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(57)【要約】
【課題】金型キャビティの樹脂発泡圧力の変動に影響さ
れることなく、リンク節や型厚調節機構の隙間の影響を
解消して、確実な金型キャビティの拡大が可能で、発泡
倍率、気泡径や製品肉厚にバラつきのない高品質な発泡
成形品を得ることができる積層成形装置による発泡成形
方法を提供する。
【解決手段】固定盤側に複数の射出ユニットを有し、型
締機構で可動盤を型開閉させ、固定盤と可動盤とに相対
する面に異なる製品キャビ金型を取り付け、固定盤と可
動盤間で、型開閉方向に型開閉動作と連動した移動と、
任意の移動位置での停止および回転とが可能な機構を有
する回転盤を配設した積層成形装置において、回転盤を
移動させる独立した駆動装置で、発泡成形時の型開き動
作に連動して、回転盤で可動盤を型開き方向に押動させ
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２個の射出ユニットと、前記射出ユニットが脱着可能に配設され、それぞれ
の前記射出ユニットから、少なくとも２種類の製品キャビティに樹脂遮断開放切替弁を有
する独立した樹脂流路が形成された製品コア金型と、前記製品コア金型が取り付けられた
固定盤と、前記固定盤から突設された複数のタイバーと、ダミープレートが取り付けられ
、前記タイバーに案内され、型締機構により前記固定盤に対して型開閉方向に進退自在に
配設された可動盤と、からなり、
　前記製品コア金型と前記ダミープレートとに相対する面に、異なる形状を有した製品キ
ャビ金型がそれぞれ取り付けられ、前記固定盤と前記可動盤間で、前記可動盤の型開閉方
向に前記可動盤の型開閉動作と連動した移動動作と、任意の移動位置での停止と、前記任
意の移動位置での回転動作と、が可能な回転盤を有し、
　前記型締機構による前記可動盤の型開閉動作と、これに連動する前記回転盤の移動動作
と、前記回転盤の任意の位置における回転動作と、による、少なくとも２種類の異なる前
記製品キャビティの切替えと、少なくとも２個の前記射出ユニットからそれぞれの前記製
品キャビティに溶融樹脂を射出充填することと、により、少なくとも２種類の樹脂を積層
成形させ、
　前記可動盤と前記回転盤とを連結可能な機構により一体化し、
　前記回転盤の移動動作を、前記可動盤が前記固定盤に対して進退する型開閉ストローク
範囲内で、独立した駆動装置で行い、前記任意の移動位置における前記回転盤の回転動作
を独立した駆動装置で行う積層成形装置において、
　前記製品キャビティに発泡剤を含む溶融樹脂を充填し、前記充填後に前記回転盤と前記
可動盤とを一体で型開き方向に移動させて前記製品キャビティを拡大して成形する発泡成
形品の成形時において、
前記製品キャビティの拡大に連動して、前記回転盤の移動動作を行う前記独立した駆動装
置により、前記回転盤で前記可動盤を押動することを特徴とする積層成形装置による発泡
成形方法。
【請求項２】
　前記積層成形装置の型締機構がトグル式型締機構であることを特徴とする請求項１記載
の積層成形装置による発泡成形方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金型内に溶融樹脂を充填して発泡させてなる樹脂の発泡成形品の成形方法に
係り、表面が緻密で、特に成形の立ち上がり時においても発泡倍率、気泡径や製品肉厚に
バラツキのない高品質な発泡成形品を得るための積層成形装置による発泡成形方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂の内部に多数存在する気泡により軽量性、断熱性、吸音性等の物性に優れた効果を
有する発泡成形品は、古くから様々な分野で使用されている。特に近年は、製品に対する
樹脂の使用量を減らして軽量化するために樹脂を発泡させる手法が用いられ、軽量化はコ
ストの低減につながることもあいまって発泡成形品の分野を更に広げている。
【０００３】
　そして、発泡ガスのスキン層への巻き込みによる表面性の低下を防止して表面が緻密で
肌荒れの少ない成形方法として、発泡剤を含む溶融樹脂を金型キャビティ（”金型キャビ
ティ”は本明細書の”製品キャビティ”と同義。）にフル充填し表面層が固化してスキン
層が形成された後、金型キャビティを拡大することにより樹脂を発泡させる高圧法が知ら
れている。この高圧法では、金型キャビティの拡大量は成形品の発泡倍率、気泡径や製品
肉厚等に影響を及ぼす重要な因子であり、高精度に再現性高く制御することが要求される
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。
【０００４】
　この高圧法における金型キャビティの拡大量の高精度制御に、複数のリンクから構成さ
れるトグル式型締機構を用いた型締装置（”型締装置”は本明細書の”型締機構”と同義
。）が適していることはよく知られている。これは、トグル式型締機構を駆動させるクロ
スヘッドの位置が１ｍｍ変動しても、トグル式型締機構で駆動される可動盤の位置変動は
１／１０ｍｍ以下であり、この可動盤の位置制御によって極めて高精度で、且つ、再現性
の高い金型キャビティ拡大量の制御を実現することができるものである。しかしながら、
金型キャビティ拡大量の高精度制御において、トグル式型締機構を構成する複数のリンク
節を結合するトグルピンとリンクのピン孔との間のわずかな隙間や、金型厚みに合わせて
トグル式型締機構の位置調節を行う型厚調節機構のわずかな機械的隙間が問題となる。
【０００５】
　この問題を解決するために、本発明の出願人は特許文献１（特開２００６－３３４７９
３号公報）の発泡成形品の射出成形装置を出願している。すなわち、型締め後、トグル式
型締機構を駆動させるクロスヘッドの位置を高精度で制御し、所定の型開量だけ型開き方
向に可動盤を型開きさせ、金型キャビティを拡大させたとしても、特許文献１の図８に示
すように、各リンク節を結合するトグルピンとリンクのピン孔との間にはわずかな隙間が
あるため、トグルピンが、ピン穴に対して型閉め方向に寄った状態にあり、各リンク節の
トグルピンとピン穴との間の型開き方向に可動盤リンク節隙間δ４（デルタ４）を生じて
いる。このため、所定の型開量だけ型開き方向に可動盤を型開きさせる位置にクロスヘッ
ドを停止させたとしても、金型キャビティに充填された発泡剤を含む溶融樹脂の発泡圧力
により、可動盤リンク節隙間δ４の合計隙間に相当する寸法だけ、可動盤が型開き方向に
移動し、金型キャビティの容積が大きくなり、発泡倍率、気泡径や成形品肉厚がバラつき
、高品質な発泡成形品が得られないといった問題を有していた。
【０００６】
　また、トグル式型締機構を用いた型締装置は、リンクが伸びきった状態で型締力が発生
するため、金型厚みに合わせてトグル式型締機構の位置調整を行う型厚調節機構を備えて
いる。この型厚調節機構は、例えば、特許文献１の図９に示すように、リアプラテン４に
回転自在に設けられタイバー７に螺合するタイバーナット５と、タイバーナット５を回転
駆動する駆動装置等から構成されている。タイバーナット５とタイバー７のねじ部と、お
よび、タイバーナット５とリアプラテン４との間には、それぞれ回転摺動のための隙間を
有しており、金型キャビティの拡大後は、タイバーナット５とタイバー７のねじ部との隙
間δ５が型開き方向、および、タイバーナット５とリアプラテン４との隙間δ６が型閉め
方向に発生した状態にある。このため、トグルピンとピン穴との間の可動盤リンク節隙間
δ４と同様に、金型キャビティに充填された発泡剤を含む溶融樹脂の発泡圧力により、隙
間δ５とδ６の合計隙間に相当する寸法だけ、リアプラテン４と可動盤を連結するトグル
式型締機構全体が型開き方向に移動し、金型キャビティの容積が大きくなり同様の問題の
要因となっていた。
【０００７】
　可動盤リンク節隙間δ４については、予め、この可動盤リンク節隙間δ４の合計隙間を
計測しておき、所定の型開量からその合計隙間を差し引いた量で、金型キャビティの拡大
量の制御を行う射出成形装置や発泡成形方法も考案されている。しかしながら、その場合
においても、溶融樹脂の温度や金型温度が安定していない成形立ち上がり時においては、
発泡剤の熱分解によって発生する発泡ガスの量や圧力が安定せず、可動盤に型開き方向に
作用する樹脂発泡圧力を十分に得ることができないため、予め差し引いた合計隙間の量に
相当する金型キャビティの拡大量を得ることができず、発泡倍率、気泡径や成形品肉厚が
バラつき、高品質な発泡成形品が得られないといった問題を有していた。
【０００８】
　更に、型厚調節機構のタイバーナット５とタイバー７のねじ部との隙間δ５、および、
タイバーナット５とリアプラテン４との隙間δ６も、可動盤に型開き方向に作用する樹脂
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発泡圧力を十分に得ることができない場合は、リアプラテンと可動盤を連結するトグル式
型締機構全体の型開き方向への移動量が安定せず、前記問題の要因になっていた。
【０００９】
　これらの問題を解決するために、特許文献１の発泡成形品の射出成形装置は、特許文献
１の図４に示すように、金型キャビティを拡大して成形する発泡成形品の射出成形装置に
おいて、固定盤と可動盤との間に複数の圧流体シリンダーを設け、金型キャビティの拡大
に連動して可動盤を押動するキャビティ拡大機構を設けている。発泡成形における金型キ
ャビティの拡大に連動して、キャビティ拡大機構で可動盤を押動することにより、特許文
献１の図５に示すように、トグル式型締機構の各リンク節のトグルピンとピン穴との間の
型開き方向の可動盤リンク節隙間δ４を０にするとともに、特許文献１の図６に示すよう
に、型厚調節機構の型開き方向の隙間δ５およびδ６を０にすることで、金型キャビティ
の樹脂発泡圧力の変動に影響されることなく、リンク節や型厚調節機構の隙間の影響を解
消して、確実な金型キャビティの拡大が可能で、発泡倍率、気泡径や製品肉厚にバラつき
のない高品質な発泡成形品を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－３３４７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１の特開２００６－３３４７９３号公報の発泡成形品の射出成
形装置は、固定盤と可動盤との間に複数の圧流体シリンダーを設け、金型キャビティの拡
大に連動して可動盤を押動するキャビティ拡大機構が必要である。
【００１２】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたもので、その目的はキャビティ拡大機構を必要
とせず、同様の効果を得ることのできる積層成形装置による発泡成形方法を提供すること
にある。ここで、本発明の出願人は本発明の出願の前に、従来の積層成形装置の問題を解
決する積層成形装置および積層成形方法を出願している。（特願２００９－１２８５０９
／出願日：２００９年５月２８日）
【００１３】
　この積層成形装置は、少なくとも２個の射出ユニットと、前記射出ユニットが脱着可能
に配設され、それぞれの前記射出ユニットから、少なくとも２種類の製品キャビティに樹
脂遮断開放切替弁を有する独立した樹脂流路が形成された製品コア金型と、前記製品コア
金型が取り付けられた固定盤と、前記固定盤から突設された複数のタイバーと、ダミープ
レートが取り付けられ、前記タイバーに案内され、型締機構により前記固定盤に対して型
開閉方向に進退自在に配設された可動盤と、からなり、
前記製品コア金型と前記ダミープレートとに相対する面に、異なる形状を有した製品キャ
ビ金型がそれぞれ取り付けられ、前記固定盤と前記可動盤間で、前記可動盤の型開閉方向
に前記可動盤の型開閉動作と連動した移動動作と、任意の移動位置での停止と、前記任意
の移動位置での回転動作と、が可能な回転盤を有し、
前記型締機構による前記可動盤の型開閉動作と、これに連動する前記回転盤の移動動作と
、前記回転盤の任意の位置における回転動作と、による、少なくとも２種類の異なる前記
製品キャビティの切替えと、少なくとも２個の前記射出ユニットからそれぞれの前記製品
キャビティに溶融樹脂を射出充填することと、により、少なくとも２種類の樹脂を積層成
形させ、
前記可動盤と前記回転盤とを連結可能な機構により一体化し、
前記回転盤の移動動作を、前記可動盤が前記固定盤に対して進退する型開閉ストローク範
囲内で、独立した駆動装置で行い、前記任意の移動位置における前記回転盤の回転動作を
独立した駆動装置で行う形態を含む積層成形装置である。
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【００１４】
　本発明の出願人は、前記本発明の出願人の出願による積層成形装置の一形態に基づき、
これら問題を解決する積層成形装置による発泡成形方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の請求項１に係る積層成形装置による発泡成形方法は、少なくとも２個の射出ユ
ニットと、前記射出ユニットが脱着可能に配設され、それぞれの前記射出ユニットから、
少なくとも２種類の製品キャビティに樹脂遮断開放切替弁を有する独立した樹脂流路が形
成された製品コア金型と、前記製品コア金型が取り付けられた固定盤と、前記固定盤から
突設された複数のタイバーと、ダミープレートが取り付けられ、前記タイバーに案内され
、型締機構により前記固定盤に対して型開閉方向に進退自在に配設された可動盤と、から
なり、
前記製品コア金型と前記ダミープレートとに相対する面に、異なる形状を有した製品キャ
ビ金型がそれぞれ取り付けられ、前記固定盤と前記可動盤間で、前記可動盤の型開閉方向
に前記可動盤の型開閉動作と連動した移動動作と、任意の移動位置での停止と、前記任意
の移動位置での回転動作と、が可能な回転盤を有し、
前記型締機構による前記可動盤の型開閉動作と、これに連動する前記回転盤の移動動作と
、前記回転盤の任意の位置における回転動作と、による、少なくとも２種類の異なる前記
製品キャビティの切替えと、少なくとも２個の前記射出ユニットからそれぞれの前記製品
キャビティに溶融樹脂を射出充填することと、により、少なくとも２種類の樹脂を積層成
形させ、
前記可動盤と前記回転盤とを連結可能な機構により一体化し、
前記回転盤の移動動作を、前記可動盤が前記固定盤に対して進退する型開閉ストローク範
囲内で、独立した駆動装置で行い、前記任意の移動位置における前記回転盤の回転動作を
独立した駆動装置で行う積層成形装置において、
前記製品キャビティに発泡剤を含む溶融樹脂を充填し、前記充填後に前記回転盤と前記可
動盤とを一体で型開き方向に移動させて前記製品キャビティを拡大して成形する発泡成形
品の成形時において、
前記製品キャビティの拡大に連動して、前記回転盤の移動動作を行う前記独立した駆動装
置により、前記回転盤で前記可動盤を押動することを特徴としている。
【００１６】
　本発明の請求項２に係る積層成形装置による発泡成形方法は、請求項１において、前記
積層成形装置の型締機構がトグル式型締機構であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の積層成形装置による発泡成形方法によれば、専用のキャビティ拡大機構を必要
とせず、製品キャビティの拡大に連動して、回転盤の移動動作を行う独立した駆動装置に
より、回転盤で可動盤を押動することにより、製品キャビティの樹脂発泡圧力の変動に影
響されることなく、型締機構等が有する機械的隙間の影響を解消して、確実な製品キャビ
ティの拡大が可能で、発泡倍率、気泡径や製品肉厚にバラつきのない高品質な発泡層を有
する積層成形品を得ることができる。
【００１８】
　また、積層成形装置の型締機構がトグル式型締機構であれば、トグルを構成する各リン
ク節を結合するトグルピンとリンクのピン孔との間の隙間や、型厚調節機構の隙間の影響
を解消して、確実な製品キャビティの拡大が可能で、発泡倍率、気泡径や製品肉厚にバラ
つきのない高品質な発泡層を有する積層成形品を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例１の積層成形装置の型開き状態の全体主要構造を示す図である。
【図２】本発明の実施例１の成形工程を示す平面図である。
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【図３】本発明の実施例１の成形工程を示す平面図の図２（ｂ）のＡ矢視図である。
【図４】本発明の実施例１の型厚調節機構の製品キャビティ拡大時の状態を示す縦断側面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら詳細に説
明する。
【００２１】
　以下、図１乃至図４を参照しながら本発明の実施例１を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１乃至図４を参照しながら本発明の実施例１を説明する。図１は本発明の実施例１の
積層成形装置の型開き状態の全体主要構造を示す図である。図１（ａ）は平面図であり、
図１（ｂ）は縦断側面図である。図２は本発明の実施例１の成形工程を示す平面図である
。図３は本発明の実施例１の成形工程を示す平面図の図２（ｂ）のＡ矢視図である。図４
は本発明の実施例１の型厚調節機構の製品キャビティ拡大時の状態を示す縦断側面図であ
る。
【００２３】
　本発明の実施形態である積層成形装置１の構成について説明する。図１において、２は
ベッド、３は固定盤、４は回転盤、５は可動盤、６はダミープレート、７はリンク駆動機
構、９はタイバー、１０はリアプラテン、１１は回転盤回転機構、１２は回転盤移動機構
、１４はトグル式型締機構、１５は回転盤連結機構、１６は型厚調節機構、１７は１次射
出ユニット、１８は２次射出ユニット、１９は１次側製品キャビ金型、２０は２次側製品
キャビ金型、２１は製品コア金型である。固定盤３はベッド２に固定され製品コア金型２
１が取り付けられている。そして、１次射出ユニット１７と２次射出ユニット１８とが製
品コア金型２１に脱着可能に配設されている。ここで、製品コア金型２１には、１次射出
ユニット１７と２次射出ユニット１８とから、この製品コア金型２１と回転盤４の１次側
製品キャビ金型１９もしくは２次側製品キャビ金型２０と組み合わされて形成される２種
類の製品キャビティそれぞれに、樹脂遮断開放切替弁を有する独立した図示しない樹脂流
路が形成されている。固定盤３の四隅から突設されたタイバー９は、それぞれ可動盤５を
貫通しており、可動盤５はタイバー９に案内され、リンク駆動機構７によって駆動される
トグル式型締機構１４により固定盤３に対して進退自在に配設されている。発泡成形にお
いて、型締機構は型開量が高精度で制御可能なトグル式型締機構であることが望ましく、
型締機構を駆動させる駆動装置は油圧シリンダー等でも良いが、より高精度な制御が可能
な電動サーボモータであることが望ましい。また可動盤５にはダミープレート６が、回転
盤４の１次側製品キャビ金型１９と２次側製品キャビ金型２０とに相対する位置に取り付
けられている。リアプラテン１０は、型厚調節機構１６により、その四隅をタイバー９に
固定されていると共に、金型厚みに応じて、固定盤３に対してその位置を型開閉方向に調
節可能に配設されている。ここで、型厚調節機構１６は、図４に示すように、リアプラテ
ン１０に回転自在に設けられ、タイバー９に螺合されるタイバーナット９ａと、図示しな
い駆動装置と、により構成されており、金型厚みに応じて、タイバーナット９ａを図示し
ない駆動装置により回転させて、リアプラテンと可動盤を連結するトグル式型締機構全体
の位置を型開閉方向に調節するものである。
【００２４】
　回転盤４の、固定盤３の製品コア金型２１と可動盤５のダミープレート６とに相対する
面には、異なる形状を有する１次側製品キャビ金型１９と２次側製品キャビ金型２０とが
それぞれ取り付けられており、回転盤４は、回転盤４を回転させる回転盤回転機構１１を
介して、回転盤移動機構１２上に配設されている。回転盤連結機構１５は、可動盤５のダ
ミープレート６と回転盤４の１次側製品キャビ金型１９もしくは２次側製品キャビ金型２
０とが型合わせされた状態で、可動盤５と回転盤４とを連結する位置に、可動盤５の上部
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あるいは側面から、油圧や電動サーボモータ等で先端部を進退させるノックピン等の連結
機構を支持させたものであり、可動盤５のダミープレート６と回転盤４の１次側製品キャ
ビ金型１９もしくは２次側製品キャビ金型２０とが型合わせされた状態で、可動盤５と回
転盤４とを連結し一体化するものである。この回転盤連結機構１５は、可動盤５と回転盤
４とのいずれに設けても良いし、可動盤５のダミープレート６もしくは回転盤４の１次側
製品キャビ金型１９と２次側製品キャビ金型２０とに、油圧等で駆動されるクランプ機構
等の連結機構を設ける形態でも良い。
【００２５】
　回転盤移動機構１２は、ボールネジとボールネジナットと直動ガイドとの組合せ等で構
成される直線状のガイド機構を有し、回転盤連結機構１５により可動盤５と回転盤４とを
一体化した状態で、可動盤５の型開閉動作により、回転盤４を型開閉方向に型開閉動作と
連動させて型開閉ストローク範囲を移動させ、回転盤連結機構１５を解除して、任意の移
動位置で停止させ、その位置を保持する。更に、回転盤移動機構１２は、電動サーボモー
タ等の独立した駆動装置を有し、可動盤５の型開閉動作によらず型開閉方向に移動させる
ことが可能である。また、回転盤回転機構１１は、１次側製品キャビ金型１９と２次側製
品キャビ金型２０とを含む回転盤４の荷重を支持し、回転させることができる円周状のガ
イド等で構成された支持機構を有し、電動サーボモータ等の独立した駆動装置により任意
の移動位置で回転盤４を回転させる。
【００２６】
　また、図１（ａ）の全開状態において、可動盤５は使用される金型厚みに対応した型開
き限位置にある。回転盤４は、回転盤４が１次側製品キャビ金型１９と２次側製品キャビ
金型２０を取り付けた状態で回転可能で、かつ固定盤３の製品コア金型２１と回転盤４の
２次側製品キャビ金型２０（積層成形品の成形完了時、回転盤４の２次側製品キャビ金型
２０が、固定盤３の製品コア金型２１側に位置している。図２（ｆ）参照。）間に、図示
しない製品取出装置を挿入させ、固定盤３の製品コア金型２１から図示しない製品押出し
機構により押出された積層成形品を取出し可能な”任意の移動位置”にある。また、回転
盤４を停止させる前記”任意の移動位置”は、使用される金型厚み等に合わせて適宜、適
切な位置に設定されるものである。
【００２７】
　図２乃至図４を参照しながら、実施例１の成形工程を説明する。図１（ａ）の全開状態
から図２（ａ）に示すように、可動盤５と回転盤４とを固定盤３方向に型閉めさせる。ま
ず、トグル式型締機構１４により可動盤５を、回転盤移動機構１２により前記”任意の移
動位置”に保持されている回転盤４まで型閉めさせて、可動盤５のダミープレート６を２
次側製品キャビ金型２０に型合わせさせる。型合わせ後、回転盤連結機構１５により可動
盤５と回転盤４とを一体化させてから、回転盤移動機構１２による回転盤４の保持を解除
する。次に、一体化した可動盤５と回転盤４とをトグル式型締機構１４により型閉めさせ
て、回転盤４の１次側製品キャビ金型１９を固定盤３の製品コア金型２１に型合わせさせ
る。この間、回転盤移動機構１２の独立した駆動装置は駆動力を発生せず、可動盤５と回
転盤４とを一体化した型閉め動作を阻害しない。
【００２８】
　すべての型合わせが完了した後、トグル式型締機構１４で回転盤４の１次側製品キャビ
金型１９と固定盤３の製品コア金型２１、および可動盤５のダミープレート６と回転盤４
の２次側製品キャビ金型２０とを型締めする。その状態で、回転盤４の１次側製品キャビ
金型１９と固定盤３の製品コア金型２１とで形成される製品キャビティに、製品コア金型
２１に形成された、樹脂遮断開放切替弁を有する独立した樹脂流路を介して、１次射出ユ
ニット１７から予め設定された射出充填パターンに応じて発泡性溶融樹脂を１次射出充填
する。
【００２９】
　１次射出充填後、図２（ｂ）に示すように、トグル式型締機構１４により可動盤５と回
転盤４とを一体で所定量α（アルファ）だけ型開きさせ、形成された製品キャビティに発
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泡性溶融樹脂を発泡膨張させ、表面が非発泡のスキン層で、内部に微細発泡セルを有する
１次材料発泡層４３を成形する。図２（ｂ）の下部の左右の図は製品キャビティ部の発泡
膨張行程を示しており、左側が１次射出充填後の発泡膨張前の状態を示している。この状
態から１次製品キャビ金型１９を所定量αだけ型開きさせると、右側に示す１次材料発泡
層４３が成形された発泡膨張後の状態となる。この型開き動作に連動させて、回転盤移動
機構１２の独立した駆動装置により回転盤４で可動盤５を矢印４５に示す型開き方向に押
動させる。
【００３０】
　この回転盤４の押動動作（矢印４５）により、図３に示すように、可動盤５を型開き方
向にトグルピン１４ａとリンクのピン孔１４ｂとの間の隙間δ１分だけ、トグルピン１４
ａが、ピン穴１４ｂに対して型開き方向に寄った状態まで移動させることにより、製品キ
ャビティの樹脂発泡圧力の変動に影響されることなくリンク節の隙間の影響を解消して、
確実な製品キャビティの拡大が可能となり、特許文献１のキャビティ拡大機構と同様の効
果を奏する。また、図４に示すように、この押動動作（矢印４５）は、可動盤５とトグル
式型締機構１４を介して、リアプラテン１０にも作用し、リアプラテン１０を型開き方向
に押動させ、タイバーナット９ａとタイバー９のねじ部との隙間δ５、および、タイバー
ナット９ａとリアプラテン１０との隙間δ６を解消して、特許文献１のキャビティ拡大機
構と同様の効果を奏する。
【００３１】
　所定の冷却固化時間経過後、図２（ｃ）に示すように、１次材料発泡層４３が固定盤３
の製品コア金型２１に付着した状態で可動盤５と回転盤４を固定盤３から離間する方向に
型開きさせる。まず、一体化している可動盤５と回転盤４とをトグル式型締機構１４によ
り、回転盤４が前記”任意の移動位置”に到達するまで型開きさせる。次に、回転盤４が
前記”任意の移動位置”に到達した時点で、回転盤移動機構１２で回転盤４を停止させ、
同時に回転盤連結機構１５を解除する。そして、回転盤４と分離された可動盤５はそのま
ま型開き限位置までトグル式型締機構１４で型開きされる。この間、回転盤移動機構１２
の独立した駆動装置は駆動力を発生せず、可動盤５と回転盤４との一体化した型閉め動作
を阻害しない。型開き後、回転盤４を前記”任意の移動位置”において回転盤回転機構１
１により回転させ、回転盤４の２次側製品キャビ金型２０を固定盤３の製品コア金型２１
に相対する位置に切替える。
【００３２】
　次に図２（ｄ）に示すように、再び、可動盤５と回転盤４とを型閉めさせて、回転盤４
の２次側製品キャビ金型２０を、１次材料発泡層４３が付着した状態の固定盤３の製品コ
ア金型２１に型合わせさせる。可動盤５と回転盤４との型閉め動作は図２（ａ）で説明し
たとおりである。すべての型合わせが完了した後、トグル式型締機構１４で回転盤４の２
次側製品キャビ金型２０と固定盤３の製品コア金型２１、および可動盤５のダミープレー
ト６と回転盤４の１次側製品キャビ金型１９とを型締めする。その状態で、回転盤４の２
次側製品キャビ金型２０と固定盤３の製品コア金型２１に付着した１次材料発泡層４３の
表面とで形成される製品キャビティに、製品コア金型２１に形成された、樹脂遮断開放切
替弁を有する独立した樹脂流路を介して、２次射出ユニット１８から予め設定された射出
充填パターンに応じて発泡性溶融樹脂を２次射出充填する。
【００３３】
　２次射出充填後、図２（ｅ）に示すように、トグル式型締機構１４により可動盤５と回
転盤４とを一体で所定量β（ベータ）だけ型開きさせ、形成された製品キャビティに発泡
性溶融樹脂を発泡膨張させ、１次材料発泡層４３の表面の一部あるいは全面に、表面が非
発泡のスキン層で、内部に微細発泡セルを有する２次材料発泡層４４を成形する。図２（
ｅ）の下部の左右の図は製品キャビティ部の発泡膨張行程を示しており、左側が２次射出
充填後の発泡膨張前の状態を示している。この状態から２次製品キャビ金型２０を所定量
βだけ型開きさせると、右側に示す２次材料発泡層４４が成形された発泡膨張後の状態と
なる。１次材料発泡層の成形時と同様に、この型開き動作に連動させて、回転盤移動機構
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せることにより、特許文献１のキャビティ拡大機構と同様の効果を奏し、製品キャビティ
の樹脂発泡圧力の変動に影響されることなく、リンク節や型厚調節機構の隙間の影響を解
消して、確実な製品キャビティの拡大が可能となる。
【００３４】
　所定の冷却固化時間経過後、図２（ｆ）に示すように、可動盤５と回転盤４を型開きさ
せる。可動盤５と回転盤４の型開き動作は図２（ｃ）で説明したとおりである。型開き後
、固定盤３の製品コア金型２１に付着した、１次材料発泡層４３と２次材料発泡層４４と
から成る発泡積層成形品を、図示しない製品取出装置により取り出す。その後、回転盤４
を回転盤回転機構１１により回転させ、回転盤４の１次側製品キャビ金型１９を固定盤３
の製品コア金型２１に相対する位置に切替えれば、再び図１（ａ）の状態となる。このよ
うにして、以後、図１（ａ）の状態から図２（ｆ）の状態に至る成形サイクルを繰り返す
ことにより、積層成形品が連続的に成形される。
【００３５】
　なお実施例１は、１次射出充填および２次射出充填ともに発泡成形させるものであるが
、これに限らず１次射出充填のみ、あるいは２次射出充填のみ発泡成形させることも選択
は自由である。また、実施例１は、型締機構としてトグル式型締機構を採用しているが、
この理由は実施例１中にも記載した、型開量が高精度で制御可能であるトグル式型締機構
が発泡成形におけるキャビティ拡大のための型開動作に適している点に加えて、型締機構
等が有する機械的隙間の影響を解消する本発明の発泡成形方法の説明が、他の型締機構に
比べてわかりやすく説明できる点であり、トグル式型締機構が他の型締機構に比べて機械
的隙間が多いことを意図するものではない。このように、本発明は実施例１に限定される
ものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　以上のように、本発明に係る積層成形装置による発泡成形方法は、独立した駆動装置で
移動可能な回転盤を有する積層成形装置による発泡成形方法に利用することができる。
【符号の説明】
【００３７】
１…積層成形装置、２…ベッド、３…固定盤、４…回転盤、５…可動盤、６…ダミープレ
ート、７…リンク駆動機構、９…タイバー、９ａ…タイバーナット、１０…リアプラテン
、１１…回転盤回転機構、１２…回転盤移動機構、１４…トグル式型締機構、１４ａ…ト
グルピン、１４ｂ…ピン孔、１５…回転盤連結機構、１６…型厚調節機構、１７…１次射
出ユニット、１８…２次射出ユニット、１９…１次側製品キャビ金型、２０…２次側製品
キャビ金型、２１…製品コア金型、４３…１次材料発泡層、４４…２次材料発泡層。４５
…回転盤移動機構１２の独立した駆動装置により回転盤４で可動盤５を押す押動動作
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