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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用蒸気などエネルギ効率の一層の向上と、発
泡成形用金型の装着取外作業の簡便化を可能とし、かつ
、発泡成形機および成形用金型のコストダウン。
【解決手段】発泡成形機は、凹金型部材３１と凹側背面
部材３３とにより、および、凸金型部材３２と凸側背面
部材３４とにより、それぞれ囲まれ、かつ前記金型部材
の成形面３１ｍ、３２ｍに沿って配置され、独立した凹
側個別用役チャンバ３５、凸側個別用役チャンバ３６を
形成するよう、各金型部材とその背面部材との外周部（
金型部材外周部３１ａ、３２ａと背面部材同３３ａ、３
４ａ）を連接して一体に成形された凹側一体金型３０Ａ
と凸側一体金型３０Ｂとを装着している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　開閉可能に配設された一対の凸金型部材と凹金型部材とを装着し、その凸金型部材と
凹金型部材とを閉型したときに形成される成形キャビティに熱可塑性発泡用樹脂原料を充
填し、加熱して発泡させて、発泡成形体を形成するようにした発泡成形機であって、その
凸金型部材および凹金型部材と、それぞれの背面に間隔を設けて配設された背面部材とが
、各金型部材とその背面部材との外周部において一体に連接、形成されてなる凸側一体金
型と凹側一体金型とを開閉可能に配設して装着し、各金型部材とその背面部材とによって
囲まれた空間をそれぞれの用役チャンバとして用いるようにしたことを特徴とする発泡成
形機。
【請求項２】
　　前記用役チャンバにおいて、凸金型部材およびまたは凹金型部材の背面とそれぞれの
背面部材との間に補強部材を一体化して配置した凸側一体金型と凹側一体金型を装着した
請求項１に記載の発泡成形機。
【請求項３】
　　前記補強部材が仕切り壁体であって、用役チャンバを区切って複数の空間を配設した
凸側一体金型と凹側一体金型を装着した請求項２に記載の発泡成形機。
【請求項４】
　前記凸金型部材および凹金型部材とそれぞれの背面部材とを一体に連接する外周部の対
向部位に、閉型時に形成される成形キャビティを外部から離隔するシーリング面を同一平
面上に設けた凸側一体金型と凹側一体金型を装着した請求項１または２または３に記載の
発泡成形機。
【請求項５】
　　前記各用役チャンバから成形面に通じるベントホールが配置されている凸側一体金型
と凹側一体金型を装着した請求項１～４のいずれかに記載の発泡成形機。
【請求項６】
　　前記用役チャンバを貫通して成形キャビティと外部とを接続可能にする用役配管が配
置されている凸側一体金型と凹側一体金型を装着した請求項１～５のいずれかに記載の発
泡成形機。
【請求項７】
　　前記用役チャンバを貫通して成形キャビティと外部とを接続可能にする用役配管が前
記補強部材を通じて、配置されている凸側一体金型と凹側一体金型を装着した請求項６に
記載の発泡成形機。
【請求項８】
　　前記背面部材の外面に断熱層を配設した凸側一体金型と凹側一体金型を装着した請求
項１～７のいずれかに記載の発泡成形機。
【請求項９】
　　前記凸側一体金型と凹側一体金型を、発泡成形機の躯体側の取付け部材に断熱材を介
して装着した請求項１～８に記載の発泡成形機。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれかに記載の発泡成形機に装着される発泡成形用金型の製造方法であ
って、１）凸金型部材および凹金型部材とその背面部材とを組み合せた凸側一体金型およ
び凹側一体金型と同形の模型を消失材で形成し、２）その模型の内外に鋳造砂を充填し、
その鋳物砂を減圧硬化させ、３）所定のアルミニウム合金溶湯を注入して造形し、鋳込み
砂を除去し、４）鋳造品を取り出し、５）機械加工を経て、凸側一体金型および凹側一体
金型を製造することを特徴とする発泡成形用金型の製造方法。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発泡スチロールなど熱可塑性発泡樹脂成形品を製造するための発泡成形機お
よびそれに装着される発泡成形用金型の製造方法の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発泡スチロールなど発泡樹脂成形品を発泡成形するための成形金型として、特許
文献（１）、（２）などに記載のものが知られている。
　図１２を参照して概説すると、外周をフレーム１３、１４に固定し、対向配置される一
対の金型取付プレート１３ａに凹金型部材１１を、金型取付プレート１３ａに凸金型部材
１２を配設し、閉型時に成形キャビティ１を形成するようにするとともに、フレーム１３
、バックプレート１３ｂ、凹金型部材１１、金型取付プレート１３ａによって囲まれる凸
側用役チャンバ１５と、同じように、フレーム１４、バックプレート１４ｂ、凸金型部材
１２、金型取付プレート１４ａによって囲まれる凹側用役チャンバ１６とが形成されてい
る。
【０００３】
　これら金型を用いた発泡成形方法は、充填ノズル１ａを通じて成形キャビティ１内に発
泡ビーズを充填し、前記凸側および凹側の用役チャンバ１５、１６に、通気口１７ａ、１
８ａを通じて加熱蒸気を導入して、凹金型部材１１と凸金型部材１２を加熱するとともに
、ベントホール１１ａ、１２ａを通じて成形キャビティ１内にも送入して内部の発泡ビー
ズを発泡、融着させ、成形体を形成させた後、加熱蒸気に代えて個別用役チャンバ１５、
１６に冷却水を導入して、金型部材を介して成形キャビティ１内の発泡成形体を冷却し、
次いで離型することにより、発泡樹脂製品として取り出すことができる。
【０００４】
　このような金型を用いた発泡成形方法では、加熱蒸気は凹凸金型部材１１、１２を加熱
する以外に、構造材である用役チャンバ１５、１６を構成するフレーム１３、１４、バッ
クプレート１３ｂ、１４ｂ、金型取付プレート１３ａ、１４ｂも加熱するのに消費され、
同様に、冷却水はこれらの冷却にも消費されることになる。このような構造材の加熱、冷
却は発泡成形体の加熱冷却には関りがないことから、大きなエネルギロスが発生している
こととなっている。
【０００５】
　この事例では、金型部材１１、１２には、連通孔からなるベントホール１１ａ、１２ａ
が多数設けられていて、キャビティ１に充填された発泡ビーズに加熱蒸気などを導入して
接触させることができるよう配慮されている。また、この特許文献１には、それらベント
ホール１１ａ、１２ａを省略した構造も開示しているが、加熱蒸気や冷却水のエネルギ効
率を特に改善するものではなかった。
【０００６】
　そして、工場で用いられる発泡スチロール魚箱用生産機の場合、１成形サイクルで４～
６個の成形体が得られるよう、１組の金型取付プレート１３ａ、１４ａには該当数組の凹
凸金型部材が配設されているのが通例であり、このような場合には、入力エネルギの数パ
ーセントが発泡ビーズの加熱、冷却に用いられるだけであって、大部分は無駄になってい
ることが知られている。
【０００７】
　さらに、このような１成形サイクル、多数個同時成形ができる金型を用いた場合、それ
ぞれの金型部材の間で製品の品質にばらつきが生じるという問題があった。一個の用役チ
ャンバから加熱蒸気や冷却水などの用役の供給が均等に行われにくい、同様に加圧、減圧
などが均等に作用しないのがその理由と考えられたが、その品質のばらつきを防止する確
実な手段がなかった。
【０００８】
　このようなエネルギ効率の問題に対応する目的で、特許文献（２）に開示されている断
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熱被覆金型が提案されている。すなわち、如上の金型装置において、用役チャンバを形成
する金型取付プレート、フレーム、バックプレートなどの内面に中空シリカ粒子を分散さ
せたシリコーン樹脂からなる高耐久性の断熱被覆層を設けて、加熱ロス、冷却ロスを軽減
しようとするものである。
【０００９】
　この場合は、金型部材以外の金属構成材（金型取付プレート、フレーム、バックプレー
トなど）への伝熱が抑制されるので相応のエネルギ効率向上効果が認められた。しかしな
がら、用役チャンバの容積自体は従来と変化しないので、相応量の供給が必要であって、
その効率向上効果は約２０％程度に止まらざるを得なかった。
【００１０】
　また、この特許文献（２）の場合は、生産機用金型として１成形サイクルで６個の成形
体を得ることができる構造を開示しているが、このような場合には、多数個生産用金型を
構成する複数の凹凸金型部材の、加熱、冷却などの成形条件を全体として平均的に制御す
ることはできるが、個々の凹凸金型部材に応じた個別的制御はできないので、前記したよ
うな品質のばらつきを抑制できるものではなかった。
【００１１】
　このような多数個生産用金型を装着した発泡成形機において、複数の凹凸金型部材の加
熱、冷却などの成形条件を個別に制御することができ、かつエネルギ効率を改善できる手
法を本発明の出願人は特許文献（３）に提案している。
　特許文献（３）で開示した発泡成形用金型は、凹および凸金型部材の背面に間隔をもっ
てケーシングを配設して、それらに囲まれた凹および個別用役チャンバを形成したもので
あり、成形機のフレーム、バックプレートなどに基づく熱ロスを削減することができる金
型である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
　（１）特開２０００－７９９３１号公報：図１、図２など
　（２）特開２００４－１４８７７９号公報：特許請求の範囲、実施例、図１、図４など
　（３）特願２００８－１６１８８４　出願明細書
 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記の技術的背景に鑑み実現されたものであり、本発明の出願人が提案した
特許文献（３）の技術の更なる改善を意図したものであり、使用蒸気などのエネルギ効率
の一層の向上と、発泡成形用金型の装着取外作業の簡便化を可能とし、かつ、油圧装置な
ど動力系の小型化による発泡成形機自体のコストダウン、さらには発泡成形用金型自体の
コストダウンも可能とした発泡成形機およびそれに装着される発泡成形用金型の製造方法
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の問題は、開閉可能に配設された一対の凸金型部材と凹金型部材とを装着し、その
凸金型部材と凹金型部材とを閉型したときに形成される成形キャビティに熱可塑性発泡用
樹脂原料を充填し、加熱して発泡させて、発泡成形体を形成するようにした発泡成形機で
あって、その凸金型部材および凹金型部材と、それぞれの背面に間隔を設けて配設された
背面部材とが、各金型部材とその背面部材との外周部において一体に連接、形成されてな
る凸側一体金型と凹側一体金型とを開閉可能に配設して装着し、各金型部材とその背面部
材とによって囲まれた空間をそれぞれの用役チャンバとして用いるようにしたことを特徴
とする本発明の発泡成形機によって、解決することができる。
【００１５】
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さらに、本発明の発泡成形機は以下の各形態に好ましく具体化される。
　（１）前記用役チャンバにおいて、凸金型部材およびまたは凹金型部材の背面とそれぞ
れの背面部材との間に補強部材を一体化して配置した凸側一体金型と凹側一体金型を装着
した形態の発泡成形機。
　（２）前記補強部材が仕切り壁体であって、用役チャンバを区切って複数の空間を配設
した凸側一体金型と凹側一体金型を装着した形態の発泡成形機。
【００１６】
　（３）前記凸金型部材および凹金型部材とそれぞれの背面部材とを一体に連接する外周
部の対向部位に、閉型時に形成される成形キャビティを外部から離隔するシーリング面を
同一平面上に設けた凸側一体金型と凹側一体金型を装着した形態の発泡成形機。
【００１７】
　（４）前記各用役チャンバから成形面に通じるベントホールが配置されている凸側一体
金型と凹側一体金型を装着した形態の発泡成形機。
　（５）前記用役チャンバを貫通して成形キャビティと外部とを接続可能にする用役配管
が配置されている凸側一体金型と凹側一体金型を装着した形態の発泡成形機。
【００１８】
　（６）前記用役チャンバを貫通して成形キャビティと外部とを接続可能にする用役配管
が前記補強部材を通じて、配置されている凸側一体金型と凹側一体金型を装着した形態の
発泡成形機。
　（７）前記背面部材の外面に断熱層を配設した凸側一体金型と凹側一体金型を装着した
形態の発泡成形機。
　（８）前記凸側一体金型と凹側一体金型を、発泡成形機の躯体側の取付け部材に断熱材
を介して装着した形態の発泡成形機。
【００１９】
　また、前記の問題は、前記した発泡成形機に装着される発泡成形用金型の製造方法であ
って、１）凸金型部材および凹金型部材とその背面部材とを組み合せた凸側一体金型およ
び凹側一体金型と同形の模型を消失材で形成し、２）その模型の内外に鋳造砂を充填し、
その鋳物砂を減圧硬化させ、３）所定のアルミニウム合金溶湯を注入して造形し、鋳込み
砂を除去し、４）鋳造品を取り出し、５）機械加工を経て、凸側一体金型および凹側一体
金型を製造することを特徴とする本発明の発泡成形用金型の製造方法によって解決される
。
【００２０】
　本発明では、用語「用役」を以下の意味に用いている。
用役とは、原料である発泡ビーズの成形過程で加熱、融着、冷却、脱水などを行うための
、加熱蒸気、冷却水の供給の他、減圧ポンプによる減圧操作、加圧空気により加圧操作、
ドレン排出などの運転要素を意味し、用役チャンバまたは用役配管は、これら運転要素の
供給、排出のためのチャンバまたは接続管を意味するものである。　
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の発泡成形機は、その凸金型部材と凹金型部材のそれぞれに背面部材を配設し、
その外周部を一体に連接、形成して構成した凸側一体金型と凹側一体金型とを開閉可能に
配設して装着したものであり、金型部材と背面部材間の空間を各用役チャンバとしている
ので、金型自体をコンパクト化でき、成形機への脱着操作が簡略化され極めて容易になる
他、油圧装置など動力系の小型化による発泡成形機自体のコストダウンにも寄与すること
ができる。
【００２２】
　また、従来比、用役チャンバの容積を最小化でき、成形操作に際して加熱、冷却時に成
形品自体には関係のないフレームやバックプレートなどの構造部材などの部材を加熱、冷
却することがないための熱ロスが少なく、エネルギ効率の更なる改善が可能となる。その
結果、使用加熱蒸気や冷却水などの用役コストの節減とともに、成形サイクル時間の短縮
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も可能となるなどの効果が得られる。
【００２３】
　さらに、用役チャンバを区切って複数の空間から構成した場合は、それぞれの空間を独
立した用役チャンバとして機能させることが可能となり、成形キャビティに対してより最
適な加熱・冷却操作などを行い、発泡成形体の品質を部位ごとに制御できるという作用効
果が得られる。
【００２４】
　本発明の発泡成形用金型の製造方法によれば、本発明の発泡成形用金型をいわゆる消失
モデル鋳造法で製造できるので、従来の組立て構造の金型に比較して工数、材料費、製作
時間が少なく製造可能となり、大幅なコストダウンが期待できる。また、本発明によれば
、用役チャンバの容積を最小に設定できるので、より熱効率の高い金型を得ることができ
る。
　よって本発明は、従来の問題点を解消した発泡成形機およびそれに用いる発泡成形用金
型の製造方法として、工業的価値はきわめて大なるものがある。
 
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に使用される発泡成形用金型の要部断面図（型開き時）。
【図２】本発明に使用される発泡成形用金型の要部断面図（型閉じ時）。
【図３】本発明の発泡成形機の要部断面図（型開き時）。
【図４】本発明の発泡成形機の要部断面図（型閉じ時）。
【図５】本発明に使用される発泡成形用金型の製造工程１、２を示す要部断面図。
【図６】同じく発泡成形用金型の製造工程３を示す要部断面図。
【図７】同じく発泡成形用金型の製造工程４を示す要部断面図。
【図８】同じく発泡成形用金型の製造工程５を示す要部断面図。
【図９】同じく発泡成形用金型の装着状態を示す要部断面図。
【図１０】本発明の発泡成形機内部の用役配管を示す要部断面図。
【図１１】本発明に使用される他の形態の発泡成形用金型の要部断面図（型閉じ時）。
【図１２】従来の発泡成形用金型の要部断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　　次に、本発明の発泡成形機に特徴的に用いられる発泡成形用金型の形態について、図
１～４を参照しながら説明する。
　（発泡成形用金型）
　本発明における発泡成形用金型の基本的構造は、先ず、開閉可能に配設され、得られる
発泡成形体に接する成形面３１ｍ、３２ｍを有する一対の凹金型部材３１と凸金型部材３
２とを装着し、その凹金型部材３１と凸金型部材３２とを閉型したときに、前記成形面３
１ｍ、３２ｍで形成される成形キャビティ１に発泡用樹脂原料を充填し、加熱して発泡さ
せて、成形キャビティ１の立体形状をなす発泡成形体を形成するようにした発泡成形機を
前提としている。
【００２７】
　そして、この発泡成形用金型は、前記凹金型部材３１および凸金型部材３２の背面に略
一定の間隔を設けて、金型部材３１、３２の背面形状に倣った対向面形状の凹側背面部材
３３、凸側背面部材３４が配置されている。この凹金型部材３１および凸金型部材３２の
部分は、成形面３１ｍ、３２ｍを有する略板状立体構造物であり、この凹側背面部材３３
および凸側背面部材３４の部分も同様に略板状立体構造物で構成される。
【００２８】
　そして、その特徴は、前記凹金型部材３１と凹側背面部材３３とにより、および、凸金
型部材３２と凸側背面部材３４とにより、それぞれ囲まれ、かつ前記金型部材の成形面３
１ｍ、３２ｍに沿って設けられた、独立した凹側個別用役チャンバ３５、凸側個別用役チ
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ャンバ３６を形成するよう、各金型部材とその背面部材との外周部（凹金型部材外周部３
１ａと凹側背面部材外周部３３ａ、および凸金型部材外周部３２ａと凸側背面部材外周部
３４ａ）を連接して一体に形成された凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂとを構成
している点にある。
【００２９】
　この凹側一体金型３０Ａを凹金型部材３１と凹側背面部材３３から一体に形成するには
、それぞれの凹金型部材外周部３１ａと凹側背面部材同３３ａとを溶接することで一体化
することもできるが、鋳造方法によって両者を同時に一体に形成するのが最も好ましい。
凸側一体金型３０Ｂの場合も同様に成形されるのがよい。
　かくして、これら凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂとを閉じたときには、図２
に示すよう、得られる発泡成形体に接するそれぞれの成形面３１ｍ、３２ｍによって囲ま
れた成形キャビティ１が形成されるのである。
【００３０】
　（補強部材）
　なお、前記凹金型部材３１と背面部材３３との間、凸金型部材３２と背面部材３４との
間に補強部材３７、３８を一体化して配置すると、各金型部材と背面部材を薄肉化でき資
材コストが低減できる。この補強部材３７、３８の形状は、直径１０～４５ｍｍ程度の柱
状、幅５ｍｍ～２５ｍｍ程度の仕切り壁状などの形態でもよいが、前記した凹側一体金型
３０Ａ、凸側一体金型３０Ｂの一体成形に際して同時に成形するのが好ましい。
【００３１】
　さらに、この補強部材を仕切り壁体で形成して、補強の目的の他、前記した単数の用役
チャンバを区画して、複数個の空間から構成する目的に用いることも好ましい。
　図１１に例示すると、凹側一体金型３０Ａでは、用役チャンバを複数の仕切り壁体７１
によって、独立して区画された複数の空間７１ａ～７１ｇが成形キャビティ１に沿って設
けられる。また、凸側一体金型３０Ｂの方も、複数の仕切り壁体７２によって、独立して
区画された空間７２ａ～７２ｅが成形キャビティ１に沿って同様に設けられる。
【００３２】
　このように、用役チャンバを区切って複数の空間７１ａ～７１ｇ、７２ａ～７２ｅから
構成した場合は、それぞれの空間に個別の用役配管（図示せず）を配設することにより、
それぞれを独立した小型の用役チャンバとして機能させることが可能となる。
　かくして、図１、２にような両側１対の単数の用役チャンバを設けた構造では、加熱・
冷却操作で成形キャビティ１の部位によって変化させることはできなかったが、本発明の
場合には、複数の小型の用役チャンバを個別に操作することによって、成形キャビティ１
の部位に対応したより最適な加熱・冷却操作などを行うことができるようになる。従って
、得られる発泡成形体の部位ごとに成形操作を細かく制御でき、最適の品質が得られると
いう作用効果がある。
【００３３】
　（シーリング面）
　前記凸金型部材３２と背面部材３４とを一体に連接する外周部分と、凹金型部材３１と
背面部材３３とを一体に連接する外周部分とが対向する部位に、閉型時に形成される成形
キャビティ１を外部から離隔するためのシーリング面３２ｂ、３１ｂを、同一平面上に設
けるのがよい。そして、シーリング面３２ｂ、３１ｂに適宜なシーリング用パッキンを配
置することにより、成形キャビティ１を外部から確実に離隔することができる。また、シ
ーリング面３２ｂ、３１ｂが、同一平面上に設けられているので、製作時に精度の良い加
工が容易に行える利点がある。
【００３４】
　（断熱処理）
　前記凸側一体金型３０Ｂと凹側一体金型３０Ａとの背面部材３４、３３の外面に適宜な
断熱層（図示せず）、例えば、ガラス発泡粒子を耐熱接着剤でコートするなどの無機質断
熱層を配設すると、金型からの放熱が抑えられ、また外部からの熱的影響を受けにくくな
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るので、発泡成形時の温度制御が容易になる利点が得られる。
【００３５】
　（発泡成形用金型の発泡成形機への装着構造）
　次に、発泡成形用金型の発泡成形機への装着構造を図３（型開き状態）、４（型閉め状
態）を参照して説明する。
　図３の例示では、凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂとは、それぞれ成形機の背
面プレート４１、４２から伸びる凹金型側サポート４５、凸金型側サポート４６に、ボル
トなど機械的結合手段によって、それぞれ固定されて対向位置に配置されているが、必ず
しもこの形態に限定させることはなく、型閉め時の圧力が効果的に加えることができるよ
う、成形機本体の躯体構造に固定されることが必要である。
　なお、この事例では、成形機の上下にガイドポスト４３、４４が設けられ、凹側一体金
型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂに加わる型締め力を分散させ軽減する機能を担っている。
【００３６】
　また、凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂとを前記凹金型側サポート４５、凸金
型側サポート４６に固定するに際して、合成樹脂などからなる断熱部材４５ａ、４６ａを
介在させると、金型側とサポート側とが熱的に遮断され、金型全体が成形機本体とは熱的
に隔離されるから、金型側における成形操作時の熱処理に及ぼす外部からの悪影響が及ば
ないし、金型側の熱ロスも抑制できるので好ましい。
　なお、型閉め時に、凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂとが位置ずれを起こさな
いようガイドする型ずれ防止コッター４７、４７が一方の金型に設けられている。
【００３７】
　（ベントホールおよび用役配管）
　本発明では、前記凸側一体金型３０Ｂと凹側一体金型３０Ａでは、それぞれの用役チャ
ンバ３６、３５から成形キャビティ１内面（成形面３２ｍ、３１ｍ）に通じるベントホー
ル（図示せず）を適宜な間隔、例えば、２０～３０ｍｍピッチで複数個配置し、蒸気、空
気など用役の供給、排出に用いることができる。この形態では、従来から知られているベ
ントホールを用いた発泡成形方法が採用可能である。
【００３８】
　さらに、本発明では、このような通気孔であるベントホールに代えて、または、それと
併用して、外部から成型キャビティ１に直接、用役が供給できる配管構造を設ける形態に
具体化できる。その１例を図１０に示すと、凹側一体金型３０Ａを貫通して成型キャビテ
ィ１に達している成形キャビティ用役配管６１、凸側一体金型３０Ｂを貫通して成型キャ
ビティ１に達している成形キャビティ用役配管６２が配設されている。
【００３９】
　そして、この成形キャビティ用役配管６１，６２は、図１０に示すように、各用役チャ
ンバ３５、３６に設けられている補強部材３７、３８の内部を通路として配置されている
が、接続方法はこれに限定されず、直接に成型キャビティ１に接続してもよい。この図１
０の例にように補強部材３７、３８を通路として利用した場合は、配管接続加工が容易に
なり、かつ、金型側の機械的強度の悪影響を与えないなどの利点が得られる。
　なお、補強部材を用役配管の通路として利用する場合、その直径（幅員）は、蒸気、空
気などの配管、成形制御用温度・圧力センサの場合は２５ｍｍ、原料充填機、押し出しピ
ン、面圧センサの場合は４５ｍｍが好ましい。
【００４０】
　この成形キャビティ用役配管６１、６２は、成形キャビティ１の大きささ、形状に応じ
て、適宜な本数が配置され得る（図１０では２本の例を示している）が、通常、少なくと
も５０ｍｍのピッチを持って配置され、成形キャビティ１内の成形条件に応じて制御され
た個別の加熱蒸気を供給、排出あるいは冷却水の供給、排出などが可能となるよう、用役
チャンバ３５、３６から独立して構成されている。
【００４１】
　また、この用役チャンバ３５、３６には、図１０に示すように、用役チャンバ用役配管
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６３、６４を設けて、用役チャンバ３５、３６に対しても、同様に加熱蒸気や冷却水など
用役を制御しつつ適用できるよう装着されている。
　これらの配置本数も図示に限定されるものではなく、また、制御目的にため、それら用
役チャンバに直接、あるいはそれぞれの用役配管に個別の圧力、温度などの用役センサを
配置し、個別に好ましく調整した用役の適用が行えるように構成している。
【００４２】
　さらに、図１０に示すように、型閉め時、凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂと
のシーリング個所に小型の第３チャンバ６５を設けて、これに第３チャンバ用役配管６６
を接続する構成も採用される。この第３チャンバ６５の機能は、発泡用原料の充填時に減
圧操作し、成形キャビティ１の外周部分まで発泡用原料をむらなく充填させるように作用
するものである。
【００４３】
　次に、本発明の発泡成型機の利点を要約する。
　従来は、凹金型側では、図１２に示すように、金型部材を加熱、冷却するための用役チ
ャンバ１５が、凹金型部材１１、フレーム１３、金型取り付けプレート１３ａ、バックプ
レート１３ｂで囲まれ構成されているに対して、本発明では、図２に示すようにそれに相
当する用役チャンバ３５は、凹金型部材３１、凹側背面部材３３で囲まれて構成される。
凸金型側の従来の用役チャンバ１６と本発明の用役チャンバ３６との関係も同様である。
【００４４】
　かくして、従来の用役チャンバ１５、１６を取り囲む外周部材の総重量に対して、本発
明の用役チャンバ３５、３６を取り囲む外周部材の総重量は約４０％となり、その用役チ
ャンバ容積も従来比１０％以下に少なくなり、軽量かつ小容積となるから、本発明では、
成形１サイクル当りの加熱蒸気および圧縮空気あるいは冷却水の使用量は従来比５０％減
に削減できるという利点が得られる。
【００４５】
　さらに、前記した凸側一体金型３０Ｂと凹側一体金型３０Ａを用いるので、本発明出願
人が先に提案した特許文献３記載の金型装置と比較しても、金型装置自体をよりコンパク
ト化でき、成形機への脱着操作の所要時間が少なくとも５０％短縮できるなど、簡略化さ
れ容易になる利点がある。
【００４６】
　また、前記したように、凹側一体金型３０Ａと凸側一体金型３０Ｂとを前記凹金型側サ
ポート４５、凸金型側サポート４６に固定する場合は、型閉め時に各サポートの軸方向に
応力をかけることができるので、金型装置１台当たりの型閉め時の加圧面積が約４０％減
となるから、油圧装置など動力系の小型化が可能となり発泡成形機自体のコストダウンに
も寄与することができる。
【００４７】
　（発泡成形用金型の製造方法）
　次に、このような発泡成形用金型の本発明の製造方法について、図５～９を参照して説
明する。本発明は、以下の順の工程からなる。１）鋳造用消失模型の製作組立て、２）鋳
造砂の充填、硬化、３）溶湯の鋳込、４）鋳込み砂の除去、５）鋳造品の機械加工。
　なお、ここでは、凹側一体金型３０Ａの場合を例として説明するが、凸側一体金型３０
Ｂの場合も全く同様なのでその説明は省略する。
【００４８】
　１）鋳造用消失模型の製作組立て（図５参照）
　前記した凹金型部材３１と凹側背面部材３３との形状に相当する消失模型５１、５２を
準備する（図５（ａ））。この場合、消失材料としては造形発泡スチロールが好ましい。
この消失模型５１、５２を組み合せて、図５（ｂ）のように、凹側一体金型３０Ａに相当
する組立て消失模型５０を製作する。この消失模型５０には、内部に凹側個別用役チャン
バ３５に相当する空間１Ａが配設される。この場合、補強部材３７に相当する消失模型５
２ａも予め準備するものとする。
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【００４９】
　２）鋳造砂の充填、硬化（図６）
　組立て消失模型５０を容器５５内に配置し、鋳造砂ａを組立て消失模型５０の外部およ
び内部に充填する。なお、この工程に先立って、離型を容易にする塗型処理を行うのがよ
い。また、鋳造砂ａの十分な充填が行われるように、容器ごと振動を加える振動充填が好
ましい。
　次いで、鋳造砂の充填中または充填後に、容器５５を密閉して、減圧ポンプにより内部
を減圧して、充填した鋳造砂を硬化させる。
【００５０】
　３）溶湯の注入、造形（図７）
　アルミニウム合金の溶湯ｂを前記組立て消失模型５０の部分に注入して、同消失模型５
０を高温な溶湯ｂの熱によって分解、消失させ、同時に、生じた空間に溶湯ｂを流入させ
、原型である凹金型部材３１と凹側背面部材３３とを一体化して形成される凹側一体金型
３０Ａを造形する。
【００５１】
　４）鋳造品の取り出し（図示せず）
　前記造形後、冷却し、鋳込み砂を除去して鋳造品を取り出す。この場合、凹側一体金型
３０Ａの内部の用役キャビティ３５に充填されていた鋳造砂は、適宜位置に設けた排出口
を開いて流出させ、排出することができる。かくして、補強部材３７を有する用役キャビ
ティ３５を内部に設けた凹側一体金型３０Ａが取り出される。
【００５２】
　５）鋳造品の機械加工（図８）
　鋳込み砂による凹凸粗な表面を持つ鋳造直後の鋳造品を、所定の表面精度に仕上げると
同時に、所定の設定寸法に加工するため、適宜な研削装置５３よって機械加工される。
　かくして製作された凹側一体金型３０Ａは、図９に例示するように、発泡成形機の凹金
型側サポート４５に固定され、成形作業に供されるようになる。
【００５３】
　以上、説明した本発明の発泡成型用金型の製造方法によれば、対象の発泡成形用金型を
いわゆる消失模型鋳造法によって、より自由形状の金型が製造できるので、従来の複数の
部材を組み合わせるような組合せ構造の金型に比較して製作工数、材料費、製作時間など
が約５０％以上の短縮が可能となり、大幅なコストダウンが期待できる。さらに、設計上
、金型形状の自由度が広がり、発泡成形品の多様なデザインに対応できるなどの利点もあ
る。
【００５４】
　次に、本発明の発泡成形機による発泡成型方法に基づいて若干、補足する。
　（凹凸金型部材）
　本発明に用いられる凹金型部材３１と凸金型部材３２それ自体は、成形圧力がかかる閉
型時には製品が充填されているうえ、補強部材３７、３８をもって補強可能なので、構造
上、大きな耐圧強度は必要ではなく、５～１５ｍｍ厚さの薄肉アルミ系合金が利用可能で
あり、この結果、熱容量がより小さくなって熱レスポンスが早くなる利点がある。
【００５５】
　（用役チャンバ）
　如上の通り、用役チャンバ３５、３６は、凸金型部材３１、凸側背面部材３３および凹
金型部材３２、凹側背面部材３４で囲まれて構成されるが、それぞれの両背面部材３３、
３４は、成形操作時の加熱蒸気の圧力に耐える機械的強度が必要であるが、この場合も補
強部材３７、３８によって補強されるから、厚さ８～１５ｍｍの比較的薄いアルミ系合金
が用いられ得る。
【００５６】
　また、本発明では、用役チャンバ３５、３６は、加熱蒸気や冷却水などの用役が全体に
均質に与えられるよう、用役が流通するに十分でかつ最小の厚さを持って構成されるのが
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よい。また、本発明のように消失模型鋳造方法を用いる場合は、用役チャンバを形成する
部分に充填されていた鋳造砂がスムースに充填、排出できることも重要であり、これらを
考慮して形状設計がなされるべきである。なお、凸側背面部材３４および凹側背面部材３
３の用役チャンバ側形状は、対向する凸金型部材３２よび凹金型部材３１の用役チャンバ
側形状に倣った形状とするのが好ましい。
【００５７】
　次に、本発明の成形金型を用いた発泡成形機による発泡成形方法の概略について説明す
る。
（発泡成形方法）
　本発明では、前記した成形金型を用いる発泡成形方法であって、前記凹金型部材３１と
凸金型部材３２がベントホールを備えている場合は、周知の成形方法が採用される。すな
わち、型閉めし成形キャビティ１を形成した後、充填ノズル（図示せず）を通じて熱可塑
性樹脂からなる発泡ビーズを成形キャビティ１内に充填する。この場合、用役チャンバ３
５、３６を適宜に減圧してベントホールを通じ成形キャビティ１内も減圧すれば、発泡ビ
ーズを成形キャビティ１内に流入し易いように操作することができる。
【００５８】
　次いで、用役チャンバ３５、３６に加熱蒸気を導入し、ベントホールを通じて、成形キ
ャビティ１内の発泡ビーズを加熱して、発泡、融着させてキャビティ形状に規制される成
形体を形成する。その後、用役チャンバ３５、３６に冷却水を導入して、成形キャビティ
１内の発泡成形体を冷却する。冷却、乾燥した後、型を開いて、成形体を取り出す。
【００５９】
　さらに、前記用役チャンバから独立した成形キャビティ用役配管６１、６２が配置され
ている場合（図１０参照）の発泡成形方法の場合には、以下の手順で行われる。
　（発泡ビーズ充填）
　成形キャビティ１内に充填ノズル（図示せず）を通じて発泡ビーズを充填する。この場
合、成形キャビティ１に対して、型閉め直前まで連通可能であって、型閉め完了時に封止
される小空間である第３チャンバ６５を金型間に設定してある構造の成形金型を好ましく
使用できる。
【００６０】
　すなわち、型閉め直前の第３チャンバ６５が成形キャビティ１に連通している状態で、
成形キャビティ１内に発泡ビーズを空気伴走させ流入させることができ、また、付属の用
役配管６６を通じて減圧すれば、成形キャビティ１内も減圧されるので、より均質な充填
密度で全体を速やかに充填することができる。
【００６１】
　本発明では、この発泡ビーズ充填工程において、このような充填操作を行いながら前記
個別用役チャンバ３５、３６に加熱蒸気または温水などを導入して各金型部材３１、３２
を好ましい温度、例えば、発泡、融着温度直前の温度まで予備加熱することができる。か
くして、発泡ビーズ充填工程と加熱工程をオーバラップさせて、成形サイクルの短縮に寄
与することも可能となる。
【００６２】
　（加熱、発泡工程）
　前記個別用役チャンバ３５、３６に加熱蒸気を導入して、各金型部材３１、３２を加熱
してその伝熱によって、各金型部材３１、３２に接した発泡ビーズを加熱するとともに、
前記成形キャビティ用役配管６１，６２からも加熱蒸気を成形キャビティ１内に導入して
、成形キャビティ内の発泡ビーズを内部からも加熱する。この場合、発泡成形体の表皮面
と内部の発泡、融着状態を調節することが可能となり、表皮部分を強固に融着させ、内部
を最大限に発泡させるなど部分的に調節しながら発泡成形することができる。
【００６３】
　（冷却工程）
　発泡工程後、前記個別用役チャンバ３５、３６に所定の温度に管理した、例えば、発泡
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ビーズが融着しない範囲で最も高い温度（スチロール樹脂の場合、８０℃）などに設定し
た冷却水を導入、通水し、必要に応じて、冷却水を循環させ、成形キャビティ１内の発泡
成形体を離型可能な温度まで冷却する。
【００６４】
　この場合、冷却水は所定の温度に管理されているので、離型可能な温度以下でもっとも
高い温度まで冷却すればよく、必要以上の過冷却は成形サイクルの短縮化を阻害するので
好ましくない。本発明では、従来のような冷却ノズルによる散水方式に較べて、器具の詰
まりや、冷却むらにメンテナンスを向ける必要がなくなった。また、成形体に冷却水が直
接接触しないので、冷却水に基づき成形体が含水するという不具合も生じない。
【００６５】
　（減圧放冷工程）
　成形チャンバ用役配管６１，６２から加熱蒸気を供給する加熱方法を用いた場合、成形
チャンバ１内の凝縮ドレンがある程度発生することは避けられないが、この冷却工程で、
成形チャンバ用役配管６１，６２または第３チャンバ６５を通じて、減圧すれば型内のド
レンは容易に気化して除去することができる。
【００６６】
　（離型工程）
　離型可能になったとき、成形体が凹金型部材３１側に残るようにして、両金型を離間さ
せ、離型ピン（図示せず）を突き出して成形体を離型させる。かくして、所定形状に発泡
成形した成形体を乾燥状態で得ることができる。この場合、凹金型部材３１側の成形チャ
ンバ用役配管６１から減圧すれば、成形体を凹金型部材３１側に吸着し、容易に残留させ
ることができる。
 
【符号の説明】
【００６７】
１：成形キャビティ
３０Ａ：凹側一体金型、３０Ｂ：凸側一体金型
３１：凹金型部材、３１ａ：凹金型部材外周部、３１ｂ：シーリング面、３１ｍ：成形面
３２：凸金型部材、３２ａ：凸金型部材外周部、３２ｂ：シーリング面、３２ｍ：成形面
３３：凹側背面部材、３３ａ：凹側背面部材外周部
３４：凸側背面部材、３４ａ：凸側背面部材外周部
３５：凹側個別用役チャンバ
３６：凸側個別用役チャンバ
３７、３８：補強部材
４１、４２：背面プレート
４３、４４：ガイドポスト
４５：凹金型側サポート、４５ａ：断熱部材
４６：凸金型側サポート、４６ａ：断熱部材
４７：型ずれ防止コッター
７１：仕切り壁体、７１ａ～７１ｇ：空間
７２：仕切り壁体、７２ａ～７２ｅ：空間、
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