
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形金型機構によるアンダーカット処理において、エジェクタ板の移動方向に対し
て傾斜して受板を貫通した傾斜ピンを介してスライドコアの移動を案内するために用いら
れるスライドコアガイドユニットであって、互いに対向した一対の案内溝を有していると
共に、エジェクタ板に固着されるベースと、このベースの各案内溝に、エジェクタ板の移
動方向に対して交差する方向に摺動自在に配されているスライド板と、このスライド板に
軸を介して回転自在に支持されたホルダーとを具備しており、軸は、スライド板及びホル
ダーのうちのいずれか一方に固着されており、ホルダーは、傾斜ピンの一端部を固定保持
するべく、当該傾斜ピンの一端部を受容する保持孔と、エジェクタ板の移動において、傾
斜ピンと平行となるように傾斜されて配される案内ロッドにより当該傾斜ピンの傾斜方向
と平行な方向に案内移動されるべく、案内ロッドを摺動自在に挿通させる挿通孔とを有し
ており、保持孔及び挿通孔はホルダー自体に形成されているスライドコアガイドユニット
。
【請求項２】
　ホルダーには、挿通孔においてブッシュが嵌着されており、案内ロッドは、ブッシュを
介在させて挿通孔を挿通するようになっている請求項１に記載のスライドコアガイドユニ
ット。
【請求項３】
　軸は、ホルダーが傾斜ピンの一端部を中心としてスライド板に対して回転自在となるよ
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うに、スライド板及びホルダーのうちのいずれか一方に固着されている請求項１又は２に
記載のスライドコアガイドユニット。
【請求項４】
　軸は、その軸心が保持孔の軸心と実質的に直交するように、スライド板及びホルダーの
うちのいずれか一方に固着されている請求項１から３のいずれか一項に記載のスライドコ
アガイドユニット。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のスライドコアガイドユニットと、固定の基台と
、この基台に対して間隔をもって配された固定の受板と、基台と受板との間に可動に配さ
れたエジェクタ板と、エジェクタ板の移動方向に対して傾斜して受板を貫通していると共
に、一端部が保持孔に受容されて当該一端部がホルダーに固定保持されている傾斜ピンと
、傾斜ピンの他端部に保持されたスライドコアと、ホルダーの挿通孔を通っていると共に
、傾斜ピンと平行となるように傾斜して、一端が基台に、他端が受板に夫々保持された案
内ロッドとを具備しており、ベースはエジェクタ板に固着されている射出成形金型機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、射出成形金型機構によるアンダーカット処理において、エジェクタ板の移動方
向に対して傾斜して受板を貫通した傾斜ピンを介してスライドコアの移動を案内するため
に用いられるスライドコアガイドユニット及びそれを用いた射出成形金型機構に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
特許第２５２３０９３号掲載公報に記載のスライドコアガイドユニットは、互いに対向し
た一対の案内溝を有したベースと、このベースの各案内溝に摺動自在に配されていると共
に軸受孔を有した一対のスライド板と、このスライド板の夫々の軸受孔に嵌装されている
軸を有したピンホルダーとを具備している。斯かるスライドコアガイドユニットは、その
ベースをエジェクタ板に固着し、そのピンホルダーを傾斜ピンの一端部に連結して、射出
成形金型機構に用いられる。
【０００３】
スライドコアガイドユニットにおいては、エジェクタ板の移動方向に対して傾斜して受板
の挿通孔を摺動自在に貫通した傾斜ピンを介してスライドコアの移動を案内するのである
が、この際、エジェクタ板の移動は、ピンホルダー及び傾斜ピンを介してスライドコアに
伝達される。
【０００４】
ところで、エジェクタ板の移動と共にピンホルダーが移動される際には、ピンホルダーは
、エジェクタ板の移動に対して斜め方向に伸びた傾斜ピンに対して曲げモーメントを与え
ることになる。この曲げモーメントは、傾斜ピンが貫通した固定の受板への局部的な押圧
力となり、傾斜ピンの斜め方向の移動に対して大きな抵抗力を発生させることになり、こ
の抵抗力により傾斜ピンの斜め方向の移動を滑らかに行い得なくなる上に、上記の局部的
な押圧力により受板又は傾斜ピンに摩耗が生じたり、曲げモーメントにより傾斜ピンに折
損が生じて、早期の部品交換を必要とする虞がある。
【０００５】
また、固定の受板に対する傾斜ピンの斜め方向の移動を滑らかに行わせるために、通常、
受板の挿通孔において当該受板と傾斜ピンとの間にはブッシュ等の滑り部材が介在される
のであるが、上記のような曲げモーメントに起因する局部的な押圧力が滑り部材に繰り返
し付与されると、滑り部材の局部的な摩耗が生じて、斯かる滑り部材を介在させても、上
記と同様に、傾斜ピンの斜め方向の移動を滑らかに行い得なくなると共に、早期の滑り部
材交換を必要とする虞がある。
【０００６】
本発明は、前記諸点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、エジェク
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タ板の移動において曲げモーメントを減少させて傾斜ピンを斜め方向に移動させることが
でき、而して、局部的な摩耗を生じさせないで長期に亘って滑らかに傾斜ピンを斜め方向
に移動させることができる上に、傾斜ピンの折損事故等をなくし得るスライドコアガイド
ユニット及びそれを用いた射出成形金型機構を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第一の態様のスライドコアガイドユニットは、射出成形金型機構によるアンダ
ーカット処理において、エジェクタ板の移動方向に対して傾斜して受板を貫通した傾斜ピ
ンを介してスライドコアの移動を案内するために用いられるものであって、互いに対向し
た一対の案内溝を有していると共に、エジェクタ板に固着されるベースと、このベースの
各案内溝に、エジェクタ板の移動方向に対して交差する方向に摺動自在に配されているス
ライド板と、このスライド板に軸を介して回転自在に支持されたホルダーとを具備してお
り、ここで、軸は、スライド板及びホルダーのうちのいずれか一方に固着されており、ホ
ルダーは、傾斜ピンの一端部を固定保持するべく、当該傾斜ピンの一端部を受容する保持
孔と、エジェクタ板の移動において、傾斜ピンと平行となるように傾斜されて配される案
内ロッドにより当該傾斜ピンの傾斜方向と平行な方向に案内移動されるべく、案内ロッド
を摺動自在に挿通させる挿通孔とを有しており、保持孔及び挿通孔はホルダー自体に形成
されている。
【０００８】
　第一の態様のスライドコアガイドユニットによれば、ホルダーが、傾斜ピンの一端部を
固定保持するべく、当該傾斜ピンの一端部を受容する保持孔と、案内ロッドを摺動自在に
挿通させる挿通孔とを有しているので、傾斜ピンの一端部を保持孔で固定保持したホルダ
ーの挿通孔に、一端が基台に、他端が受板に夫々保持された案内ロッドを挿通させること
により、エジェクタ板の移動において、エジェクタ板の移動方向の力をスライド板及び軸
を介してホルダーに伝達できる上に、エジェクタ板の移動方向に対して交差する方向の力
を案内ロッドによる案内移動でホルダーに生じさせることができる結果、これらの合力で
もって傾斜ピンの一端部を移動させることができ、而して、エジェクタ板の移動において
曲げモーメントを減少させて傾斜ピンを斜め方向に移動させることができる結果、局部的
な摩耗を生じさせないで長期に亘って滑らかに傾斜ピンを斜め方向に移動させることがで
きる上に、傾斜ピンの折損事故等をなくし得る。
【０００９】
本発明の第二の態様のスライドコアガイドユニットでは、第一の態様のスライドコアガイ
ドユニットにおいて、ホルダーには、挿通孔においてブッシュが嵌着されており、案内ロ
ッドは、ブッシュを介在させて挿通孔を挿通するようになっている。
【００１０】
第二の態様のスライドコアガイドユニットによれば、案内ロッドによるホルダーの案内移
動をブッシュにより極めて滑らかに行うことができ、エジェクタ板の移動方向に対して交
差する方向の力をホルダーに効果的に生じさせることができる。
【００１１】
　傾斜ピンの一端部のホルダーへの保持は、例えば、ホルダーに突起を設ける一方、傾斜
ピンの一端部にホルダーの突起が嵌合する凹所を設けて、これら突起と凹所との嵌合を介
して行われてもよいことを本発明の参考例として挙げることができるが、これに代えて本
発明の第三の態様のスライドコアガイドユニットのように、傾斜ピンの一端部を受容する
保持孔を具備したホルダーを用いて、傾斜ピンの一端部をホルダーの保持孔に受容させて
傾斜ピンの一端部のホルダーへの保持を行ってもよい。
【００１２】
本発明の第四の態様のスライドコアガイドユニットでは、第三の態様のスライドコアガイ
ドユニットにおいて、軸は、ホルダーが傾斜ピンの一端部を中心としてスライド板に対し
て回転自在となるように、スライド板及びホルダーのうちのいずれか一方に固着されてい
る。
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【００１３】
第四の態様のスライドコアガイドユニットによれば、ホルダーに回転を生じさせないで傾
斜ピンの一端部の反力を軸で受容できるために、滑らかな傾斜ピンの移動を確保できる。
【００１４】
本発明の第五の態様のスライドコアガイドユニットでは、第三又は第四の態様のスライド
コアガイドユニットにおいて、軸は、その軸心が保持孔の軸心と実質的に直交するように
、スライド板及びホルダーのうちのいずれか一方に固着されている。
【００１５】
第五の態様のスライドコアガイドユニットによれば、第四の態様のスライドコアガイドユ
ニットと同様に、ホルダーに回転を生じさせないで傾斜ピンの一端部の反力を軸で受容で
きるために、第四の態様のスライドコアガイドユニットと同様又はそれ以上に滑らかな傾
斜ピンの移動を確保できる。
【００１６】
　本発明に従う射出成形金型機構は、上記のいずれかの態様のスライドコアガイドユニッ
トと、固定の基台と、この基台に対して間隔をもって配された固定の受板と、基台と受板
との間に可動に配されたエジェクタ板と、エジェクタ板の移動方向に対して傾斜して受板
を貫通していると共に、一端部が保持孔に受容されて当該一端部がホルダーに固定保持さ
れている傾斜ピンと、傾斜ピンの他端部に保持されたスライドコアと、ホルダーの挿通孔
を通っていると共に、傾斜ピンと平行となるように傾斜して、一端が基台に、他端が受板
に夫々保持された案内ロッドとを具備しており、ここで、ベースはエジェクタ板に固着さ
れている。
【００１７】
　斯かる本発明に従う射出成形金型機構によれば、ホルダーが傾斜ピンの一端部をその保
持孔で受容して固定保持しており、且つ、傾斜ピンと平行となるように傾斜して、一端が
基台に、他端が受板に夫々保持された案内ロッドがホルダーの挿通孔を通っているので、
上記したように、エジェクタ板の移動において、エジェクタ板の移動方向の力をスライド
板及び軸を介してホルダーに伝達できる上に、エジェクタ板の移動方向に対して交差する
方向の力を案内ロッドによる案内移動でホルダーに生じさせることができる結果、これら
の合力でもって傾斜ピンの一端部を移動させることができ、而して、エジェクタ板の移動
において曲げモーメントを減少させて傾斜ピンを斜め方向に移動させることができる結果
、局部的な摩耗を生じさせないで長期に亘って滑らかに傾斜ピンを斜め方向に移動させる
ことができる上に、傾斜ピンの折損事故等をなくし得る。
【００１８】
次に本発明及びその実施の形態を、図に示す好ましい例を参照して説明する。なお、本発
明はこれら例に何等限定されないのである。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１から図５において、本例のスライドコアガイドユニット１は、互いに対向した一対の
案内溝２及び３を有していると共に、エジェクタ板４（図７参照）に固着されるベース５
と、ベース５の案内溝２及び３の夫々に、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して交差、本
例では直交する方向Ｂに摺動自在に配されていると共に、夫々軸受孔６及び７を有したス
ライド板８及び９と、スライド板８及び９の軸受孔６及び７に挿入されている軸１０及び
１１が固着されていると共に、軸１０及び１１を介してスライド板８及び９にＲ方向に回
転自在に支持されたホルダー１２とを具備している。
【００２０】
ベース５は、夫々断面コ字形状を有して、互いに対向して配された一対のベース部材２１
及び２２を具備しており、一対のベース部材２１及び２２の対向内側面２３及び２４の夫
々に、案内溝２及び３が形成されている。
【００２１】
ベース部材２１及び２２の夫々は、当該ベース部材２１及び２２をエジェクタ板４に固定
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するためのボルト（図示せず）を挿通するための複数の挿通孔２５を有している。なお、
ベース部材２１及び２２の夫々には、挿通孔２５を間にして位置決め用の挿通孔２６が複
数個形成されている。
【００２２】
軸受孔６及び７を夫々有したスライド板８及び９の夫々は、矩形状又は短冊形状を有して
おり、スライド板８及び９の夫々において、ベース部材２１及び２２並びにホルダー１２
に対面する夫々の面には、これらとの間で滑らかな摺動を得るために、円形の固体潤滑体
２７が複数個分散して且つ露出して埋め込まれている。なお、固体潤滑体２７を埋め込む
代わりに、鋼鈑と焼結層とを有した複層の摺動部材でもってスライド板８及び９を形成し
て、ベース部材２１及び２２並びにホルダー１２に対面する側に焼結層が配されるように
して斯かるスライド板８及び９を用いてもよい。
【００２３】
軸１０及び１１の夫々は、ホルダー１２が傾斜ピン３１の一端部３２を中心としてスライ
ド板８及び９に対してＲ方向に回転自在となるように、より具体的には、その軸心３３が
保持孔３４の軸心３５と実質的に直交するように、本例では、ほぼ直方体形状を有したホ
ルダー１２の両側面３６及び３７の夫々に一体的に固着されている。なお、軸１０及び１
１の夫々を、ホルダー１２の両側面３６及び３７の夫々に固着する代わりに、スライド板
８及び９の夫々に一体的に固着してもよく、この場合には、軸受孔６及び７をホルダー１
２の両側面３６及び３７の夫々に設ける。
【００２４】
　軸１０及び１１並びにスライド板８及び９を介してベース５にＲ方向に回転自在に且つ
エジェクタ板４の移動方向Ａに対して交差、本例では直交する方向Ｂに直動自在に装着さ
れているホルダー１２は、傾斜ピン３１の一端部３２を固定保持するべく、当該傾斜ピン
の一端部３２を受容する保持孔３４と、エジェクタ板４のＡ方向の移動において、傾斜ピ
ン３１と平行となるように傾斜されて配される案内ロッド４１により当該傾斜ピン３１の
傾斜方向と平行な方向に案内移動されるべく、案内ロッド４１を摺動自在に挿通させる挿
通孔４２とを有しており、保持孔３４と挿通孔４２とは、ホルダー１２自体に形成されて
いる。
【００２５】
ホルダー１２には、挿通孔４２においてブッシュ４３が嵌着されており、案内ロッド４１
は、ブッシュ４３に傾斜ピン３１の傾斜方向と平行な方向に摺動自在となって、当該ブッ
シュ４３を介在させて挿通孔４２を挿通させるようになっている。
【００２６】
保持孔３４に挿入された傾斜ピン３１は、その一端部３２の切欠きで当該一端部３２に係
合していると共にホルダー１２にねじ４５で固定されたキー部材４６によりその軸心３５
を中心として回転しないようにされる。
【００２７】
斯かるスライドコアガイドユニット１は、図７に示すように、射出成形金型機構５１によ
るアンダーカット処理において、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して傾斜して受板５２
を貫通した傾斜ピン３１を介してスライドコア５３の移動を案内するために用いられる。
【００２８】
　射出成形金型機構５１は、可動側の型板６０と、固定の基台６１と、基台６１に対して
間隔をもって配された固定側の受板５２と、基台６１と受板５２との間にＡ方向に可動に
配されたエジェクタ板４と、ベース５のベース部材２１及び２２の夫々がボルトによりエ
ジェクタ板４の孔６２において当該エジェクタ板４に固着された上記のスライドコアガイ
ドユニット１と、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して傾斜して受板５２を貫通している
と共に、一端部３２がホルダー１２の保持孔３４に挿入、受容されて当該ホルダー１２に
固定保持されている傾斜ピン３１と、傾斜ピン３１の他端部６３に保持されたスライドコ
ア５３と、ブッシュ４３を介在させてホルダー１２の挿通孔４２を通っていると共に、傾
斜ピン３１と平行となるように傾斜して、一端６４が保持具６５を介して基台６１に、他
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端６６が保持具６７を介して受板５２に夫々保持された案内ロッド４１とを具備しており
、この際、傾斜ピン３１の一端部３２には、ボルト６８が螺合されており、ボルト６８は
、一端部３２が保持孔３４から抜け出さないようにしている。
【００２９】
案内ロッド４１の一端６４が係合したピン７１を有した保持具６５は、ねじ７２により基
台６１に固着されており、案内ロッド４１の他端６６が係合したピン７３を有した保持具
６７は、ねじ７４により受板５２に固着されている。
【００３０】
射出成形金型機構５１は、本例ではアンダーカット部７５をもった製品７６を成形するよ
うになっており、傾斜ピン３１は、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して傾斜して且つガ
イドブッシュ７７を介して摺動自在に受板５２を貫通して配されている。
【００３１】
アンダーカット部７５をもった製品７６の成形後の脱型に際して、図７に示す状態から、
可動側の型板６０をＡ方向に移動させると共に、これと同期して、エジェクタ板４を同方
向に移動させることにより、スライドコアガイドユニット１がＡ方向に移動し、傾斜ピン
３１がガイドブッシュ７７を介して受板５２に対して滑動して、スライドコア５３を受板
５２から離反させる。この離反において、図８に示すように、傾斜ピン３１の他端部６３
がＢ方向に移動して、スライドコア５３をアンダーカット部７５から離反させ、製品７６
を取り出し可能とする。スライドコアガイドユニット１は、傾斜ピン３１の他端部６３の
Ｂ方向の移動の際、傾斜ピン３１の一端部３２のエジェクタ板４に対するＢ方向の移動を
、ホルダー１２のスライド板８及び９を介する案内溝２及び３に沿うＢ方向の移動で案内
する。
【００３２】
　そして、スライドコアガイドユニット１によれば、ホルダー１２が、傾斜ピン３１の一
端部３２を保持孔３４で固定保持するべく、当該傾斜ピン３１の一端部３２を受容する保
持孔３４と、案内ロッド４１を摺動自在に挿通させる挿通孔４２とを有しているので、射
出成形金型機構５１のように、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して傾斜して受板５２を
貫通している傾斜ピン３１の一端部３２を保持孔３４に固定保持し、一端６４が基台６１
に、他端６６が受板５２に夫々保持された案内ロッド４１をホルダー１２の挿通孔４２に
通させることにより、エジェクタ板４のＡ方向の移動において、エジェクタ板４の移動方
向Ａの力を、スライド板８及び９並びに軸１０及び１１を介してホルダー１２に伝達でき
る上に、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して交差する方向Ｂの力を、案内ロッド４１に
よるホルダー１２の案内移動で当該ホルダー１２に生じさせることができる結果、これら
の合力でもって傾斜ピン３１の一端部３２を、図７及び図８において押し上げるように又
は引き下げるように移動させることができ、而して、エジェクタ板４の移動において、ガ
イドブッシュ７７を支点とする傾斜ピン３１の曲げモーメントを減少させて当該傾斜ピン
３１を斜め方向に移動させることができる結果、ガイドブッシュ７７に局部的な摩耗を生
じさせないで長期に亘って滑らかに傾斜ピンを斜め方向に移動させることができる上に、
傾斜ピン３１の折損事故等をなくし得る。
【００３３】
またスライドコアガイドユニット１では、ホルダー１２には、挿通孔４２においてブッシ
ュ４３が嵌着されており、案内ロッド４１は、ブッシュ４３を介して挿通孔を貫通するよ
うになっているために、案内ロッド４１によるホルダー１２の案内移動を極めて滑らかに
行うことができ、エジェクタ板４の移動方向Ａに対して交差する方向Ｂの力をホルダー１
２に効果的に生じさせることができ、しかも、ホルダー１２が傾斜ピン３１の一端部３２
を中心としてスライド板８及び９に対して回転自在となるように、より具体的には、軸１
０及び１１の軸心３３が保持孔３４の軸心３５と実質的に直交するように、軸１０及び１
１がホルダー１２に固着されているために、ホルダー１２の回転を生じさせないで傾斜ピ
ン３１の一端部３２からの反力を軸１０及び１１で受容できるために、滑らかな傾斜ピン
３１の移動を確保できる。
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【００３４】
なお、上記の例では、スライド板８及び９をエジェクタ板４の移動方向Ａに対して直交す
る方向Ｂに摺動自在にしたが、本発明はこれに限定されず、エジェクタ板４の移動方向Ａ
に対して直交する方向Ｂ以外の斜め方向に摺動自在にしてもよい。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、エジェクタ板の移動において曲げモーメントを減少させて傾斜ピンを斜
め方向に移動させることができ、而して、局部的な摩耗を生じさせないで長期に亘って滑
らかに傾斜ピンを斜め方向に移動させることができる上に、傾斜ピンの折損事故等をなく
し得るスライドコアガイドユニット及びそれを用いた射出成形金型機構を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の好ましい一実施の形態の例の斜視図である。
【図２】図１に示す例の一部の分解斜視図である。
【図３】図１に示す例の平面図である。
【図４】図３に示すＩＶ－ＩＶ線矢視断面図である。
【図５】図３に示すＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】図１に示す例の動作説明図である。
【図７】図１に示す例を射出成形金型機構に用いた例の説明図である。
【図８】図７に示す例の動作説明図である。
【符号の説明】
１　スライドコアガイドユニット
２、３　案内溝
４　エジェクタ板
５　ベース
６、７　軸受孔
８、９　スライド板
１０、１１　軸
１２　ホルダー
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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