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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定金型と移動金型とを型締する型締装置であって、
　前記固定金型を保持する固定ダイプレートと、
　前記移動金型を保持し、前記固定ダイプレートに対して型開閉方向に移動可能な移動ダ
イプレートと、
　前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの一方に結合するための被結合部と、
前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの他方に収容され、型締力を発生させる
ためのピストンとを備えた複数のタイバーと、
　前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの前記一方に備わり、前記複数のタイ
バーの被結合部に対して結合又は解放可能な複数の結合部と、
　前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの前記他方に備わり、前記複数のタイ
バーのピストンを収容するシリンダ室と、型締力を発生させるための作動液を前記シリン
ダ室に供給する少なくとも２つの作動液供給口とを備えた複数の型締用シリンダと、
　前記複数の型締用シリンダの前記ピストンで区画される第１のシリンダ室および第２の
シリンダ室への前記作動液の供給を制御するため、前記作動液供給口に接続される複数の
弁と、
　前記複数の型締用シリンダの、前記第１のシリンダ室及び前記第２のシリンダ室の少な
くとも型締時に作動液が供給される側のシリンダ室の圧力を検出する複数の圧力センサと
、



(2) JP 4832859 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

　前記複数の圧力センサにより検出される圧力それぞれが所定の型締完了圧力に達するよ
うに前記複数の弁の動作を制御する制御装置と、
　前記複数のタイバーの前記ピストンの位置を検出する複数の位置センサと、
　前記複数のタイバーそれぞれについて、前記圧力センサにより検出される圧力が所定の
型締完了圧力に達したときに前記位置センサにより検出された前記ピストンの位置と、各
タイバー毎に設定された所定の基準位置との差が所定の許容範囲内か否かの判定を行うこ
とにより、金型間における異常を検出し、異常を検出しなかった場合に、前記位置センサ
により検出された前記ピストンの位置を用いて、前記基準位置を各タイバー毎に更新する
型締時異常検出手段と、
　を備えた型締装置。
【請求項２】
　前記移動ダイプレートに型開閉方向への駆動力を付与する駆動手段と、
　前記移動ダイプレートの移動速度又は前記駆動手段の負荷を監視し、前記移動速度又は
前記負荷の変動が所定の許容範囲内か否かにより、型閉開始から型接触までにおいて金型
間における異常を検出する型閉時異常検出手段と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記型閉時異常検出手段により異常が検出された場合、前記移動ダイ
プレートへの駆動力の付与を停止するように前記駆動手段を制御する
　請求項１に記載の型締装置。
【請求項３】
　固定金型と移動金型とを型締する型締装置の金型間における異常を検出する異常検出方
法であって、
　前記型締装置には、
　　前記固定金型を保持する固定ダイプレートと、
　　前記移動金型を保持し、前記固定ダイプレートに対して型開閉方向に移動可能な移動
ダイプレートと、
　　前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの一方に結合するための被結合部と
、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの他方に収容され、型締力を発生させ
るためのピストンとを備えた複数のタイバーと、
　　前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの前記一方に備わり、前記複数のタ
イバーの被結合部に対して結合又は解放可能な複数の結合部と、
　　前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの前記他方に備わり、前記複数のタ
イバーのピストンを収容するシリンダ室と、型締力を発生させるための作動液を前記シリ
ンダ室に供給する少なくとも２つの作動液供給口とを備えた複数の型締用シリンダと、
　が設けられており、
　前記複数の型締用シリンダのそれぞれについて、前記第１のシリンダ室及び前記第２の
シリンダ室の少なくとも一方の圧力を検出し、検出した圧力が所定の型締完了圧力に達す
るように前記一方のシリンダ室への作動液の供給を制御し、
　前記複数のタイバーそれぞれについて、前記圧力センサにより検出される圧力が所定の
型締完了圧力に達したときに、前記ピストンの位置を検出し、検出した位置と、各タイバ
ー毎に設定された所定の基準位置との差が所定の許容範囲内か否かの判定を行うことによ
り、金型間における異常を検出し、異常を検出しなかった場合に、前記検出した前記ピス
トンの位置を用いて、前記基準位置を各タイバー毎に更新する
　異常検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、型締装置及び該型締装置の金型間における異常検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ダイカストマシン等の成形機に用いられる型締装置では、金型間に異物が存在すると、
金型の損傷やバリの発生を招くことから、異物を検出する技術が種々提案されている。
　特許文献１では、移動ダイプレートの位置検出に基づいて異物の有無を判定している。
すなわち、固定金型と移動金型との間に異物が存在しなければ、移動ダイプレートは予め
定められた型接触位置まで所定の駆動力で移動可能であるが、異物が存在する場合には、
移動金型は固定金型に接触することができず、ひいては移動ダイプレートは型接触位置ま
で移動することができない。そこで、検出器により検出される移動ダイプレートの位置が
型接触位置に到達したか否かにより異物の有無を判定する。
　なお、異物検出に関るものではないが、特許文献２では、型締完了時におけるタイバー
の伸長量と、射出完了時におけるタイバーの伸長量とを比較して、バリの発生を検知する
技術が開示されている。
【特許文献１】特許第３２４５３１１号公報明細書
【特許文献２】特公平１－５５０６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１では、移動ダイプレートの位置を１箇所で計測している。一方、移動ダイプ
レートと固定ダイプレートとは、機械的な誤差等により平行に保たれない場合がある。こ
の場合、移動金型の合わせ面の一方の縁部側は、他方の縁部側よりも先に固定金型の合わ
せ面に接触する。さらに、型接触後においても、一方の縁部側のみが接触し、他方の縁部
側は接触しない状態となることもある。従って、接触する縁部側において移動ダイプレー
トの位置を検出している場合には、接触していない縁部側の金型間の隙間に異物があるに
も関らず、検出された位置が型接触位置に到達し、異物がないものとして判定されてしま
う。換言すれば、特許文献１の技術においては、金型合わせ面の広い範囲に亘って異物を
検出することができない場合がある。
【０００４】
　本発明の目的は、金型合わせ面の広い範囲に亘って異物を検出可能な型締装置及び異常
検出方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の型締装置は、固定金型と移動金型とを型締する型締装置であって、前記固定金
型を保持する固定ダイプレートと、前記移動金型を保持し、前記固定ダイプレートに対し
て型開閉方向に移動可能な移動ダイプレートと、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイ
プレートの一方に結合するための被結合部と、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプ
レートの他方に収容され、型締力を発生させるためのピストンとを備えた複数のタイバー
と、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの前記一方に備わり、前記複数のタ
イバーの被結合部に対して結合又は解放可能な複数の結合部と、前記固定ダイプレート及
び前記移動ダイプレートの前記他方に備わり、前記複数のタイバーのピストンを収容する
シリンダ室と、型締力を発生させるための作動液を前記シリンダ室に供給する少なくとも
２つの作動液供給口とを備えた複数の型締用シリンダと、前記複数の型締用シリンダの前
記ピストンで区画される第１のシリンダ室および第２のシリンダ室への前記作動液の供給
を制御するため、前記作動液供給口に接続される複数の弁と、前記第１のシリンダ室及び
前記第２のシリンダ室の少なくとも一方の圧力を検出する圧力センサと、前記圧力センサ
により検出される圧力が所定の型締完了圧力に達するように前記弁の動作を制御する制御
装置と、前記複数のタイバーの前記ピストンの位置を検出する位置センサと、前記圧力セ
ンサにより検出される圧力が所定の型締完了圧力に達したときに前記位置センサにより検
出された前記複数のタイバーのピストンの位置と、所定の基準位置との差が所定の許容範
囲内か否かの判定により、金型間における異常を検出する型締時異常検出手段と、を備え
る。
【０００６】
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　好適には、前記型締時異常検出手段は、異常を検出しなかった場合に、前記位置センサ
により検出された前記複数のタイバーのピストンの位置を用いて、前記基準位置を更新す
る。
【０００７】
　好適には、前記移動ダイプレートに型開閉方向への駆動力を付与する駆動手段と、型閉
開始から型接触までにおいて金型間における異常を検出する型閉時異常検出手段と、を備
え、前記制御装置は、前記型閉時異常検出手段により異常が検出された場合、前記移動ダ
イプレートへの駆動力の付与を停止するように前記駆動手段を制御する。
【０００８】
　好適には、前記型閉時異常検出手段は、前記移動ダイプレートの移動速度又は前記駆動
手段の負荷を監視し、前記移動速度又は前記負荷の変動が所定の許容範囲内か否かにより
、金型間における異常を検出する。
【０００９】
　本発明の異常検出方法は、固定金型と移動金型とを型締する型締装置の金型間における
異常を検出する異常検出方法であって、前記型締装置には、前記固定金型を保持する固定
ダイプレートと、前記移動金型を保持し、前記固定ダイプレートに対して型開閉方向に移
動可能な移動ダイプレートと、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの一方に
結合するための被結合部と、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプレートの他方に収
容され、型締力を発生させるためのピストンとを備えた複数のタイバーと、前記固定ダイ
プレート及び前記移動ダイプレートの前記一方に備わり、前記複数のタイバーの被結合部
に対して結合又は解放可能な複数の結合部と、前記固定ダイプレート及び前記移動ダイプ
レートの前記他方に備わり、前記複数のタイバーのピストンを収容するシリンダ室と、型
締力を発生させるための作動液を前記シリンダ室に供給する少なくとも２つの作動液供給
口とを備えた複数の型締用シリンダと、が設けられており、前記第１のシリンダ室及び前
記第２のシリンダ室の少なくとも一方の圧力を検出し、検出した圧力が所定の型締完了圧
力に達するように前記シリンダ室への作動液の供給を制御し、前記圧力センサにより検出
される圧力が所定の型締完了圧力に達したときに、前記複数のタイバーのピストンの位置
を検出し、検出した位置と、所定の基準位置との差が所定の許容範囲内か否かの判定によ
り、金型間における異常を検出する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、金型合わせ面の広い範囲に亘って異物を検出できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は本発明の一実施形態に係るダイカストマシン（成形機）ＤＣ１の機械部分の構成
を示す一部に断面図を含む正面図であり、型厚調整前の状態を示している。また、図２は
図１のダイカストマシンＤＣ１を上方から見た図である。図３は、ダイカストマシンＤＣ
１の機械部分の構成を示す一部に断面図を含む正面図であり、型締完了後に溶融金属ＭＬ
を射出している状態を示している。
　ダイカストマシンＤＣ１は、型締を行う型締装置１と、型締装置１に溶湯を供給する射
出装置５９とを備えている。
　型締装置１は、いわゆる複合式型締装置として構成されており、主として型開閉に利用
される移動機構４０と、主として型締に利用される型締用シリンダ９とを備えている。ま
た、型締装置１は、固定ダイプレート３と、移動ダイプレート４と、タイバー７と、ハー
フナット２０とを備えている。
　なお、ハーフナット２０は本発明の結合手段の一実施態様である。
【００１２】
　固定ダイプレート３は、ベース２上に固定されている。この固定ダイプレート３は、固
定金型５を前面側に保持している。
　移動ダイプレート４は、移動金型６を前面（固定ダイプレート３に対向する側）に保持
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している。移動ダイプレート４は、ベース２上に型開方向Ａ１および型閉方向Ａ２に移動
可能に設けられている。具体的には、ベース２上に固定された摺動板１１と、移動ダイプ
レート４の下方に固定され、摺動板１１に対して摺動可能な摺動板１２とによりスライダ
が構成されることにより、移動ダイプレート４は移動可能にベース２に対して支持されて
いる。また、移動ダイプレート４には、タイバー７が挿入される貫通孔４ｈが形成されて
いる。この貫通孔４ｈは、たとえば、移動ダイプレート４の四隅に形成されている。
　固定金型５と移動金型６の一対の金型が型閉されることにより、固定金型５の凹部５ａ
と移動金型６の凹部６ａとの間にキャビティが形成される。
【００１３】
　固定ダイプレート３の背面には、スリーブ６０が設けられている。スリーブ６０には、
プランジャチップ６１が嵌合している。プランジャチップ６１は、プランジャロッド６２
の先端部に設けられている。プランジャロッド６２は、カップリング６３を介して射出シ
リンダ６５のピストンロッド６４と連結されている。
　射出シリンダ６５は、油圧によって駆動され、ピストンロッド６４を進退させる。
　供給口６０ａを通じてスリーブ６０に溶融金属ＭＬが供給された状態で、ピストンロッ
ド６４を前進させることにより、型締された固定金型５と移動金型６の間に形成されるキ
ャビティＣに成形材料としての溶融金属ＭＬが射出、充填される。
　なお、各部６０～６５を含んで射出装置５９が構成されている。
【００１４】
　タイバー７は、固定ダイプレート３によって水平に支持されている。タイバー７は４本
設けられ、それぞれ移動ダイプレート４の４隅に設けられた貫通孔４ｈに挿入可能である
。
　なお、以下では、４本のタイバー７、及び、４本のタイバー７に対応して４つ設けられ
た構成要素等にＡ～Ｄ、あるいは、１～４の付加記号を付すことがある。
　タイバー７の移動ダイプレート４側の自由端部には、被結合部７ａが形成されている。
被結合部７ａは、たとえば、タイバー７の外周において周方向に延びる溝部がタイバー７
の軸方向に複数配列されて形成されている。なお、溝部は螺旋状に形成されていてもよい
。
　タイバー７の他方の端部には、型締用シリンダ９に内蔵されるピストン８が設けられて
いる。
【００１５】
　型締用シリンダ９は、固定ダイプレート３の内部に形成されており、固定ダイプレート
３にピストン８が移動可能に内蔵されている。型締用シリンダ９のシリンダ室に高圧の作
動油を供給することにより、固定ダイプレート３とタイバー７との間に力が作用し、タイ
バー７が固定ダイプレート３に対して駆動される。
　タイバー７に連結されたピストン８の可動範囲、すなわち、型締用シリンダ９のもつス
トロークの範囲内で、タイバー７は固定ダイプレート３に対して移動可能である。
【００１６】
　移動機構４０は、ベース２の内部に内蔵されており、ねじ軸４１と、支持部材４２と、
サーボモータ４３と、可動部材４４とを有する。
　支持部材４２は、ベース２に対して固定され、ねじ軸４１の一端部を回転自在に支持し
ている。
　ねじ軸４１の他端部は、ベース２に対して固定されたサーボモータ４３に接続されてい
る。
　ねじ軸４１は、可動部材４４にねじ込まれている。
　可動部材４４は、図２に示すように、移動ダイプレート４の両側に固定されている。
【００１７】
　この移動機構４０では、サーボモータ４３を回転制御することにより、ねじ軸４１が回
転し、このねじ軸４１の回転が可動部材４４の直線運動に変換される。これにより、移動
ダイプレート４が型開方向Ａ１または型閉方向Ａ２に駆動される。
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　移動ダイプレート４の位置は、サーボモータ４３のエンコーダ８０で可動部材４４の位
置を検出することによって特定される。
【００１８】
　ハーフナット２０は、移動ダイプレート４の貫通孔４ｈの背後に配置されている。この
ハーフナット２０は、タイバー７の被結合部７ａと係合する不図示の突条部を有している
。換言すれば、被結合部７ａ及びハーフナット２０は鋸刃状に形成されており互いに噛合
する。
　ハーフナット２０は、ハーフナット開閉シリンダ２１によって開閉され、ハーフナット
２０が閉じてタイバー７の被結合部７ａと噛合（結合）すると、タイバー７と移動ダイプ
レート４とが連結される。ハーフナット２０が開くと、タイバー７と移動ダイプレート４
との連結が解かれる。
【００１９】
　図４は、ダイカストマシンＤＣ１の信号処理系の構成を示すブロック図であり、特に型
締装置１における信号処理系の構成を示している。
　ダイカストマシンＤＣ１は、種々の検出器等からの信号に基づいて種々の処理を実行す
る制御装置７０を備えている。制御装置７０は、図示した信号処理以外に、射出シリンダ
６５の駆動制御なども行い、ダイカストマシンＤＣ１全体の制御を行う。また、型閉時、
昇圧時、射出時における異常（異物、バリ）検出手段として機能する。
　型締用シリンダ９Ａには、油圧回路１１０Ａが接続されている。なお、他の３つの型締
用シリンダ９Ｂ～９Ｄには、油圧回路１１０Ａと同一構成の油圧回路１１０Ｂ～１１０Ｄ
が接続されている。
　この油圧回路１１０Ａは、圧力制御バルブＰＣＶ１および方向制御バルブＤＣＶ１を備
えている。
【００２０】
　方向制御バルブＤＣＶ１は、油圧源１５０から供給される高圧の作動油を、制御装置７
０からの制御指令に応じて、型締用シリンダ９Ａのシリンダ室９ａおよび９ｂの一方に供
給する。この方向制御バルブＤＣＶ１の主な役割は、型締用シリンダ９Ａのシリンダ室９
ａおよび９ｂの一方に作動油を供給することで、ピストン８の位置調整を行う。
　例えば、方向制御バルブＤＣＶ１は、ハーフナット２０がタイバー７の被結合溝７ａに
噛合可能な位置に、ピストン８を位置決めする。
　なお、方向制御バルブＤＣＶ１は、ピストン８を駆動しないときには、油圧源１５０か
らの作動油をタンク１５１に向けて流す。
【００２１】
　圧力制御バルブＰＣＶ１は、型締時において、方向制御バルブＤＣＶ１を通じて供給さ
れる油圧源１５０からの作動油の圧力を、制御装置７０からの制御指令に応じて型締に必
要な圧力に調整し、シリンダ室９ａへ供給する。
【００２２】
　型締用シリンダ９Ａのシリンダ室９ａには、圧力センサＰＲＳ１が設けられている。な
お、他の型締用シリンダ９Ｂ～９Ｄのシリンダ室９ａにも、圧力センサＰＲＳ１と同一の
圧力センサＰＲＳ２～ＰＲＳ４が設けられている。
　圧力センサＰＲＳ１は、シリンダ室９ａ内の作動油の圧力を検出し、検出した圧力を制
御装置７０にフィードバックする。
　なお、シリンダ室９ａと、シリンダ室９ｂとの圧力差によって型締力が規定されるから
、圧力センサＰＲＳ１は型締力を検出していることにもなる。また、シリンダ室９ｂの圧
力も検出するように圧力センサを設けてもよい。
【００２３】
　型締用シリンダ９Ａのシリンダ室９ｂ側には、タイバー７Ａの後端部の位置を検出する
位置センサＰＯＳ１が設けられている。なお、他のタイバー７Ｂ～７Ｄについても、位置
センサＰＯＳ１と同一の位置センサＰＯＳ２～ＰＯＳ４が設けられている。位置センサＰ
ＯＳ１～ＰＯＳ４は、例えば、磁気を利用したリニアセンサにより構成されている。
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　位置センサＰＯＳ１により、タイバー７Ａの後端部の位置を検出することで、ピストン
８の位置を検出することができる。すなわち、タイバー７Ａのピストン８と被結合溝７ａ
との間は型締時に弾性変形するが、タイバー７Ａの後端部は型締時に変形しないので、こ
の後端部の位置を検出することによりピストン８の位置を正確に特定できる。
　位置センサＰＯＳ１の検出したピストン８の位置情報は、制御装置７０にフィードバッ
クされる。
【００２４】
　制御装置７０は、主制御部７１、金型情報設定部７２、タイバー変位検出部７３、異常
判別部７４、表示部（報知手段）７５を有する。
　制御装置７０の各機能はプロセッサ等の所要のハードウエアおよびソフトウエアによっ
て構成される。
【００２５】
　主制御部７１は、各型締用シリンダ９Ａ～９Ｄのシリンダ室９ａ内の作動油の圧力が所
望の圧力となるように、各圧力制御バルブＰＣＶ１～ＰＣＶ４を独立に制御する制御指令
を出力する。
　また、主制御部７１は、各方向制御バルブＤＣＶ１～ＤＣＶ４をそれぞれ独立に制御す
る制御指令を出力し、各タイバー７Ａ～７Ｄのピストン８の位置制御を行う。
【００２６】
　金型情報設定部７２は、固定金型５および移動金型６の形状情報やこれらの固定ダイプ
レート３および移動ダイプレート４に対する取付け位置の情報等の金型に関する情報を設
定する。これらの情報は、固定金型５および移動金型６に作用する力の分布や、これらに
発生する変形量を算出するのに用いられる。
　なお、主制御部７１は、金型情報設定部７２によって設定された金型に関する情報を利
用して、各タイバー７Ａ～７Ｄに与えるべき、タイバーロードの配分を決定する。
【００２７】
　変位検出部７３は、位置センサＰＯＳ１～ＰＯＳ４の検出するピストン８の位置情報か
ら、各タイバー７Ａ～７Ｄのピストン８の変位Ｄ１～Ｄ４を検出する。
【００２８】
　異常判別部７４は、サーボモータ４３から出力される負荷情報やエンコーダ８０から出
力される位置情報に基づいて、型閉工程における異常の有無を判定する。また、タイバー
変位検出部７３から出力される変位Ｄ１～Ｄ４に基づいて、型締工程及び射出工程におけ
る異常の有無を判別する。異常判別部７４は、異常の有無を示す判別信号ＡＮを主制御部
７１へ出力する。
【００２９】
　表示部７５は、例えばＣＲＴや液晶ディスプレイ、あるいは、点滅可能なランプにより
構成されており、異常判別部７４から出力される信号に基づいて異常の有無を表示する。
【００３０】
　図５は、ダイカストマシンＤＣ１における成形サイクルの概要を示すフローチャートで
ある。
　ステップＳ１では、移動ダイプレート４を移動機構４０により図１及び図２に示す型開
位置から図３に示す型閉位置まで移動させる型閉工程が行われる。
　ステップＳ２では、型締用シリンダ９によりタイバー７を伸長させて型締力を発生させ
る型締工程が行われる。
　ステップＳ３では、射出シリンダ６５により固定金型５及び移動金型６のキャビティに
溶湯を射出する射出工程が行われる。
　ステップＳ４では、移動ダイプレートを移動機構４０により型開位置まで移動させる型
開工程が行われる。
【００３１】
　図６は、型閉工程（図５のステップＳ１）における型締装置１の動作を示すフローチャ
ートである。



(8) JP 4832859 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

【００３２】
　ステップＳ１１では、型締装置１は型閉を開始する。具体的には、制御装置７０が移動
機構４０のサーボモータ４３に制御信号を出力して、移動ダイプレート４を型閉方向Ａ２
へ移動させるようにサーボモータ４３を回転駆動する。この際、制御装置７０は、エンコ
ーダ８０からの検出値に基づいて、移動ダイプレート４が設定された速度で移動するよう
にフィードバック制御を行う。例えば、制御装置７０は、エンコーダ８０からの検出値に
基づいて移動ダイプレート４の位置を特定し、移動ダイプレート４が型開位置から所定の
中間位置にあるときは比較的高速で、中間位置から型接触位置までは比較的低速で移動す
るようにサーボモータ４３の制御を行う。
【００３３】
　ステップＳ１２では、制御装置７０により異常の有無が判定される。制御装置７０は、
例えば、以下のような判定のいずれか、又は、その組み合わせを行う。
【００３４】
　制御装置７０は、エンコーダ８０の検出値に基づく移動ダイプレート４の速度を監視し
、移動ダイプレート４の停止を検出する。そして、その停止時の位置が、固定金型５と移
動金型６とが接触する型接触位置に到達しているか否かを判定する。例えば、金型間に異
物があるなどすれば、停止時の位置は型接触位置に到達せず、異常が検出されることにな
る。
【００３５】
　制御装置７０は、エンコーダ８０の検出値に基づく移動ダイプレート４の速度を監視し
、所定の閾値を超える速度変化が生じているか否かを判定する。例えば、中子の脱落や付
属装置等の異常動作による金型間への侵入がある場合、移動ダイプレート４が型接触位置
に到達するまでに移動ダイプレート４の急激な速度上昇又は低下が生じ、異常が検出され
ることになる。
【００３６】
　制御装置７０は、サーボモータ４３から出力される負荷情報を監視し、所定の閾値を超
える負荷、あるいは、負荷変動が生じていないか判定する。例えば、中子の脱落や付属装
置等の異常動作による金型間への侵入がある場合、移動ダイプレート４の負荷が減少又は
増大することから、異常が検出されることになる。なお、サーボモータ４３の負荷は、例
えば、サーボモータ４３に出力された電流、そのときのエンコーダ８０により検出された
回転数、サーボモータ４３のＴ－ｎ特性（トルク－回転数の特性）に基づいて算出される
。また、型閉開始から移動ダイプレート４の停止までの負荷の積算値が所定の閾値を超え
たか否かを判定してもよい。
【００３７】
　制御装置７０は、型閉を開始してから移動ダイプレート４が停止するまでの時間を計測
し、計測した時間が所定の閾値を超えていないか否か判定する。例えば、金型間に異物が
存在するなどすれば、移動ダイプレート４の型閉開始から移動ダイプレート４の停止まで
の時間が長くなることから、異常が検出されることになる。
【００３８】
　ステップＳ１２において異常が発生していないと判定される場合には、移動ダイプレー
ト４は型接触位置に到達する（ステップＳ１３）。その後、ハーフナット２０とタイバー
７の被結合部７ａとが結合されるとともに、サーボモータ４３はトルクフリーの状態とさ
れ（ステップＳ１４）、型閉工程は正常終了する。
【００３９】
　なお、ハーフナット２０と被結合部７ａの結合の際には、制御装置７０は、方向制御バ
ルブＤＣＶ１～ＤＣＶ４等に制御信号を出力し、ハーフナット２０と被結合部７ａとが噛
合可能な位置へタイバー７の位置を微調整する。また、ハーフナット２０と被結合部７ａ
との結合は、タイバー７を移動ダイプレート４に同期させて移動させ、移動ダイプレート
４の移動中（型接触前）に行ってもよい。
【００４０】
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　ステップＳ１２において異常が発生していると判定された場合には、異常が発生したこ
とを使用者に報知するための処理が実行される（ステップＳ１５）。例えば、表示部７５
に異常が発生したことを知らせる画像が表示される。報知音を出力するようにしてもよい
。
【００４１】
　その後、型締装置１では停止処理が行われ（ステップＳ１６）、型閉工程は異常終了す
る。停止処理は、例えば、その場停止を行う処理であり、例えば、制御装置７０は、サー
ボモータ４３を停止、さらにはトルクフリーの状態にする。また、制御装置７０は、型締
工程や射出工程における動作のための制御信号は出力しない。なお、異常終了の後、型開
を行って再度型閉工程を行うようにしてもよい。
【００４２】
　図７は、型締工程（図５のステップＳ２）における型締装置１の動作を示すフローチャ
ートである。なお、型締工程は、図６の型閉工程が正常終了した場合に行われ、異常終了
した場合には行われない。
【００４３】
　ステップＳ２１では、型締装置１は型締を開始する。具体的には、制御装置７０が圧力
制御バルブＰＣＶ１～ＰＣＶ４等へ制御信号を出力し、タイバー７Ａ～７Ｄを伸長させる
方向へピストン８Ａ～８Ｄを駆動する。
【００４４】
　なお、上述のように、各タイバー７Ａ～７Ｄに与えるべきタイバーロードは、金型情報
設定部７２によって設定された金型に関する情報を利用して決定され、当該タイバーロー
ドに基づいて型締用シリンダ９Ａ～９Ｄにおける目標圧力（型締完了圧力）もそれぞれ別
個に設定される。そして、型締用シリンダ９Ａ～９Ｄの制御は、制御装置７０により別個
独立に行われる。これにより、金型のキャビティ形状の非対称性等に起因する金型分割面
の圧力分布を均一化してバリの発生が効率的に抑制される。
【００４５】
　ステップＳ２２では、制御装置７０により、圧力センサＰＲＳ１～ＰＲＳ４により検出
される圧力が型締完了圧力に達したか否かが判定され、達したと判定されるまで、昇圧が
行われる。型締完了圧力に達したと判定された場合は、型締昇圧は完了する（ステップＳ
２４）。なお、制御装置７０は、ステップＳ２４の後も、後述する射出が完了するまで、
検出される圧力が型締完了圧力に維持されるように圧力制御バルブＰＣＶ１～ＰＣＶ４等
の制御を行う。
【００４６】
　ステップＳ２５では、位置センサＰＯＳ１～ＰＯＳ４により検出されるピストン８の位
置と、予め設定された基準位置との差が、予め設定された許容範囲内か否かを判定する。
基準位置は、金型間に異物がない場合の位置である。許容範囲は異物の有無の判定基準で
あり、計測誤差等、金型間に異物がない場合であっても生じる微小な誤差を含むように設
定されている。基準位置や許容範囲は、例えば、型締装置１を用いたトライアルの成形な
どにおける計測結果に基づいて設定される。なお、基準位置や許容範囲は、タイバー７毎
に設定されるとともに、許容範囲内か否かの判定もタイバー７毎に行われる。
【００４７】
　図６の型閉工程において、固定ダイプレート３及び移動ダイプレート４の平行度が保た
れていないことなどにより、型接触しても金型合わせ面に隙間があり、当該隙間に異物が
入り込んだ場合には、ステップＳ１２の異常判定では異物が検出されないことがある。し
かし、ステップＳ２５の判定により、隙間に入り込んだ異物も検出される。
【００４８】
　すなわち、異物がない場合には、型締の進行に伴うピストン８の型閉方向Ａ２への移動
により金型間の隙間は縮小され、ピストン８は基準位置に到達するが、隙間に異物がある
場合は、異物の厚みにより、ピストン８は基準位置に到達しない。そして、４本のタイバ
ー７Ａ～７Ｄのピストン８Ａ～８Ｄにそれぞれについて、検出されたピストン８の位置と
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基準位置との差が許容範囲内か否かが判定されるから、異物がいずれの位置にあっても異
物が検出される。
【００４９】
　ステップＳ２４において、いずれのピストン８Ａ～８Ｄにおいても、検出された位置と
、基準位置との差が許容範囲内であると判定された場合には、その検出された位置に基づ
いて基準位置を更新し（ステップＳ２５）、型締工程を正常終了する。
【００５０】
　基準位置の更新は、成形サイクルが進行しても、異物検出の精度を保つために行う。す
なわち、異物がない場合のピストン８の位置は、成形サイクルを繰り返す間に、金型の熱
膨張等の種々の要因により変化する。従って、基準位置を一定にすると、異物がないにも
関らず、異物があると判定されてしまうおそれや、その逆に、異物があるにも関らず異物
がないと判定されてしまうおそれがある。そこで、異物がないと判定された場合において
、型締完了時に検出されたピストン８の位置に基づいて基準位置を更新していくことによ
り、異物がない場合のピストン８の位置における、金型の熱膨張等に起因する変化に対応
する。
【００５１】
　例えば、ステップＳ２４において異物がないと判定された場合、そのサイクルにおいて
検出されたピストン８の位置を、次回のサイクルにおける基準位置として設定する。ある
いは、異物がないと判定された、間直の複数回のサイクルにおいて検出されたピストン８
の位置を平均するなど、複数回のサイクルにおいて検出されたピストン８の位置に基づい
て基準位置を設定する。なお、基準位置の更新は、複数回のサイクルに１回行なうように
してもよい。
【００５２】
　ステップＳ２４において、ピストン８の検出位置と基準位置との差が許容範囲を超えて
いると判定された場合、異常が発生したことを使用者に報知するための処理が実行される
（ステップＳ２６）。例えば、表示部７５に異常が発生したことを知らせる画像が表示さ
れる。報知音を出力するようにしてもよい。
【００５３】
　その後、型締装置１では停止処理が行われ（ステップＳ２７）、型締工程は異常終了す
る。停止処理は、例えば、その場停止をするための処理であり、制御装置７０は、圧力制
御バルブＰＣＶ１～ＰＣＶ４への制御信号の出力を停止する。また、制御装置７０は、射
出工程における動作のための制御信号は出力しない。なお、異常終了の後、型開を行って
、再度型閉工程及び型締工程を行うようにしてもよい。
【００５４】
　図８は、射出工程（図５のステップＳ３）におけるダイカストマシンＤＣ１（型締装置
１）の動作を示すフローチャートである。なお、射出工程は、図７の型締工程が正常終了
した場合に行われ、異常終了した場合には行われない。
【００５５】
　ステップＳ３１では、制御装置７０により、位置センサＰＯＳ１～ＰＯＳ４により検出
される現在のピストン８Ａ～８Ｄの位置Ｓ０がそれぞれ記憶される。
【００５６】
　ステップＳ３２では、スリーブ６０に溶湯が供給されるとともに、射出シリンダ６５に
よりプランジャチップ６１が前進して、固定金型５及び移動金型６により形成されたキャ
ビティへの溶湯の射出が開始される。
【００５７】
　プランジャチップ６１は、例えば所定の位置までは低速で、所定の位置からは高速で駆
動されて溶湯をキャビティ内へ射出、充填する。さらに、プランジャチップ６１を介して
射出シリンダ６５の圧力が溶湯へ伝達されることにより、溶湯は昇圧される。この際、溶
湯の圧力による型開の力が型締力を局所的に或は全体的に上回ると、ピストン８が型開方
向Ａ１へ移動して固定金型５と移動金型６との間に隙間が生じ、バリが発生することにな
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る。従って、ピストン８の位置に基づいてバリの発生を検出できる。
【００５８】
　ステップＳ３３では、ステップＳ３１にて記憶された射出開始前のピストン８Ａ～８Ｄ
の位置Ｓ０と、位置センサＰＯＳ１～ＰＯＳ４により検出される現在のピストン８Ａ～８
Ｄの位置とに基づいて、位置Ｓ０からのピストン８Ａ～８Ｄの変位量ｄＳｆが制御装置７
０により演算される。
【００５９】
　ステップＳ３４では、制御装置７０により、変位量ｄＳｆが予め設定された許容値Ｎｆ
未満であるか否かが判定される。許容値Ｎｆは、例えば、実験やトライアルの成形に基づ
いて、測定誤差等のバリが発生していない場合においても生じ得る変位量を含んで設定さ
れる。なお、ステップＳ３３及びＳ３４は、射出開始後から昇圧が終了するまで、適宜な
時間間隔で繰り返し実行してもよい。
【００６０】
　ステップＳ３４において、変位量ｄＳｆが許容値Ｎｆ未満であると判定された場合には
、やがて溶湯の射出（昇圧）が終了し（ステップＳ３５）、正常終了する。
【００６１】
　一方、ステップＳ３４において、変位量ｄＳｆが許容値Ｎｆ未達成でないと判定された
場合には、バリが発生したことを使用者に報知するための処理が実行される（ステップＳ
３６）。例えば、表示部７５に異常が発生したことを知らせる画像が表示される。報知音
を出力するようにしてもよい。
【００６２】
　その後、型締装置１では、停止処理が行われ（ステップＳ３７）、射出工程は異常終了
する。停止処理は、例えば、成形サイクルの繰り返しを停止するための処理であり、制御
装置７０は、バリが発生したことを示すフラグを立てる。その後、溶湯が固化し、型開が
行われたとき、制御装置７０はフラグが立てられているか否かを判定し、フラグが立てら
れている場合には、次の成形サイクルのための制御信号を出力しない。
【００６３】
　以上の実施形態によれば、型締完了時に位置センサＰＯＳ１～ＰＯＳ４により検出され
た複数のタイバー７Ａ～７Ｄのピストン８Ａ～８Ｄの位置と、基準位置との差が所定の許
容範囲内か否かの判定（図７のステップＳ２４）により、金型間における異常が検出され
ることから、金型合わせ面の全面に亘って異物検知が可能である。
【００６４】
　すなわち、タイバーは、通常、キャビティに溶湯を供給してから溶湯が固化するまで金
型の平行度が保たれるように、金型の平行度に対してセンシティブになる位置に設けられ
ている。換言すれば、金型合わせ面の全面に亘る型開閉方向の位置の変化に対してセンシ
ティブになるように設けられている。例えば、実施形態では、タイバー７Ａ～７Ｄは金型
の周囲において４隅に設けられている。そして、当該タイバー７Ａ～７Ｄの端部（ピスト
ン）の位置に基づいて、金型合わせ面の位置の異常を生じさせる異物が検出されることか
ら、金型合わせ面の広い範囲に亘って異物を検出される。例えば、固定ダイプレート３及
び移動ダイプレート４の平行度が保たれておらず、型接触時に金型間に隙間が生じ、当該
隙間に異物が存在するような場合でも、異物を検出することができる。
【００６５】
　異常が検出されなかった場合に位置センサＰＯＳ１～ＰＯＳ４により検出されたピスト
ン８Ａ～８Ｄの位置に基づいて、異常の判定に用いる基準位置を更新することから（図７
のステップＳ２５）、金型の熱膨張等に起因するピストン８Ａ～８Ｄの位置の変化を除去
し、異物の検出精度を保つことができる。
【００６６】
　移動ダイプレート４の型閉開始から型接触時までにおいて金型間における異常を検出し
（図６のステップＳ１２）、異常が検出された場合、型締を行わないことから（図６のス
テップＳ１６）、型締完了時において異常が検出されるのは、型接触時までに異常が検出
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その異常の原因解析が容易になる。
【００６７】
　この際、移動ダイプレート４の移動速度又は負荷を監視し、移動速度又は負荷の変動が
所定の許容範囲内か否かにより、金型間における異常を検出する場合には、型接触する手
前の型閉じ途中においても異常を検出して対応することができる。例えば、型閉開始直後
の中子等の脱落、付属装置等の異常動作による金型間への侵入を検出することができる。
従って、例えば、型接触するまで異常が検出できない場合に比較して、金型の損傷のおそ
れが低減される。
【００６８】
　本発明は上述した実施形態に限定されず、種々の態様で実施してよい。
【００６９】
　本発明が適用される成形機はダイカストマシンに限定されない。成形機には、金属成形
機、プラスチック射出成形機、木粉等の成形機が含まれる。木粉等の成形機には、例えば
木粉に熱可塑性樹脂を混合させた材料を成形するものが含まれる。
【００７０】
　上述した実施形態では、固定ダイプレート３に型締用シリンダ９を設け、移動ダイプレ
ート４にハーフナット２０を設けた場合について説明したが、移動ダイプレート４に型締
用シリンダ９を設け、固定ダイプレート３にハーフナット２０を設ける構成とすることも
可能である。
【００７１】
　タイバーは複数であればよく、４本に限定されない。ただし、金型の上下方向及び左右
方向の平行度を保つためには、３本以上のタイバーを設けることが好ましく、また、３本
以上にすることにより、異常の検出精度も向上する。
【００７２】
　結合部及び被結合部は互いに結合し、固定ダイプレート又は移動ダイプレートに対する
タイバーの軸方向の移動を規制できるものであればよく、ハーフナットとタイバーに設け
られた溝に限定されない。例えばタイバーの軸方向に直交する孔部をタイバーに設け、当
該孔部にボルトを挿通してタイバーをダイプレートに対して固定してもよい。
　作動液は油に限定されず、例えば水でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施形態に係るダイカストマシンの機械部分の構成を示す一部に断面
図を含む正面図。
【図２】図１のダイカストマシンを上方から見た図。
【図３】図１のダイカストマシンの型締完了時の状態を示す図。
【図４】図１のダイカストマシンの信号処理系の構成を示すブロック図。
【図５】図１のダイカストマシンの動作の概略を示すフローチャート。
【図６】図５の型閉工程の詳細を示すフローチャート。
【図７】図５の型締工程の詳細を示すフローチャート。
【図８】図５の射出工程の詳細を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００７４】
　ＤＣ１…ダイカストマシン、１…型締装置、３…固定ダイプレート、４…移動ダイプレ
ート、５…固定金型、６…移動金型、７…タイバー、７ａ…被結合部、８…ピストン、２
０…ハーフナット（結合部）、９…型締用シリンダ、９ａ，９ｂ…シリンダ室、５９…射
出装置、７０…制御装置、ＰＯＳ…位置センサ、ＰＣＶ…圧力制御バルブ、ＤＣＶ…方向
切換バルブ、ＰＲＳ…圧力センサ。
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