルブゲート開閉動作を設定可能な生産用バルブゲー
ト設定画面とは別に、生産準備段階等でバルブゲートの開閉動作確認を行うことができる
、生産準備用バルブゲート動作確認画面を備える射出成形機の制御装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の上記目的は、金型キャビティに連通するバルブゲートを少なくとも１つ備える
金型を、型締装置に取り付け可能な射出成形機の制御装置において、
　実生産用の成形条件に準じて、前記バルブゲート毎にバルブゲート開閉動作を設定可能
な生産用バルブゲート設定画面と、
　前記生産用バルブゲート設定画面とは別に、開閉動作確認を行う前記バルブゲートの選
択と、選択された前記バルブゲート毎の開閉動作の設定又は操作が可能な生産準備用バル
ブゲート動作確認画面と、
　を備えることを特徴とする射出成形機の制御装置によって達成される。
【００１５】
　また、本発明に係る、射出成形機の制御装置は、実生産用の成形条件に準じて、射出装
置の射出条件を設定可能な生産用射出装置設定画面とは別に、前記生産準備用バルブゲー
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ト動作確認画面に、バルブゲート動作確認用射出条件の設定が可能な入力部を備えること
が好ましい。
【００１６】
　本発明の上記目的は、上記射出成形機の制御装置を使用して、前記生産準備用バルブゲ
ート動作確認画面において、開閉動作確認を行う前記バルブゲートを選択するバルブゲー
ト選択工程と、
　選択された前記バルブゲートが開状態に移行することを確認するバルブゲート開動作確
認工程と、
　選択された前記バルブゲートが閉状態に移行することを確認するバルブゲート閉動作確
認工程と、
　を備えるバルブゲート開閉確認方法によっても達成される。
【００１７】
　また、本発明に係るバルブゲート開閉確認方法においては、予め設定させたバルブゲー
ト動作確認用射出条件に準じて、
 射出装置内で所定量の樹脂を可塑化させる生産準備可塑化工程と、
　開状態に移行させた前記バルブゲートから、前記生産準備可塑化工程において可塑化さ
せた樹脂を排出させる生産準備射出工程と、
　をさらに備えていても良い。
【００１８】
　一方、本発明に係るバルブゲート開閉確認方法においては、前記生産準備射出工程が、
前記生産準備可塑化工程において、前記射出装置内のスクリュ前方に貯留させた樹脂に、
該スクリュを前進させて流動力を付与させる射出工程、
　又は、前記生産準備可塑化工程において、前記射出装置内で可塑化させた樹脂に、該ス
クリュを回転させて流動力を付与させる射出工程であっても良い。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る、射出成形機の制御装置は、金型キャビティに連通するバルブゲートを少
なくとも１つ備える金型を、型締装置に取り付け可能な射出成形機の制御装置において、
　実生産用の成形条件に準じて、前記バルブゲート毎にバルブゲート開閉動作を設定可能
な生産用バルブゲート設定画面と、
　前記バルブゲート設定画面とは別に、開閉動作確認を行う前記バルブゲートの選択と、
選択された前記バルブゲート毎の開閉動作の設定又は操作が可能な生産準備用バルブゲー
ト動作確認画面と、
　を備えるため、生産用バルブゲート設定画面におけるバルブゲートの開閉動作設定を変
更することなく、生産用バルブゲート設定画面とは別の、バルブゲート動作確認画面にお
いて、生産準備段階等でバルブゲートの動作確認を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】バルブゲートの構成を説明するための、金型の概略断面図である。
【図２】第１実施形態に係る、射出成形機の制御装置の、生産用バルブゲート設定画面の
イメージ図である。
【図３】第１実施形態に係る、射出成形機の制御装置の、バルブゲート動作確認画面のイ
メージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する
。
【００２２】
　［第１実施形態］
　図１乃至図３を参照しながら、本発明の第１実施形態に係る、射出成形機の制御装置の
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、生産準備用バルブゲート動作確認画面について説明する。図１は、バルブゲートの構成
を説明するための、金型の概略断面図であって、図１（ａ）が型開き状態、図１（ｂ）が
型締め状態での射出時のバルブゲートの開放状態を示す。図２は、第１実施形態に係る、
射出成形機の制御装置の、生産用バルブゲート設定画面のイメージ図である。図３は、第
１実施形態に係る、射出成形機の制御装置の、バルブゲート動作確認画面のイメージ図で
ある。図３（ａ）は確認用オーバーラップが表示された状態、図３（ｂ）は生産準備用バ
ルブゲート動作確認画面が表示された状態を示す。
【００２３】
　まず、バルブゲートの構成について図１を参照しながら説明する。図１（ａ）に示すよ
うに、固定金型１０と、固定金型１０に対向して、可動金型２０が図示しない射出成形機
の図示しない型締装置に配置されている。図１（ａ）は、固定金型１０と可動金型２０と
が型開きされた型開き状態である。固定金型１０の、可動金型２０と対向する面の逆の面
には、射出装置３０のノズル部が、固定金型１０側から溶融樹脂を金型キャビティ４０に
射出可能に、固定金型１０の溶融樹脂供給口１１に押圧（ノズルタッチ）されている。尚
、固定金型１０及び可動金型２０が取り付けられる射出成形機の構成については、本発明
に直接関係がないため、説明や図示を割愛する。
【００２４】
　射出装置３０のノズル部がノズルタッチされた固定金型１０の溶融樹脂供給口１１は、
樹脂管路１２によりゲート１３（樹脂管路開口部）に連通され、ゲート１３には、バルブ
ゲート１４が配置されている。バルブゲートには様々な形態があるが、第１実施形態にお
いては、ゲート１３の開状態及び閉状態を、ゲートピン１４ａの摺動で任意に選択（開閉
）可能な一般的な形態である。ゲートピン１４ａは、該ピンと一体的に形成されたピスト
ン１４ｂで摺動方向に分割される油室１４ｃの一方に、図示しない油圧配管から適宜作動
油を供給させることにより駆動される。ゲートピン１４ａの油室１４ｃから突出する突出
部は、樹脂管路１２の一部であるゲートピン摺動空間１２ａ内を摺動する。図１（ａ）は
、ゲートピン１４ａを前進（可動金型２０側／図１左側）させて、ゲート１３を閉状態に
移行させた状態である。ゲートピン１４ａの金型キャビティ４０側端面が、樹脂成形品の
製品部分に位置する場合は、同端面が金型キャビティ４０と面一に形成される。
【００２５】
　また、図示はしていないが、固定金型１０の溶融樹脂供給口１１から連続する樹脂管路
１２及びゲートピン摺動空間１２ａの外周部分には、これら領域（樹脂管路）をホットラ
ンナ（加熱樹脂管路）として構成させるための加熱手段や温度検出手段が配置されている
。これら加熱手段用の電力線や温度検出手段用の制御線は、図示しない射出成形機の制御
装置に電気的に接続されている。図１（ａ）においては、ゲート１３がバルブゲート１４
のゲートピン１４ａにより閉塞されている（閉状態）ため、連続して行われる実生産中（
実成形中）においては、樹脂管路１２及びゲートピン摺動空間１２ａ内は連続した密閉空
間として構成され、図示しない加熱手段により、直前の射出工程により射出装置３０から
射出された溶融樹脂を溶融状態で保持させることができる。
【００２６】
　そして、図１（ｂ）に示すように、ゲートピン１４ａを後退（図１右側）させて、ゲー
ト１３を開放させて開状態に移行させると、固定金型１０の溶融樹脂供給口１１からゲー
ト１３（金型キャビティ４０）までの樹脂管路（ホットランナ）が連通され、射出装置３
０から溶融樹脂を射出させて、ホットランナ内に保持されていた溶融樹脂と共に、金型キ
ャビティ４０に射出充填させることができる。
【００２７】
　バルブゲートの説明を容易にするため、図１には、１つのバルブゲート１４が固定金型
１０側に配置され、単純な形状の金型キャビティ４０を備える金型の形態を図示した。し
かしながら、先に説明したように、樹脂成形品が、大型化、多数個取り、あるいは成形形
状が複雑化する場合、これら要求に応えるため、金型にはマルチゲートが採用され、それ
ぞれのゲートにバルブゲートが配置され、射出装置や型締装置と連動して、それぞれのバ
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ルブゲートの開閉動作（開閉タイミングや開放時間等）が制御される。
【００２８】
　このような、実生産用の成形条件に準じて、バルブゲート毎にバルブゲート開閉動作を
設定可能な生産用バルブゲート設定画面の一例を図２に示す。図２に示す生産用バルブゲ
ート設定画面では、実生産において最大１６個のバルブゲートの開閉動作の設定が可能で
ある。設定する開閉動作は、「モード選択」（図２のＡ）において「時間」あるいは「位
置」を選択可能である。「時間」モードを選択した場合は、射出開始から何秒遅れでバル
ブゲートを開かせるかを設定する「開遅延（ｓ）」と、開放状態を何秒間維持させるかを
設定する「開時間（ｓ）」とを入力する（共に図２のＢ）。また、「位置」モードを選択
した場合は、バルブゲートを開かせる、射出装置のスクリュ位置（スクリュ前進限位置か
らの距離）を設定する「開位置（ｍｍ）」と、バルブゲートを閉塞させるスクリュ位置（
同基準）を設定する「閉位置（ｍｍ）」とを入力する（共に図２のＣ）。これら様々な開
閉動作設定項目に、好適な開閉動作を設定することにより、良品を得るためのきめ細やか
なバルブゲートの開閉動作が設定できる。
【００２９】
　しかしながら、生産準備段階において、これらバルブゲートの開閉動作確認を、このよ
うに、バルブゲート毎にきめ細やかな開閉動作が設定されている生産用バルブゲート設定
画面にて行う場合、バルブゲートの開閉動作確認後、変更した設定項目を全て元の設定に
戻す必要があることや、変更した設定項目の戻し忘れに起因する問題については先に説明
したとおりである。
【００３０】
　本発明は、このような生産用バルブゲート設定画面とは別に、開閉動作確認を行うバル
ブゲートの選択と、選択されたバルブゲート毎の開閉動作の設定又は操作が可能な生産準
備用バルブゲート動作確認画面を備えるため、生産用バルブゲート設定画面におけるバル
ブゲートの開閉動作設定を変更することなく、生産用バルブゲート設定画面とは別の、バ
ルブゲート動作確認画面において、生産準備段階等でバルブゲートの動作確認を行うこと
ができる。
【００３１】
　図３に生産準備用バルブゲート動作確認画面の一例を示す。実成形用の成形条件に準じ
て、射出装置、型締装置、金型及び周辺装置に各種条件の設定が可能な画面に、生産準備
用バルブゲート動作確認画面をポップアップさせるボタンを設ける。図３（ａ）は、生産
用射出条件設定画面（図３（ａ）のＤ）に設けられた、生産準備用バルブゲート動作確認
画面をポップアップさせる「生産準備」ボタン（図３（ａ）のＥ）を押して、確認用オー
バーラップ（図３（ａ）のＦ）を表示させた状態を示す。
【００３２】
　確認用オーバーラップにおいて「ＯＫ」ボタンを押すと、図３（ｂ）に示すように、生
産準備用バルブゲート動作確認画面（図３（ｂ）のＧ／「生産準備モード」）がポップア
ップ表示される。同画面において、開閉動作確認を行うバルブゲートを選択する（図３（
ｂ）のＨ／バルブゲート選択工程）。これは、射出成形機の立ち上げ時に、毎回、必ず、
全てのバルブゲートの開閉動作確認を行う必要性の有無を鑑みて、射出成形機のユーザー
側で、開閉動作確認を行うバルブゲートの選択を行うものである。必要があると判断すれ
ば、毎回、全てのバルブゲートを選択しても良いし、立ち上げの都度、異なるバルブゲー
トを選択して、数回の立ち上げを経て全てのバルブゲートの開閉動作確認が一巡できるよ
うにしても良い。また、開閉動作に異常が発生し易いバルブゲートや、ホットランナ内に
前回稼働時の樹脂材料が残りやすいバルブゲートが把握できている場合は、それらバルブ
ゲートを選択しても良い。
【００３３】
　選択されたバルブゲートは、「使用／不要一括設定」ボタン（図３（ｂ）のＩ）で、全
選択及び全不使用が選択できる。複数のバルブゲートの選択を変更する場合は、この「使
用／不要一括設定」ボタンを活用して、一度、全選択状態もしくは非全選択状態にしてか
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ら変更すると変更が容易である。
【００３４】
　そして、「ＶＧ開ＳＷ」ボタン（図３（ｂ）のＪ）を押すと、押している間のみ、該バ
ルブゲートが開状態に移行し開状態が維持され、離すとバルブゲートが閉状態に移行する
。実際に、開状態に移行させたバルブゲートから溶融樹脂を排出させて、該バルブゲート
が開状態に移行したことを目視で確認することが好ましいが、排出させた樹脂の処理等を
鑑みると、金型を開いて、射出成形機の安全ドアを閉じた状態で操作者が「ＶＧ開ＳＷ」
ボタンを押し、その間に、安全ドアの透明窓から、画面操作者とは別の確認者に、該当バ
ルブゲートが開状態に移行することと、閉状態に移行することとを目視確認してもらうこ
とで、開閉動作確認としても良い（バルブゲート開動作確認工程／バルブゲート閉動作確
認工程）。
【００３５】
　一方、安全ドアの透明窓から、該当バルブゲートの開閉動作の目視確認が難しい場合は
、バルブゲートが配置された金型キャビティ面を撮影可能な位置に撮影手段等を配置させ
て、同撮影画像を、射出成形機の操作盤や制御盤の画面、あるいは、別モニタで目視確認
できるように構成されても良い。
【００３６】
　また、バルブゲート１４には、例えば、図示はしていないが、ピストン１４ｂの射出装
置３０側（図１の右側）に、油室１４ｃを貫通させるように、ゲートピン１４ａと同様の
突出部を形成させて、該突出部の摺動により作動させる機械式のリミットスイッチや、該
突出部の先端等で、ゲートピン１４ａの摺動量を検出可能な位置センサやストロークセン
サを配置させても良い。これらリミットスイッチやセンサにより、バルブゲート１４によ
るゲート１３の開状態及び閉状態を検出させて、図３（ｂ）の生産準備用バルブゲート動
作確認画面の、「ＶＧ開ＳＷ」ボタン（図３（ｂ）のＪ）の右横等に、各バルブゲートの
開閉状態を表示させれば、バルブゲート開動作確認工程及びバルブゲート閉動作確認工程
が目視確認だけでなく電気的に行えるようになる。また、同様に、撮影手段等を配置させ
る場合は、撮像の画像処理により、該当バルブゲートの開閉動作を検出可能にする形態で
あっても良い。
【００３７】
　実際に、開状態に移行させたバルブゲートから溶融樹脂を排出させて、該バルブゲート
が開状態に移行したこと、また、閉状態に移行したこと、を目視で確認する場合は、開閉
動作するバルブゲートの選択と前後して、固定金型１０から可動金型２０を型開きさせて
、両金型間の下方に排出させた樹脂を受ける容器等を設置させておく。可動金型１０は開
き限まで開く必要は必ずしもなく、排出させる樹脂量に見合う容器が設置できる程度に開
いておけば良い。
【００３８】
　次に、開状態に移行させたバルブゲートから溶融樹脂を排出させるため、射出装置の射
出条件を設定する。生産用に、実生産用の成形条件に準じて、射出装置の射出条件を設定
可能な生産用射出装置設定画面は、先に図３（ａ）のＤに示したように、様々な設定・入
力項目がある。そのため、バルブゲートの開閉動作設定と同様に、生産準備段階において
、これら、バルブゲートの開閉動作確認のために射出装置の設定を、生産用射出装置設定
画面にて行う場合、バルブゲートの開閉動作確認後、変更した設定項目を全て元の設定に
戻す必要があることや、変更した設定項目の戻し忘れに起因する問題について、先に説明
したとおりである。
【００３９】
　第１実施形態においては、実生産用の成形条件に準じて、射出装置の射出条件を設定可
能な生産用射出装置設定画面とは別に、先に説明した、生産準備用バルブゲート動作確認
画面に、バルブゲート動作確認用射出条件の設定が可能な入力部（図３（ｂ）のＫ）を備
えている。先に説明したように、金型が開いた状態において、バルブゲートから溶融樹脂
が排出されることを確認する場合、バルブゲートから排出された溶融樹脂が、勢い余って
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、開いた他方の金型キャビティ面に付着固化することを回避するため、バルブゲート動作
確認用射出条件における射出速度は低速で、且つ、バルブゲートの開閉動作時、バルブゲ
ートに異常があった場合等のバルブゲートの破損を回避するために、射出圧力は低圧で射
出されるよう設定されることが好ましい。尚、ポップアップさせた生産準備用バルブゲー
ト動作確認画面は、「閉じる」ボタン（図３（ｂ）のＬ）を押すと閉じることができる。
【００４０】
　このような、バルブゲートの開閉動作確認のための射出装置の設定（バルブゲート動作
確認用射出条件）を、生産用射出装置設定画面における射出条件の設定を変更することな
く、生産準備用バルブゲート動作確認画面中の、バルブゲート動作確認用射出条件の設定
が可能な入力部から行うことができれば、従来のように、変更した設定項目を全て元の設
定に戻す必要はなく、また、変更した設定項目の戻し忘れに起因する問題も発生しない。
【００４１】
　ここで、実生産用（実成形用）の成形条件に準じて、計量樹脂量を設定するのは、通常
、図３（ａ）に示す生産用射出装置設定画面の「計量完了（ｍｍ）」入力部（図３（ａ）
のＮ）である。同入力部において所望する計量樹脂量を、スクリュ計量完了位置、すなわ
ち、スクリュ前進限位置からの後退距離で設定する。
【００４２】
　同画面において、バルブゲートの開閉動作確認のため、計量樹脂量を設定変更すること
も可能である。しかしながら、第１実施形態においては、計量樹脂量の設定そのものは、
実生産用の設定から変える必要はない。射出成形機の射出装置の操作を図示しない操作盤
のセレクトスイッチ等で手動操作モードに切り換えて、計量を開始させると、設定された
実生産用の計量樹脂量（スクリュ前進限位置からの後退距離／スクリュ計量完了位置）を
最大として、計量中の任意のスクリュ位置（任意の計量樹脂量）で計量動作を停止させる
ことが可能であるからである。
【００４３】
　また、射出装置から金型キャビティに溶融樹脂を射出させる場合も、射出装置の手動操
作モードにおいては、計量動作を停止させたスクリュの、上記任意のスクリュ位置から、
計量樹脂量の全量ではなく、任意の計量樹脂量分、スクリュを前進・停止させることがで
きる。例えば、実生産用の計量樹脂量（スクリュ前進限位置からの後退距離／スクリュ計
量完了位置）を計量させた後、任意の計量樹脂量分を射出させる間に、バルブゲート選択
工程において選択されたバルブゲートを１つずつ開閉させて、開状態に移行させたバルブ
ゲートからの溶融樹脂の排出、また、射出中であっても、バルブゲートから溶融樹脂が排
出されなくなることを目視で確認しながら、この確認と確認のための射出とを繰り返せば
良い。
【００４４】
　尚、開閉動作確認対象となるバルブゲートの数が少なく、バルブゲートの開閉動作確認
のために、実生産と略同じ計量樹脂量（金型キャビティを満たす量）が必ずしも必要ない
場合がある。その場合は、余分な計量樹脂をゲートバルブから排出させざるを得ない。こ
のような場合を鑑み、バルブゲートの開閉動作確認のための射出装置の計量樹脂量の設定
を、生産準備用バルブゲート動作確認画面中、もしくは同画面中の、バルブゲート動作確
認用射出条件の設定が可能な入力部中で、できるように構成されても良い。
【００４５】
　上記のように、固定金型１０から可動金型２０を型開きさせて、両金型間の下方に排出
させた樹脂を受ける容器等を設置させ、開閉動作確認を行うバルブゲートの選択（バルブ
ゲート選択工程）をし、射出装置の射出条件の設定と、計量樹脂量の設定とを完了させる
。その後、射出装置に樹脂材料を供給させて、操作盤の押しボタン等で射出装置を作動さ
せる。設定された計量樹脂量に基づき、射出装置内で所定量の樹脂を可塑化させた（生産
準備可塑化工程）後、スクリュ前方に貯留させた樹脂に、スクリュを前進させて流動力を
付与させる、所謂、一般的な射出工程を行い、開状態に移行させたバルブゲートから可塑
化させた樹脂を排出させる（生産準備射出工程）。先に説明したように、この射出は、開
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繰り返すものである。
【００４６】
　射出装置から射出された溶融樹脂は、樹脂管路１２及びゲートピン摺動空間１２ａを経
由して、開状態に移行させたゲート１３から排出される。これら生産準備可塑化工程及び
生産準備射出工程を、安全ドアの透明窓から、画面操作者、あるいは、別の確認者が目視
確認する（バルブゲート開動作確認工程）。また、射出中であっても、ゲート１３がバル
ブゲートピン１４ａの前進により閉状態に移行し、ゲート１３から溶融樹脂が排出されな
くなることを目視確認する（バルブゲート閉動作確認工程）。
【００４７】
　先に説明したように、安全ドアの透明窓から、該当バルブゲートからの溶融樹脂排出の
目視確認が難しい場合は、バルブゲートが配置された金型キャビティ面を撮影可能な位置
に撮影手段等を配置させて、同撮影画像を、射出成形機の操作盤や制御盤の画面、あるい
は、別モニタで目視確認できるように構成されても良い。また、画像処理により、該当バ
ルブゲートからの溶融樹脂排出を検出可能にすれば、バルブゲート開動作確認工程及びバ
ルブゲート閉動作確認工程が目視確認だけでなく電気的に行えるようになる。
【００４８】
　ここで、第１実施形態においては、射出装置内で所定量の樹脂を可塑化させた（生産準
備可塑化工程）後、スクリュ前方に貯留させた樹脂に、スクリュを前進させて流動力を付
与させる、所謂、一般的な射出工程による生産準備射出工程を説明した。しかしながら、
先に説明したように、バルブゲート動作確認用射出条件における射出速度は低速で、且つ
、射出圧力は低圧で射出されるよう設定されることが好ましい。そのため、生産準備可塑
化工程において可塑化させた樹脂に、スクリュをその位置で回転させて流動力を付与させ
る射出工程、所謂、イントリュージョン射出を行い、開状態に移行させたバルブゲートか
ら可塑化させた樹脂を排出させる生産準備射出工程であっても良い。
【００４９】
　また、第１実施形態においては、選択されたゲートバルブの開閉動作を１つずつ確認す
ることを説明した。ここで、選択されたゲートバルブ全ての開閉動作の目視確認が終了し
た後、金型を開いた状態で、引き続き、実生産用の成形条件に準じて、バルブゲート毎に
バルブゲート開閉動作が設定された生産用バルブゲート設定画面の設定のもと、溶融樹脂
の射出なしで、全バルブゲートが設定通りの開閉タイミングで開閉制御されることを確認
する（実成形バルブゲート開閉動作確認工程）ことがさらに好ましい。
【００５０】
　以上、発明を実施するための形態について、第１実施形態を説明したが、本発明は、上
記の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された内容を逸脱しない範
囲で、色々な形で実施できることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５１】
　　１０　固定金型、１１　溶融樹脂供給口、１２　樹脂管路、１２ａ　ゲートピン摺動
空間、１３　ゲート（樹脂管路開口部）、１４　バルブゲート、１４ａ　ゲートピン、１
４ｂ　ピストン、１４ｃ　油室、２０　可動金型、３０　射出装置、４０　金型キャビテ
ィ、Ａ　モード選択、Ｂ　「時間」モード選択時の入力項目、Ｃ　「位置」モード選択時
の入力項目、Ｄ　生産用射出条件設定画面、Ｅ　生産準備用バルブゲート動作確認画面を
ポップアップさせる「生産準備」ボタン、Ｆ　確認用オーバーラップ、Ｇ　生産準備用バ
ルブゲート動作確認画面（「生産準備モード」）、Ｈ　開閉動作確認を行うバルブゲート
の選択、Ｉ　「使用／不要一括設定」ボタン、Ｊ　「ＶＧ開ＳＷ」ボタン、Ｋ　バルブゲ
ート動作確認用射出条件の設定が可能な入力部、Ｌ　「閉じる」ボタン、Ｎ　「計量完了
」入力部
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