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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部にピストンが配置されたシリンダ内に、射出量に応じた所定量の金属材料を投入し
て加熱することにより溶融させた後、前記ピストンを前進させることによって溶融した金
属材料を高圧で射出する射出成形機と、
　その内部の空間に前記射出成形機から射出された金属材料が移送されて保持するととも
に、下端部に備えられたドレン孔を介して溶融した金属材料を落下させ、下方に配置され
た鋳造型に流入させる保持部と、を備え、
　前記射出成形機は前記シリンダ内の金属材料を完全に溶融する温度よりも低い温度で加
熱し、前記ピストンはその外周部にスクリューが形成されるとともに、回転して前記シリ
ンダ内の金属材料を攪拌することにより、前記金属材料を半溶融状態で射出するものであ
って、
　前記射出成形機を備える固定部材と、前記固定部材とは分割して構成されるとともに、
前記固定部材に対して接近ないし離間方向に移動可能に構成された可動部材とを有し、
　前記固定部材は、前記射出成形機から射出された前記金属材料を前記保持部側へ導く射
出経路を備え、
　前記射出経路の途上には第１の加熱部が設けられ、当該射出経路の途上は、前記金属材
料を半溶融状態にて維持できる温度に設定されるとともに、
　前記射出経路の出口付近には第２の加熱部が設けられ、当該射出経路の出口付近は、前
記金属材料を前記保持部側へ射出させない非射出時には、前記金属材料を半溶融状態にて
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維持できる温度よりも低い温度に設定され、前記金属材料を前記保持部側へ射出させる射
出時には、前記金属材料のうち外周部を溶融させることが可能な温度に設定されるものと
され、
　前記可動部材には、当該可動部材に対して摺動可能に備えられるとともに、前記固定部
材側に突出可能とされた押出ピンが設けられ、
　前記押出ピンは、その先端部がクランク状に構成され、当該先端部にて、前記射出時に
前記射出経路の出口から噴出される前記金属材料の凝固物を付着可能となっており、
　前記固定部材に対して前記可動部材が離間した場合に、前記押出ピンの先端に付着した
前記凝固物が回収されることを特徴とする金属材料成形装置。
【請求項２】
　前記非射出時には、前記射出経路の出口付近において、前記金属材料が凝固されてなる
金属凝固栓が形成され、当該金属凝固栓が前記出口を封止していることを特徴とする請求
項１に記載の金属材料成形装置。
【請求項３】
　　前記金属材料はマグネシウムであることを特徴とする請求項１または請求項２記載の
金属材料成形装置。
【請求項４】
　前記鋳造型を水平方向に移動させる鋳造型移動機構を備え、前記鋳造型移動機構は並べ
られた複数の前記鋳造型を、前記射出成形機が金属材料を射出するたびに、順次１つずつ
前記保持部の下方に入れ換えて配置することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれ
かに記載の金属材料成形装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋳造型に金属材料を注入して成形する金属材料成形装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５に示したように、溶解炉１０１内で溶融した金属材料１０２を、ヒシャク１０３に
よって、鋳造型１０４のキャビティ１０４ａに流し込んで成形する成形装置が従来から知
られている（例えば、特許文献１参照）。この従来技術による成形装置においては、製造
が容易で製造コストも少ない砂型が使用できるという反面、ヒシャク１０３にて金属材料
１０２の鋳造型１０４への流し込みを行う必要があり、作業性が悪く、また、鋳造型１０
４に流し込む金属材料１０２の量がばらつくため、鋳造型１０４から余分な金属材料１０
２が溢れることもあった。特に、成形に使用する金属材料１０２がマグネシウム等の可燃
性材料である場合、着火防止のために、溶解炉１０１内に温室効果のあるＳＦ６等の防燃
ガス１０５を導入しなければならず、環境上の課題をも含んだものであった。
【特許文献１】特開平１１－７７２７８号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、鋳造型へ注入する金属
材料の量がばらつくことなく、また、成形作業性が良く、環境にもよい金属材料成形装置
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】
【０００４】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、内部にピストンが配置さ
れたシリンダ内に、射出量に応じた所定量の金属材料を投入して加熱することにより溶融
させた後、前記ピストンを前進させることによって溶融した金属材料を高圧で射出する射
出成形機と、その内部の空間に前記射出成形機から射出された金属材料が移送されて保持
するとともに、下端部に備えられたドレン孔を介して溶融した金属材料を落下させ、下方
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に配置された鋳造型に流入させる保持部と、を備え、前記射出成形機は前記シリンダ内の
金属材料を完全に溶融する温度よりも低い温度で加熱し、前記ピストンはその外周部にス
クリューが形成されるとともに、回転して前記シリンダ内の金属材料を攪拌することによ
り、前記金属材料を半溶融状態で射出するものであって、前記射出成形機を備える固定部
材と、前記固定部材とは分割して構成されるとともに、前記固定部材に対して接近ないし
離間方向に移動可能に構成された可動部材とを有し、前記固定部材は、前記射出成形機か
ら射出された前記金属材料を前記保持部側へ導く射出経路を備え、前記射出経路の途上に
は第１の加熱部が設けられ、当該射出経路の途上は、前記金属材料を半溶融状態にて維持
できる温度に設定されるとともに、前記射出経路の出口付近には第２の加熱部が設けられ
、当該射出経路の出口付近は、前記金属材料を前記保持部側へ射出させない非射出時には
、前記金属材料を半溶融状態にて維持できる温度よりも低い温度に設定され、前記金属材
料を前記保持部側へ射出させる射出時には、前記金属材料のうち外周部を溶融させること
が可能な温度に設定されるものとされ、前記可動部材には、当該可動部材に対して摺動可
能に備えられるとともに、前記固定部材側に突出可能とされた押出ピンが設けられ、前記
押出ピンは、その先端部がクランク状に構成され、当該先端部にて、前記射出時に前記射
出経路の出口から噴出される前記金属材料の凝固物を付着可能となっており、前記固定部
材に対して前記可動部材が離間した場合に、前記押出ピンの先端に付着した前記凝固物が
回収されることを特徴とする金属材料成形装置とした。
【０００５】
　請求項２の発明は、前記非射出時には、前記射出経路の出口付近において、前記金属材
料が凝固されてなる金属凝固栓が形成され、当該金属凝固栓が前記出口を封止しているこ
とを特徴とする請求項１記載の金属材料成形装置とした。
【０００６】
　請求項３の発明は、前記金属材料はマグネシウムであることを特徴とする請求項１また
は請求項２記載の金属材料成形装置とした。
【０００７】
　請求項４の発明は、前記鋳造型を水平方向に移動させる鋳造型移動機構を備え、前記鋳
造型移動機構は並べられた複数の前記鋳造型を、前記射出成形機が金属材料を射出するた
びに、順次１つずつ前記保持部の下方に入れ換えて配置することを特徴とする請求項１乃
至請求項３のいずれかに記載の金属材料成形装置とした。
【発明の効果】
【０００９】
＜請求項１の発明＞
　ピストンを前進させることによって半溶融状態の金属材料を高圧で射出する射出成形機
を備えていることにより、ピストンのストロークを精度よく管理することで、鋳造型に注
入する金属材料を正確に計量でき、鋳造型から金属材料が溢れることがない。また、ヒシ
ャク等を必要とすることなく注入の作業性もよい。更に、射出成形機から射出された金属
材料を保持する保持部を備えていることにより、保持部がクッションとなって、鋳造型が
射出時の高圧の金属材料を直接に受けることがないため、鋳造型に製作の容易な砂型等を
使用でき、鋳造コストを低減できる。また、シリンダ内の金属材料を完全に溶融する温度
よりも低い温度で加熱し、外周部にスクリューが形成されたピストンが、回転してシリン
ダ内の金属材料を攪拌して、半溶融状態で射出することにより、鋳造型内に注入された金
属材料が凝固する前後の温度差を小さくできるため、成形品におけるひけの発生が低減さ
れる。
【００１０】
＜請求項２の発明＞
金属凝固栓により出口の封止が可能となる。
【００１１】
　＜請求項３の発明＞
　金属材料にマグネシウムを使用しても、シリンダ内に投入される金属材料の量が限られ
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ているため、温室効果のある防燃ガスを使用する必要がなく環境によい。
【００１２】
　＜請求項４の発明＞
　鋳造型を水平方向に移動させることにより、射出成形機が金属材料を射出するたびに、
複数の鋳造型を順次１つずつ保持部の下方に入れ換えて配置する鋳造型移動機構を備えて
いるため、成形作業性がよく、成形タクトを短くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明による実施形態について、図１乃至図４に基づいて説明する。図１乃至図４にお
いては、左方を前方とする。図１において、本実施形態による金属材料成形装置１は、マ
グネシウムを材料として成形工程を行うもので、射出成形機１０、保持部３０、鋳造型４
０および移動装置５０とにより構成されている。移動装置５０は、構造部材である上下２
本づつ設けられたタイバ５１と、タイバ５１の後端部（図１の右端部）に固定された固定
側プラテン５２と、固定側プラテン５２の前方に、図示しないプラテン移動装置により、
タイバ５１上を前後方向に移動可能に配設された可動側プラテン５３とを備えている。
【００１５】
　半溶融状態にある金属材料を射出する、いわゆるチクソ成形を行う射出成形機１０は、
固定側プラテン５２の側面に形成された窪み状の取付部５２ａ内に臨むように取り付けら
れたシリンダボデー１１と、固定側プラテン５２のシリンダボデー１１が取り付けられた
側と反対側の側面に、支持プレート５４を介して固定された固定給湯型１６とを備えてい
る。シリンダボデー１１には、その内部にシリンダ１１ａが形成され、シリンダ１１ａ内
には前後方向に移動可能なピストン１２が配設され、その前端部とシリンダ１１ａとの間
には溶融室１１ｂが形成されている。
【００１６】
　ピストン１２の外周面には、スクリュー（螺旋溝）１２ａが形成されており、ピストン
１２は図示しないピストン駆動装置に接続され、これによって、上述したように前後に移
動可能にされているとともに、シリンダ１１ａ内で回転可能とされている。シリンダボデ
ー１１の後方上端部には、マグネシウムチップを投入するホッパー１３が立設されており
、ホッパー１３の内部はシリンダボデー１１に形成された供給孔１１ｃを介して、シリン
ダ１１ａに連通している。シリンダボデー１１の先端部には、射出口１４が固着されてお
り、射出口１４の先端部は支持プレート５４に当接している。
【００１７】
　シリンダボデー１１、射出口１４、支持プレート５４および固定給湯型１６の内部には
、シリンダ１１ａに連通して、これらの間を貫通する射出経路ＩＲが形成され、射出経路
ＩＲの先端部には、固定給湯型１６の前端面に開口するノズルＮＺが形成されている。シ
リンダボデー１１には、シリンダ１１ａ内のマグネシウムを加熱するための複数のヒータ
ー１５ａが取り付けられ、射出口１４にも同様に、射出経路ＩＲ内の金属材料を加熱する
ための複数のヒーター１５ｂが取り付けられている。更に、固定給湯型１６の内部には、
射出経路ＩＲおよびノズルＮＺをそれぞれ加熱するホットランナー１７および１８が配設
されている。また、それぞれ図示しない熱電対によって、常にヒーター１５ａ、１５ｂお
よびホットランナー１７、１８の加熱対象の温度が測定され、それらを所定の温度に管理
するために、ヒーター１５ａ、１５ｂおよびホットランナー１７、１８が制御されている
。
【００１８】
　可動側プラテン５３には支持プレート５５を介して、射出成形機１０を構成する可動給
湯型１９が固定され、これにより、固定給湯型１６の前端面を閉じるように、可動給湯型
１９が前後方向に移動可能に配設される。可動給湯型１９の固定給湯型１６との対向面に
は、溶融金属導入路１９ａが形成されている。また、可動給湯型１９の内部には、溶融金
属導入路１９ａに連通するようにピン移動孔１９ｂが形成され、更に、ピン移動孔１９ｂ
に連結するように、大径のスライド孔１９ｃが、可動給湯型１９の支持プレート５５への
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装着面に開口するように形成されている。
【００１９】
　押出しピン２０は、その図１における左端部が、図示しないスライド機構に連結される
とともに、その大径部２０ａが可動給湯型１９のスライド孔１９ｃ内に摺動可能に配設さ
れ、また、押出しピン２０の小径の押出し部２０ｂがピン移動孔１９ｂ内に移動可能に嵌
合している。また、押出しピン２０の先端部はクランク状に形成されており、固定給湯型
１６側から噴出されるマグネシウム凝固栓ＰＳ（後述する）を付着させて回収するプラグ
キャッチャー２０ｃとして構成されている。スライド機構により、押出しピン２０が図１
において右方に移動させられることにより、プラグキャッチャー２０ｃは、可動給湯型１
９の後端面から突出することができる。
【００２０】
　更に、可動給湯型１９の内部には、上下方向に貫通するガス通路１９ｄが形成されてお
り、可動給湯型１９の上端部にはガス通路１９ｄに接続されるように、ガスチューブ２１
の一端が取り付けられ、ガスチューブ２１の他端は開閉バルブ２２を介して、アルゴンガ
スを含んだ図示しないガスボンベに接続されている。ガス通路１９ｄは可動給湯型１９の
下端面に開口し、溶融したマグネシウムＭＧが空気に触れて酸化しないように、後述する
保持部３０に向けてアルゴンガスを供給可能としている。アルゴンガスは温室効果を備え
ていないため、環境に対して問題がない。
【００２１】
　可動給湯型１９の下方に配設された保持部３０は、固定給湯型１６の下端面と連結され
た保持ボデー３１を備えており、保持ボデー３１の内部には、上方に位置する溶融金属導
入路１９ａに向けて大きく開口した空間である溶融金属受け３１ａが形成され、溶融金属
受け３１ａの底部には下方に延びたドレン孔３１ｂが設けられており、溶融金属受け３１
ａ内に導入された溶融したマグネシウムＭＧを、鋳造型４０に流入させることが可能に構
成されている。保持ボデー３１は、金属あるいは耐熱性合成樹脂、またはセラミックス等
によって形成され、耐熱性を備えるとともに、射出された高圧のマグネシウムに耐え得る
強度を備えている。
【００２２】
　保持ボデー３１の下方部には、回転させてドレン孔３１ｂへの突出量を調整し、ドレン
孔３１ｂの流路面積を変えることにより、鋳造型４０に流れ込む溶融マグネシウムＭＧの
速さを調整可能な流路調整スクリュー３２が設けられている。また、保持ボデー３１の外
周面には、溶融金属受け３１ａに導入された溶融マグネシウムＭＧを加熱する複数のヒー
ター３３が取り付けられている。尚、溶融金属導入路１９ａ、溶融金属受け３１ａおよび
ドレン孔３１ｂ等には、マグネシウムの付着防止のため、その表面にコーティング剤が塗
布されている。
【００２３】
　鋳造型４０は、図２に示すように、互いに対向した一対のベルト５７で構成されたコン
ベア５６（本発明の鋳造型移動機構に該当する）上に載置される下型４１と、下型４１上
に配置された上型４２とを備えており、上型４２、下型４１とも砂型あるいは石膏型にて
形成され、双方の型の間に図示しないキャビティが形成される。上型４２の上端面には溶
融金属流入部４３が設けられ、その内部には流入孔４３ａが形成され、溶融金属受け３１
ａ内に保持されていた溶融マグネシウムＭＧが、流入孔４３ａを介して鋳造型４０の内部
へ流入する。
【００２４】
　図２に示すように、コンベア５６上には複数の鋳造型４０が並置されており、後述する
ように成形工程の際に、図示しないコンベア駆動装置により、コンベア５６が図２におい
て下方に移動されることにより、射出成形機１０が溶融マグネシウムＭＧを射出するたび
に、鋳造型４０を水平方向に移動させて、順次１つずつ保持部３０の下方に入れ換えて配
置する。
【００２５】
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　次に、図３および図４に基づいて、成形工程における金属材料成形装置１の作動方法に
ついて説明する。図３および図４においては、固定給湯型１６、可動給湯型１９、保持部
３０およびこれらに付随する構成のみ示す。最初に、図３（Ａ）は先回の成形工程が完了
した状態を示している。図３（Ａ）において、固定給湯型１６と可動給湯型１９は互いに
閉じられており、固定給湯型１６の射出経路ＩＲ内には、溶融室１１ｂ中で溶融されたマ
グネシウムＭＧが収容されている。また、ピストン１２は、シリンダ１１ａ内において、
最も後退した初期位置（図１において右方）にある。
【００２６】
　シリンダ１１ａ内のマグネシウムチップは、ヒーター１５ａによりマグネシウムの液相
線温度（金属材料が完全に溶融して液体となる温度）よりも低い温度になるように加熱さ
れるとともに、スクリュー１２ａを有するピストン１２が回転することにより攪拌されて
、溶融室１１ｂ内で半溶融状態となっている。また、射出経路ＩＲ内のマグネシウムＭＧ
も、ヒーター１５ｂおよびホットランナー１７によって所定の加熱状態にされ、半溶融状
態に維持されている。しかしながら、ホットランナー１８は、マグネシウムが凝固する温
度よりも低い温度状態になるように制御されていることにより、固定給湯型１６のノズル
ＮＺ内は、マグネシウムが凝固して形成されたマグネシウム凝固栓ＰＳにより封止されて
おり、ノズルＮＺから半溶融した状態のマグネシウムＭＧが噴出されることはない。
【００２７】
　図３（Ａ）に示した状態においては、先回の成形工程が完了しているため、保持部３０
の溶融金属受け３１ａ内には、マグネシウムＭＧは存在しない。従って、開閉バルブ２２
が閉状態とされて、溶融金属受け３１ａ内にはアルゴンガスは導入されていない。また、
この状態において、押出しピン２０は、図３において最も左方に位置している。
【００２８】
　次に、ピストン１２をピストン駆動装置によって、（図１において左方に）前進させる
ことにより、溶融室１１ｂおよび射出経路ＩＲ内の半溶融状態のマグネシウムＭＧの圧力
を上昇させるのであるが、同時にホットランナー１８を所定の温度に昇温させることによ
り、ノズルＮＺを封止していたマグネシウム凝固栓ＰＳの外周部を溶融させてノズルＮＺ
に対する固着状態を解除し、射出経路ＩＲ内のマグネシウムＭＧの圧力でプラグキャッチ
ヤー２０ｃへと噴出させる（図３（Ｂ）示）。
【００２９】
　マグネシウム凝固栓ＰＳが、射出経路ＩＲ内のマグネシウムの圧力でノズルＮＺから飛
ばされて、クランク形状のプラグキャッチャー２０ｃおよび可動給湯型１９のピン移動孔
１９ｂに付着することにより、射出経路ＩＲ内の半溶融状態のマグネシウムＭＧがノズル
ＮＺから射出可能となり、ピストン１２の前進により、ノズルＮＺから高圧で射出された
マグネシウムＭＧは、溶融金属導入路１９ａを介して溶融金属受け３１ａ内に移送される
。マグネシウムＭＧは溶融金属受け３１ａ内で、一旦、ヒーター３３によって加熱されな
がら、僅かな時間の間保持された後、ドレン孔３１ｂを介して落下して、鋳造型４０へと
流入（重力鋳造）する。半溶融状態のマグネシウムＭＧが射出される時、ピストン駆動装
置により、ピストン１２の初期位置からの移動ストロークを正確に制御することで、射出
成形機１０が１回に射出するマグネシウムＭＧの量が正確に計量される。
【００３０】
　ノズルＮＺから半溶融状態のマグネシウムＭＧを射出する時、開閉バルブ２２を開状態
にして、溶融金属受け３１ａ内にガスボンベからガスチューブ２１およびガス通路１９ｄ
を介してアルゴンガスを導入する。また、プラグキャッチャー２０ｃに付着したマグネシ
ウム凝固栓ＰＳは、空気中の酸素と反応してマグネシウム酸化物ＭＯへと変化する。
【００３１】
　保持部３０から鋳造型４０へのマグネシウムＭＧの流入が完了すると、次に、図３（Ｃ
）に示すように、ホットランナー１８を再び降温させることにより、ノズルＮＺにマグネ
シウム凝固栓ＰＳを再び形成させて、マグネシウムＭＧが射出されることを防ぐ。また、
開閉バルブ２２が再び閉状態とされて、溶融金属受け３１ａへのアルゴンガスの供給が停
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止される。
【００３２】
　更に、コンベア５６をコンベア移動装置により、図２において下方に作動させて、マグ
ネシウムＭＧが流入された鋳造型４０が保持部３０の下方外へ移動させられるとともに、
新たな鋳造型４０が保持部３０の下方に配置される。その後、コンベア５６上にあるマグ
ネシウムが流入した鋳造型４０（図２において下端に位置する）は取り払われ、コンベア
５６上には新たな鋳造型４０が（図２において上端に）補充される。
【００３３】
　一方、ホッパー１３には、１回分の射出量の溶融マグネシウムＭＧを生成するだけの量
のマグネシウムチップが投入された後、ピストン駆動装置により、最も前方位置にあるピ
ストン１２を、マグネシウムチップがスクリュー１２ａ中を前方（図１において左方）に
移動する向きに回転させながら、ピストン１２全体を初期位置へと後退させる。このよう
に、ピストン１２がシリンダ１１ａ内を加熱しながら攪拌することにより、次回に射出す
る半溶融のマグネシウムＭＧを形成する。
【００３４】
　その後、プラテン移動装置により、固定側プラテン５２に対して可動側プラテン５３を
移動させて、図４（Ｄ）に示すように、可動給湯型１９を固定給湯型１６に対して、図４
において左方に移動させることにより、互いに型を開いた後、図４（Ｅ）に示すように、
スライド機構により、押出しピン２０を図４において右方に移動させ、可動給湯型１９の
ピン移動孔１９ｂに固着したマグネシウム酸化物ＭＯを押動して、可動給湯型１９から押
出し、保持部３０の溶融金属受け３１ａ内に入らないように排出する。その後、固定側プ
ラテン５２に対して可動側プラテン５３を移動させて、可動給湯型１９と固定給湯型１６
とを互いに閉じることにより、再び図３（Ａ）の状態とする。
【００３５】
　本実施形態によれば、ピストン１２を前進させることによってマグネシウムを高圧で射
出する射出成形機１０を備えていることにより、ピストン１２のストロークを精度よく管
理することで、鋳造型４０に注入するマグネシウムを正確に計量でき、鋳造型４０からマ
グネシウムが溢れることがない。また、ヒシャク等を必要とすることなく注入の作業性も
よい。また、射出成形機１０から射出されたマグネシウムを溜めて、一旦、保持する保持
部３０を備えていることにより、保持部３０がクッションとなって、鋳造型１０が射出時
の高圧のマグネシウムを直接に受けることがないため、鋳造型４０に製作の容易な砂型あ
るいは石膏型を使用でき、鋳造コストを低減できる。
【００３６】
　また、マグネシウムを半溶融状態で射出することにより、鋳造型４０内に注入されたマ
グネシウムが凝固する前後の温度差が小さいため、成形品におけるひけの発生が低減され
る。更に、シリンダ１１ａ内に投入されるマグネシウムの量が所定量に限られているため
、温室効果のある防燃ガスを使用する必要がなく環境によい。また、鋳造型４０を水平方
向に移動させることにより、射出成形機１０がマグネシウムを射出するたびに、複数の鋳
造型４０を順次１つずつ保持部３０の下方に入れ換えて配置するコンベア５６を備えてい
るため、成形作業性がよく、成形タクトを短くすることができる。
【００３７】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上述した記載および図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく
、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、以下の記載以外に
も要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。
　（１）射出成形機は、金属材料を完全に溶融する温度以上に加熱して、完全溶融状態で
射出するようにしてもよい。
　（２）本発明は、アルミニウム等のマグネシウム以外の金属材料の射出成形装置に適用
してもよい。
　（３）射出成形機のシリンダ内に１回に投入される金属材料は、必ずしも１回に射出す
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は可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本実施形態による金属材料成形装置の全体図である。
【図２】図１の固定給湯型、可動給湯型および保持部を取り除いた場合の平面図である。
【図３】図１に示した金属材料成形装置の作動方法を示し、溶融した金属を射出する以前
の状態を示す図（Ａ）、射出している状態を示す図（Ｂ）および射出を完了した状態を示
す図（Ｃ）である。
【図４】図３に示した金属材料成形装置の作動方法に続いて、給湯型を互いに開いた状態
を示す図（Ｄ）およびマグネシウム酸化物を排出した状態を示す図（Ｅ）である。
【図５】従来技術による金属材料成形装置を説明する図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１…金属材料成形装置
　１０…射出成形機
　１１ａ…シリンダ
　１２…ピストン
　１２ａ…スクリュー
　１５ａ、１５ｂ、３３…ヒーター
　１７、１８…ホットランナー
　３０…保持部
　３１ａ…溶融金属受け
　３１ｂ…ドレン孔
　４０…鋳造型
　５６…コンベア
　ＭＧ…半溶融状態のマグネシウム
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