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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形装置であって、
　第１のキャビティ面を備える第１の金型と、第２の金型を含み、
　該第２の金型は、
　前記第１のキャビティ面に対向する第２のキャビティ面を備え、前記第１のキャビティ
面と前記第２のキャビティ面が組み合って、追加の面又は追加の面なしに、成形のキャビ
ティを形成し、本体の溝に電熱ヒータが挿入され、該電熱ヒータと本体との間の該溝内に
銅部材が充填された加熱板と、
　第１の位置と第２の位置の間を前記加熱板に関して移動可能であって、前記第１の位置
で前記加熱板と接触する冷却板と、
　前記加熱板と前記冷却板の間に位置して、前記加熱板又は前記冷却板のいずれかに設置
される熱伝達を高める層、この熱伝達を高める層は、この層が設置される前記冷却板又は
前記加熱板の部分と異なる材料から形成され、前記冷却板が第１の位置にあるとき前記加
熱板と前記冷却板の間の熱伝達接触を向上するように形成される、と、を備えることを特
徴とする射出成形装置。
【請求項２】
　前記熱伝達を高める層が、前記冷却板に設置され、前記加熱板に面する面を備え、該面
は、前記冷却板が前記第１の位置にあるとき前記加熱板と接触し、前記冷却板が前記第２
の位置にあるとき前記加熱板と接触しない、ことを特徴とする請求項１に記載の射出成形
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装置。
【請求項３】
　前記熱伝達を高める層が、前記加熱板に設置され、前記冷却板に面する面を備え、該面
は、前記冷却板が前記第１の位置にあるとき前記冷却板と接触し、前記冷却板が前記第２
の位置にあるとき前記冷却板と接触しない、ことを特徴とする請求項１に記載の射出成形
装置。
【請求項４】
　前記熱伝達を高める層の材料が、前記加熱板又は前記冷却板の部分の材料より軟質であ
ることを特徴とする請求項２に記載の射出成形装置。
【請求項５】
　前記熱伝達を高める層は、金、銀、銅、錫、鉛、アルミニウムの中から選ばれた少なく
とも１金属を含むことを特徴とする請求項３に記載の射出成形装置。
【請求項６】
　前記熱伝達を高める層は、前記冷却板の面にコートされたグリース層を含むことを特徴
とする請求項１に記載の射出成形装置。
【請求項７】
　前記熱伝達を高める層は、前記加熱板の面にコートされたグリース層を含むことを特徴
とする請求項１に記載の射出成形装置。
【請求項８】
　前記第１の金型は、前記冷却板に関して移動可能であり、及び、さらに前記加熱板に関
しても移動可能であることを特徴とする請求項１に記載の射出成形装置。
【請求項９】
　前記第１の金型は、成形材料を前記キャビティに注入するために形成された通路を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の射出成形装置。
【請求項１０】
　射出成形装置であって、
　第１のキャビティ面を備える第１の金型と、第２の金型を含み、
前記第１の金型は、
　前記第１のキャビティ面を備え、本体の溝に電熱ヒータが挿入され、該電熱ヒータと本
体との間の該溝内に銅部材が充填された第２の加熱板と、
　第３の位置と第４の位置の間を前記請求項１に記載の加熱板である第１の加熱板に関し
て移動可能であって、前記第３の位置で前記第２の加熱板と接触する第２の冷却板と、
　前記第２の加熱板と前記第２の冷却板の間に位置して、前記第２の加熱板又は前記第２
の冷却板のいずれかに設置される第２の熱伝達を高める層、この第２の熱伝達を高める層
は、この層が設置される前記第２の冷却板又は前記第２の加熱板の部分と異なる材料から
形成され、前記第２の冷却板が第３の位置にあるとき前記第２の加熱板と前記第２の冷却
板の間の熱伝達接触を向上するように形成される、と、を備えることを特徴とする請求項
１に記載の射出成形装置。
【請求項１１】
　射出成形方法であって、
射出成形装置を供給し、該射出成形装置は、
　第１のキャビティ面を備える第１の金型と、第２の金型を含み、
該第２の金型は、
　前記第１のキャビティ面に対向する第２のキャビティ面を備え、本体の溝に電熱ヒータ
が挿入され、該電熱ヒータと本体との間の該溝内に銅部材が充填された加熱板と冷却板を
備え、
　前記加熱板と前記冷却板の間に位置して、前記加熱板又は前記冷却板のいずれかに設置
される熱伝達を高める層、この熱伝達を高める層は、この層が設置される前記冷却板又は
前記加熱板の部分と異なる材料から形成される、を含み、
　追加の面又は追加の面なしに、前記第１のキャビティ面と前記第２のキャビティ面の間
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に成型のキャビティを形成するために前記第１の金型に関して前記加熱板を移動させ、
　前記加熱板を加熱し、
　前記成型のキャビティに成形材料を注入し、
　前記熱伝達を高める層が設置された前記加熱板又は前記冷却板と、前記熱伝達を高める
層が設置されていない他方の板とが接触し、それによって、前記加熱板と前記冷却板との
間の熱伝達接触を向上するように、前記加熱板に関し前記冷却板を移動させ、
　前記加熱板から前記冷却板への熱伝達を高めるよう、前記冷却板を冷却する、
ことを特徴とする射出成形方法。
【請求項１２】
　前記熱伝達を高める層が、前記冷却板に設置されていることを特徴とする請求項１１に
記載の射出成形方法。
【請求項１３】
　前記熱伝達を高める層が、前記加熱板に設置されていることを特徴とする請求項１１に
記載の射出成形方法。
【請求項１４】
　前記熱伝達を高める層の材料が、前記加熱板又は前記冷却板の部分の材料より軟質であ
ることを特徴とする請求項１１に記載の射出成形方法。
【請求項１５】
　前記熱伝達を高める層は、金、銀、銅、錫、鉛、アルミニウムの中から選ばれた少なく
とも１金属を含むことを特徴とする請求項１１に記載の射出成形方法。
【請求項１６】
　前記熱伝達を高める層は、前記冷却板の面にコートされたグリース層を含むことを特徴
とする請求項１１に記載の射出成形方法。
【請求項１７】
　前記熱伝達を高める層は、前記加熱板の面にコートされたグリース層を含むことを特徴
とする請求項１１に記載の射出成形方法。
【請求項１８】
　さらに、形成材料を射出した後、前記加熱板から前記冷却板を分離移動することを特徴
とする請求項１１に記載の射出成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分離型金型を有する射出成形装置およびその制御方法に関し、より詳しくは
、射出を行う前に加熱し、射出と同時に冷却することのできるキャビティ面またはコア面
を有する別途の中間金型を備え、射出成形のサイクルタイムを短縮して射出成形可能な分
離型金型を有する射出成形装置およびその制御方法に関する。また、本発明の射出成形装
置およびその制御方法は、射出時に金型面の部位別に所望の温度を持たせることにより、
良質の射出成形製品が製造可能な分離型金型を有する射出成形装置およびその制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　合成樹脂や金属の射出成形とは、キャビティが形成された固定金型(キャビティ金型)と
、コアが形成された可動金型（コア金型）との間に溶融状態の合成樹脂や金属を注入し、
冷却させて、キャビティ状の成形品を得ることをいう。
【０００３】
　射出成形において、溶融材料の注入時は、金型の温度が、できるだけ溶融材料の温度と
同一であることが好ましい。注入された材料の流動と、キャビティ表面のパターンの転写
性を向上させ、溶融した材料が固まった後、残留応力による変形を減らすことができるか
らである。また、溶融した材料の注入が終った後は、金型の温度が低く、注入された材料
を速く冷却させることにより、射出成形のサイクルタイムを短縮し、生産性を高めること
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ができることが好ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、金型を加熱して金型の温度を高くすると、流動性と転写性は優れるが、
冷却に多くの時間を所要し、射出成形のサイクルタイムが長くなるという問題点があり、
サイクルタイムを短縮するために、金型が急速に冷却するように容積を小さくする場合は
、硬性が弱く、製品に変形が生じ、または耐久性が悪くなるという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、金型の加熱および冷却手段を有する金型装置において、射出される溶融材料
の流動性および転写性を維持するように、金型の温度を適切に維持しながら、射出の進行
中または完了後、金型を急速に冷却させ、射出成形のサイクルタイムを短縮する射出成形
装置およびその制御方法を提供することを目的とする。すなわち、金型の温度を高くする
と、冷却に多くの時間が所要し、射出成形のサイクルタイムが長くなり、射出成形のサイ
クルタイムを短縮するために、金型を速く冷却するようにその大きさを小さくすると、流
動性および転写性が悪くなるという相反した現象を解決することができる射出成形装置お
よびその制御方法を提供することを目的にする。
【０００６】
　また、本発明は、金型面を部位別に所望の温度を持たせ、射出成形品の冷却速度を制御
するので、変形のない良質の射出成形品が製造可能であり、同時にサイクルタイムも短縮
可能な射出成形装置およびその制御方法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】
【０００７】
　本発明による射出成形装置は、溶融した射出材料が注入されるようにキャビティを形成
するためのキャビティ面を有するキャビティ金型と、型結合時、前記キャビティを形成す
るためのコア面を有し、ガイドピンにガイドされ、前記キャビティを開閉するように、前
後移動可能に設けられたコア金型と、射出時、前記キャビティに成形材料を注入するため
の射出部と、前記コア金型を前後に移動させるための油圧シリンダーと、材料を注入する
ための射出部を制御するための射出制御部と、を備えている。また、前記コア金型はコア
面を有し、薄い厚さを有する中間コア金型板と、厚い厚さを有するコア金型支持板とに分
離されており、前記コア金型支持板から延長され、キャビティ金型に移動時、前記キャビ
ティ金型に形成された第１のガイド孔に挿入されるように設置され、中間コア金型板に挿
入され、中間コア金型板を、前後にのみ移動可能に拘束するためのガイドピンと、キャビ
ティを開放するために、コア金型が後方に移動時、中間コア金型板とコア金型支持板が弾
性により分離されるように、中間コア金型板とコア金型支持板との間に設置された第１の
弾性部材と、を備えている。また、前記中間コア金型板の分離面に設置され、中間コア金
型板を加熱するための第１の加熱手段と、前記コア金型支持板を冷却するための第１の冷
却手段と、前記第１の加熱手段と第１の冷却手段の作動を制御し、射出時、中間コア金型
の温度を制御するための金型温度制御部と、をさらに備えている。特に、本発明による射
出成形装置は、射出制御部が、コア金型を前後に移動させるための油圧シリンダーを制御
し、金型温度制御部は、中間コア金型の温度を制御するので、射出作業が自動化され、作
業人員が削減でき、生産性が向上する。
【０００８】
　本発明によると、射出成形装置は、キャビティ金型に対して相対移動可能に設置された
可動金型であるコア金型を、厚さが薄い中間コア金型と厚さが厚いコア金型支持板に分離
し、型結合前の中間コア金型は、加熱手段により加熱され、射出成形に適切な温度に維持
し、コア金型支持板は、冷却して、中間コア金型と接触時、中間コア金型を急速に冷却さ
せることができる状態を維持するようになる。射出時は、コア金型支持板がキャビティ金
型側に移動し、中間コア金型板が、キャビティ金型に密着するように加圧し、溶融した射
出材料の注入が終った後、加熱手段の加熱が遮断され、コア金型支持板に接触した中間コ
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ア金型板は急速に冷却される。したがって、溶融した射出材料の注入時、コア面の温度を
適切に維持し、優れた流動性と転写性を確保し、注入の完了と同時に、金型を急速に冷却
するようになり、射出成形のサイクルタイムを短縮することができる。
【０００９】
　また、本発明による射出成形装置は、前記中間コア金型板のコア金型支持板に向かう面
、または前記コア金型支持板の中間コア金型板に向かう面に設けられ、加熱された中間コ
ア金型板を迅速に冷却させるための熱伝達部材をさらに備えている。前記熱伝達部材は、
前記コア金型よりも硬度の低い軟質金属であり、前記熱伝達部材は、金、銀、銅、錫、鉛
、アルミニウムの中から選ばれた金属、または選ばれた金属を含む合金からなることが好
ましい。また、熱伝達部材は、分解温度が１８０℃以上であるゲル状態の熱伝達物質を含
み、前記熱伝達物質は、潤滑グリースであることが好ましい。したがって、熱伝達部材が
、分離された中間コア金型板とコア金型支持板との間に設置されており、加熱された中間
コア金型板を迅速に冷却することができ、中間コア金型とコア金型支持板が衝突する場合
の衝撃を緩和し、付随的に金型装置の耐久性を増大させる。
【００１０】
　また、本発明による射出成形装置は、前記第１の加熱手段は、中間コア金型板の分離面
に形成された溝に挿設した電熱ヒーターを有し、前記第１の冷却手段は、コア金型支持板
の内部に挿入され、冷却水が流れるように設置された冷却水配管を有し、熱伝達を促進す
るために、電熱ヒーターが挿入された溝と電熱ヒーターとの間の空間に充填された銅部材
をさらに有している。また、第１の弾性部材は、コイルスプリングであり、前記ガイドピ
ンが挿設されており、前記ガイドピンが固定されたコア金型支持板の周囲には、コア金型
支持板が前方に移動時、コイルスプリングが完全に挿入されるように、一定の深さの環状
溝が形成され、前記中間コア金型板に挿設され、温度を測定するための温度センサーをさ
らに備えている。また、前記電熱ヒーターは複数個であり、それぞれ独立的に発熱量を調
節可能になる。
【００１１】
　また、本発明による射出成形装置は、キャビティ金型は、キャビティ面を有し、薄い厚
さを有する中間キャビティ金型板と、厚い厚さを有し、第２のガイド孔が形成されたキャ
ビティ金型支持板とに分離されている。また、中間キャビティ金型板が、前後にのみ移動
可能に拘束するために、一端が中間キャビティ金型板を貫通し固定されており、他端は、
前記キャビティ金型支持板の第２のガイド孔に挿設された中空のガイドシリンダーと、キ
ャビティを開放するために、コア金型が後方に移動時、中間キャビティ金型板とキャビテ
ィ金型支持板が、弾性により分離されるように、中間キャビティ金型板とキャビティ金型
支持板との間に設けられた第２の弾性部材と、を備えている。また、前記中間キャビティ
金型板の分離面に設けられ、中間キャビティ金型板を加熱するための第２の加熱手段と、
前記キャビティ金型支持板を冷却するための第２の冷却手段と、を備えている。
【００１２】
　本発明により、コア金型だけでなく、キャビティ金型も中間キャビティ金型板とキャビ
ティ金型支持板に分離すると、型結合前に中間キャビティ金型を加熱手段で加熱し、射出
成形に適切な温度に維持し、キャビティ金型支持板は、冷却して、中間キャビティ金型と
接触時、中間キャビティ金型を急速に冷却させることができる状態を維持することができ
るようになる。すなわち、射出時、コア金型支持板をキャビティ金型側に移動させ、中間
コア金型板、中間キャビティ金型板、そして、キャビティ金型支持板が密着するように加
圧した状態で、溶融した射出材料の注入を完了し、第１および第２の加熱手段の加熱を遮
断させ、キャビティ表面の全てが射出に適合した温度を維持した状態において注入を完了
し、注入が完了すれば、キャビティの全体を急速に冷却させることができるようになる。
したがって、溶融した射出材料を注入時、キャビティ面およびコア面の温度を適切に維持
し、優れた流動性と転写性を確保し、注入完了と同時に金型を急速に冷却することができ
、射出成形のサイクルタイムを短縮することができる。
【００１３】
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　また、中間キャビティ金型の冷却效果を高めるため、冷却時、中間キャビティ金型板と
キャビティ金型支持板の分離面を、完全に密着させることが好ましい。すなわち、前記第
２のスプリングとしてコイルスプリングを用い、中空のシリンダーが挿入されるように設
置し、前記キャビティ金型支持板の第２のガイド孔に、中間キャビティ金型板が後方に移
動時、第２のスプリングが完全に挿入されるように、一定の深さの大径部を形成すること
が好ましい。また、前記ガイドシリンダーの中空を、前記第１のガイド孔として用い、前
記ガイドピンが、コア金型がキャビティ金型に向けて移動する時、前記ガイドシリンダー
の中空に挿入されるようにすると、構造を簡単にすることができ、有利である。
【００１４】
　また、本発明の射出成形装置は、前記第１および第２の加熱手段は、発熱量の調節が容
易である電熱ヒーターを用い、特に中間コア金型板および中間キャビティ金型板に接触し
て発生した熱を、直接效果的に伝達することができるように、金型板の分離面に溝を掘り
挿設する。また、中間コア金型板とコア金型支持板の接触面積を大きくし、熱伝達を促進
するためには、電熱ヒーターが挿入された溝と、電熱ヒーターとの間の空間に銅を充填す
ることが好ましい。また、前記中間コア金型板には、電熱ヒーターの発熱量を制御し、コ
ア金型の温度を、一定の範囲に維持するように、温度センサーを設置してもよい。前記第
１および第２の冷却手段は、コア金型支持板の内部に挿入され、冷却水が流れるように設
置した冷却パイプを備えている。また、前記電熱ヒーターは、それぞれ一つの延長電熱線
を用いることもできるが、キャビティ面またはコア面の温度を、部位別に調節するために
、複数の電熱線を用い、発熱量を各自で調節可能にすることがより好ましい。金型面の部
位別に温度を調節すれば、射出成形製品の冷却速度を調節し、残留応力による変形を除き
、良質の製品を生産するのみならず、冷却速度を速くし、サイクルタイムを短縮し、生産
性を向上させることができる。
【００１５】
　また、本発明による射出成形装置の制御方法は、溶融した射出材料が注入されるように
キャビティを形成するためのキャビティ面を有するキャビティ金型と、型結合時、前記キ
ャビティを形成するためのコア面を有し、ガイドピンにガイドされ、前記キャビティを開
閉するように前後移動可能に設置され、中間コア金型板とコア金型支持板に分離されてい
るコア金型と、射出時、前記キャビティに成形材料を注入するための射出部と、前記コア
金型を前後に移動させるための油圧シリンダーと材料を注入するための射出部を制御する
ための射出制御部と、上記中間コア金型板の分離面に設置され、中間コア金型板を加熱す
るための第１の加熱手段と、前記コア金型支持板を冷却させるための第１の冷却手段と、
前記第１の加熱手段と第１の冷却手段の作動を制御し、射出時、中間コア金型の温度を制
御するための金型温度制御部と、を備える射出成形装置の制御方法であって、油圧シリン
ダーを作動させ、コア金型をキャビティ金型に型結合させるステップと、油圧シリンダー
が作動を開始すると同時に第１の加熱手段を作動させ、中間コア金型板を加熱するステッ
プと、中間コア金型板に設置した温度センサーから検出された信号が、予め設定された加
熱温度に到達すると、第１の加熱手段の作動を中断させ、中間コア金型板の加熱を中止さ
せるステップと、第１の加熱手段の作動が中断されると同時に、射出部からキャビティに
溶融した射出材料を注入するステップと、射出材料の注入が開始されると同時に冷却水配
管が設置されたコア金型支持板を中間コア金型板に密着させ、中間コア金型板を冷却する
ステップと、中間コア金型板に設置された温度センサーから検出された信号が予め設定さ
れた冷却温度に到達すると、中間コア金型板をコア金型支持板から分離し、中間コア金型
板の冷却を中止させるステップと、前記油圧シリンダーを作動させ、コア金型がキャビテ
ィ金型から型分離されるようにするステップと、を含むことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、添付図面に基づいて詳しく説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施の形態による射出成形装置を概略的に示すブロック図であり、
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図２は、本発明の一実施の形態による射出成形装置の金型が型分離した状態を示す概略図
であり、図３は、本発明の一実施の形態による射出成形装置の金型が型結合した状態を示
す概略図であり、図４は、本発明の一実施の形態によるコア中間金型の電熱ヒーターの詳
細図であり、図５（ａ）は、本発明の一実施の形態による中間コア金型の電熱ヒーターの
配置を示す概略図であり、図５（ｂ）は、本発明の一実施の形態による中間コア金型の電
熱ヒーターの他の配置を示す概略図である。
【００１８】
　本実施の形態による射出成形装置は、キャビティ面を有するキャビティ金型と、前記キ
ャビティ金型と型結合し、中間コア金型板とコア金型支持板に分離されたコア金型と、前
記コア金型を前後に移動させるための油圧シリンダーを制御する射出制御部と、中間コア
金型板を加熱するための第１の加熱手段と、コア金型支持板を冷却させるための第１の冷
却手段と、第１の加熱手段と第１の冷却手段の作動を制御する金型温度制御部と、コア金
型支持板の中間コア金型板に向かう面に設置された熱伝達部材と、を備えている。
【００１９】
　図１に示すように、射出部は、キャビティに成形材料を注入するための部分であり、加
熱シリンダー１２２と加熱シリンダー１２２の内部に設置されるスクリュー１２４と、ス
クリュー１２４を回転させる油圧モ一ター１２０と、を有している。また、コア金型固定
板５０を移動させるために、油圧シリンダー１１０が設けられている。また、キャビティ
金型２０は、キャビティ金型固定板１０に固定され、キャビティ金型固定板１０には、射
出時、加熱シリンダー１２２が密着するように設けられ、注入通路を通じてキャビティに
金型が注入される。前記加熱シリンダー１２２の内部には、加熱シリンダー１２２の長さ
方向にスクリュー１２４が設置され、一側には前記スクリュー１２４に連結され、スクリ
ュー１２４を回転させるための油圧モ一タ１２０が設置されている。また、射出制御部３
１０は、油圧シリンダー１１０、油圧モ一ター１２０および金型温度制御部３２０と、電
気的に連結されるように設置され、金型温度制御部３２０は、コア金型支持板４０に設置
された冷却手配管４３に流れる冷却水の流れを制御するバルブ３２２と、中間コア金型板
３０に設置される電熱ヒーター３３と、中間コア金型板３０に設置される温度センサー８
０と、電気的に連結されるように設置される。
【００２０】
　図２に示すように、キャビティ金型２０には、溶融した射出材料が注入されるキャビテ
ィ面２１が形成され、キャビティ面２１には、溶融した射出材料の注入通路２３が連結さ
れている。また、キャビティ金型２０には、ガイドピン４１を挿入するためのガイド孔２
２が形成されている。中間コア金型板３０のキャビティ面２１に向かう面には、コア面３
１が形成されている。キャビティ金型２０と中間コア金型３０が型結合された状態を示す
図３を参照すると、コア面３１には、キャビティ面２１と一緒に溶融した射出材料が注入
されるキャビティＣが形成されている。中間コア金型板３０は、加熱と冷却が容易である
ように、コア金型支持板４０よりも薄い厚さを有する板形状として、従来のコア金型を分
離したものである。
【００２１】
　図４に示すように、中間コア金型板３０の分離面には、複数の溝３６が形成されており
、それぞれの溝３６の内部には、中間コア金型板３０を加熱するための電熱ヒーター３３
が挿入されている。ここで、電熱ヒーター３３は、ニクロム線のような熱線３３ａを、電
熱被覆３３ｂが取り囲むように構成されている。また、中間コア金型板３０とコア金型支
持板４０との間の接触面積を大きくし、同時に熱伝達を促進するために、電熱ヒーター３
３が挿入された溝３６と電熱ヒーター３３との間の空間に銅部材３７が充填されている。
図５（ａ）および図５（ｂ）を参照すると、電熱ヒーター３３は、図５（ａ）に示すよう
に、一つの電熱線を用いてもよく、図５（ｂ）に示すように、複数の電熱線を用いて設置
してもよい。図面符号３４は、電熱ヒーター３３の発熱量を制御するための金型温度制御
部である。複数の電熱線を用いると、電熱線３３の発熱量をそれぞれ適切に制御すること
で、中間コア金型板３０のコア面３１の温度を均一にできる。また、前記中間コア金型板
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３０には、温度センサー８０が設置されている。温度センサー８０は、中間コア金型板３
０の実時間で温度を測定し、金型温度制御部３４に伝達し、電熱ヒーターの発熱量が適切
に制御されるようにし、コア金型の温度を一定の範囲に維持させる。本実施の形態におい
ては、一つの温度センサーが図示されているが、必要に応じて、複数個の温度センサーを
設置してもよい。特に、金型面の部位別に異なる温度となるように、電熱ヒーターの発熱
量を制御しようとする場合は、異なる温度を所望する部位別に温度センサーを設置するこ
とが好ましい。また、コア金型支持板４０には、中間コア金型３０と接触時、中間コア金
型板を冷却できるように、コア金型支持板４０を一定の温度に維持するための第１の冷却
手段が設置されている。
 
【００２２】
　本実施の形態において、前記第１の冷却手段は、冷却水タンク（図示せず）と、冷却水
を循環させるためのポンプと、コア金型支持板４０の内部に形成された冷却水配管４３と
、を有している。冷却水配管４３は、コア金型支持板４０内において連結されており、コ
ア金型支持板４０の側面には、流入ポート（図示せず）と流出ポートが設けられている。
【００２３】
　また、中間コア金型板３０とコア金型支持板４０との間には、コイルスプリング９０が
ガイドピン４１に挿設されている。コイルスプリング９０は、キャビティを開放するため
に、コア金型支持板４０が後退する方向に移動するとき、中間コア金型板３０とコア金型
支持板４０とが弾性により分離されるようにし、コア金型支持板４０による冷却を遮断し
、電熱ヒーター３３の発熱により中間コア金型板３０が急速に加熱されるようにする。特
に、図３に示すように、キャビティ金型２０に中間コア金型３０が密着形成されたキャビ
ティＣに、溶融した射出材料が注入された後、中間コア金型板３０の冷却效果を高めるた
めに、中間コア金型板３０とコア金型支持板４０の分離面を完全に密着させることが好ま
しい。したがって、コイルスプリング９０を、ガイドピン４１に差し込んで設置し、図３
に示すように、コア金型支持板４０が移動して、中間コア金型板３０に接触するとき、コ
イルスプリング９０が、ガイドピン４１が固定されたコア金型支持板の周縁部に設けられ
た一定の深さの環状溝４４に完全に挿入されるようになっている。
【００２４】
　また、熱伝達部材９４は、射出時、加熱した金型板３０を迅速に冷却するために、中間
コア金型板３０のコア金型支持板４０に向かう面に設ける。ここで、熱伝達部材９４を、
コア金型支持板４０の中間コア金型板３０に向かう面に設けてもよいことは言うまでもな
い。前述のような熱伝達部材９４は、コア金型よりも硬度が低い軟質金属であり、金、銀
、銅、錫、鉛、アルミニウムから選ばれた金属、またはこの選ばれた金属を含む合金から
なるものが好ましい。また、熱伝達部材９４は、溶解温度が１８０℃以上であるゲル状態
の熱伝達物質であり、熱伝達物質は、潤滑グリースであることも好ましい。
【００２５】
　射出制御部３１０は、コア金型を前後に移動させるための油圧シリンダー１１０と、ス
クリュー１２４を回転させるための油圧モ一ター１２０とを制御する。
【００２６】
　また、金型温度制御部３２０は、中間コア金型３０に設置された温度センサー８０から
信号を伝達され、第１の加熱手段である電熱ヒーター３３と、第１の冷却手段である冷却
水配管４３に設置されたバルブ３２２の作動を制御し、冷却水の流れを制御する。
【００２７】
　射出制御部３１０と金型温度制御部３２０は、互いに必要な信号を送信および受信する
ように設けられることは言うまでもない。
【００２８】
　以下、本発明の他の実施の形態による射出成形装置を、添付図面を参照して説明する。
【００２９】
　図６は、本発明の他の実施の形態における射出成形装置の金型が型分離した状態を示す



(9) JP 4698676 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

概略図であり、図７は、本発明の他の実施の形態による射出成形装置の金型が型結合した
状態を示す概略図である。
【００３０】
　本実施の形態が、本発明の一実施の形態と異なる点は、コア金型のみならず、キャビテ
ィ金型２０も、中間キャビティ金型板６０とキャビティ金型支持板７０に分離されており
、中間キャビティ金型板６０の分離面には、電熱ヒーターが設けられ、キャビティ金型支
持板７０には、冷却水配管が設けられていることである。また、中間キャビティ金型板６
０が、キャビティ金型固定板７０に対して一方向に移動可能に、一端が中間キャビティ金
型板６０を貫通して固定され、他端がキャビティ金型固定板７０に設けられた第２のガイ
ド孔７１に挿設した中空のガイドシリンダー９２を有する。また、図６に示すように、中
間キャビティ金型板６０と中間コア金型板３０が開放した状態で、中間キャビティ金型板
６０を、キャビティ金型支持板７０から分離させるためのコイルスプリング９２が、ガイ
ドシリンダー９２に挿入されている。また、キャビティ金型支持板の中間キャビティ金型
板に向かう面には、熱伝達部材９５が設置される。前記熱伝達部材９５は、キャビティ金
型支持板と中間キャビティ金型板との間に位置し、加熱された中間キャビティ金型板を迅
速に冷却させる。ここで、熱伝達部材が中間キャビティ金型板のキャビティ金型支持板に
向かう面に設置されてもよいことは言うまでもない。
【００３１】
　図７に示すように、中間コア金型板３０にコア金型支持板４０が完全に密着するように
、コア金型支持板４０のガイドピン４１が固定された周囲に形成された環状溝４４と同様
に、ガイドシリンダー９２が挿入される第２のガイド孔７１の周囲に大径部７４が形成さ
れており、ここへ第２のスプリング９１が挿入され、中間キャビティ金型板６０とキャビ
ティ金型支持板７０が完全に密着するようになっている。本実施の形態には、射出成形さ
れた製品を金型装置から分離させるためのイジェクトピンが図示されていないが、製品が
金型装置から容易に放出されない製品の場合は、中間キャビティ金型または中間コア金型
板を貫通し成形された製品を、金型装置から放出させるためのイジェクトピンを設けなけ
ればならない。
【００３２】
　以下、本発明の一実施の形態による射出成形装置の制御方法を添付図面を参照して説明
する。
【００３３】
　図８は、本発明の一実施の形態による射出成形装置の制御方法を示すフローチャートで
ある。
【００３４】
　まず、射出制御部３１０に金型を型分離させるべき旨の信号が入力されると、射出制御
部３１０は、油圧シリンダー１１０を作動させ、コア金型４０をキャビティ金型２０に型
結合させる。
【００３５】
　これと略同時に、金型温度制御部３２０にも信号が入力され、信号が入力された金型温
度制御部３２０は、第１の加熱手段である電熱ヒーター３３を作動させ、中間コア金型板
３０を加熱する。
【００３６】
　中間コア金型板３０を加熱することにより、中間コア金型板３０に設置された温度セン
サー８０から検出された信号が、金型温度制御部３２０に伝達され、金型温度制御部３２
０に伝達された温度が、予め設定された加熱温度に到達すると、電熱ヒーター３３の作動
を中断させ、中間コア金型板の加熱を中止させる。
【００３７】
　そして電熱ヒーター３３の作動を中断させるとともに、油圧モ一ター１２０を作動させ
、スクリュー１２４により、加熱ハウジング１２２の内部で溶融した射出材料が、注入通
路２３を通じてキャビティに注入されるようにする。
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【００３８】
　このとき、冷却水配管４３が設置されたコア金型支持板４０を、中間コア金型板３０に
密着させ、中間コア金型板３０を冷却させる。ここで、射出材料をキャビティに注入する
とともに、中間コア金型板３０を冷却するのは、溶融した射出材料がキャビティに入力さ
れる時間が、中間コア金型板３０が冷却される時間に比べて、相対的に短かいからである
。
【００３９】
　次に、中間コア金型板３０に設置された温度センサー８０から検出された信号が、金型
温度制御部３２０に入力され、金型温度制御部３２０に入力された温度が予め設定された
冷却温度に到達すると、中間コア金型板３０をコア金型支持板４０から分離させ、中間コ
ア金型板３０の冷却を中止させる。
【００４０】
　中間コア金型板３０の冷却が中止されると、射出制御部３１０は、油圧シリンダー１１
０を作動させ、コア金型がキャビティ金型４０から型分離されるようにする。また、必要
に応じて、エジェクタピン（図示せず）を作動させ、成形品を取り出す。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明による射出成形装置は、分離された中間コア金型板および中間キャビティ金型板
を有する金型を提供し、分離された中間コア金型板および中間キャビティ金型板を電熱ヒ
ーターとして用いて、射出成形前に適切な温度で加熱して射出し、予め冷却分離された中
間コア金型支持板およびキャビティ金型支持板で急速に冷却し、流動性と転写性に優れ、
射出成形のサイクルタイムを短縮し、生産性に優れた射出成形機およびこれを用いた射出
成形方法を提供する。特に、複数個の電熱ヒーターを用いて、金型面の部位別に異なる温
度を有するように制御することができ、製品の冷却速度を制御するので、残留応力による
変形を制御するのみならず、サイクルタイムをさらに短縮することができ、より生産性に
優れた射出成形装置およびその制御方法を提供することができる。
【００４２】
　また、本発明による射出成形装置は、射出制御部が、コア金型を前後に移動させるため
の油圧シリンダーを制御し、金型温度制御部は、中間コア金型の温度を制御するので、射
出作業が自動化され、作業人員を削減でき、生産性が向上する。
【００４３】
　上述され、図示された本発明の一実施の形態は、本発明の技術的思想を限定するものと
して解釈されてはならない。本発明の保護範囲は、請求の範囲に記載された事項のみによ
り制限され、本発明の技術の分野における通常の知識を有する者は、本発明の技術的思想
を様々な形態に改良・変更することが可能である。したがって、このような改良および変
更は、本発明の属する技術の分野におけるｈ通常の知識を有する者にとって自明なもので
ある限り、本発明の保護範囲に属するようになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明の実地の形態による射出成形装置を概略的に示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一実施の形態による射出成形装置の金型が型分離した状態を示
す概略図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態による射出成形装置の金型が型結合した状態を示
す概略図である。
【図４】図４は、本発明の一実施の形態によるコア中間金型の電熱ヒーターの詳細図であ
る。
【図５（ａ）】図５（ａ）は、本発明の一実施の形態による中間コア金型の電熱ヒーター
の配置を示す概略図である。
【図５（ｂ）】図５（ｂ）は、本発明の一実施の形態による中間コア金型の電熱ヒーター
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の別の配置を示す概略図である。
【図６】図６は、本発明の他の実施の形態による射出成形装置の金型が型分離した状態を
示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の他の実施の形態による射出成形装置の金型が型結合した状態を
示す概略図である。
【図８】図８は、本発明の一実施の形態による射出成形装置の制御方法を示すフローチャ
ートである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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