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(57)【要約】
【課題】品質が安定した成形品を、微小型開き状態を有
する射出成形で成形する。
【解決手段】所定の圧力での型締め状態における金型の
型締め位置の変更に応じて、微小型開き状態での金型の
位置を変更させる。これにより温度変動等により型締め
状態における型締め位置が変更された場合であっても、
微小型開き状態での型開き量が一定となり、品質の安定
した成形品を、微小型開き状態を有する射出成形で成形
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型を、所定の圧力で型締めする型締め状態と、
　前記金型を、前記所定の圧力で型締めされた状態より所定量開いた状態に保持する微小
型開き状態と、を備え、
　前記金型を、型開き状態から前記微小型開き状態、あるいは前記型開き状態から前記型
締め状態を経て前記微小型開き状態にし、該微小型開き状態の金型内に成形材料を射出し
、前記金型を前記所定の圧力で型締めして成形品を成形する射出成形方法、
　または、前記金型を、型開き状態から前記型締め状態にし、該型締め状態の金型内に成
形材料を射出し、その後前記金型を前記微小型開き状態にして成形品を成形する射出成形
方法において、
　前記型締め状態における前記金型の型締め位置が変更されたとき、該型締め状態におけ
る型締め位置の変更に応じて、前記微小型開き状態における前記金型の停止位置を変更さ
せることを特徴とする射出成形方法。
【請求項２】
　前記型締め状態における前記金型の型締め位置が変更されたとき、該型締め状態におけ
る型締め位置の変更に応じて、前記微小型開き状態における前記金型の停止位置を変更さ
せ、該微小型開き状態における該金型の型開き量を、前記型締め状態における型締め位置
にかかわらず一定にすることを特徴とする請求項１に記載の射出成形方法。
【請求項３】
　前記金型を、クロスヘッドを備えたトグル機構により開閉させ、かつ前記型締め状態に
おける該金型の型締め位置、および前記微小型開き状態における該金型の停止位置を、前
記クロスヘッドの位置に基づいて設定することを特徴とする請求項１または２に記載の射
出成形方法。
【請求項４】
　前記金型を、クロスヘッドを備えたトグル機構により開閉させ、かつ前記金型の型締め
力を計測し、計測された前記型締め力が所定値となるときの前記クロスヘッドの位置を基
準に、前記微小型開き状態における前記金型の停止位置を設定することを特徴とする請求
項１または２に記載の射出成形方法。
【請求項５】
　固定ダイプレートに取り付けられた固定金型と移動ダイプレートに取り付けられた移動
金型とからなる前記金型の開閉動作を、クロスヘッドを備え、一端を前記移動ダイプレー
トに連結されたトグル機構で行わせ、
　更に前記型締め状態における前記金型の型締め位置、および前記微小型開き状態におけ
る前記金型の停止位置を、前記移動ダイプレートの位置に基づいて設定することを特徴と
する請求項１または２に記載の射出成形方法。
【請求項６】
　固定ダイプレートに取り付けられた固定金型と移動ダイプレートに取り付けられた移動
金型とからなる前記金型の開閉動作を、クロスヘッドを備え、一端を前記移動ダイプレー
トに連結されたトグル機構で行わせ、
　更に前記金型の型締め力を計測し、計測された該型締め力が所定値となるときの前記移
動ダイプレートの位置を求め、求められた前記移動ダイプレートの位置を基準に、前記微
小型開き状態における前記金型の停止位置を設定することを特徴とする請求項１または２
に記載の射出成形方法。
【請求項７】
　型締装置と射出装置とを備え、
　前記型締装置は、金型を所定の圧力で型締めする型締め状態と、前記金型を、前記型締
め状態から所定量前記金型を開いた状態で保持する微小型開き状態のいずれにも動作可能
で、前記型締め状態、あるいは前記微小型開き状態に設定した金型内に前記射出装置から
成形材料を射出し、前記金型にて成形品を成形する射出成形装置において、
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　前記型締め状態における前記金型の型締め位置が変更された場合、該型締め位置の変更
に応じて、前記微小型開き状態における前記金型の停止位置を変更させることを特徴とす
る射出成形装置。
【請求項８】
　前記型締め状態における前記金型の型締め位置が変更されたとき、該型締め状態におけ
る型締め位置の変更に応じて、前記微小型開き状態における前記金型の停止位置を変更さ
せ、該微小型開き状態における該金型の型開き量が、前記型締め状態における型締め位置
にかかわらず一定にしたことを特徴とする請求項７に記載の射出成形装置。
【請求項９】
　前記金型の開閉動作を行う、クロスヘッドを備えたトグル機構を有し、前記型締め状態
における該金型の型締め位置、および前記微小型開き状態における前記金型の停止位置を
、前記クロスヘッドの位置に基づいて設定することを特徴とする請求項７または８に記載
の射出成形装置。
【請求項１０】
　前記金型の開閉動作を行う、クロスヘッドを備えたトグル機構と、前記金型の型締め力
を計測する圧力センサとを有し、該圧力センサにより計測された前記型締め力が所定値と
なるときの前記クロスヘッドの位置を基準に、前記微小型開き状態における前記金型の停
止位置を設定することを特徴とする請求項７または８に記載の射出成形装置。
【請求項１１】
　固定金型と移動金型とからなる金型と、
　前記固定金型が取り付けられる固定ダイプレートと、
　前記移動金型が取り付けられる移動ダイプレートと、
　クロスヘッドを有し、一端が前記移動ダイプレートに連結された、前記金型の開閉動作
を行わせるトグル機構と、を備え、
　前記型締め状態における該金型の型締め位置、および前記微小型開き状態における前記
金型の停止位置を、前記移動ダイプレートの位置に基づいて設定することを特徴とする請
求項７または８に記載の射出成形装置。
【請求項１２】
　固定金型と移動金型とからなる金型と、
　前記固定金型が取り付けられる固定ダイプレートと、
　前記移動金型が取り付けられる移動ダイプレートと、
　クロスヘッドを有し、一端が前記移動ダイプレートに連結された、前記金型の開閉動作
を行わせるトグル機構と、
　前記金型の型締め力を計測する圧力センサと、を備え、
　前記圧力センサが計測した前記金型の型締め力が所定値となるときの前記移動ダイプレ
ートの位置を求め、求められた前記移動ダイプレートの位置を基準に、前記微小型開き状
態における前記金型の停止位置を設定することを特徴とした請求項７または８に記載の射
出成形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定量金型を開いた状態で、樹脂やガラスや金属等の成形材料を射出し、そ
の後型締めを行い成形材料に圧縮力を付与する射出圧縮成形方法、およびその装置や、金
型内に成形材料を射出し、所定量金型を開くことで発泡成形を行う射出発泡成形、および
その装置等、所定量金型を開く動作を有する射出成形方法、およびその装置に関する。特
に、射出圧縮成形等、射出成形品を低ひずみで成形したり、ウェルドレスに成形するため
の制御に関し、成形品を早期に安定化させることができ、しかも長期にわたり安定して成
形が継続できる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　射出圧縮成形方法は、正確な形状の転写が要求されるレンズなどの光学製品や大型平板
形状の成形品などを低ひずみで成形する場合などに広く用いられてきている。射出圧縮成
形方法は、型締め直前で停止させた金型に成形材料を充填し、その後金型を完全に型締め
して製品を成形する射出圧縮成形方法であり、予め金型を所定量開いておくため、成形材
料の流動性が向上し効率よく充填でき、その後、圧縮して成形材料を加圧させることによ
り、成形材料の分子配列が良好になり、また成形品内での圧力勾配が少なく、ひずみの少
ない成形品を得ることができる成形方法である。
【０００３】
　射出圧縮成形では、型締めの直前で金型を停止させる位置（以下「微小型開き位置」と
する。）は、型締めしたときの圧力などに影響を及ぼすことから、成形品の形状や使用す
る成形材料、射出圧力などにより予め正確に定められている。
【０００４】
　一方金型は、型締め時の圧力が過大になると金型を傷めることがある。そのため、例え
ば金型の温度が上昇して、金型の型締め位置が変動した場合には、型締め位置を変更して
型締め力が所望の値となるように調整していた。例えばトグル機構を用いた型締装置では
、型締め位置が温度上昇などにより変動した場合、トグル機構のクロスヘッドの停止位置
を変更し、型締め時の型締め力が所定値になるように調整を行っていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１３６５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、温度変化等に対応して型締め位置を変更しても、型締め直前で僅かに金
型を開いておく微小型開き位置は変更されていなかった。そのため、型締め位置が変更さ
れることにより、結果的に型締め位置に対する微小型開き量がずれることとなっていた。
これにより成形材料の充填抵抗が変化して充填量に変動が生じて、成形品の重量が変動し
、安定した品質の成形品が得られなくなるという問題が生じていた。
【０００７】
　また、上記位置ずれを解決するためには、金型に設けられた位置センサでフィードバッ
ク制御を行うなど、別途制御機構を必要とする。ところが、金型に位置センサを設けると
コストアップとなり、しかもセンサのつなぎ込みなど成形開始前の段取り時間が長くなる
という問題があった。更に、位置センサを金型に取り付ける必要があるため、金型が高温
下で作動する場合などには、位置センサが温度の影響を受け信頼性が低下することが懸念
されている。
【０００８】
　本発明は、コストアップにつながる位置センサを必要とせず、かつ温度変動などで型締
め位置を変更した場合であっても、安定した品質の製品を成形できる射出成形方法等を提
供することを目的とする。
【０００９】
　また、型締め力フィードバック制御が標準化されている射出成形機において、金型に別
途センサを搭載することなく、微小型開き動作を長期間にわたって安定して制御可能とす
る射出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】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するため、次のように射出成形方法、およびその装置を構成
した。　
　金型を、所定の圧力で型締めする型締め状態と、金型を、所定の圧力で型締めされた状
態より所定量開いた状態に保持する微小型開き状態と、を備え、金型を、型開き状態から
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微小型開き状態、あるいは型開き状態から型締め状態を経て微小型開き状態にし、微小型
開き状態の金型内に成形材料を射出し、その後、金型を所定の圧力で型締めして成形品を
成形したり、あるいは、金型を、型開き状態から型締め状態にし、型締め状態の金型内に
成形材料を射出し、その後金型を微小型開き状態にして成形品を成形する射出成形におい
て、
　型締め状態における金型の型締め位置が変更されたとき、型締め状態における型締め位
置の変更に応じて、微小型開き状態における金型の停止位置を変更させることとして射出
成形方法、及びその装置を構成した。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にかかる射出成形方法等は、次の効果を有する。　
　型締め時の型締め位置に応じて、微小型開き状態における金型の停止位置が変更される
ので、微小型開き量が常に適切な値となる。したがって、成形時の圧縮条件が安定し、品
質の安定した成形品を成形することができる。
【００１２】
　型締め力の変動に合わせて位置を変更するので、高価な位置センサを必要とせず、射出
成形装置や成形品にコストアップを生じさせない。金型が高温になる場合であっても、位
置センサと異なり熱影響を受けにくいため、正確で安定した成形が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明にかかる射出成形方法を実施する射出成形装置の一実施形態を示す図であ
る。
【図２】型締装置の一実施形態を示す図である。
【図３】型締めの作動を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明を射出圧縮成形方法に適用した場合の一実施形態について、図を用いて説明する
。
【００１５】
　図１に、本発明にかかる射出成形装置の概要を示す。射出成形装置１０は、基台５０、
基台５０上に設けられた射出装置１２、型締装置１４、表示装置１６、および操作盤１８
などを備えて構成されている。
【００１６】
　射出装置１２は、シリンダ２０と、シリンダ２０の内部に回転および前後進可能に設け
られたスクリュ（図示せず。）と、スクリュをシリンダ２０の内部で回転および前後進さ
せるスクリュ駆動機構と、シリンダ２０を加熱する加熱装置（いずれも図示せず。）を備
え、レール５２上に移動自在に設置されている。射出装置１２は、図示しない射出制御部
により制御され、シリンダ２０内で成形材料を溶融し、型締装置１４により型締めされた
金型２４（図２参照。）のキャビティに向けて先端に設けられたノズル２２より溶融成形
材料を射出する。
【００１７】
　表示装置１６および操作盤１８は、射出装置１２と型締装置１４の間に設置されている
。尚、図１において射出装置１２および型締装置１４は、それぞれカバーで適宜覆われた
状態となっている。図２に、型締装置１４の概要を示す。以下、型締装置１４について、
射出装置１２側を前方とし、その逆を後方として説明する。
【００１８】
　型締装置１４は、基台５０上に備えられた固定ダイプレート２６とリアプレート２８を
有している。固定ダイプレート２６は、前方側に位置し、基台５０上に固定されている。
リアプレート２８は、後方側に位置し、基台５０上に進退可能に取付けられている。固定
ダイプレート２６とリアプレート２８は、それらの四隅に設けられた四本の平行なタイバ
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ー３０によって連結固定されている。
【００１９】
　固定ダイプレート２６は、保持機構（図示せず。）を備え、後述する固定金型４４を着
脱自在に保持する。固定ダイプレート２６とリアプレート２８の間には、移動ダイプレー
ト３２が設けられている。移動ダイプレート３２は、基台５０上にタイバー３０に沿って
移動可能に取り付けられている。移動ダイプレート３２は、保持機構（図示せず。）を備
え後述する移動金型４６を着脱自在に保持する。
【００２０】
　リアプレート２８と移動ダイプレート３２の間には、移動ダイプレート３２を前後動さ
せるトグル機構３４が設けられている。トグル機構３４は、クロスヘッド３６と、トグル
レバー４８と、トグルアーム６４等から構成され、後端がリアプレート２８の前面に、前
端が移動ダイプレート３２の後面に連結されている。
【００２１】
　クロスヘッド３６の中心部にはボールネジ機構の雌ネジ部（図示せず。）が設けられて
おり、ボールネジ機構のネジ軸３８がこの雌ネジ部と螺合している。ネジ軸３８は、中心
軸周りに回転可能な状態でリアプレート２８に取り付けられており、リアプレート２８に
設けられたモータ４２により、伝達機構４０を介して適宜回転駆動される。
【００２２】
　クロスヘッド３６の上下端部には、連結片６８の一端がそれぞれ取り付けられている。
連結片６８には、トグルレバー４８が連結してあり、トグルレバー４８の一端は、リアプ
レート２８の支持部４７に回動自在に取り付けられている。トグルレバー４８は、上下ほ
ぼ対称に一対設けられている。
【００２３】
　トグルアーム６４は、一端がトグルレバー４８と回動自在に連結し、他端が移動ダイプ
レート３２の支持部２７に回動自在に取り付けられている。トグルアーム６４は、トグル
レバー４８と同様上下に一対設けられている。尚、トグルレバー４８等は左右に対に設け
られていてもよい。
【００２４】
　金型２４は、固定金型４４と移動金型４６から構成され、固定金型４４と移動金型４６
とを組み合わせると内部に所定形状のキャビティが形成される。固定金型４４は、上述し
たように固定ダイプレート２６に保持機構を介して固定され、移動金型４６は、上述した
ように移動ダイプレート３２に保持機構を介して固定される。
【００２５】
　型制御部５４について説明する。型制御部５４は、主に型締装置１４を制御する制御部
で、モータドライバ５６を備え、モータドライバ５６を介してモータ４２を回転駆動させ
る。また型制御部５４には、モータ４２に設けられた回転センサ５８、およびタイバー３
０の近傍に設けられた圧力センサ６０が接続してあり、回転センサ５８からモータ４２の
回転情報、および圧力センサ６０から型締装置１４の型締め力が入力される。また、モー
タ４２は一般的なモータだけでなく、サーボモータ等であってもよい。
【００２６】
　次に、射出成形装置１０による射出圧縮成形方法について説明する。
【００２７】
　型締装置１４は、トグル機構３４を作動させ、金型２４を型締めする。モータ４２は、
固定金型４４と移動金型４６が所定の圧力で締結されるまで型締めをする。その後、金型
２４のキャビティ容積が若干拡大するように僅かに型開きを行う。これにより、固定金型
４４と移動金型４６は所定量僅かに開いた状態で対向される。かかる状態を微小型開き状
態という。
【００２８】
　その後、キャビティ内に射出装置１２から溶融成形材料が射出される。そして溶融成形
材料がキャビティ内に充填されたら、モータ４２を駆動させ、クロスヘッド３６を前進さ
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せて金型２４を再度締結する。この時金型２４は、型締め力が所定値となるまで型締めさ
れる。
【００２９】
　溶融成形材料が金型２４内で冷却、固化されたら、型締めした方向と逆方向にモータ４
２を作動させ、金型２４を開き、金型２４から成形品を取り出す。これにより、射出成形
の１サイクルが完了し、射出圧縮成形方法で所望の成形品を成形できる。
【００３０】
　以後、この１サイクルを繰り返すことで、射出成形が実施され、連続して所望の成形品
を成形できる。ここで、射出成形サイクルにおいて固定金型４４と移動金型４６が最初に
所定値で型締めされた位置、または射出成形サイクル前に一度所定値で型締めされた位置
を、正規の型締め位置という。
【００３１】
　一方、射出成形サイクルを連続して行なっていく中で、金型２４の温度が上昇し、金型
２４や固定ダイプレート２６などが熱膨張したりすると、金型２４の正規の型締め位置で
移動金型４６の移動を停止させると、金型２４の型締め力が過大になる。そのため、型締
め力をフィードバックさせながら型締め位置の修正を行い、型締め力が所定の圧力となる
ように型締め時のクロスヘッド３６の位置、つまりモータ４２の停止位置を調整する。
【００３２】
　更に、型締め時の型締め位置を変更したなら、微小型開き状態を形成するための移動金
型４６の停止位置を変更する。具体的には、型締め時のクロスヘッド３６の停止位置を変
更したなら、微小型開き状態を形成するときのクロスヘッド３６の停止位置を、型締め時
のクロスヘッド３６の停止位置の変更量に応じて変更させる。
【００３３】
　図３を用いて、移動金型４６の停止位置の変更について説明する。図３の横軸は、移動
金型４６の位置、縦軸は金型２４の型締め力である。Ｇ１は、射出成形サイクルの初めの
型締力、または射出成形サイクル前に一度型締めしたときの型締め力を示すグラフであり
、Ｇ２は、射出成形サイクル中に、金型２４が温度上昇したとき、または温度上昇後の型
締め力を示すグラフである。横軸の右方は、金型２４の開方向、左方が閉じ方向を示す。
図２の移動金型４６の移動方向とは開閉方向が逆となっている。
【００３４】
　射出成形サイクルの初めの型締め、または射出成形サイクル前に一度行う型締めについ
て、Ｇ１を用いて説明する。金型２４が開放された状態から型締め動作により金型２４が
閉じられていくと、移動金型４６はＤ３で固定金型４４と接触（タッチ状態）する。その
後更に移動金型４６を前進させるとＧ１のグラフに従って型締め力が上昇する。正規の型
締め状態の型締め力をＳ１とすると、移動金型４６がＤ１まで移動した時点で、型締め力
は所定値になるので、モータ４２が停止し、移動金型４６の前進も停止される。すなわち
Ｇ１において、Ｄ１が正規の型締め位置として設定される。
【００３５】
　また金型２４の微小型開き量をＡ１とすると、Ｄ１からＡ１の長さだけ型開き方向に戻
ったＤ５の位置が微小型開き位置となる。固定金型４４との接触位置Ｄ３から微小型開き
位置Ｄ５までの長さ（以後、「微小実型開量」という。）がＡ２である。
【００３６】
　したがって成形当初は、クロスヘッド３６の動作により移動金型４６が一度Ｄ１の位置
である正規の型締め位置まで型締めされ、その後Ｄ５の位置まで僅かに型開き動作が行わ
れ、微小型開き状態を形成し、射出装置１２から成形材料が金型２４に射出される。この
時の移動金型４６がＤ１やＤ５となるモータ４２の回転量、つまりクロスヘッド３６の位
置は、クロスヘッド３６と移動ダイプレート３２との位置関係を示す対応表又は対応グラ
フや、クロスヘッド３６と移動金型４６との位置関係を示す対応表又は対応グラフなどか
ら換算して求める。
【００３７】
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　微小型開き状態で成形材料が金型２４内に充填されたら、再度クロスヘッド３６を動作
させ、移動金型４６を型締め方向に、Ｄ１、つまり正規の金型締め位置まで移動させる。
かかる位置で、成形材料を冷却し固化させたら移動金型４６を型開き方向に移動させ、成
形品を金型２４内から取り出す。
【００３８】
　一方射出成形サイクル動作中に金型２４などに温度変化が生じ、移動金型４６の位置と
型締め力の関係がＧ２に変化したとする。これにより、金型２４等の温度変化後の移動金
型４６と固定金型４４の接触（タッチ）位置が、Ｄ３からＤ４の位置に変更される。また
移動金型４６の位置と型締め力の関係がＧ２に変化すると、所定の型締め力Ｓ１は、図３
に示すようにＤ２の位置で発生することとなり、移動金型４６をＤ１まで移動させると、
型締め力が過大となる。そこで、所定の型締め力Ｓ１が得られるよう、型締め力をフィー
ドバックさせながら型締め位置を正規の型締め位置Ｄ１からＤ２の位置（金型２４などの
温度変化後に所定の型締め力を得る型締め位置）に変更される。
【００３９】
　そして、所定の型締め力が得られる型締め位置が、Ｄ１からＤ２に変更されたことに伴
い、Ｄ１からＤ５までの型開き量Ａ１に等しい距離をＤ２に加えたＤ６に、微小型開き位
置を設定する。これにより、金型２４等の温度変化後の微小型開きの動作でも、成形当初
の微小実型開量Ａ２と同じ量だけ、微小型開きをすることとなる。即ち、金型２４等の温
度変化後の移動金型４６と固定金型４４との接触（タッチ）位置Ｄ４から微小型開き位置
Ｄ６までの長さは、Ａ２となる。また、微小型開きの動作では、モータ４２はＤ６を目標
値としたフィードバック制御を行いながら駆動される。
【００４０】
　したがって、金型２４等の温度変化後は、金型２４が開放された状態からモータ４２の
駆動などにより金型２４が所定の型締め力となるＤ２の位置まで閉じられ型締めされる。
その後、モータ４２を型締めのときとは逆方向に駆動させるなどにより僅かに金型を開く
微小型開きの動作を行い、移動金型４６を微小型開き位置Ｄ６まで移動させる。そして、
移動金型４６がＤ６に到達すると、モータ４２が停止され、成形材料が射出装置１２から
射出される。成形材料が充填されると、移動金型４６はＤ２まで再度移動し、所定の型締
め力で型締めした状態で成形材料を冷却、固化させ成形品を成形する。
【００４１】
　これにより、正規の型締め位置が温度変化等により変更されても、微小型開き状態での
型開き量Ａ１を一定にできる。それにより、金型２４等に温度変化が生じたとしても、微
小実型開量Ａ２も一定にすることができる。
【００４２】
　したがって、温度変化等により金型２４の厚みなどが変動しても、微小型開きにおける
キャビティ容積は一定の値となり、成形材料の流入状態や、その後の型締めによる圧縮状
態が所望の状態に設定され、安定した品質の成形品を成形できる。
【００４３】
　また射出圧縮成形の場合には、射出圧縮成形での動作の違いや成形サイクル時間等の短
縮を図る目的などのため、上述した射出成形サイクルではなく、以下に示す射出成形サイ
クルを行う場合がある。
【００４４】
　まず、型開きした状態から移動金型４６を型締め方向に移動させて所定の微小型開き量
だけ開いた位置まで型閉じを行う。その後、射出装置１２から成形材料が金型２４に射出
される。そして、型締め動作を行い、所定の圧力となるまで型締めされる。その後、成形
材料を冷却、固化させたら、移動金型４６を型開き方向に移動させ、成形品を金型２４内
から取り出す。これにより、射出成形サイクルを形成する。
【００４５】
　この場合には、１回前のサイクル時の型締め位置のデータ、または何回か前までの射出
成形サイクル時の型締め位置の複数個のデータ（成形サイクルの最初の型締めに対しては
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、成形サイクル前に行なった型締め動作での型締め位置のデータを用いる。すなわち、最
初の型締め時では、正規の型締め位置のデータが用いられる。）を、図示しない制御装置
の図示しないメモリに保存しておき、次サイクル（最初の成形サイクル時を含む。）時に
おいては正規の型締め位置のデータと、１回前のサイクル時の型締め位置のデータまたは
複数個ある何回か前までの成形サイクル時の型締め位置のデータの平均値との差を、予め
決められた型開き量に付加し、これを所定の微小型開き量とする。
【００４６】
　この方法を用いた場合には、１回前の型締め位置のデータなどを用いて所定の微小型開
き量を決定するため、多少誤差が含まれてしまうこともあるが、その誤差は微小であり、
許容範囲のものである。もし、許容範囲を超えた場合、前述したような一度型締めをして
から、微小型開き位置にもっていく動作を有する射出圧縮成形方法が行えるのであれば、
一度その方法を用いて再度正規の型締め位置を定める。その方法が使用できない場合には
、正規の型締め位置を１回前の型締め位置のデータに置き換えるなどする。
【００４７】
　また、許容範囲として、１回前のサイクル時の型締め位置のデータ、または複数個ある
何回か前までの成形サイクル時の型締め位置のデータの平均値と、１回前のサイクル時に
用いた現時点では２回前のサイクル時の型締め位置のデータまたは１回前のサイクル時に
用いた２回前までの複数個ある何回か前までのサイクル時の型締め位置のデータの平均値
との差が、決められた範囲内であるかどうかで決定する。
【００４８】
　上記例では、クロスヘッド３６の位置を基準にして、型締め位置や微小型開き状態、あ
るいは微小型開き位置を形成させることとしたが、本発明はそれに限るものではない。以
下、本発明にかかる射出成形方法や射出成形装置の他の例について説明する。
【００４９】
　例えば、移動ダイプレート３２の位置を基準にして、微小型開き状態を一定の状態に保
持するようにしてもよい。すなわち、移動ダイプレート３２の位置を基準にして、正規の
型締め位置、微小型開き状態での型開き量、変更量等を算出、設定する。そして移動ダイ
プレート３２の位置とクロスヘッド３６の位置との関係を、対応表または対応グラフなど
を用いて求める。
【００５０】
　移動ダイプレート３２が所定の動作を行うように、換算表などを用いてクロスヘッド３
６の位置、つまりモータ４２の回転量を算出する。そして、算出されたモータ４２の回転
となるように、モータ４２をフィードバック制御させながら駆動させ、移動ダイプレート
３２を移動させる。このようにしても、金型２４に所望の動作を行わせ、安定した射出成
形が実施できる。
【００５１】
　更に本発明では、金型２４を所定の型締め力となるように型締めし、その型締め位置を
基準にして微小型開き状態を形成する位置まで型開きさせ、射出を行うこととしてもよい
。すると、キャビティ内での成形材料の射出量に影響されることがなく、常に正規の型締
め力をもたらす型締め位置を基準にして、金型２４を動作させて射出圧縮成形を行わせる
ことができる。
【００５２】
　尚、上述した例では射出圧縮成形を例に説明したが、本発明は、射出発泡成形等、微小
型開きの動作、つまり、所定の型締め状態から所定量型開きした状態にする工程や、型開
きの状態から所定の型締め状態より所定量型が開いた状態にする工程を有するその他の射
出成形方法に用いてもよい。射出発泡成形の場合においては、型締め動作により所定の型
締め力で型締めされた後、射出され、射出後あるいは射出と同時に、微小型開き動作が行
われ、金型内で成形材料を発泡させることとなる。
【００５３】
　即ち、射出発泡成形の場合、型締め動作により所定の型締め力で型締めされた後、金型
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型開きの動作、または上記に示されている複数の他の実施例で行っている微小型開き動作
と同様な方法を用いて金型に対して微小型開き動作を行い、成形材料を発泡させる。
【００５４】
　また射出発泡成形や射出圧縮成形に該当しない射出成形方法であっても、微小型開きの
動作を有する射出成形方法であれば、一実施形態で行っている微小型開きの動作、または
上記に示されている複数の他の実施例で行っている微小型開きの動作と同様な方法を用い
て微小型開きの動作を行わせることができる。即ち、微小型開きの状態を有する射出成形
方法であれば、微小型開きの動作時に本発明を適応することができる。
【００５５】
　また型締装置１４は、モータを用いた電動でなく、油圧を用いた油圧制御で制御を行っ
てもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、主に微細な形状を有する成形品を成形する射出圧縮成形方法に利用可能であ
る。
【符号の説明】
【００５７】
　１０…射出成形装置
　１２…射出装置
　１４…型締装置
　２４…金型
　２６…固定ダイプレート
　２８…リアプレート
　３２…移動ダイプレート
　３４…トグル機構
　３６…クロスヘッド
　４０…伝達機構
　４２…モータ
　４４…固定金型
　４６…移動金型
　４８…トグルレバー
　５０…基台
　５４…型制御部
　５６…モータドライバ
　５８…回転センサ
　６０…圧力センサ
　６４…トグルアーム
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