
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
射出成形機の制御方法において、

判断す
る第１のステップと、
該第１のステップにおいて型閉動作が異常に行われたと判断された回数をカウントする第
２のステップと、
該第２のステップにおいてカウントした値が予め設定された設定値に一致したときメンテ
ナンスを促す警報を発する第３のステップと、

を含むことを特徴とする射出成形機の制御方法。
【請求項２】
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予め射出成形機が正常に動作している状態の型閉動作の駆動トルクよりも大きい基準トル
クと、前記基準トルクよりも大きいリミットトルクとを定めておき、射出成形動作を繰り
返しながら型閉動作時の駆動トルクを測定して、測定された駆動トルクが前記基準トルク
以上かつ前記リミットトルク以下である場合に、前記型閉動作が異常に行われたと

前記第１のステップにおいて前記測定された駆動トルクが前記リミットトルクを超えた場
合に、前記射出成形機の動作を停止する第４のステップと、

射出成形機の制御方法において、
予め射出成形機が正常に動作している状態の型閉動作の時間よりも長い基準時間と、前記
基準時間よりも長いリミット時間とを定めておき、射出成形動作を繰り返しながら型閉動
作に要する時間を測定して、測定された時間が前記基準時間以上かつ前記リミット時間以



【請求項３】
前記第２のステップにおいてカウントした値が前記設定値に一致した場合に、そのまま前
記射出成形機の射出成形動作を継続するかまたは停止するかの選択入力を受け付ける

を含むことを特徴とする請求項 の射出成形機の制御方法。
【請求項４】
射出成形機の制御装置において、

判断する判断部と、
該判断部において型閉動作が異常に行われたと判断された回数をカウントするカウンター
と、
該カウンターによりカウントされた値が予め設定された設定値に一致したときメンテナン
スを促す警報を発する警報部と、

ことを特徴とする射出成形機の制御装置。
【請求項５】

【請求項６】
前記警報部が、
前記カウンターによりカウントされた値が前記設定値に一致した場合に、そのまま前記射
出成形機の射出成形動作を継続するかまたは停止するかの選択入力を受け付ける入力部を
有していることを特徴とする請求項 の射出成形機の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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下である場合に、前記型閉動作が異常に行われたと判断する第１のステップと、
該第１のステップにおいて型閉動作が異常に行われたと判断された回数をカウントする第
２のステップと、
該第２のステップにおいてカウントした値が予め設定された設定値に一致したときメンテ
ナンスを促す警報を発する第３のステップと、
前記第１のステップにおいて前記測定された時間が前記リミット時間を超えた場合に、前
記射出成形機の動作を停止する第４のステップと、
を含むことを特徴とする射出成形機の制御方法。

第５
のステップ １または２

予め射出成形機が正常に動作している状態の型閉動作の駆動トルクよりも大きい基準トル
クと、前記基準駆動トルクよりも大きいリミットトルクとを定める設定部と、
射出成形動作を繰り返しながら型閉動作時の駆動トルクを測定する測定部と、
該測定部で測定された駆動トルクと前記基準トルク及び前記リミットトルクとを比較する
比較部とを有し、
該比較部の比較結果に基づき、前記測定された駆動トルクが前記基準トルク以上かつ前記
リミットトルク以下である場合に、前記型閉動作が異常に行われたと

前記判断部において前記測定されたトルクが前記リミットトルクを超えた場合に、前記射
出成形機の動作を停止する動作停止部を有する

射出成形機の制御装置において、
予め射出成形機が正常に動作している状態の型閉動作の時間よりも長い基準時間と、前記
基準時間よりも長いリミット時間とを定める設定部と、
射出成形動作を繰り返しながら型閉動作に要する時間を測定する測定部と、
該測定部で測定された時間と前記基準時間及び前記リミットトルクとを比較する比較部と
を有し、
該比較部の比較結果に基づき、前記測定された時間が前記基準時間以上かつ前記リミット
時間以下である場合に、前記型閉動作が異常に行われたと判断する判断部と、
該判断部において型閉動作が異常に行われたと判断された回数をカウントするカウンター
と、
該カウンターによりカウントされた値が予め設定された設定値に一致したときメンテナン
スを促す警報を発する警報部と、
前記判断部において前記測定された時間が前記リミット時間を超えた場合に、前記射出成
形機の動作を停止する動作停止部を有することを特徴とする射出成形機の制御装置。

４または５



本発明は、射出成形機に関し、特にその制御方法及び制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
射出成形機では、射出成形動作を繰り返しているうちに、金型に形成されている位置決め
用ガイドピンやスライド金型などにカジリが生じ、動きが悪くなる（渋くなる）場合があ
る。
【０００３】
そこで、従来は、操作者が金型の動きを観察し、異常を感じた場合に金型の点検、修理、
交換等を行うようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来は、操作者が金型の動きを観察してその異常を検出するようにしているため、必要以
上に頻繁に金型の点検が行われたり、それとは反対に全くメンテナンスが行われなかった
りする場合があるという問題点がある。
【０００５】
この様な問題点を解決するために、作業前点検のように定期的に点検を行うという方法も
考えられるが、依然、操作者の判断に依存するもので、適切な時期又は周期でメンテナン
スが行われない可能性が残る。
【０００６】
そこで、本発明は、適切な時期又は周期で金型のメンテナンスが行えるようにする射出成
形機の制御方法及び制御装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、射出成形機の制御方法において、

判断する第１のステップと、該第１のステッ
プにおいて型閉動作が異常に行われたと判断された回数をカウントする第２のステップと
、該第２のステップにおいてカウントした値が予め設定された設定値に一致したときメン
テナンスを促す警報を発する第３のステップと、

を含むことを特徴とする射出成形機の制御方法が得られる。
【０００８】

【００１０】
また、本発明によれば、射出成形機の制御装置において、
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予め射出成形機が正常に動作している
状態の型閉動作の駆動トルクよりも大きい基準トルクと、前記基準トルクよりも大きいリ
ミットトルクとを定めておき、射出成形動作を繰り返しながら型閉動作時の駆動トルクを
測定して、測定された駆動トルクが前記基準トルク以上かつ前記リミットトルク以下であ
る場合に、前記型閉動作が異常に行われたと

前記第１のステップにおいて前記測定さ
れた駆動トルクが前記リミットトルクを超えた場合に、前記射出成形機の動作を停止する
第４のステップと、

また、本発明によれば、射出成形機の制御方法において、予め射出成形機が正常に動作し
ている状態の型閉動作の時間よりも長い基準時間と、前記基準時間よりも長いリミット時
間とを定めておき、射出成形動作を繰り返しながら型閉動作に要する時間を測定して、測
定された時間が前記基準時間以上かつ前記リミット時間以下である場合に、前記型閉動作
が異常に行われたと判断する第１のステップと、該第１のステップにおいて型閉動作が異
常に行われたと判断された回数をカウントする第２のステップと、該第２のステップにお
いてカウントした値が予め設定された設定値に一致したときメンテナンスを促す警報を発
する第３のステップと、前記第１のステップにおいて前記測定された時間が前記リミット
時間を超えた場合に、前記射出成形機の動作を停止する第４のステップと、を含むことを
特徴とする射出成形機の制御方法が得られる。

予め射出成形機が正常に動作し
ている状態の型閉動作の駆動トルクよりも大きい基準トルクと、前記基準駆動トルクより
も大きいリミットトルクとを定める設定部と、射出成形動作を繰り返しながら型閉動作時
の駆動トルクを測定する測定部と、該測定部で測定された駆動トルクと前記基準トルク及
び前記リミットトルクとを比較する比較部とを有し、該比較部の比較結果に基づき、前記



判断する判断部と、該判断部において型閉動作が異常に
行われたと判断された回数をカウントするカウンターと、該カウンターによりカウントさ
れた値が予め設定された設定値に一致したときメンテナンスを促す警報を発する警報部と
、

ことを特徴とする射出成形機の制御装置
が得られる。
【００１１】

【００１２】
あるいは、前記判断部が、前記射出成形機が正常に動作している状態の型閉動作の時間よ
りも長い基準時間と、前記基準時間よりも長いリミット時間とを予め定める設定部と、射
出成形動作を繰り返しながら型閉動作に要する時間を測定する測定部と、該測定部で測定
された時間と前記基準時間及び前記リミットトルクとを比較する比較部とを有し、該比較
部の比較結果に基づき、前記測定された時間が前記基準時間以上かつ前記リミット時間以
下である場合に、前記型閉動作が異常に行われたと判断する。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１４】
まず、本発明が適用される射出成形機について図１を参照して説明する。図１の射出成形
機は、原料を可塑化し、可塑化された原料を一対の金型１１，１２によって形成される空
洞（キャビティ）内に射出する可塑化装置（または射出装置）１３と、一対の金型１１，
１２の一方を固定するともに他方を移動させて、型締動作（型閉・型開動作）を行う型締
機構１４とを有している。
【００１５】
一方の金型（キャビティ側金型）１２は、型締機構の固定プラテン１５に固定される。ま
た、他方の金型（コア側金型）１１は、可動プラテン１６に固定される。可動プラテン１
６には、トグルリンク１７が連結されており、このトグルリンク１７は、図示しない駆動
モータによって駆動される。トグルリンク１７を用いたコア側金型１１の移動原理は、図
２（ａ）～（ｃ）に示す通りである。即ち、図２（ａ）は、型開状態を示しており、この
状態ではトグルリンク１７は折れ曲がった状態にある。この状態からトグルリンク１７を
徐々に真っ直ぐに伸ばしていくことによって、図２（ｂ）に示すように、可動プラテン１
６が固定プラテン１５の方へと移動し、コア側金型１１がキャビティ側金型１２に押し付
けられた状態で、図２（ｃ）に示す型閉状態となる。
【００１６】
コア側金型１１の一例を図３に示す。図３に示すように、コア側金型１１には、キャビテ
ィ側金型１２に対向する面上に、複数のガイドピン３１及び複数のスラスト受３２が形成
されている。これらガイドピン３１やスラスト受３２に対応するように、キャビティ金型
１２には、コア金型１１に対向する面にこれらを受け入れる凹部が形成されている。また
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測定された駆動トルクが前記基準トルク以上かつ前記リミットトルク以下である場合に、
前記型閉動作が異常に行われたと

前記判断部において前記測定されたトルクが前記リミットトルクを超えた場合に、前記
射出成形機の動作を停止する動作停止部を有する

さらに、本発明によれば、射出成形機の制御装置において、予め射出成形機が正常に動作
している状態の型閉動作の時間よりも長い基準時間と、前記基準時間よりも長いリミット
時間とを定める設定部と、射出成形動作を繰り返しながら型閉動作に要する時間を測定す
る測定部と、該測定部で測定された時間と前記基準時間及び前記リミットトルクとを比較
する比較部とを有し、該比較部の比較結果に基づき、前記測定された時間が前記基準時間
以上かつ前記リミット時間以下である場合に、前記型閉動作が異常に行われたと判断する
判断部と、該判断部において型閉動作が異常に行われたと判断された回数をカウントする
カウンターと、該カウンターによりカウントされた値が予め設定された設定値に一致した
ときメンテナンスを促す警報を発する警報部と、前記判断部において前記測定された時間
が前記リミット時間を超えた場合に、前記射出成形機の動作を停止する動作停止部を有す
ることを特徴とする射出成形機の制御装置が得られる。



、コア側金型１１には、その先端がキャビティ金型１２に対向する面に向けられたエジェ
クトピン３３が、出し入れ可能に設けられている。
【００１７】
次に、本発明の射出成形機の制御装置について図４及び図５を参照して説明する。
【００１８】
図４に示すように、本実施の形態に係る制御装置は、入出力部４１、動作制御部４２、測
定部４３、設定部４４、比較部４５、及びカウンター４６を有している。
【００１９】
入出力部４１は、操作者が、この制御装置の動作に必要なデータ等を入力するためのもの
である。また、この入出力部４１は、メンテナンスを促す警報を発する警報部としても動
作する。
【００２０】
動作制御部４２は、入出力部４１から与えられたパラメータ等のデータに基づいて射出成
形機の動作を制御する。
【００２１】
測定部４３は、射出成形機の型閉動作を行うためにトグルリンク１７を駆動する駆動モー
タの駆動トルクを測定する。（運転に先立って、正常な型閉動作の駆動トルクを測定し、
その後、運転中の駆動トルクを測定する。）
設定部４４は、測定部４３が測定した駆動トルクを利用して基準トルク及びリミットトル
クを計算し、記憶する。
【００２２】
比較部４５は、設定部４４が基準トルク及びリミットトルクを求めて記憶した後、測定部
４３が測定した結果と設定部４４が記憶する基準トルク及びリミットトルクを比較し、正
常に型閉動作が行われた否か（異常に型締め動作が行われたか）を判定する。
【００２３】
カウンター４６は、比較部４５によって異常に型閉動作が行われたと判定された回数をカ
ウントする。
【００２４】
なお、実際の制御装置は、パーソナルコンピュータなどの計算機又は情報処理装置及びコ
ンピュータプログラムにより実現することができる。
【００２５】
次に、図５をも参照して図４の制御装置の動作について説明する。
【００２６】
まず、操作者が入出力部４１に対して必要な情報与える。この必要な情報には、射出成型
動作を開始した後に金型メンテナンスを促す警報が発生した場合に、その後の射出成形動
作を継続するのか、それとも一旦中止するのかを決定する情報が含まれる。必要な情報が
入力されない場合、入出力部４１は、操作者に対して必要な情報の入力を要求する。
【００２７】
動作制御部４２は、入出力部４１から供給される情報に基づいて、射出成形機を制御して
射出成形動作を実行させる。
【００２８】
測定部４３は、射出成形機が型閉動作を行う際、トグルリンク１７を駆動する駆動モータ
の駆動トルクを測定する。そして、測定部４３は、ステップＳ５０１において、図示しな
い内部メモリに基準トルクが格納されているか判断する。基準トルクが内部メモリに格納
されていなければ、測定部４３は、ステップＳ５０２において、測定した駆動トルク（必
要駆動トルク）に基づいて基準トルクを求め、内部メモリに格納する。同時に、測定部４
３は、基準トルクよりも所定値だけ大きいリミットトルクを決定し、内部メモリに格納す
る。なお、基準トルクは、異常な駆動トルクよりも小さい値であって、正常に射出成形が
行われている限り、その後の型閉動作時に測定した駆動トルクがその値を上回らないよう
に設定される。これは、基準トルクが、正常に動作しているときの駆動トルクよりも大き
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いことを意味する。また、リミットトルクは、金型に成形品を挟んだ場合など、異常と呼
ばれる状態の中でも特に問題となる状態を検出するためのものである。
【００２９】
また、測定部４３は、測定された駆動トルクを比較部４５に通知する。比較部４５は、ス
テップＳ５０３において、測定部４３において測定された駆動トルクと設定部４４に記憶
された基準トルクとを比較する。比較の結果、測定された駆動トルクが基準トルクを下回
る場合には、正常な型閉動作が行われていると判断して何もしない。一方、測定された駆
動トルクが基準トルク以上の場合には、比較部４５は、ステップＳ５０４において、測定
された駆動トルクと設定部４４に記憶されているリミットトルクとを比較する。比較の結
果、測定された駆動トルクがリミットトルク以下の場合には、比較部４５は、そのことを
カウンター４６に通知する。即ち、比較部４５は、異常な型閉動作が行われたことをカウ
ンター４６に通知する。一方、測定された駆動トルクがリミットトルクを超えた場合は、
比較部４５は、そのことを動作制御部４２に通知する。即ち、比較部４５は、成型品が金
型の間に挟まれている等の異常が発生したことを動作制御部４２に通知する。
【００３０】
カウンター４６は、比較部４５から型閉動作が異常に行われたという通知を受けると、ス
テップＳ５０５において、カウント値を＋１する。そしてカウンター４６は、ステップＳ
５０６において、そのカウント値と予め設定されている設定値Ｎとを比較する。カウント
値がＮより小さい場合には、カウンター４６は何もしない。一方、カウント値がＮ以上に
なった場合には、カウンター４６は、そのことを入出力部４１へ通知する。
【００３１】
入出力部４１は、カウンター４６からカウント値がＮ以上になったという通知を受けると
、ステップＳ５０７において、金型のメンテナンスを促すための警報を発する。また、入
出力部４１は、予め、警報発生時には射出成形動作を中止するよう設定されている場合に
は、動作を中止するよう動作制御部４２に要求する。警報発生時に射出成形動作を中止す
るよう予め設定されていない場合には、入出力部４１は、操作者の操作があるまで警報を
発し続け、動作制御部４２に対しては何もしない。
【００３２】
比較部４５から、測定された駆動トルクがリミットトルクを上回っていることを通知され
た動作制御部４２は、ステップＳ５０８において、金型の破損を防止するべく、直ちに射
出成形動作を中止し、金型保護動作を行う。
【００３３】
以上のようにして、本実施の形態に係る制御装置によれば、予め設定された回数Ｎ回だけ
異常な型閉動作を行うと、メンテナンスを促す警報が発せられるので、適切な時期に又は
適切な周期で金型メンテナンスを行うことができる。
【００３４】
なお、上記実施の形態では、トグルリンク１７を駆動する駆動モータの駆動トルクを測定
し、それを利用して、正常な型閉動作が行われているか否か判断するようにしたが、正常
な型閉動作を行うのに必要な時間を測定し、それを利用して、基準トルク及びリミットト
ルクに変わる基準時間及びリミット時間を求め、その後測定した型閉動作に要する時間と
基準トルク及びリミットトルクとを比較して、正常な型閉動作が行われているか否かを判
断するようにしてもよい。この場合、基準時間は、正常な型閉動作の時間より長く、リミ
ット時間は基準時間より所定時間だけ長くなるように設定される。
【００３５】
また、上記実施の形態では、射出成型動作の開始直後の型閉動作に必要な駆動トルクから
基準トルク及びリミットトルクを求めたが、複数回の型閉動作を行ってそれらに必要な駆
動トルクの平均値を用いて基準トルク及びリミットトルクを求めるようにしてもよい。
【００３６】
さらに、上記実施の形態では、基準トルクが設定されていない場合にのみ、基準トルク及
びリミットトルクを求めているが、周期的に（例えば１時間毎に）基準トルク及びリミッ
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トトルクを更新するようにしてもよい。
【００３７】
【発明の効果】
本発明によれば、異常な型閉動作を設定回数繰り返した後にメンテナンスを促す警報を発
するようにしたことで、操作者の判断に依存せず、適切な時期に（適切な周期で）金型の
メンテナンスを行うことができる。
【００３８】
また、型閉動作が正常に行われたか否かを判定するようにしたことで、位置決め用ガイド
ピンやスライド金型のカジリが発生したり、成型品が金型に挟まれて、異常が発生した場
合に、射出成型動作を停止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される射出成形機の概略図である。
【図２】図１の射出成形機におけるトグルリンクによる可動プラテン駆動原理を説明する
ための概略図であって、（ａ）は型開状態、（ｂ）は中間状態、及び（ｃ）は型閉状態を
示す図である。
【図３】コア側金型の一例を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施の形態に係る制御装置のブロック図である。
【図５】図４の制御装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１１　　　コア側金型
１２　　　キャビティ側金型
１３　　　可塑化装置
１４　　　型締装置
１５　　　固定プラテン
１６　　　可動プラテン
１７　　　トグルリンク
３１　　　ガイドピン
３２　　　スラスト受
３３　　　エジェクトピン
４１　　　入出力部
４２　　　動作制御部
４３　　　測定部
４４　　　設定部
４５　　　比較部
４６　　　カウンター
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(8) JP 3562582 B2 2004.9.8



【 図 ５ 】
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