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(57)【要約】
【課題】逆流防止弁の閉鎖状態を簡単に、より正確に判
別できるようにする。
【解決手段】射出中のスクリュー回転力を検出し、該検
出された回転力の変化を表示装置の画面上に波形表示す
る。表示画面に表示された波形パターンに基づいて、逆
流防止弁の閉鎖状態を判別する。スクリュー回転力の波
形パターンは、逆流防止弁の閉鎖状態によって変わる。
図３（ａ）に示すように、射出後、逆流防止弁が閉鎖し
た時点で回転力はピークとなる。射出開始時にすでに逆
流防止弁が閉鎖していると、図３（ｂ）に示すパターン
となる。逆流防止弁が閉鎖しないと、図３（ｃ）に示す
パターンとなる。逆流防止弁の閉鎖状態によって、この
スクリュー回転力の波形パターンは変化することから、
表示された波形より、逆流防止弁の閉鎖状態を判別する
。簡単に逆流防止弁の閉鎖状態を判別できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出方向に駆動中のスクリューにかかる回転力を検出し、該検出された回転力の変化を
表示装置の画面上に波形表示し、該表示装置の画面に表示された波形パターンに基づいて
、逆流防止弁の閉鎖状態を判別するようにした射出成形機の逆流防止弁閉鎖状態判別方法
。
【請求項２】
　スクリューを射出方向に駆動中、所定サンプリング周期毎にスクリューの前進位置とス
クリュー回転力を検出し、前記表示装置の画面にスクリュー前進位置に対して検出回転力
の波形を表示する請求項１に記載の射出成形機の逆流防止弁閉鎖状態判別方法。
【請求項３】
　スクリューを射出方向に駆動中、所定サンプリング周期毎にスクリュー回転力を検出し
、前記表示装置の画面に時間軸に対して検出回転力の波形を表示する請求項１に記載の射
出成形機の逆流防止弁閉鎖状態判別方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリューに逆流防止弁を有する射出成形機において、スクリューを射出方
向に駆動させたとき、該逆流防止弁の閉鎖状態を判別する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インラインスクリュー式の射出成形機のように、射出時の樹脂の逆流を防止するために
スクリュー先端に逆流防止弁を備えた射出機構を有する射出成形機は、従来から使用され
ている。
【０００３】
　図１は、この逆流防止弁の一例である。スクリュー１の先端に設けられたスクリューヘ
ッド２とスクリュー１の本体部分間に設けられた縮径された部分に、スクリュー軸方向に
移動可能にチェックリング３が配置され、この縮径された部分のスクリュー１の本体側に
は、このチェックリング３と当接密着し、樹脂通路を閉鎖するチェックシート４を備える
。スクリュー１の後方からシリンダ７内に供給される樹脂ペレットは、計量時のスクリュ
ー１の回転により発生するせん断熱と、スクリュー１が挿入されているシリンダ７の外側
に設けられたヒータからの熱により溶融される。溶融された樹脂はチェックリング３の後
方の樹脂圧力を上昇させ、チェックリング３を前方に押す力を発生させる。チェックリン
グ３が前方に押されると、後方の樹脂がチェックリング３と縮径された部分の間隙を通り
チェックリング３の前方に流れ込みスクリューヘッド２前方のシリンダ内の圧力を上昇さ
せる。
【０００４】
　チェックリング３の前方の圧力が所定の圧力（背圧）を超えるとスクリュー１が後方に
押されて、チェックリング３の前方の圧力が減圧される。更にスクリュー１が回転するこ
とでチェックリング３の後方の圧力がチェックリング３の前方の圧力よりも高くなるので
、継続して溶融された樹脂がチェックリング３の前方に送り込まれる。所定の量までスク
リュー１が後退するとスクリュー回転を停止させ、計量が終了する。
【０００５】
　次に射出工程に入るが、樹脂を充填するためにスクリュー１が前進すると、スクリュー
ヘッド２の前方にたまった樹脂圧力が上昇するので、チェックリング３が後退しチェック
シート４と密着して樹脂通路を閉鎖し、充填圧により溶融樹脂がスクリュー後退方向に逆
流することを防止する。
【０００６】
　射出時の逆流防止弁はスクリュー１の前進によりチェックリング３の前方の圧力が後方
の圧力よりも高くなることで閉鎖されるが、射出直前の逆流防止弁の後方はフライト５間
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の溝部６に蓄積された圧縮状態の樹脂より圧力を受けており、この圧力の影響で閉鎖タイ
ミングが変動するという問題がある。射出開始から逆流防止弁閉鎖までの間には逆流防止
弁前方から後方に向かって樹脂の逆流が生じるため、この閉鎖タイミングの変動によって
、サイクル毎の射出体積に変動が生じ、成形される成形品の品質に影響を与える。従って
、チェックリング３が毎サイクル安定したタイミングで閉鎖できるような手段が考察され
ていると共に、実際にチェックリング３が閉鎖したタイミングを監視する方法が提案され
ている。そして、このチェックリング３が閉鎖するスクリュー位置や射出開始からの時間
を検出することによって、射出速度制御から保圧制御への切換位置や速度切換位置等の成
形条件の設定や成形品の良否判別等の材料としている。
【０００７】
　例えば、逆流防止弁よりも後方の位置にシリンダ内の樹脂圧力を検出する圧力センサを
設け、スクリュー前進中、該圧力センサで検出される圧力変化を元に逆流防止弁の閉鎖を
検出し、該検出した逆流防止弁閉鎖位置に基づいて、成形品の良否判別、成形条件の調整
を行う発明が知られている（特許文献１、２参照）。
【０００８】
　また、逆流防止弁のリングバルブより後方に該リングバルブと対向するように導電性部
材を配置し、リングバルブと導電性部材との間の静電容量を検出することによって、リン
グバルブの位置、すなわち該リングバルブによる樹脂流路閉鎖時を検出するものが知られ
ている（特許文献３参照）。　
　又、特許文献４には、射出中の逆流防止弁の閉鎖タイミングを検出しているものではな
いが、射出時にスクリューに作用する回転トルクを検出し、この検出トルクによって逆流
防止弁の破損等の異常を検出するものが記載されている。
【０００９】
　さらに、スクリューを回転自在にして射出を開始すると、樹脂が逆流してスクリューを
回転させるが、逆流防止弁が閉鎖し、樹脂の逆流が停止するとスクリューの回転が停止す
ることを利用して、このスクリュー回転停止を逆流防止弁の閉鎖タイミングとして検出し
、さらに、この検出した逆流防止弁閉鎖位置に基づいて射出速度切り換え位置や保圧への
切換位置を補正するようにした発明も知られている（特許文献５参照）。
【００１０】
【特許文献１】特開平４－５３７２０号公報
【特許文献２】特開平４－２０１２２５号公報
【特許文献３】特開平３－９２３２１号公報
【特許文献４】特開平１－１６８４２１号公報
【特許文献５】特開２００４－２１６８０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述した特許文献１、２に記載された発明は、シリンダ内の圧力変化を検出して逆流防
止弁の閉鎖を検出するものであり、この方法では、逆流防止弁後方に圧力センサを追加す
る必要がある。シリンダの先端から少なくとも最大射出ストローク以上の距離を離して圧
力センサを配置する必要がある。このため射出ストロークの大小によって逆流防止弁と圧
力センサとの距離には差が生じ、検出精度に差がでる。また、シリンダの内壁面は樹脂滞
留によって炭化物などを生じないように段差部がなく滑らかな流路を形成していることが
望ましいが、直接樹脂に接触する圧力センサを取り付けるとシリンダ内壁面に微小な段差
部が生じることは不可避であり、樹脂滞留による炭化物が成形品へ混入するなどの悪影響
が避けられない。また、樹脂には直接接触せず間接的にシリンダの歪みを検出することで
樹脂の圧力を検出する方式の圧力センサでは、検出精度が犠牲になってしまう。さらに、
いかなる方式の圧力センサも高価なうえに取扱いが煩雑で、定期的なメンテナンスや校正
を必要とするものが多いなどの問題がある。
【００１２】
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　又、上述した特許文献３に記載された発明のように静電容量を検出して、リングバルブ
の閉鎖タイミングを検出する方式では、静電容量を検出するための導電性部材をスクリュ
ーに配置し、スクリューの中心には、配線を通すための穴を加工し、さらに、測定信号を
取り出すためのスリップリングをスクリューに配置する等の静電容量を測定するための手
段を付加しなければならず、構成が複雑となるという欠点がある。
【００１３】
　特許文献５に記載された発明は、逆流した樹脂がフライトに作用する力のスクリュー回
転方向の分力Ｆθに着目して、射出中に回転自在にしたスクリューの回転が停止したこと
を検出して逆流防止弁の閉鎖を検知するものである。
【００１４】
　ところが、回転自在にしたスクリューが逆流樹脂によって回転させられる場合、逆流量
が小さい間は逆流樹脂によるスクリューを回転させる力がスクリューのシリンダに対する
最大静止摩擦力の範囲内にあるため、スクリューは回転しない。そして、逆流量が増加し
てスクリューを回転させる力が最大静止摩擦力を超えるとスクリューは回転を始める。一
旦スクリューが回転を始めると、動摩擦域に移行するため、逆流樹脂によるスクリューを
回転させる力が最大静止摩擦力を下回っても、スクリューを回転させる力が動摩擦力以上
であればスクリューは回転を続ける。そのため、逆流樹脂によるスクリューを回転させる
力が動摩擦力以上で最大静止摩擦力以下の場合は、すでにスクリューの回転が停止してい
た場合には停止状態が継続し、すでにスクリューが回転していた場合には回転状態が継続
することになる。このように、逆流量の大きさとスクリューの回転量の大きさとの間には
必ずしも線形の関係があるとは言えない。そのため、特許文献５に記載の発明のようなス
クリューの回転量から逆流防止弁の閉鎖を検知する方法の場合、閉鎖タイミングの検出に
誤差を含む可能性がある。
【００１５】
　また、特許文献５に記載の発明では、スクリューの回転が停止したことを検出している
が、回転の停止を検出するためには、何らかの閾値を定める必要がある。スクリューの回
転は徐々に停止する場合も、急速に停止する場合もあり、このような種々の状況に対応し
て回転の停止を正確に検出するためには、閾値を適切に設定する必要がある。しかし、適
切な閾値を求めるには、工数が必要になるし、成形の状況が変化した場合には、閾値の再
調整を余儀なくされる場合もある。　
　そこで、本発明の目的は、逆流防止弁の閉鎖状態を簡単に、より正確に判別できるよう
にする点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、射出方向に駆動中のスクリューにかかる回転力を検出し、該検出された回転
力の変化を表示装置の画面上に波形表示し、該表示装置の画面に表示された波形パターン
に基づいて、逆流防止弁の閉鎖状態を判別するようにした。スクリューにかかる回転力を
所定サンプリング周期毎にスクリューの前進位置と共に検出し、前記表示装置の画面にス
クリュー前進位置に対して検出回転力の波形を表示する。又は、所定サンプリング周期毎
にスクリュー回転力を検出し、前記表示装置の画面に時間軸に対して検出回転力の波形を
表示するようにした。
【発明の効果】
【００１７】
　逆流防止弁の閉鎖状態によって、スクリュー前進時のスクリューにかかる回転力の波形
が変化することを利用して、この波形を表示装置の画面に表示し、この表示波形パターン
によって逆流防止弁の閉鎖状態を簡単に把握できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　まず、本発明の逆流防止弁の閉鎖状態を判別する方法原理について説明する。　
　本発明は、射出時において、スクリューに作用する回転力の波形パターンを用いて、逆
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流防止弁の閉鎖状態を判別するものである。
【００１９】
　図２は、射出保圧工程における、スクリューにかかる回転力の波形パターンの説明図で
ある。横軸は、射出方向のスクリュー位置（スクリューの軸方向位置）又は時間を表し、
縦軸はスクリューに作用する回転力を示す。　
　計量完了後、射出開始前では、スクリュー１の軸方向の移動及びスクリュー回転は停止
状態にあり、スクリューの回転角度は保持されている。このとき、スクリュー１の可塑化
部分のフライト５には、未溶融／半溶融の樹脂に圧縮を加えた状態となっている。このフ
ライト５間の溝部６の圧縮状態にある樹脂からスクリュー１は、図１に示すようにスクリ
ュー回転方向の回転力Ｆθを受けている。そして射出が開始されスクリュー１が前進を開
始すると、このスクリュー１の前進開始と共にチェックリング３とチェックシート４の間
隙から樹脂の逆流が始まる。この逆流した樹脂の圧力がスクリュー１のフライト５に作用
して、スクリュー１を回転させる回転力が加わり、回転力Ｆθは増大する。
【００２０】
　やがて、チェックリング３が移動しチェックシート４と密着することで逆流防止弁が閉
鎖する、この逆流防止弁の閉鎖で樹脂の逆流がなくなるために、回転力は減少に転じる。
その結果、逆流防止弁が閉鎖した時点で、回転力はピーク値をとり、以後は、フライト５
間の溝部６に蓄積された圧縮状態にある樹脂から受ける回転力のみとなる。　
　このように射出保圧時には、スクリュー１が受ける回転力は射出開始後、逆流防止弁が
閉鎖した時点でその回転力がピークとなるような、図２に示したようなパターンとなる。
【００２１】
　射出保圧時のスクリュー１にかかる回転力の波形パターンは、通常、図２に示すパター
ンとなる。このパターンより、回転力のピーク値を検出した時点までのスクリュー移動距
離が、樹脂の逆流が生じていた区間であり、このピークが発生するスクリュー位置又は時
間は樹脂の逆流量を示すものであることから、このピーク時（逆流防止弁が閉鎖時点）に
より逆流防止弁の閉鎖状態や成形品の良否を判別することができる。又、このピーク時に
基づいて、射出速度の切換位置、射出から保圧への切換位置等の成形条件を調整すること
ができる。
【００２２】
　一方、逆流防止弁の異常や成形条件の不具合等によって、図２に示した一般的に発生す
る波形パターン以外のパターンも発生する。図３、図４に射出保圧時にスクリュー１が受
ける回転力の波形パターンの代表的な例を示す。図３、図４において、横軸はスクリュー
位置（スクリューの軸方向位置）又は時間を表し、縦軸はスクリュー１が受ける回転力を
示す。　
　図３（ａ）の波形パターンは、図２に示したような、通常、一般的に発生する波形パタ
ーンである。　
　図３（ｂ）の波形パターンは、射出開始時において、すでに逆流防止弁が閉鎖している
場合であり、射出が開始されると、チェックリング３の周辺（チェックリング３とシリン
ダ７との間隙）から僅かに漏れて逆流した樹脂によって、スクリュー１を回転させる力が
増大するだけで、回転力のピークは発生していない状態を示している。　
　図３（ｃ）の波形パターンは、逆流防止弁が閉鎖しない状態を示し、回転力のピークは
現れず、スクリュー１にかかる回転力が増大している。
【００２３】
　図４（ａ）の波形パターンは、回転力のピークが複数発生する状態で、逆流防止弁の１
回目の閉鎖が不完全で、２回目で閉鎖した場合の波形パターンである。　
　図４（ｂ）の波形パターンは、逆流防止弁の閉鎖が、射出終了直前に発生している状態
の波形パターンである。　
　図４（ｃ）の波形パターンは、逆流防止弁の閉鎖が不完全な場合の波形パターンであり
、逆流防止弁は閉鎖しかかったが、その閉鎖が不完全で、樹脂の逆流が続いている状態の
パターンである。
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【００２４】
　以上、図３、図４に示したように、射出保圧時にスクリュー１が受ける回転力のパター
ンによって、逆流防止弁の閉鎖状態を判別することができる。本発明はこの射出保圧時に
スクリューが受ける回転力を測定し、回転力波形パターンとして表示することによって、
逆流防止弁の閉鎖状態を判別できるようにしたものである。そして、この判別に基づいて
、成形品の良否判別や、成形条件の調整に役立てるようにしたものである。
【００２５】
　図５は、本発明の逆流防止弁の閉鎖状態判別方法を適用する射出成形機の一実施形態の
要部ブロック図である。　
　スクリュー１が挿入されたシリンダ７の先端には、ノズル９が装着され、シリンダ７の
後端部には樹脂ペレットをシリンダ７内に供給するホッパ１５が取り付けられている。ス
クリュー１の先端には、チェックリング３、チェックシート４からなる逆流防止弁を備え
る。スクリュー１を回転駆動する回転駆動手段としてのスクリュー回転用サーボモータ１
０により、スクリュー１は伝動機構１２を介して回転駆動されるようになっている。さら
に、スクリュー１を軸方向に駆動する軸方向駆動手段としての射出用サーボモータ１１が
、伝動機構１３及びボールネジ／ナット等の回転運動を直線運動に変換する変換機構１４
によって、スクリュー１を軸方向に駆動し、射出及び背圧制御をするように構成されてい
る。スクリュー回転用サーボモータ１０、射出用サーボモータ１１にはその回転位置速度
を検出する位置・速度検出器１６、１７が取り付けられており、この位置・速度検出器に
よって、スクリュー１の回転速度、スクリュー１の位置（スクリュー軸方向の位置）、移
動速度（射出速度）を検出できるようにしている。又、スクリュー１に加わる溶融樹脂か
らの圧力を検出するロードセル等の圧力センサ１８が設けられている。
【００２６】
　この射出成形機を制御する制御装置２０は、数値制御用のマイクロプロセッサであるＣ
ＮＣＣＰＵ２２と、プログラマブルマシンコントローラ用のマイクロプロセッサであるＰ
ＭＣＣＰＵ２１、サーボ制御用のマイクロプロセッサであるサーボＣＰＵ２５とがバス３
６で接続されている。
【００２７】
　ＰＭＣＣＰＵ２１には射出成形機のシーケンス動作を制御するシーケンスプログラム等
を記憶したＲＯＭ２６および演算データの一時記憶等に用いられるＲＡＭ２７が接続され
、ＣＮＣＣＰＵ２２には、射出成形機を全体的に制御するプログラム等を記憶したＲＯＭ
２８および演算データの一時記憶等に用いられるＲＡＭ２９が接続されている。
【００２８】
　また、サーボＣＰＵ２５には、位置ループ、速度ループ、電流ループの処理を行うサー
ボ制御専用の制御プログラムを格納したＲＯＭ３１やデータの一時記憶に用いられるＲＡ
Ｍ３２が接続されている。更に、サーボＣＰＵ２５には、スクリュー回転用のサーボモー
タ１０用のサーボアンプ３４や、射出用サーボモータ１１用のサーボアンプ３５が接続さ
れ、各サーボモータ１０、１１には位置・速度検出器１６、１７がそれぞれ取り付けられ
ており、この位置・速度検出器１６、１７の出力がサーボＣＰＵ２５に帰還されるように
なっている。サーボＣＰＵ２５は、ＣＮＣＣＰＵ２２から指令される各軸（スクリュー回
転用サーボモータ１０又は射出用サーボモータ１１）への移動指令と位置・速度検出器１
６、１７からフィードバックされる検出位置、速度に基づいて位置、速度のフィードバッ
ク制御を行うと共に、電流のフィードバック制御をも実行して、各サーボアンプ３４、３
５を介して、各サーボモータ１０、１１を駆動制御する。又、位置・速度検出器１６、１
７からフィードバックされたスクリュー回転用のサーボモータ１０、射出用サーボモータ
１１の回転位置を記憶する現在値レジスタが設けられ、該サーボモータ１０、１１の回転
位置によって、スクリュー１の回転位置、軸方向の位置（射出位置）を検出できるように
されている。
【００２９】
　又、サーボＣＰＵ２５には、圧力センサ１８での検出信号をＡ／Ｄ変換器３３でデジタ
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ル信号に変換した検出樹脂圧力（スクリュー１にかかる樹脂圧力）が入力されている。
【００３０】
　なお、型締機構やエジェクタ機構を駆動するサーボモータやサーボアンプ等も設けられ
ているものであるが、これらのものは本願発明と直接関係していないことから、図５では
省略している。
【００３１】
　液晶やＣＲＴで構成される表示装置付き入力装置３０は表示回路２４を介してバス３６
に接続されている。さらに、不揮発性メモリで構成される成形データ保存用ＲＡＭ２３も
バス３６に接続され、この成形データ保存用ＲＡＭ２３には射出成形作業に関する成形条
件と各種設定値、パラメータ、マクロ変数等を記憶する。
【００３２】
　以上の構成により、ＰＭＣＣＰＵ２１が射出成形機全体のシーケンス動作を制御し、Ｃ
ＮＣＣＰＵ２２がＲＯＭ２８の運転プログラムや成形データ保存用ＲＡＭ２３に格納され
た成形条件等に基づいて各軸のサーボモータに対して移動指令の分配を行い、サーボＣＰ
Ｕ２５は、各軸（スクリュー回転用サーボモータ１０や射出用サーボモータ１１等の各駆
動軸のサーボモータ）に対して分配された移動指令と位置・速度検出器で検出された位置
および速度のフィードバック信号等に基づいて、従来と同様に位置ループ制御、速度ルー
プ制御さらには電流ループ制御等のサーボ制御を行い、いわゆるディジタルサーボ処理を
実行する。
【００３３】
　上述した構成は従来の電動式射出成形機の制御装置と変わりはなく、従来の制御装置と
異なる点は、射出保圧工程時に、スクリュー１にかかる回転力を測定し記憶し、表示させ
る回転力測定表示機能が追加されている点である。
【００３４】
　この実施形態では、スクリュー１にかかる回転力を検出する回転力検出手段として外乱
推定オブザーバを設けている。サーボＣＰＵ２５によって実施されるスクリュー回転用サ
ーボモータ１０の駆動制御処理に組み込まれた外乱推定オブザーバによってスクリュー回
転方向の負荷（回転力）を求めるようにしている。なお、このオブザーバに代えて、スク
リュー１に歪センサを設けてスクリュー１に作用する回転力を検出するようにしてもよい
ものである。
【００３５】
　図６は、射出保圧工程において、射出成形機の制御装置が実施するスクリュー１にかか
る回転力の測定及び表示処理のアルゴリズムを示すフローチャートである。　
　射出が開始されると、制御装置２０のＣＮＣＣＰＵ２２は図６に示す回転力の測定及び
表示処理を開始する。　
　まず、サーボＣＰＵ２５によるスクリュー回転用サーボモータ１０の駆動制御処理に組
み込まれた外乱推定オブザーバによって求められる負荷、すなわち、スクリュー１にかか
る回転力を読み取ると共に、射出用サーボモータ１１に取り付けられた位置・速度検出器
１７からの位置フィードバックによって求められている現在値レジスタからスクリュー位
置（スクリューの軸方向位置）を読み取り（ステップａ１、ａ２）、この読み取ったスク
リュー回転力とスクリュー位置を対応させてＲＡＭ２９に記憶する（ステップａ３）。
【００３６】
　そして、射出保圧が終了したか判断し（ステップａ４）、終了してなければ、ステップ
１に戻り、上述したステップａ１からステップａ４の処理を所定サンプリング周期毎実行
する。　
　射出保圧が終了すると、スクリュー位置に対応して記憶されているスクリュー回転力を
表示装置／入力装置３０の表示画面に、スクリュー位置を横軸にスクリュー回転力を縦軸
にして、図２～図４に示すようにスクリュー回転力の波形を表示し（ステップａ５）、こ
の処理を終了する。
【００３７】
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　作業者は、この表示されたスクリュー回転力の波形のパターンより、逆流防止弁の閉鎖
状態を判別する。すなわち、図３、図４に示したように、逆流防止弁の閉鎖状態に応じて
、このスクリュー回転力の波形のパターンは変化することから、この表示された波形パタ
ーンによって、逆流防止弁の閉鎖状態が判別できる。又、図３（ａ）に示すような、回転
力のピークが射出開始の前半に発生する通常のパターンの場合、そのピーク発生時によっ
て、逆流防止弁が閉鎖したスクリュー位置を判別することができることから、このスクリ
ュー位置によって、成形品の良否判別や成形条件の調整の指標とすることができる。
【００３８】
　なお、スクリュー回転力の波形のパターンを複数成形サイクル分、重ねて描画するよう
にしてもよく、この場合、最新の成形サイクルにおける波形は表示色等の表示属性を変え
て表示して、最新の波形であることを明確にするようにすればよい。
【００３９】
　又、上述した実施形態では、スクリュー位置に対応してスクリュー回転力の波形を表示
するようにしたが、時間の関数としてスクリュー回転力の波形を表示するようにしてもよ
い。この場合には、図６のステップａ２の処理は必要がなく、ステップａ３でスクリュー
回転力が時系列的に記憶されることになり、かつ、ステップａ５で、横軸を時間としたス
クリュー回転力の波形が表示されることになる。又、回転力の測定、表示を上述した実施
形態では保圧完了時まで実施するようにしたが、射出制御から保圧制御への切換点までの
射出工程のみ、回転力を検出し表示するようにしてもよいものである。
【００４０】
　さらに、前述した実施形態は、射出保圧時のスクリュー回転力を測定し記憶する例を説
明したが、射出開始前にスクリューを前進させる制御を行って、逆流防止弁を閉鎖するよ
うにした制御を行う場合には、この射出前のスクリュー前進工程時にスクリュー回転力を
測定し、その波形を表示するようにしてもよいものである。　
　さらに、上述した各実施形態は、電動モータによりスクリューを回転させる射出成形機
の例で説明したが、油圧モータによってスクリューを回転させる場合にも本発明は適用で
きるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】スクリュー先端に設けられた逆流防止弁と射出中に発生する樹脂の逆流を説明す
る説明図である。
【図２】射出保圧工程におけるスクリューにかかる回転力の波形パターンの説明図である
。
【図３】射出保圧時にスクリューにかかる回転力の波形パターンの代表的な例を示す図で
ある。
【図４】射出保圧時にスクリューにかかる回転力の波形パターンの代表的な例を示す図で
ある。
【図５】本発明の逆流防止弁の閉鎖状態判別方法を適用する射出成形機の一実施形態の要
部ブロック図である。
【図６】同実施形態において、射出成形機の制御装置が射出保圧工程中に実施するスクリ
ューにかかる回転力の測定及び表示処理のアルゴリズムを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４２】
　１　スクリュー
　２　スクリューヘッド
　３　チェックリング
　４　チェックシート
　５　フライト
　６　溝部
　７　シリンダ
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　１０　スクリュー回転用サーボモータ
　１１　射出用サーボモータ
　２０　制御装置

【図１】

【図２】

【図３】
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