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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形機用の消費電力算出装置であって、
　成形条件を入力する入力手段と、
　該入力手段に入力された成形条件で前記射出成形機を作動させた場合の消費電力を算出
するための近似式を記憶する記憶手段と、
　前記入力手段に入力された成形条件に基づいて、前記記憶手段に記憶された近似式から
前記射出成形機の１サイクルに含まれる各成形工程のうちの所定の成形工程の消費電力を
算出する消費電力算出手段とを備えることを特徴とする、消費電力算出装置。
【請求項２】
　前記記憶手段に記憶された近似式に基づいて、所定の制約条件の下で消費電力が所定値
又は最小となるような成形条件を算出する最適成形条件算出手段を更に備える、請求項１
に記載の消費電力算出装置。
【請求項３】
　前記消費電力算出手段により算出された消費電力を出力する出力手段を更に備える、請
求項１に記載の消費電力算出装置。
【請求項４】
　射出成形機に組み込まれ、又は、射出成形機から独立した外部のコンピュータに組み込
まれる、請求項１に記載の消費電力算出装置。
【請求項５】



(2) JP 5714838 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

　前記消費電力算出手段は、１サイクルに含まれる各成形工程の消費電力を算出し、算出
した各成形工程の消費電力に基づいて、１サイクルあたりの総消費電力を算出する、請求
項１～４のいずれか１項に記載の消費電力算出装置。
【請求項６】
　射出成形機用の消費電力算出方法であって、
　成形条件を入力する入力ステップと、
　前記入力ステップで入力された成形条件で前記射出成形機を作動させた場合の消費電力
を算出するための近似式を、記憶手段から読み出すステップと、
　前記入力ステップで入力された成形条件に基づいて、前記読み出した近似式から前記射
出成形機の１サイクルに含まれる各成形工程のうちの所定の成形工程の消費電力を算出す
る消費電力算出ステップとを備えることを特徴とする、消費電力算出方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形機用の消費電力算出装置及び消費電力算出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　射出成形機における射出成形は、典型的には、金型を閉じる型閉工程と、金型を締め付
ける型締め工程と、金型のスプルにノズルを押しつけるノズルタッチ工程と、シリンダ内
のスクリュを前進させて、スクリュ前方に溜まった溶融材料を金型キャビティ内に射出す
る射出工程と、その後、気泡、ヒケの発生を抑制するために保持圧力をしばらくかける保
圧工程と、金型キャビティ内に充填された溶融材料が冷却されて固まるまでの間の時間に
次のサイクルのために、スクリュを回転させて、樹脂を溶融しながらシリンダの前方にた
め込む可塑化／計量工程と、固化された成形品を金型から取り出すために、金型を開く型
開工程と、成形品を金型に設けられた突出しピンによって押し出す成形品突出し工程とか
らなる。
【０００３】
　電動式射出成形機において使用される電力は、樹脂を溶融するために加熱シリンダの周
囲に設けられるヒータ用電力と、各種電動モータの消費電力とを含む。電動式射出成形機
に組み込まれるモータには、射出用のモータ、スクリュ回転用のモータ、型開閉用のモー
タ、エジェクタ用のモータ等、様々な電動モータがある。
【０００４】
　従来から、作動中の消費電力を検出して当該消費電力に係わる表示を行う射出成形機の
制御装置において、作動中の消費電力を検出する検出手段と、検出した消費電力から任意
に指定した指定検出時間の電力量を求める電力量演算手段を備え、得られた電力量から所
定の変換情報（二酸化炭素排出量情報、電気料金情報等）を求め、変換情報を電力量と一
緒に表示する射出成形機の制御装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－８３４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、実際の成形条件は多様に変更可能であるので、多様な成形条件毎に電力
量を実際に測定することは、大きな手間であり、効率的でない。
【０００７】
　そこで、本発明は、成形条件に応じて射出成形機の消費電力を予測することができる射
出成形機用の消費電力算出装置及び消費電力算出方法の提供を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の一局面によれば、射出成形機用の消費電力算出装置
であって、
　成形条件を入力する入力手段と、
　該入力手段に入力された成形条件で前記射出成形機を作動させた場合の消費電力を算出
するための近似式を記憶する記憶手段と、
　前記入力手段に入力された成形条件に基づいて、前記記憶手段に記憶された近似式から
前記射出成形機の１サイクルに含まれる各成形工程のうちの所定の成形工程の消費電力を
算出する消費電力算出手段とを備えることを特徴とする、消費電力算出装置が提供される
。
 
【０００９】
　また、本発明のその他の一局面によれば、射出成形機用の消費電力算出方法であって、
　成形条件を入力する入力ステップと、
　前記入力ステップで入力された成形条件で前記射出成形機を作動させた場合の消費電力
を算出するための近似式を、記憶手段から読み出すステップと、
　前記入力ステップで入力された成形条件に基づいて、前記読み出した近似式から前記射
出成形機の１サイクルに含まれる各成形工程のうちの所定の成形工程の消費電力を算出す
る消費電力算出ステップとを備えることを特徴とする、消費電力算出方法が提供される。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、成形条件に応じて射出成形機の消費電力を予測することができる射出
成形機用の消費電力算出装置及び消費電力算出方法が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施例の消費電力算出装置が適用される射出成形機１の一例の要部構
成を示す図である。
【図２】コントローラ２６の消費電力算出機能に関連する主要機能部を示す機能ブロック
図である。
【図３】コントローラ２６により実現される消費電力算出方法の主要処理の一例の流れを
示すフローチャートである。
【図４】コントローラ２６の最適成形条件算出機能に関連する主要機能部を示す機能ブロ
ック図である。
【図５】コントローラ２６により実現される最適成形条件算出方法の主要処理の一例の流
れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施例の消費電力算出装置が適用される射出成形機１の一例の要部
構成を示す図である。
【００１４】
　射出成形機１は、本例では電動式射出成形機であり、射出用のサーボモータ１１を備え
る。射出用のサーボモータ１１の回転はボールネジ１２に伝えられる。ボールネジ１２の
回転により前後進するナット１３はプレッシャプレート１４に固定されている。プレッシ
ャプレート１４は、ベースフレーム（図示せず）に固定されたガイドバー１５、１６に沿
って移動可能である。プレッシャプレート１４の前後進運動は、ベアリング１７、ロード
セル１８、射出軸１９を介してスクリュ２０に伝えられる。スクリュ２０は、加熱シリン
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ダ２１内に回転可能に、しかも軸方向に移動可能に配置されている。加熱シリンダ２１に
おけるスクリュ２０の後部には、樹脂供給用のホッパ２２が設けられている。射出軸１９
には、ベルトやプーリ等の連結部材２３を介してスクリュ回転用のサーボモータ２４の回
転運動が伝達される。すなわち、スクリュ回転用のサーボモータ２４により射出軸１９が
回転駆動されることにより、スクリュ２０が回転する。
【００１５】
　可塑化／計量工程においては、加熱シリンダ２１の中をスクリュ２０が回転しながら後
退することにより、スクリュ２０の前部、すなわち加熱シリンダ２１のノズル２１－１側
に溶融樹脂が貯えられる。射出工程においては、スクリュ２０の前方に貯えられた溶融樹
脂を金型内に充填し、加圧することにより成形が行われる。この時、樹脂を押す力がロー
ドセル１８により反力として検出される。つまり、スクリュ前部における樹脂圧力が検出
される。検出された圧力は、ロードセル増幅器２５により増幅され、制御手段として機能
するコントローラ２６（制御装置）に入力される。また、保圧工程では、金型内に充填し
た樹脂が所定の圧力に保たれる。
【００１６】
　プレッシャプレート１４には、スクリュ２０の移動量を検出するための位置検出器２７
が取り付けられている。位置検出器２７の検出信号は増幅器２８により増幅されてコント
ローラ２６に入力される。この検出信号は、スクリュ２０の移動速度を検出するためにも
使用されてもよい。
【００１７】
　サーボモータ１１、２４にはそれぞれ、回転数を検出するためのエンコーダ３１、３２
が備えられている。エンコーダ３１、３２で検出された回転数はそれぞれコントローラ２
６に入力される。
【００１８】
　サーボモータ４２は、型開閉用のサーボモータであり、サーボモータ４４は、成形品突
出し（エジェクタ）用のサーボモータである。サーボモータ４２は、例えばトグルリンク
（図示せず）を駆動して型開閉を実現する。また、サーボモータ４４は、例えばボールネ
ジ機構を介してエジェクタロッド（図示せず）を移動させることで成形品突出しを実現す
る。サーボモータ４２、４４にはそれぞれ、回転数を検出するためのエンコーダ４３、４
５が備えられている。エンコーダ４３、４５で検出された回転数はそれぞれコントローラ
２６に入力される。
【００１９】
　コントローラ２６は、マイクロコンピュータを中心に構成されており、例えば、ＣＰＵ
、制御プログラム等を格納するＲＯＭ、演算結果等を格納する読書き可能なＲＡＭ、タイ
マ、カウンタ、入力インターフェイス、及び出力インターフェイス等を有する。
【００２０】
　コントローラ２６は、複数の各工程に応じた電流（トルク）指令をサーボモータ１１，
２４，４２，４４に送る。例えば、コントローラ２６は、サーボモータ２４の回転数を制
御して可塑化／計量工程を実現する。また、コントローラ２６は、サーボモータ１１の回
転数を制御して射出工程及び保圧工程を実現する。同様に、コントローラ２６は、サーボ
モータ４２の回転数を制御して型開工程及び型閉工程を実現する。コントローラ２６は、
サーボモータ４４の回転数を制御して成形品突出し工程を実現する。
【００２１】
　ユーザインターフェース３５は、型開閉工程、射出工程等の各成形工程のそれぞれに対
して、成形条件を設定可能な入力設定部を備える。また、ユーザインターフェース３５は
、後述の消費電力算出のために、型開閉工程、射出工程等の各成形工程のそれぞれに対し
て成形条件を入力する入力部を備える。その他、ユーザインターフェース３５は、ユーザ
からの各種指示を入力する入力部を備えると共に、ユーザに対して各種情報を出力する出
力部（例えば表示部）を備える。
【００２２】
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　射出成形機１における射出成形の１サイクルは、典型的には、金型を閉じる型閉工程と
、金型を締め付ける型締め工程と、金型のスプル（図示せず）にノズル（図示せず）を押
しつけるノズルタッチ工程と、加熱シリンダ２１内のスクリュ２０を前進させて、スクリ
ュ２０前方に溜まった溶融材料を金型キャビティ（図示せず）内に射出する射出工程と、
その後、気泡、ヒケの発生を抑制するために保持圧力をしばらくかける保圧工程と、金型
キャビティ内に充填された溶融材料が冷却されて固まるまでの間の時間に次のサイクルの
ために、スクリュ２０を回転させて、樹脂を溶融しながら加熱シリンダ２１の前方にため
込む可塑化／計量工程と、固化された成形品を金型から取り出すために、金型を開く型開
工程と、成形品を金型に設けられた突出しピン（図示せず）によって押し出す成形品突出
し工程とからなる。
【００２３】
　本実施例では、コントローラ２６は、射出成形機１の動作により発生する消費電力を予
測的に算出する消費電力算出機能を備える。
【００２４】
　図２は、コントローラ２６の消費電力算出機能に関連する主要機能部を示す機能ブロッ
ク図である。
【００２５】
　コントローラ２６は、消費電力算出部２６１と、近似式記憶部２６２とを備える。消費
電力算出部２６１は、コントローラ２６のＣＰＵが、入力された成形条件を入力パラメー
タとして、近似式記憶部２６２に格納された近似式を演算することで実現される。近似式
記憶部２６２は、コントローラ２６のＲＯＭにより実現されてもよい。
【００２６】
　消費電力算出部２６１は、ユーザインターフェース３５を介して入力された成形条件を
入力パラメータとして、近似式記憶部２６２に格納された近似式を演算することで、射出
成形機１の動作により発生する消費電力を予測的に算出する。
【００２７】
　ここで、近似式記憶部２６２に格納される近似式の一例について説明する。
【００２８】
　先ず、成形条件のパラメータ（入力パラメータ）は、例えば以下の通りである。
Ｔ：サイクル時間
ＴＭ－ＯＣ：型開閉時間
ＴＭＥ：計量時間
ＴＣＡ：型締時間
ＦＣＡ：型締力
ＳＭ－ＯＣ：型開閉ストローク
ＶＭ－ＯＣ：型開閉速度
ＳＳ：充填量
ＶＳ：射出速度
ＶＭＥ：計量時のスクリュ２０の回転速度
ＰＨＰ：保持圧力
ＴＨＰ：保圧時間
　型開閉工程の消費電力ＷＭ－ＯＣは、次の近似式を用いて算出される。
ＷＭ－ＯＣ＝ａ１・ＳＭ－ＯＣ＋ａ２・ＶＭ－ＯＣ＋ａ０
ここで、ａ１，ａ２，ａ０は、所定の係数であり、重回帰分析によって適合されてもよい
。従って、１サイクルにおける型開閉工程のサーボモータ４２のモータ消費電力Ｗ１は、
次の通りで算出される。
Ｗ１＝ＷＭ－ＯＣ×ＴＭ－ＯＣ／Ｔ
　射出工程の消費電力ＷＳは、次の近似式を用いて算出される。
ＷＳ＝ｂ１・ＳＳ＋ｂ２・ＶＳ＋ｂ０
ここで、ｂ１，ｂ２，ｂ０は、所定の係数であり、重回帰分析によって適合されてもよい
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。従って、１サイクルにおける射出工程のサーボモータ１１のモータ消費電力Ｗ２は、次
の通りで算出される。
Ｗ２＝ＷＳ×（ＳＳ／ＶＳ）／Ｔ
　計量工程のモータ消費電力ＷＭＥは、次の近似式を用いて算出される。
ＷＭＥ＝ｃ１・ＶＭＥ＋ｃ２
ここで、ｃ１，ｃ２は、所定の係数であり、最小二乗法によって適合されてもよい。従っ
て、１サイクルにおける計量工程のサーボモータ２４のモータ消費電力Ｗ３は、次の通り
で算出される。
Ｗ３＝ＷＭＥ×ＴＭＥ／Ｔ
　型締工程の消費電力ＷＣＡは、次の近似式を用いて算出される。
ＷＣＡ＝ｄ１・ＦＣＡ＋ｄ２・ＴＣＡ＋ｄ３
ここで、ｄ１，ｄ２，ｄ３は、所定の係数であり、重回帰分析によって適合されてもよい
。従って、１サイクルにおける型締工程のモータ消費電力Ｗ４は、次の通りで算出される
。
Ｗ４＝ＷＣＡ×ＴＣＡ／Ｔ
　保圧工程の消費電力ＷＨは、次の近似式を用いて算出される。
ＷＨＰ＝ｅ１・ＰＨＰ＋ｅ２・ＴＨＰ＋ｅ３
ここで、ｅ１，ｅ２，ｅ３は、所定の係数であり、重回帰分析によって適合されてもよい
。従って、１サイクルにおける保圧工程のサーボモータ１１のモータ消費電力Ｗ５は、次
の通りで算出される。
Ｗ５＝ＷＨＰ×ＴＨＰ／Ｔ
　計量工程のヒータ電力ＷＨ－ＭＥは、次の近似式を用いて算出される。
ＷＨ－ＭＥ＝ｆ１・ＶＭＥ

２＋ｆ２・ＶＭＥ＋ｆ３
ここで、ｆ１，ｆ２，ｆ３は、所定の係数であり、最小二乗法によって適合されてもよい
。従って、１サイクルにおける計量工程のヒータ電力消費電力Ｗ６は、次の通りで算出さ
れる。
Ｗ６＝ＷＨ－ＭＥ×ＴＭＥ／Ｔ
　消費電力算出部２６１は、成形条件のパラメータを上述の各近似式に代入して、１サイ
クルにおける総消費電力ＷTotalを次の通り算出する。
ＷTotal＝Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４＋Ｗ５＋Ｗ６＋Ｗ７＋Ｗ８

ここで、Ｗ７は、１サイクルにおけるモータの待機電力を表し、測定値が使用されてよい
。Ｗ８は、１サイクルにおける計量工程のヒータ待機電力を表し、ヒータの待機電力ＷＨ

（測定値）を用いて、Ｗ８＝ＷＨ×ＴＭＥ／Ｔで算出されてもよい。
【００２９】
　図３は、コントローラ２６により実現される消費電力算出方法の主要処理の一例の流れ
を示すフローチャートである。
【００３０】
　ステップ３００では、ユーザがユーザインターフェース３５を介して入力した成形条件
のパラメータ（サイクル時間、型開閉時間、計量時間等）を入力する。
【００３１】
　ステップ３０２では、近似式記憶部２６２に格納される近似式を読み出す。
【００３２】
　ステップ３０４では、消費電力算出部２６１により、上記ステップ３００で入力された
成形条件を入力パラメータとして、上記ステップ３０２で読み出した近似式を演算するこ
とで、各成形工程の消費電力Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４、Ｗ５等を予測的に算出し、総消費
電力ＷTotalを算出する。
【００３３】
　ステップ３０６では、上記ステップ３０４で算出した消費電力の算出結果をユーザイン
ターフェース３５を介して出力する。この際、各成形工程の消費電力Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、
Ｗ４、Ｗ５等の算出結果を個別に表示すると共に、総消費電力ＷTotalの算出結果を表示
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してもよい。これにより、ユーザは、入力した成形条件で成形を行った場合の消費電力を
把握することができる。従って、ユーザは、この算出結果を見て、例えば成形条件を再度
見直して再度入力してもよい。この場合、ユーザは、新たな成形条件でどのような消費電
力になるかを把握することができる。このようにして、ユーザは、事前に、消費電力を考
慮しつつ成形条件を調整することができる。
【００３４】
　本実施例では、コントローラ２６は、更に、消費電力を考慮した最適な成形条件を算出
する最適成形条件算出機能を備えてもよい。
【００３５】
　図４は、コントローラ２６の最適成形条件算出機能に関連する主要機能部を示す機能ブ
ロック図である。
【００３６】
　コントローラ２６は、最適成形条件算出部２６３と、近似式記憶部２６２とを備える。
最適成形条件算出部２６３は、コントローラ２６のＣＰＵが、入力された制約条件の下で
、近似式記憶部２６２に格納された近似式により演算される消費電力が所定条件を満たす
ような最適な成形条件を算出することで実現される。近似式記憶部２６２は、コントロー
ラ２６のＲＯＭにより実現されてもよい。
【００３７】
　図５は、コントローラ２６により実現される最適成形条件算出方法の主要処理の一例の
流れを示すフローチャートである。
【００３８】
　ステップ５００では、ユーザがユーザインターフェース３５を介して入力した制約条件
を入力する。制約条件は、例えば成形条件のパラメータ（サイクル時間、型開閉時間、計
量時間等）に対して変更可能な範囲（上限値及び／又は下限値）であってもよい。例えば
、サイクル時間については、Ｔ１～Ｔ２までの範囲、型開閉時間については、Ｔ３～Ｔ４
での範囲という具合に、成形条件に対して許容可能な範囲であってよい。これらの変更可
能な範囲は、良品条件と対応してもよい。即ち、成形条件の変更可能な範囲は、良品条件
を満たす範囲内で設定されてよい。また、制約条件は、各成形工程の消費電力の目標値又
は総消費電力の目標値を含んでよい。
【００３９】
　ステップ５０２では、近似式記憶部２６２に格納される近似式を読み出す。
【００４０】
　ステップ５０４では、最適成形条件算出部２６３により、上記ステップ５００で入力さ
れた制約条件の下で、上記ステップ５０２で読み出した近似式により演算される消費電力
が最小値となるような最適な成形条件を探索する。尚、上記ステップ５００で、制約条件
に消費電力の目標値が含まれる場合は、最適成形条件算出部２６３により、上記ステップ
５００で入力された制約条件の下で、上記ステップ５０２で読み出した近似式により演算
される消費電力が目標値以下となるような最適な成形条件を探索する。この場合、最適な
成形条件は、最適な成形条件の範囲で探索されてもよい。
【００４１】
　ステップ５０６では、上記ステップ５０４で算出した最適成形条件の算出結果をユーザ
インターフェース３５を介して出力する。この際、当該最適成形条件における各成形工程
の消費電力Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４、Ｗ５等の算出結果を個別に表示すると共に、総消費
電力ＷTotalの算出結果を表示してもよい。これにより、ユーザは、最適成形条件を把握
できると共に、当該最適成形条件で成形を行った場合の消費電力を把握することができる
。
【００４２】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限
されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形及び
置換を加えることができる。
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【００４３】
　例えば、上述の実施例では、射出成形機１のコントローラ２６によって消費電力算出機
能、最適成形条件算出機能及び計算結果出力機能が実現されているが、消費電力算出機能
及び／又は最適成形条件算出機能及び／又は計算結果出力機能は、外部コンピューター（
例えばパーソナルコンピューター）によって実現されてもよい。この場合、外部コンピュ
ーターは、複数種類の射出成形機に対応した消費電力算出機能及び／又は最適成形条件算
出機能を備えてもよい。
【００４４】
　また、上述の実施例において、成形品突出し工程のサーボモータ４４の消費電力を同様
の近似式で算出して加味するといったように、他の成形工程の消費電力を同様の近似式で
算出して加味することも可能である。
【００４５】
　また、上述の実施例では、成形工程毎に消費電力を算出しているが、モータ毎（サーボ
モータ１１，２４，４２，４４等）又はヒータ毎に消費電力を近似式で算出することも可
能である。また、上述の実施例では、成形工程毎に消費電力を算出して１サイクルの総消
費電力を予測しているが、ある特定の１つの成形工程又はある特定の複数の成形工程の組
み合わせについての消費電力又は総消費電力を予測することも可能である。また、同様に
、ある特定の１つのモータ又はある特定の複数のモータの組み合わせについての消費電力
又は総消費電力を予測することも可能である。また、同様に、ある特定の１つのヒータ又
はある特定の複数のヒータの組み合わせについての消費電力又は総消費電力を予測するこ
とも可能である。
【００４６】
　また、ユニット毎（成形工程毎、モータ毎、ヒータ毎）に算出した消費電力のうち最も
消費電力が大きかったユニットの消費電力を、成形条件を変更する（良品幅の範囲内で）
ことにすると、効率良く消費電力の低減を図ることができる。
【符号の説明】
【００４７】
１ 射出成形機
１１ サーボモータ
１２ ボールネジ
１３ ナット
１４ プレッシャプレート
１５，１６ ガイドバー
１７ ベアリング
１８ ロードセル
１９ 射出軸
２０ スクリュ
２１ 加熱シリンダ
２２ ホッパ
２３ 連結部材
２４ サーボモータ
２６ コントローラ
２７ 位置検出器
２８ 増幅器
３１，３２ エンコーダ
３５ ユーザインターフェース
４２ サーボモータ
４４ サーボモータ
４３，４５ エンコーダ
２６１ 消費電力算出部
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２６２ 近似式記憶部
２６３ 最適成形条件算出部
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