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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラムされたコンピュータによって成形品の射出成形工程を解析するための射出成
形解析方法であって、射出成形解析用形状データを入力し、成形品材料の物性データを入
力し、成形条件データを入力し、前記入力した各データに基づいて前記成形品の各部にお
ける射出成形工程の充填工程を解析し、前記成形品が冷却する過程における前記各部の冷
却速度を算出し、該冷却速度における前記成形品材料の体積収縮率を収縮開始時の各部の
比容積および冷却完了後の各部の比容積を冷却速度の関数として表現した関係式に基づい
て算出することを特徴とする射出成形解析方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の射出成形解析方法により、成形品各部における体積収縮率を算出し、
該体積収縮率に基づいて、前記成形品の各部における成形収縮歪みを算出し、前記成形品
の変形および／またはそりを解析することを特徴とする射出成形品のそり変形解析方法。
【請求項３】
　前記関係式として、次式を用いることを特徴とする請求項１に記載の射出成形解析方法
。
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【数１】

【請求項４】
　プログラムされたコンピュータによって成形品の射出成形工程を解析するための射出成
形解析方法であって、射出成形解析用形状データを入力し、成形品材料の物性データを入
力し、成形条件データを入力し、前記入力した各データに基づいて前記成形品の各部にお
ける射出成形工程の充填工程、保圧冷却工程を解析する方法において、各部における比容
積を圧力、温度、冷却速度を変数とする関係式により算出し、各部における体積収縮率を
算出することを特徴とする射出成形解析方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の射出成形解析方法により、成形品各部における体積収縮率を算出し、
該体積収縮率に基づいて、前記成形品の各部における成形収縮歪みを算出し、前記成形品
の変形および／またはそりを解析することを特徴とする射出成形品のそり変形解析方法。
【請求項６】
　前記関係式として、次式を用いることを特徴とする請求項４に記載の射出成形解析方法
。
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【数２】

【請求項７】
　前記成形品が樹脂材料の成形品であることを特徴とする請求項１～６のいずれか一つの
請求項に記載の解析方法。
【請求項８】
　前記成形品が結晶性樹脂材料の成形品であることを特徴とする請求項１～６のいずれか
一つの請求項に記載の解析方法。
【請求項９】
　プログラムされたコンピュータによって成形品の射出成形工程を解析するための射出成
形解析装置であって、射出成形解析用形状データを入力する手段と、成形品材料の物性デ
ータを入力する手段と、成形条件データを入力する手段と、前記入力した各データに基づ
いて前記成形品の各部における射出成形工程の充填工程を解析する手段と、前記成形品が
冷却する過程における前記各部の冷却速度を算出する手段と、該冷却速度における前記成
形品材料の体積収縮率を収縮開始時の各部の比容積および冷却完了後の各部の比容積を冷
却速度の関数として表現した関係式に基づいて算出する手段とを有することを特徴とする
射出成形解析装置。
【請求項１０】
　プログラムされたコンピュータによって成形品の射出成形工程を解析するための射出成
形解析装置であって、射出成形解析用形状データを入力する手段と、成形品材料の物性デ
ータを入力する手段と、成形条件データを入力する手段と、前記入力した各データに基づ
いて前記成形品の各部における射出成形工程の充填工程および保圧冷却工程を解析する手
段と、前記成形品が冷却する過程における前記各部の冷却速度を算出する手段と、前記各
部に於ける比容積を圧力、温度および冷却速度を変数とする関係式により算出し、前記各
部に於ける体積収縮率を算出する手段とを有することを特徴とする射出成形解析装置。
【請求項１１】
　請求項９または１０のいずれかに記載の射出成形解析手段により成形収縮歪みを算出す
る手段を有し、成形収縮歪みを荷重条件として成形品の変形およびそりを解析する手段を
有する射出成形品のそり変形解析装置。
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【請求項１２】
　前記成形品として樹脂材料の成形品を用いることを特徴とする請求項９～１１のいずれ
か一つの請求項に記載の解析装置。
【請求項１３】
　前記成形品として結晶性樹脂材料の成形品を用いることを特徴とする請求項９～１１の
いずれか一つの請求項に記載の解析装置。
【請求項１４】
　請求項１～８のいずれか一つの請求項に記載の射出成形解析方法を用いて射出成形工程
を解析し、該解析の結果に基づいて射出成形形状、成形品材料および成形条件のうち少な
くとも一つを決定し、該決定に基づいて成形品を製造することを特徴とする成形品の製造
方法。
【請求項１５】
　請求項１～８のいずれか一つの請求項に記載の解析方法の各ステップをコンピュータに
実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
請求項１５に記載のプログラムを記録したコンピュータ読みとり可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形解析方法、そり変形解析方法およびその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　以下、添付図面を参照して、背景技術について説明を行う。
【０００３】
　図１Ａ～Ｅは、樹脂や金属などを材料とする成形品の射出成形を実施するための射出成
形工程の典型例を模式的に示す図である。射出成形とは、図１Ａに示すような射出成形機
によって、成形品材料６を加熱溶融して流動状態にし、金型４のキャビティ５（金型空洞
部）に加圧注入し金型４内で固化させることにより、キャビティ５に相当する形を賦形し
、金型を開き、金型内部から固化成形品７を取り出す技術である。通常、その射出成形の
工程は大きく分けて図１Ｂから図１Ｅの４つの工程に分けることができる。以下、樹脂製
品の射出成形を例にとって説明する。
【０００４】
　図１Ｂは、樹脂製品の射出成形工程のうち、樹脂充填工程の一例を示す図である。図１
Ｂの充填工程では、モータ１でホッパー２内に投入された粒状の成形品材料６をシリンダ
３の中で溶融させ、シリンダ３の中にあるスクリューで金型４のキャビティ５内に充填さ
せる。図１Ｃは、樹脂製品の射出成形工程のうち、樹脂保圧工程の一例を示す図である。
図１Ｃの保圧工程では、溶融した成形品材料６に圧力をかけて、材料の収縮を補い、安定
させる。図１Ｄは、樹脂製品の射出成形工程のうち、樹脂冷却工程の一例を示す図である
。図１Ｄの冷却工程では、金型４によって、成形品材料６を冷却固化させて、キャビティ
５の形状を成形品に賦形する。図１Ｃの保圧工程と図１Ｄの冷却工程をまとめて、冷却工
程もしくは保圧冷却工程と呼ぶ場合もある。図１Ｅは、樹脂製品の射出成形工程のうち、
離型工程（型開き）の一例を示す図である。図１Ｅの離型工程では、金型４を開き、固化
した成形品７を金型４内から取り出す。射出成形は、典型的には、これら４つの工程によ
り、金型４のキャビティ５形状を成形品に賦形し、製品を得る技術である。
【０００５】
　しかし、充填工程、保圧工程、冷却工程のいずれの工程においても、金型内部の挙動は
ブラックボックスとなっており、従来、射出成形を行う場合、経験や勘を頼りに試作金型
を修正しながら金型を設計し、また、試行錯誤で成形条件を設定する手法がとられていた
。その結果、金型試作回数が多くなり、かつ製品開発期間が長くなるため、開発コストが
高くなる傾向にあった。
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【０００６】
　一方で、経験や勘を頼りにするのではなく、事前に充填工程における金型内での溶融の
流れ、成形品材料や成形品材料および強化繊維の配向、保圧冷却工程における温度や圧力
などの物理量の時間履歴をコンピュータにより数値解析し、金型から成形品を取り出した
後の収縮や変形の予測を行い、その結果を金型設計、成形条件の設定にフィードバックさ
せ、開発期間の短縮する手法が提案されている。
【０００７】
　図２は、従来の射出成形工程解析の構成の一例を示すフロー図である。従来は、図２の
フロー図に示すように、射出成形解析用形状データを入力（ステップ２００）し、成形品
材料の注入点であるゲートを指定し、原料の密度や比熱、熱伝導率、成形品材料と金型と
の間の熱伝達係数、成形品材料の溶融粘度特性、ＰＶＴ特性などの樹脂物性データと、成
形温度、金型温度、射出率（または射出時間）、保圧時間、保圧圧力などの成形条件を入
力（ステップ２０１、ステップ２０２）して、射出成形工程の解析（ステップ２０３）（
充填工程解析（ステップ２０４）、保圧・冷却工程解析（ステップ２０５）、体積収縮率
算出（ステップ２０６）、成形収縮歪み算出（ステップ２０７）、配向解析（ステップ２
０８））を実行し、射出成形解析用形状データの各要素あるいは各節点での成形収縮歪み
を求め、これを荷重条件とし、成形品材料の弾性率・ポアソン比を考慮して構造解析を実
行することで、成形品のそり変形を解析（ステップ２０９）し、出力している。解析の結
果、成形収縮歪みに分布が存在している時、成形収縮歪みの小さい部分は成形収縮歪みの
大きい部分と比較し、寸法が長くなるため、成形収縮歪みが小さい側を凸とする弓なりの
そり変形となる。
【０００８】
　この射出成形工程の解析において、上記ステップ２０６のような体積収縮率の計算は、
従来、成形品材料のＰＶＴ特性が用いられてきた。ＰＶＴとは、圧力（Ｐ）、比容積、す
なわち単位質量あたりの体積（Ｖ）、温度（Ｔ）のことで、ＰＶＴ特性グラフは、成形品
材料の圧力・温度と比容積の関係をグラフ化したものである。
【０００９】
　図３にポリブチレンテレフタレート樹脂のＰＶＴ特性グラフの一例を示す。図３のＰＶ
Ｔ特性グラフの中で、例えば、□印は大気圧条件での温度と比容積の関係を示したもの、
＊印は４０ＭＰａ条件での温度と比容積の関係を示したものなどとなっている。図３のよ
うに、圧力条件を数条件設定し、射出成形対象である材料を加熱、冷却しながら、比容積
を測定することによってグラフ化することができる。
【００１０】
　このＰＶＴ特性グラフは、例えば、式（１）の２－ｄｏｍａｉｎ　Ｔａｉｔ　Ｅｑｕａ
ｔｉｏｎなどにより、圧力・温度と比容積との関係に関数化することができ、射出成形解
析で幅広く利用されている。
【００１１】
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【数１】

【００１２】
　以下、典型的な射出成形工程における成形品の圧力、温度、体積の挙動について、ＰＶ
Ｔ特性グラフを利用して説明する。
【００１３】
　図４は、射出成形工程での保圧工程、冷却工程における樹脂の温度、圧力、比容積の変
化の一例を示す図である。具体的には、ポリブチレンテレフタレート樹脂を各圧力の条件
下、０．３℃／秒の速度で冷却していったときの樹脂の温度と比容積の挙動を例示してい
る。
【００１４】
　図４の充填開始点Ａ→圧力ピーク点Ｂは、樹脂を金型に充填工程から、保圧工程初期ま
でを示しており、ほぼ一定の温度で、圧力が上昇する挙動となっており、圧力上昇に伴っ
て比容積が低下している。
【００１５】
　図４の圧力ピーク点Ｂ→収縮開始点Ｃは、保圧工程を示しており、徐々に温度、圧力が
低下し、収縮開始点Ｃ付近で、溶融・流動状態から固化状態へ変化するとともに、収縮が
開始する。圧力ピーク点Ｂ→収縮開始点Ｃでは、温度低下による熱収縮と圧力低下による
膨張が組み合わさっているため、熱収縮の影響と圧力低下による膨張の大小によって、比
容積は増加する場合も減少する場合もある。なお、一般に収縮開始点Ｃは圧力が大気圧に
なった点、もしくは温度が材料の流動停止する温度以下になった場合のいずれかとするの
が一般的であり、そのため、樹脂の温度、圧力条件によって、収縮開始点Ｃは変化する。
【００１６】
　図４の収縮開始点Ｃ→結晶化収縮終了点Ｄは、樹脂の結晶化に伴う急激な比容積低下、
結晶化収縮終了点Ｄ→冷却完了点Ｅは固体状態での熱収縮を示しており、冷却完了点Ｅで
は、室温大気圧の比容積となっている。
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【００１７】
　ＰＶＴ特性を用いた数値解析において体積収縮率とは、収縮開始点Ｃの比容積と室温大
気圧となる冷却完了点Ｅでの比容積との差ΔＶを、収縮開始点Ｃでの比容積Ｖ０で除する
ことにより算出する。
【００１８】
　算出された体積収縮率は、式（２）に示すように１／３乗もしくは１／３倍することに
よって、成形収縮歪みに変換できる。なお、配向計算（ステップ２０８）の結果、成形品
や充填材料の配向によって異方性がある場合は、成形収縮歪みは必ずしも等方性を示さな
い。その場合は、成形収縮歪みの異方性を考慮して、例えば、式（３）を満たすように各
軸方向の成形収縮歪みの分配を行う。
【００１９】
【数２】

【００２０】

【数３】

【００２１】
　これまで、このようにＰＶＴ特性を用いることにより、射出成形の各工程における成形
品材料の温度、圧力、比容積の特性を表現でき、図２の体積収縮率算出（ステップ２０６
）は、通常、上記のような方法で行われている。そして、式（２）、式（３）により体積
収縮率から導出した成形収縮歪みを荷重条件として成形後のそり変形を解析することが可
能とされてきた。
【００２２】
　しかしながら、特に成形品材料に結晶性樹脂を用いた場合、結晶化樹脂のＰＶＴ特性は
、樹脂の冷却速度により大幅に変化するため問題があると指摘されている。すなわち、射
出成形時の温度変化速度は１０～１０００度Ｃ／秒であるのに対して、ＰＶＴ特性グラフ
を作成する際、各圧力条件で樹脂を加熱・冷却するときの成形品材料の温度変化速度は、
測定装置の能力から、約０．３度Ｃ／秒以下であるため、両者でＰＶＴ特性が異なるのが
普通であり、射出成形におけるＰＶＴ特性を再現できない。（研究レベルでは冷却速度６
度Ｃ／秒での測定方法もあるが、冷却速度６度Ｃ／秒であっても射出成形における成形品
の冷却速度よりも遅い。）
　そこで、特許文献１では、結晶化シミュレーションを用いて、様々な冷却速度に対応し
たＰＶＴ特性の作成方法が提案されている。この方法は、前記のように０．３度Ｃ／ｍｉ
ｎ程度のゆっくりとした温度変化の下でＰＶＴ測定を実施し、第一の温度変化速度条件の
ＰＶＴ曲線を作成する一方、対象とする樹脂の結晶化挙動を求め、この結晶化挙動に基づ
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いて前記材料の結晶核の成長度合いを表す結晶化パラメータを求め、圧力と温度と第一の
温度変化よりも速い温度変化に対応したＰＶＴ曲線を結晶化シミュレーションに基づき算
出する手法である。結晶化シミュレーションは結晶の核成長速度、核生成頻度などを樹脂
の冷却速度、圧力、せん断速度などに応じて算出するため、冷却速度を考慮した体積収縮
率の算出ができる。しかし、特許文献１は速い温度変化に対応したＰＶＴ曲線の作成をす
ることができるが、射出成形解析を行う場合、本発明のように冷却速度における前記成形
品材料の体積収縮率を収縮開始時の各部の比容積および冷却完了後の各部の比容積を冷却
速度の関数として表現した関係式に基づいて算出を行わず、結晶化シミュレーションを基
礎として、比容積、体積収縮率の算出を行うため、根本的に本発明と異なる。また、本発
明者らの知見によると、結晶化シミュレーションを行う方法においては、解析で設定する
結晶化パラメータが、核成長速度、核生成頻度、結晶密度、非晶部密度など非常に多く、
非常に煩雑であり、個々のパラメータの測定方法も確立されていない。
【００２３】
　また、特許文献２では、肉厚と金型温度をパラメータとしたＰＶＴ特性を用いることが
提案されている。この方法では、肉厚方向に対して平均化した冷却速度についてのＰＶＴ
特性を用いることと等価である。これによって、肉厚方向の異なる部位における成形材料
の冷却速度の違いを平均的に考慮して結果的にその影響を低減することができる。本発明
者らの知見によると、特許文献２の手法では、平板状の成形品の平均的な収縮のみを考慮
しているので成形品のコーナー部など肉厚方向に金型温度が非対称になっている場合は、
実際の射出成形工程を忠実に解析することはできない。
【特許文献１】特開平９－３１１１１４号公報
【特許文献２】特開２０００－３１３０３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　このように、従来の方法では、射出成形において射出成形時の温度変化速度よりも遙か
に遅い速度で測定したＰＶＴ特性を用い、現実の射出成形と異なるＰＶＴ特性を用いて解
析するか、煩雑な結晶化シミュレーションを行って解析するか、肉厚と金型温度をパラメ
ータとしたＰＶＴ特性を用いて解析せざるを得なかった。
【００２５】
本発明は、上記従来技術の問題点を鑑み、解析により算出された成形品の任意の位置にお
ける体積収縮率を成形品の各部における冷却速度に応じ、収縮開始時の各部の比容積およ
び冷却完了後の各部の比容積を冷却速度の関数として表現した関係式に基づいて算出する
ことにより、精度良く、また効率的に射出成形に関する体積収縮率、そりの解析を実施す
る方法を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記目的を達成するために本発明によれば、プログラムされたコンピュータによって成
形品の射出成形工程を解析するための射出成形解析方法であって、射出成形解析用形状デ
ータを入力し、成形品材料の物性データを入力し、成形条件データを入力し、前記入力し
た各データに基づいて前記成形品の各部における射出成形工程の充填工程を解析し、前記
成形品が冷却する過程における前記各部の冷却速度を算出し、該冷却速度における前記成
形品材料の体積収縮率を収縮開始時の各部の比容積および冷却完了後の各部の比容積を冷
却速度の関数として表現した関係式に基づいて算出することを特徴とする射出成形解析方
法が提供される。
【００２７】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記の射出成形解析方法により、成形品各部に
おける体積収縮率を算出し、該体積収縮率に基づいて、前記成形品の各部における成形収
縮歪みを算出し、前記成形品の変形および／またはそりを解析することを特徴とする射出
成形品のそり変形解析方法が提供される。
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【００２９】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記関係式として、次式を用いる射出成形解析
方法が提供される。
【００３０】
【数４】

【００３１】
　また、本発明の別の形態によれば、プログラムされたコンピュータによって成形品の射
出成形工程を解析するための射出成形解析方法であって、射出成形解析用形状データを入
力し、成形品材料の物性データを入力し、成形条件データを入力し、前記入力した各デー
タに基づいて前記成形品の各部における射出成形工程の充填工程、保圧冷却工程を解析す
る方法において、各部における比容積を圧力、温度、冷却速度を変数とする関係式により
算出し、各部における体積収縮率を算出することを特徴とする射出成形解析方法が提供さ
れる。
【００３２】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記射出成形解析方法により、成形品各部にお
ける体積収縮率を算出し、該体積収縮率に基づいて、前記成形品の各部における成形収縮
歪みを算出し、前記成形品の変形および／またはそりを解析することを特徴とする射出成
形品のそり変形解析方法が提供される。
【００３３】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記関係式として、次式を用いることを特徴と
する射出成形解析方法が提供される。
【００３４】
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【数５】

【００３５】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記成形品が樹脂材料の成形品である解析方法
が提供される。
【００３６】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記成形品が結晶性樹脂材料の成形品である解
析方法が提供される。
【００３７】
　また、本発明の別の形態によれば、プログラムされたコンピュータによって成形品の射
出成形工程を解析するための射出成形解析装置であって、射出成形解析用形状データを入
力する手段と、成形品材料の物性データを入力する手段と、成形条件データを入力する手
段と、前記入力した各データに基づいて前記成形品の各部における射出成形工程の充填工
程を解析する手段と、前記成形品が冷却する過程における前記各部の冷却速度を算出する
手段と、該冷却速度における前記成形品材料の体積収縮率を収縮開始時の各部の比容積お
よび冷却完了後の各部の比容積を冷却速度の関数として表現した関係式に基づいて算出す
る手段とを有することを特徴とする射出成形解析装置が提供される。
　さらに、本発明の別の形態によれば、プログラムされたコンピュータによって成形品の
射出成形工程を解析するための射出成形解析装置であって、射出成形解析用形状データを
入力する手段と、成形品材料の物性データを入力する手段と、成形条件データを入力する
手段と、前記入力した各データに基づいて前記成形品の各部における射出成形工程の充填
工程および保圧冷却工程を解析する手段と、前記成形品が冷却する過程における前記各部
の冷却速度を算出する手段と、前記各部に於ける比容積を圧力、温度および冷却速度を変
数とする関係式により算出し、前記各部に於ける体積収縮率を算出する手段とを有するこ
とを特徴とする射出成形解析装置が提供される。
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【００３８】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記射出成形解析手段により成形収縮歪みを算
出する手段を有し、成形収縮歪みを荷重条件として成形品の変形およびそりを解析する手
段を有する射出成形品のそり変形解析装置が提供される。
【００３９】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記成形品として樹脂材料の成形品を用いる解
析装置が提供される。
【００４０】
　また、本発明の好ましい形態によれば、前記成形品として結晶性樹脂材料の成形品を用
いる解析装置が提供される。
【００４１】
　また、本発明の別の形態によれば、前記射出成形解析方法を用いて射出成形工程を解析
し、該解析の結果に基づいて射出成形形状、成形品材料および成形条件のうち少なくとも
一つを決定し、該決定に基づいて成形品を製造することを特徴とする成形品の製造方法が
提供される。
【００４２】
　また、本発明の別の形態によれば、前記のいずれかに記載の解析方法の各ステップをコ
ンピュータに実行させるためのプログラムが提供される。
【００４３】
　また、本発明の別の形態によれば、前記プログラムを記録したコンピュータ読みとり可
能な記録媒体が提供される。
【００４４】
　以下に用語を定義する。
【００４５】
　本発明において、「射出成形解析用形状データ」とは、コンピュータを使用して有限要
素法、境界要素法、有限体積法、有限差分法、ＦＡＮ法などの解析に使用される節点（座
標データ）、要素（細分化されたメッシュ）、要素プロパティ（要素の名前、グループ、
要素タイプ、肉厚など）、材料プロパティ（熱伝導率、比重、比熱など）などで記述され
るデータをいう。
【００４６】
　本発明において、「成形品」とは、射出成形によって成形される製品であり、例えば図
１Ａに示したような射出成形機により成形品材料を加熱して流動状態にし、閉じた金型の
空洞部（キャビティ）に加圧注入し金型内で固化させることにより、金型空洞部に相当す
る形を賦形された製品をいう。
【００４７】
　本発明において、「成形品材料」とは、射出成形で成形に用いる高分子材料や金属材料
のことをいい、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、塩化ビニル（ＰＶＣ）
、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、シンジオタクチック・ポリスチレン（Ｓ
ＰＳ）　、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥ
ＥＫ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ポリエーテルニトリル（ＰＥＮ）、ポリカーボネート
（ＰＣ）、変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ）、ポリサルホン（ＰＳＦ）、ポリ
エーテルサルホン（ＰＥＳ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリアミドイミド（ＰＡＩ）
、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、熱可塑性ポリイミド（ＰＩ）、アクリルニトリルブタ
ジエンスチレン（ＡＢＳ）、アクリルニトリルスチレン（ＡＳ）、マグネシウム合金（Ｍ
ｇ合金）などを挙げることができる。
【００４８】
　本発明において、「結晶性樹脂材料」とは、分子鎖が規則正しく配列された結晶領域の
量の比率が高い樹脂をいい、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアミ
ド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリ
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エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、シンジオタクチック・ポリスチレン（ＳＰＳ）、ポ
リフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、液晶
ポリマー（ＬＣＰ）、ポリエーテルニトリル（ＰＥＮ）などを挙げることができる。
【００４９】
　本発明において、「体積収縮率」とは、収縮開始時における比容積と冷却終了時の比容
積との差を計算し、その値を収縮開始時における比容積で割った値をいう。
【００５０】
　本発明において、「冷却速度」とは、射出成形の保圧工程における、金型内部の任意の
位置における射出成形品材料の温度変化率のことをいう。なお、冷却速度は、時間ステッ
プ毎の温度変化率であっても、保圧工程開始時から収縮開始時までの平均温度変化率であ
っても、保圧工程開始時の温度変化率であっても、収縮開始時の温度変化率であっても、
任意の時間における温度変化率でもよい。
【００５１】
　本発明において、「収縮開始時」とは、射出成形の保圧工程において、金型内部の射出
成形品材料が、ある一定温度以下、もしくは大気圧以下になった時のことをいう。
【００５２】
　本発明において、「冷却終了時」とは、成形品を金型から取り出して、室温（例えば約
２０℃）大気圧（例えば１気圧）雰囲気下で放置し、成形品の温度が一様に室温と同じ温
度になった時点のことをいう。
【００５３】
　本発明において、「成形収縮歪み」とは、射出成形材料寸法の成形収縮後の歪みのこと
をいう。例えば、等方的な材料の場合、体積収縮率を式（２）に示すように１／３乗もし
くは１／３倍することによって変換することで得られる。配向計算の結果、成形品や充填
材料の配向によって異方性がある場合は、成形収縮歪みの異方性を考慮して、例えば、式
（３）を満たすように各軸方向に分配されたものを用いてもよい。
【００５４】
　本発明において、「物性データ」とは、成形品材料の粘度、ＰＶＴ特性データ、弾性率
、ポアソン比、線膨張係数、熱伝導率、金型と成形品との間の熱伝達係数、金型の弾性率
、ポアソン比、線膨張係数、熱伝導率など射出成形品、金型などの物理的な特性を示すデ
ータをいう。
【００５５】
　本発明において、「関係式」とは、主として、実験により導出した成形品の挙動を関数
化した式であり、成形品の温度、圧力、冷却速度によって、成形品の比容積、体積収縮率
を算出する成形品挙動を関数化した式をいう。なお、実験を全く行うことなく、射出成形
解析を繰り返し行う、もしくは分子挙動や結晶化の解析を行うなどして、冷却速度を変数
とする関数を導出しても構わない。
【００５６】
　本発明において、「成形条件」とは、射出成形の各工程における設定温度、設定圧力、
設定速度、設定時間など、成形の設定条件をいう。
【００５７】
　本発明において、「成形品のそり」とは、成形収縮歪みの分布により生じるそりをいう
。収縮歪みが大きい部分を凹とする弓なりのそり変形などがこれに含まれる。
【００５８】
　本発明において、データを「入力する」とは、オペレータがキーボードやマウスなどに
よりデータをコンピュータの所定のメモリーにロードすること、またはファイル等のデー
タを記憶媒体等から読み出したりしてコンピュータの所定のメモリーにロードすることを
いう。
【発明の効果】
【００５９】
　本発明によれば、簡便な計算手法でありながら、射出成形解析における体積収縮率およ
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びそりの予測精度が向上し、成形品の開発コストの抑制、開発期間の短縮が実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　以下、添付図面を参照して、本発明の射出成形解析方法、射出成形解析装置の実施の形
態について説明する。
【００６１】
　図６Ａは本発明の第一の実施形態、図６Ｂは本発明の第二の実施形態の一実施例を示す
図である。本実施形態例において、（６００）はコンピュータやワークステーションなど
の計算機、（６０１）はキーボード、（６０２）はマウス、（６０３）はディスプレイ、
（６０４）は補助記憶装置である。（６０４）の補助記憶装置には、ハードディスク装置
の他、テープ、ＦＤ（フロッピーディスク）、ＭＯ（光磁気ディスク）、ＰＤ（相変化光
ディスク）、ＣＤ（コンパクトディスク）、ＤＶＤ（デジタル・バーサタイル・ディスク
）などのディスクメモリー、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）メモリー、メモリ
ーカードなどのリムーバブルメディアも利用可能である。
【００６２】
　補助記憶装置６０４には、射出成形工程を解析するためのプログラム６０５や射出成形
解析用形状データ６０６もしくは射出成形解析用形状データを作成するためのプログラム
６０５、粘度、ＰＶＴ特性、弾性率、ポアソン比、線膨張係数などの成形品物性データ６
０７、設定温度、設定圧力、設定速度、設定時間などの成形条件６０８が保存されている
。
【００６３】
　図７Ａは、本発明の第一の実施形態のフロー図の一例である。以下、図２のフロー図と
実質的に違いのないステップについては、同図と同一の符号を付して説明を省略すること
がある。
【００６４】
　第一の実施形態によれば、コンピュータやワークステーションなどの計算機６００は、
データ読み出し手段６０９でプログラム６０５および形状データ６０６、成形品物性デー
タ６０７、成形条件データ６０８の読み込み（図７Ａのステップ２００、ステップ２０１
、ステップ２０２）を行う。射出成形解析用形状データ６０６、成形品物性データ６０７
、成形条件６０８が記憶装置６０４に保存されていない場合は、キーボード６０１、マウ
ス６０２などの入力装置やプログラム６０５を用いて、入力や編集を行う。なお、射出成
形解析用形状データ６０６は、ユージーエス　コーポレーション製“Ｉ－ＤＥＡＳ（登録
商標）”のＵＮＶ形式など汎用の射出成形解析プリプロセッサーにより作成できるもので
あり、１次元ビーム要素、２次元シェル要素、３次元ソリッド要素などで表現する。もち
ろん、節点、要素、要素プロパティ、材料プロパティなどで記述されるデータであれば、
形状データ６０６の形式は限定しない。
【００６５】
　入力したデータやプログラムで、射出成形工程解析手段６１０によって射出成形工程の
解析（ステップ２０３）（充填工程解析（ステップ２０４）、保圧・冷却工程解析（ステ
ップ２０５）、体積収縮率算出（ステップ２０６）、成形収縮歪み算出（ステップ２０７
）、配向解析（ステップ２０８））を実行する。体積収縮率算出（ステップ２０６）は従
来の手法と同様に、図４に示す収縮開始点Ｃの比容積と冷却完了点Ｅでの比容積との差Δ
Ｖを、収縮開始点である点Ｃでの比容積Ｖ０で除することにより算出する。
【００６６】
　以下、冷却速度算出（ステップ７００）、体積収縮率補正（ステップ７０１）について
詳細に説明する。
【００６７】
　図７Ａにおける冷却速度算出（ステップ７００）では、保圧・冷却解析において、射出
成形解析用形状データの各要素あるいは各節点における成形品材料の物性データの融点も
しくはガラス転移点よりも高い温度での温度の経時変化から、溶融時の射出成形解析用形
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状データの各要素あるいは各節点における成形品材料の冷却速度を算出する。冷却速度は
、各時間ステップでの冷却速度、冷却開始から収縮が開始するまでの成形品材料の平均冷
却速度、保圧工程開始時から収縮開始時までの平均温度変化率、保圧工程開始時の温度変
化率、収縮開始時の温度変化率、任意の時間における温度変化率などを用いることができ
が、冷却開始から収縮が開始するまでの成形品材料の平均冷却速度を用いると最も良い。
【００６８】
　体積収縮率補正（ステップ７０１）では、冷却速度算出（ステップ７００）で算出した
溶融時の射出成形解析用形状データの各要素あるいは各節点の冷却速度を基に体積収縮率
の補正を行う。補正方法をポリブチレンテレフタレート樹脂について、本実施形態を適用
した場合を例に説明する。
【００６９】
　図５に、例えば冷却速度８０℃／秒で冷却した場合に図４に記載のポリブチレンテレフ
タレート樹脂におけるＰＶＴ特性グラフの一例を示す。このグラフは、例えば、特許文献
１に開示された方法を利用することにより、作成可能である。図４の冷却速度０．３℃／
秒のＰＶＴ特性グラフと比較すると、大きく分けて２つの違いがある。
【００７０】
　第一に、溶融・流動状態から固化状態へ変化するとともに収縮が開始する、収縮開始点
の点Ｃの温度に関して、図４の冷却速度０．３℃／秒条件では、約２００℃であるのに対
して、図５の冷却速度８０℃／秒条件では約１４０℃であり、約６０℃の違いがある。収
縮開始点Ｃの比容積は収縮開始点Ｃの温度と相関関係があるため、冷却速度が異なると収
縮開始点Ｃの比容積が変化する。
【００７１】
　第二に、冷却完了時の状態を表した冷却完了点Ｅの比容積に違いがある。これは、冷却
速度に応じて結晶化度に違いが生じるためである。一般に冷却速度が速いほど、結晶化度
が低く、結晶化度が低いほど、比容積が大きいため、図４の冷却速度０．３℃／秒条件よ
りも、図５の冷却速度８０℃／秒条件は冷却完了点Ｅの比容積が大きくなる。
【００７２】
　このように、収縮開始点Ｃ、および冷却完了点Ｅの比容積が冷却速度によって変化する
ため、図４の冷却速度０．３℃／秒条件では、体積収縮がΔＶ、図５の冷却速度８０℃／
秒条件では、体積収縮がΔＶ’と両者に違いが生じる。
【００７３】
　そのため、冷却速度０．３℃／秒条件で測定したＰＶＴ特性で算出した体積収縮率は式
（４）に示すような補正関数により補正することによって、冷却速度が速い条件での体積
収縮率に変換するとよい。
【００７４】



(15) JP 4855866 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

【数６】

【００７５】
　なお、式（５）～式（８）の定数Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３は、ＰＶＴ特性グラフおよびＤＳＣ
示差走査熱量計（ＪＩＳ　Ｋ７１２１：１９８７）による熱特性測定結果を対比して導出
することもできるし、図８Ａに示すような矩形形状等の所定形状のテスト成形品を射出成
形で成形し、成形時の冷却速度や成形品の成形収縮歪みを測定し、ＰＶＴ特性グラフと成
形収縮歪みを対比することにより導出することもできる。
【００７６】
　まず最初に、ＰＶＴ特性グラフとＤＳＣ示差走査熱量計による熱特性測定結果とを対比
して、式（５）～式（８）の定数Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３を導出する方法について、図４、図５
のＰＶＴ特性グラフを用いて説明する。ＤＳＣ示差走査熱量計（ＪＩＳ　Ｋ７１２１：１
９８７）とは、試料を加熱または冷却させながら、物質の熱容量を測定する装置であり、
エンタルピーや比熱容量変化を測定することができる装置である。図９に示すようにＤＳ
Ｃ示差走査熱量計で試料を冷却させた時、冷却速度に依存した特有の熱流束ピークが検出
でき、その温度が冷却速度に対応する図４の収縮開始点Ｃの温度となる。なお、図４の充
填開始点Ａから収縮開始点ＣまでのＰＶＴ特性グラフの傾きは、冷却速度に依存せずほぼ
一定であるため、高速冷却時の収縮開始点Ｃの温度が決まれば、収縮開始時の比容積Ｖ０
’を導き出すことができる。ここで、ＤＳＣ示差走査熱量計で測定される熱流束ピークに
おける温度は、冷却速度にほぼ対数相関すると考えられるため、式（６）に示す関係で表
すことができる。また、ＤＳＣ示差走査熱量計による測定で、高速冷却時の試料の比容積
（比重の逆数）を測定する（ＪＩＳ　Ｋ７１１２：１９９９）ことによって、高速冷却時
の冷却完了点ＥでのＶＣ’を導き出すことができる。ＰＶＴ特性測定（低速冷却）後の冷
却完了時における比容積ＶＣとＤＳＣ測定（高速冷却）後の冷却完了時における比容積Ｖ
Ｃ’の差は、冷却速度に対して、対数相関があるため、式（７）が成立する。高速冷却時
の体積収縮率ΔＶ’は、高速冷却時の収縮開始点Ｃでの比容積Ｖ０’と高速冷却完了後の
点Ｅでの比容積ＶＣ’の差であるため、式（６）、式（７）、式（８）を変換し、式（５
）を導き出すことができる。
【００７７】
　なお、収縮開始点Ｃの比容積、および冷却完了時点Ｅの比容積について、冷却速度の影
響に対して、圧力やせん断速度などの影響を無視できない場合、圧力やせん断速度などの
影響を考慮できるように式（４）～（８）を変更しても構わない。
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【００７８】
　次に、図８Ａに示す矩形形状のテスト成形品を射出成形で成形し、成形時の冷却速度や
成形品の成形収縮歪みを測定し、測定結果をＰＶＴ特性グラフと対比することにより式（
５）～式（８）の定数Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３を導出する方法について説明する。この方法では
、収縮開始点Ｃの比容積Ｖ０’を直接測定することができないため、冷却終了後の比容積
ＶＣ’、体積収縮率ΔＶ’／Ｖ０’を測定し、収縮開始点Ｃの比容積Ｖ０’は式（９）か
ら算出する。
【００７９】
　図８Ｂに示すように、シース熱電対８０３（露出型が応答速度の面で最も好ましい）の
測定点が肉厚方向中心に来るように配置し、射出成形による成形を行い、冷却時の冷却速
度（冷却開始から収縮開始温度までの平均冷却速度）を測定する。次にシース熱電対を外
し、成形を行う。得られた成形品の寸法（幅方向、流動方向、肉厚方向）を測定し、式（
１０）に示すように、金型の基準寸法との比によって、体積収縮率ΔＶ’／Ｖ０’を求め
る。また、冷却完了後の成形品比容積ＶＣ’は成形品の比重（比容積の逆数）を測定する
により求め、収縮開始点Ｃの比容積Ｖ０’は式（９）から求める。
【００８０】
【数７】

【００８１】
　図８Ａに示す矩形形状の肉厚や金型温度を変えることによって、様々な冷却速度に対応
する体積収縮率ΔＶ’／Ｖ０’を得ることができる。
【００８２】
　一方では、図８Ａに示す矩形形状のテスト成形品を射出成形した時と同一の条件で、図
２に示すフロー図に従い射出成形解析を行い、体積収縮ΔＶ、収縮開始点Ｃの比容積Ｖ０
、冷却完了時点Ｅの比容積ＶＣを算出する。これらを、矩形形状の成形品を射出成形で成
形して算出した体積収縮ΔＶ’、収縮開始点Ｃの比容積ＶＣ’、冷却完了時点Ｅの比容積
Ｖ０’を式（５）～式（８）に代入することによって、定数Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３を得ること
ができる。
【００８３】
　なお、この方法は、肉厚方向中心における平均冷却速度、成形品の平均成形収縮歪みを
測定することになる。より正確にデータを測定する場合、冷却速度に関しては、肉厚方向
中心の温度だけではなく、肉厚方向にさらに数点測定点を設け、それぞれの冷却速度を測
定すると良く、成形収縮歪みに関しては、金型に罫書き線を書き、金型の罫書き線の寸法
と成形品に転写された罫書き線の寸法の変化を測定すると良い。また、圧力やせん断速度
などの影響を無視できない場合、圧力やせん断速度などの影響を考慮できるように式（４
）～（８）を変更しても構わない。
【００８４】
　ここで、ＤＳＣ示差走査熱量計（ＪＩＳ　Ｋ７１２１：１９８７）を用いる方法とテス
ト成形品を用いる方法の２つの方法について、得失をまとめると次のようになる。
【００８５】
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　まずＤＳＣ示差走査熱量計（ＪＩＳ　Ｋ７１２１：１９８７）を用いる方法は、射出成
形による成形が不要であること、収縮開始点Ｃの温度を直接測定できる利点があるが、装
置スペックの関係から、冷却速度が５０℃／ｍｉｎ程度以下での測定になるため、冷却速
度５０℃／ｍｉｎ以上の速度領域については外挿計算が必要である欠点がある。
【００８６】
　次にテスト成形品を用いる方法は、肉厚や金型温度を変えることによって、さまざまな
冷却速度に対応する体積収縮率の測定ができる利点があるが、射出成形による成形が必要
であり、労力を要すること、収縮開始点Ｃの温度を直接測定できないという欠点がある。
【００８７】
　以上をまとめると、次のようになる。
図６Ａにおける体積収縮率補正手段６１１は、図７Ａにおける射出成形工程の解析（ステ
ップ２０３）では、充填工程解析（ステップ２０４）、保圧・冷却工程解析（ステップ２
０５）を実行すると同時に、冷却速度算出手段６１４で溶融時の射出成形解析用形状デー
タの各要素あるいは各節点の冷却速度を算出（ステップ７００）し、その冷却速度を式（
４）に代入し、図６Ａにおける射出成形工程解析手段６１０によって射出成形工程の解析
（体積収縮率算出（ステップ２０６）で求めた体積収縮率（ステップ７０１）を補正する
。体積収縮率は、成形収縮歪み解析手段（ステップ６１２）によって、式（２）に示すよ
うに１／３乗もしくは１／３倍することによって、成形収縮歪みに変換する。なお、配向
計算（ステップ２０８）の結果、成形品や充填材料の配向によって異方性がある場合は、
配向計算によって算出した成形収縮歪みの異方性を考慮して、式（３）を満たすように各
軸方向の成形収縮歪みの分配を行う。成形・そり変形解析手段６１３は、成形収縮歪みを
荷重条件とし、成形品材料の弾性率・ポアソン比を考慮して構造解析を実行することで、
成形品のそり変形を解析（ステップ２０９）し、出力（ステップ２１０）する。以上の実
施形態では、いったん背景技術の欄で説明した従来の体積収縮率計算手段で仮の値を算出
して暫定的に体積収縮率とし、その後、式（４）～（８）を用いて左記体積収縮率とを補
正するという手順をとったが、もちろん、暫定的な値を経由せずに直接冷却速度に応じた
体積収縮率を求めてもよい。
【００８８】
　図７Ｂは、本発明の第二の実施形態のフロー図の一例である。第二の実施形態によれば
、コンピュータやワークステーションなどの計算機６００は、データ読み出し手段６０９
でプログラム６０５および形状データ６０６、成形品物性データ６０７、成形条件データ
６０８の読み込み（図７Ａのステップ２００、ステップ２０１、ステップ２０２）を行う
。射出成形解析用形状データ６０６、成形品物性データ６０７、成形条件６０８が記憶装
置６０４に保存されていない場合は、キーボード６０１、マウス６０２などの入力装置や
プログラム６０５を用いて、入力や編集を行う。なお、射出成形解析用形状データ６０６
は、ユージーエス　コーポレーション製“Ｉ－ＤＥＡＳ（登録商標）”のＵＮＶ形式など
汎用の射出成形解析プリプロセッサーにより作成できるものであり、１次元ビーム要素、
２次元シェル要素、３次元ソリッド要素などで表現する。もちろん、節点、要素、要素プ
ロパティ、材料プロパティなどで記述されるデータであれば、形状データ６０６の形式は
限定しない。
【００８９】
　入力したデータやプログラムで、射出成形工程解析手段６１０によって射出成形工程の
解析（ステップ２０３）（充填工程解析（ステップ２０４）、保圧・冷却工程解析（ステ
ップ２０５）、体積収縮率算出（ステップ２０６）、成形収縮歪み算出（ステップ２０７
）、配向解析（ステップ２０８））を実行する。充填工程解析（ステップ２０４）、保圧
・冷却工程解析（ステップ２０５）において、冷却速度算出手段６１４によって冷却速度
も算出する。
【００９０】
　冷却速度を算出する方法は以下の２通りが挙げられるが、この２通りに限定されるもの
ではない。



(18) JP 4855866 B2 2012.1.18

10

20

【００９１】
　冷却速度算出の第一の方法は、成形品の任意の位置（任意の解析節点もしくは要素）に
おいて、解析ステップごとにステップ前後での温度差をステップの刻み時間で割ることに
より、すべての解析ステップごとに任意の位置の冷却速度を算出する方法である。この方
法の場合、一般に、冷却時間が進むに従って、冷却速度が遅くなる。その場合、任意の温
度（例えば、図４のＰＶＴ特性グラフの点Ｃの温度Ｔｃ）以下では、冷却速度を任意の温
度（例えば、図４のＰＶＴ特性グラフの点Ｃの温度Ｔｃ）での冷却速度で代用することが
好ましい。
【００９２】
　冷却速度算出の第二の方法は、充填解析結果で得られた樹脂の温度条件と金型の温度条
件を境界条件として熱伝導解析を実施し、求める方法である。成形品の任意の位置（任意
の解析節点もしくは要素）において、初期温度からある一定温度に至るまでの温度差をあ
る一定温度に至るまでの時間で割ることによって、任意の位置の冷却速度を求める方法で
ある。なお、ある一定温度とは、任意の温度として構わないが、図４のＰＶＴ特性グラフ
の点Ｃの温度Ｔｃ以上にすることが好ましいが、初期温度における冷却速度や、点Ｃにお
ける冷却速度など、どの値を利用しても構わない。
【００９３】
　充填工程解析（ステップ２０４）、保圧・冷却工程解析（ステップ２０５）において用
いるＰＶＴ特性は、式（１）に示す２－ｄｏｍａｉｎ　Ｔａｉｔ　Ｅｑｕａｔｉｏｎなど
の温度と圧力を変数とする関数を用いるのではなく、式（１１）に示すような圧力、温度
、冷却速度を変数とする関数を用いる。なお、式（１１）に示す式に限定するものではな
く、圧力、温度、冷却速度を変数とする関数であり、本発明の目的にかなうものであれば
、特に限定するものではない。
【００９４】
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【数８】

【００９５】
　体積収縮率算出（ステップ２０６）は従来の手法と同様に、図４に示す収縮開始点Ｃの
比容積と冷却完了点Ｅでの比容積との差ΔＶを、収縮開始点である点Ｃでの比容積Ｖ０で
除することにより算出する。
【００９６】
　その結果、冷却速度の値に応じて、ＰＶＴ特性が図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃに示す
ように変化する。それにより、図７Ｂの充填工程解析２０４、保圧・冷却工程解析２０５
において、冷却速度に応じて最適化されたＰＶＴ特性を用いることができるようになり、
実際の射出成形とほぼ同等の挙動で比容積や体積収縮率を解析することができる。
【００９７】
　以下、式（１１）の定数α１～α１０、β１～β６、γ１～γ３の決定方法について説
明する。
【００９８】
　冷却速度に影響する項は、α８～α１０、β５、β６、γ２である。通常のＰＶＴ測定
では、冷却速度は０．３℃／秒以下で測定を行っており、冷却速度は極めて小さいため、
冷却速度の対数項はほぼゼロとなる。すなわち、冷却速度に影響する項（α８～α１０、
β５、β６、γ２）を除く、α１～α７、β１～β４，γ１、γ３は、通常の（低速条件
の）ＰＶＴ測定で測定したデータにフィッティングさせて導出する。
【００９９】
　冷却速度に影響する項（α８～α１０、β５、β６、γ２）の導出方法を以下に説明す
る。
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【０１００】
　第一の実施形態で示したＤＳＣ示差走査熱量計（ＪＩＳ　Ｋ７１２１：１９８７）を用
いて、冷却速度を数条件変えながら測定し、図４の点Ｃの温度Ｔｃと冷却速度の関係を算
出する。それにより、定数γ２を計算できる。また、冷却速度と図４の冷却完了点Ｅにお
ける比容積の関係を算出する。それにより、α１０とα９の比（α１０／α９）を計算す
ることができる。残りの項は、冷却速度を０．１℃～１０００℃／秒に変更したとき、図
４の点Ｃにおいて、ＰＶＴ特性グラフの曲線がなめらかにつながるように、最小自乗法な
どを用いて決定すればよい。
【０１０１】
　以下に、第一の実施形態、第二の実施形態を用いる場合、それぞれの得失を示す。
【０１０２】
　第一の実施形態の場合、ＤＳＣ示差走査熱量計（ＪＩＳ　Ｋ７１２１：１９８７）を用
いる方法、テスト成形品を用いる方法のいずれを用いても、体積収縮率を補正することが
できる利点や、体積収縮率を補正するステップ以外は従来の方法をそのまま利用すること
ができる利点や実験で決定すべき定数がＣ１～Ｃ３の３種類のみであり定数の決定が容易
であるという利点などがある。但し、充填解析や保圧冷却解析における比容積を、遅い冷
却速度条件で測定したＰＶＴ特性のデータをそのまま利用して解いているため、実際の射
出成形挙動を完全に再現できていない可能性がある。
【０１０３】
　一方、第二の実施形態の場合、充填解析や保圧冷却解析における比容積を、冷却速度条
件に応じたＰＶＴ特性を用いて解いているため、実際の射出成形の挙動をより忠実に再現
できるという利点がある。ただし、決定すべき変数が相対的に多い。
【実施例】
【０１０４】
　［実施例１］
　図１１は、箱形射出成形品形状を示した図である。ポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）樹脂を用い、図１１に示すような形状で、高さＨ×幅Ｗ×奥行きＤが４０×１５×４
０ｍｍ、肉厚ｔが１．５ｍｍの箱形形状の製品１０１を成形した。成形条件は樹脂温度２
５０℃、金型温度８０℃、樹脂充填時間を１秒、保圧圧力を５０ＭＰａ、保圧時間を２０
秒、冷却時間を２０秒とした。
【０１０５】
　金型から製品１０００を取り出し、図１１における１００１、１００２、１００３に示
す基準点で支持し、１００４に示す中央位置でのそり量１００５を測定すると内側方向へ
０．４８ｍｍであった。
【０１０６】
　図１２は、箱形射出成形品形状を射出成形解析用形状データにメッシュ分割したものを
示した図である。射出成形解析用形状データは図１２のように、東レエンジニアリング社
製の“３Ｄ　ＴＩＭＯＮ（登録商標）”により、解析用に３次元要素でメッシュ化した。
【０１０７】
　本発明の第一の実施形態に示すように、図６Ａの装置および図７Ａのフロー図に従って
、樹脂温度２５０℃、金型温度８０℃、樹脂充填時間を１秒、保圧圧力を５０ＭＰａ、保
圧時間を２０秒、冷却時間を２０秒の成形条件の下、充填工程解析、保圧冷却工程解析を
実施した。
【０１０８】
　また、式（４）～式（８）における定数Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３は冷却速度水準を３通り（冷
却速度：１、１０、５０℃／ｍｉｎ）設定し、熱流束ピークにおける温度、各冷却速度水
準における比容積を測定し、最小自乗法による直線フィッティングにより、Ｃ１＝０．０
５１、Ｃ２＝０．０４０、Ｃ３＝０．０１１を導出した。
保圧・冷却工程における溶融時の冷却速度は第二の方法に基づき算出し、例えば、図１２
のコーナー部１１０４においては、内側で３０℃／秒、外側で４９℃／秒と算出された。



(21) JP 4855866 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

式（４）～式（８）に従い、Ｃ１＝０．０５１、Ｃ２＝０．０４０、Ｃ３＝０．０１１と
して、体積収縮率の補正を行ったところ、箱形射出成形品のコーナー部１１０４における
体積収縮率は内側で６．８％、外側で５．４％となった。射出成形解析用形状データの各
要素について、それぞれ同様の処理を行い、体積収縮率の補正を行った。各要素の補正し
た体積収縮率を等方性の仮定のもとで、式（２）に従い、成形収縮歪みに変換し、これを
各要素の荷重条件として、図１２における１１０１、１１０２、１１０３に示す基準点で
支持し、成形品材料の弾性率・ポアソン比を考慮して構造解析を実行することで成形品の
そり変形を解析し、出力したところ、評価位置１１０５におけるそり量は内側方向へ０．
４６ｍｍとなった。
【０１０９】
　［実施例２］
本発明の第二の実施形態に示すように、図６Ｂの装置および図７Ｂのフロー図に従って、
樹脂温度２５０℃、金型温度８０℃、樹脂充填時間を１秒、保圧圧力を５０ＭＰａ、保圧
時間を２０秒、冷却時間を２０秒の成形条件の下、充填工程解析、保圧冷却工程解析を実
施した。
【０１１０】
　また、式（１１）における定数は冷却速度水準を３通り（冷却速度：１、１０、５０℃
／ｍｉｎ）設定し、熱流束ピークにおける温度、各冷却速度水準における比容積を測定し
、最小自乗法によるフィッティングにより、表１のように導出した。
【０１１１】
【表１】

【０１１２】
保圧・冷却工程における溶融時の冷却速度は第二の方法に基づき算出し、例えば、図１２
のコーナー部１１０４においては、内側で３０℃／秒、外側で４９℃／秒と算出された。
その結果、箱形射出成形品のコーナー部１１０４における体積収縮率は内側で６．８％、
外側で５．３％となった。この際、式（１１）を用い、圧力、温度、冷却速度を変数とす
るＰＶＴ特性を用いた。各要素の体積収縮率を等方性の仮定のもとで、式（２）に従い、
成形収縮歪みに変換し、これを各要素の荷重条件として、図１２における１１０１、１１
０２、１１０３に示す基準点で支持し、成形品材料の弾性率・ポアソン比を考慮して構造
解析を実行することで成形品のそり変形を解析し、出力したところ、評価位置１１０５に
おけるそり量は内側方向へ０．４７ｍｍとなった。
【０１１３】
　［比較例１］
　実施例１で作成した図１２に示す射出成形解析用形状データを利用し、図２のフロー図
に従い、樹脂温度２５０℃、金型温度８０℃、樹脂充填時間を１秒、保圧圧力を５０ＭＰ
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ａ、保圧時間を２０秒、冷却時間を２０秒の成形条件の下、射出成形過程解析ソフト（東
レエンジニアリング社製の“３Ｄ　ＴＩＭＯＮ（登録商標）”）を用いて、充填工程解析
、保圧・冷却工程解析、体積収縮率算出を行ったところ、箱形射出成形品のコーナー部１
１０４における体積収縮率は内側で７．０％、外側で６．６％と算出された。冷却速度に
応じた体積収縮率の補正がないため、内側と外側とで体積収縮率の差が実施例１よりも小
さくなった。引き続き実施例１と同様に構造解析を実行することで成形品のそり変形を解
析し、出力したところ、評価位置１１０５におけるそり量は内側方向へ０．２２ｍｍであ
った。
【０１１４】
　［比較例２］
　実施例１で作成した図１２に示す射出成形解析用形状データを利用し、特許文献２に示
すように肉厚１．５ｍｍ、金型温度８０℃のＰＶＴ特性グラフを作成し、比較例１と同様
、図２のフロー図に従い解析を実施したところ、箱形射出成形品のコーナー部１１０４に
おける体積収縮率は内側で５．５％、５．３％と算出された。比較例１と同様、前述のよ
うに、この方法は平板状の形状の平均的な収縮にもとづく解析なので上記のようなコーナ
ー部では、内側と外側とで体積収縮率の差が実施例１よりも小さくなった。引き続き実施
例１と同様に構造解析を実行することで、成形品のそり変形を解析し、出力したところ、
評価位置１１０５におけるそり量は内側方向へ０．１８ｍｍであった。
【０１１５】
　［まとめ］
　従来は、射出成形解析の解析によって、定性的なそりの評価ができれば問題ないとされ
ていたが、近年は製品開発期間が短いため、実測との誤差率が±２０％程度に収めること
ができるような定量的な評価を実施し、金型の製作期間短縮することが望まれており、比
較例のように実測との誤差率が４０％以上生じるような解析では、解析の予測精度として
不十分である。表２に示すように、誤差率について、実施例１では４％、実施例２では２
％、比較例１では５４％、比較例２では６３％となっており、実施例は比較例に対して大
幅にそり予測精度が向上している。なお、誤差率とは、実測のそりと解析のそりの差を実
測のそりで割った値である。
【０１１６】
【表２】

【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、射出成形品の体積収縮率、そりを高精度に予測することができる解析方法、
および装置として利用するに限らず、射出成形品の物性評価、射出成形金型内部での射出
成形品挙動の評価などに応用することができるが、その応用範囲が、これらに限られるも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１Ａ】樹脂製品の射出成形を実施するための射出成形機の一例を示す図である。
【図１Ｂ】樹脂製品の射出成形工程のうち、樹脂充填工程の一例を示す図である。
【図１Ｃ】樹脂製品の射出成形工程のうち、樹脂保圧工程の一例を示す図である。
【図１Ｄ】樹脂製品の射出成形工程のうち、樹脂冷却工程の一例を示す図である。
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【図１Ｅ】樹脂製品の射出成形工程のうち、離型工程（型開き）の一例を示す図である。
【図２】従来の射出成形工程解析の構成の一例を示すフロー図である。
【図３】製品に原料となる樹脂の温度、圧力、比容積の関係を示すＰＶＴ線図の一例を示
す図である。
【図４】射出成形工程での保圧工程、冷却工程における樹脂の温度、圧力、比容積の変化
の一例を示す図である。
【図５】射出成形工程での保圧工程、冷却工程における樹脂の温度、圧力、比容積の変化
の別の例を示す図である。
【図６Ａ】本発明の第一の実施形態の構成を示すブロック図の一例を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の第二の実施形態の構成を示すブロック図の一例を示す図である。
【図７Ａ】本発明の第一の実施形態のフロー図の一例を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の第二の実施形態のフロー図の一例を示す図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態で用いる矩形形状成形品形状の一例を示す図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態で用いる矩形形状成形品形状成形品の温度測定方法の一例
を示す図である。
【図９】本発明のＤＳＣ示差走査熱量計で測定される温度と熱流束の関係一例を示す図で
ある。
【図１０Ａ】本発明の式（１１）に示す関数で、冷却速度を高速冷却にしたときのＰＶＴ
特性グラフの一例を示した図である。
【図１０Ｂ】本発明の式（１１）に示す関数で、冷却速度を中速冷却にしたときのＰＶＴ
特性グラフの一例を示した図である。
【図１０Ｃ】本発明の式（１１）に示す関数で、冷却速度を低速冷却にしたときのＰＶＴ
特性グラフの一例を示した図である。
【図１１】本発明の実施例で用いる箱形射出成形品形状を示す図である。
【図１２】本発明の実施例で用いる箱形射出成形品形状を射出成形解析用形状データにメ
ッシュ分割した図である。
【符号の説明】
【０１１９】
１：モータ
２：ホッパー
３：シリンダ
４：金型
５：キャビティ
６：成形品材料
７：固化成形品
６００：コンピュータ
６０１：キーボード
６０２：マウス
６０３：ディスプレイ
６０４：補助記憶装置
８０１：ゲート
８０２：矩形キャビティ
８０３：シース熱電対
１０００：箱形射出成形品
１００１：そり評価基準点
１００２：そり評価基準点
１００３：そり評価基準点
１００４：そり評価位置
１００５：そり量
１１００：箱形射出成形品の射出成形解析用形状データ
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１１０１：そり評価基準点
１１０２：そり評価基準点
１１０３：そり評価基準点
１１０４：コーナー部
１１０５：そり評価位置

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図２】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】

【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１１】

【図１２】
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