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(57)【要約】
【課題】ホットランナの除圧時間を短縮できる射出成形
機の提供。
【解決手段】成形材料を加熱するシリンダと、前記シリ
ンダの前端に設けられるノズルと、前記シリンダ内の成
形材料を前記ノズルから金型装置に射出する射出部材と
、前記シリンダ内において前記射出部材を作動させる駆
動装置と、前記金型装置に対して前記ノズルを進退させ
る移動装置と、前記駆動装置および前記移動装置を制御
するコントローラとを有し、前記コントローラは、前記
金型装置のゲートシール後、前記金型装置に対する前記
ノズルの後退によってホットランナを除圧する第１除圧
工程の少なくとも一部と、前記射出部材の動作によって
前記ホットランナを除圧する第２除圧工程の少なくとも
一部とを同時に行う、射出成形機。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成形材料を加熱するシリンダと、
　前記シリンダの前端に設けられるノズルと、
　前記シリンダ内の成形材料を前記ノズルから金型装置に射出する射出部材と、
　前記シリンダ内において前記射出部材を作動させる駆動装置と、
　前記金型装置に対して前記ノズルを進退させる移動装置と、
　前記駆動装置および前記移動装置を制御するコントローラとを有し、
　前記コントローラは、前記金型装置のゲートシール後、前記金型装置に対する前記ノズ
ルの後退によってホットランナを除圧する第１除圧工程の少なくとも一部と、前記射出部
材の動作によって前記ホットランナを除圧する第２除圧工程の少なくとも一部とを同時に
行う、射出成形機。
【請求項２】
　前記射出部材は、前記シリンダ内に回転自在に且つ進退自在に配設されるスクリュであ
って、
　前記第２除圧工程における前記スクリュの動作は、前記スクリュの後退、および前記ス
クリュの回転の少なくとも一方を含む、請求項１に記載の射出成形機。
【請求項３】
　前記射出部材は、前記シリンダ内に進退自在に配設されるプランジャであって、
　前記第２除圧工程における前記プランジャの動作は、前記プランジャの後退である、請
求項１に記載の射出成形機。
【請求項４】
　前記第１除圧工程は、前記第２除圧工程が行われている間に行われる、請求項１～３の
いずれか１項に記載の射出成形機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　射出成形機は、成形材料を加熱するシリンダ、およびシリンダの前端に設けられるノズ
ルを有する。シリンダ内の液状の成形材料は、ノズルから射出され、金型装置のスプル、
ランナ、およびゲートをこの順で通り、キャビティ空間に充填される。キャビティ空間に
充填された成形材料は、固化され、型開後に成形品として取り出される。
【０００３】
　ヒータなどによって加熱されるスプルをホットスプル、ヒータなどによって加熱される
ランナをホットランナと呼ぶ。スプルおよびランナにおける成形材料の固化が防止でき、
キャビティ空間の成形品だけが取り出されるため、成形材料の使用量が低減できる（例え
ば特許文献１参照）。
【０００４】
　ホットランナの先端（ゲート側の端）からの成形材料の漏出を防止するため、型開前に
ホットランナが除圧される。尚、ホットランナが除圧されるとき、ホットスプルも除圧さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２１０１６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　従来、ホットランナの除圧にかかる時間が長かった。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、ホットランナの除圧時間を短縮で
きる射出成形機の提供を主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様によれば、
　成形材料を加熱するシリンダと、
　前記シリンダの前端に設けられるノズルと、
　前記シリンダ内の成形材料を前記ノズルから金型装置に射出する射出部材と、
　前記シリンダ内において前記射出部材を作動させる駆動装置と、
　前記金型装置に対して前記ノズルを進退させる移動装置と、
　前記駆動装置および前記移動装置を制御するコントローラとを有し、
　前記コントローラは、前記金型装置のゲートシール後、前記金型装置に対する前記ノズ
ルの後退によってホットランナを除圧する第１除圧工程の少なくとも一部と、前記射出部
材の動作によって前記ホットランナを除圧する第２除圧工程の少なくとも一部とを同時に
行う、射出成形機が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、ホットランナの除圧時間を短縮できる射出成形機が提供され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による射出成形機のゲートシール時の状態を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による射出成形機のホットランナ除圧時の状態を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して説明するが、各図面におい
て、同一の又は対応する構成については同一の又は対応する符号を付して説明を省略する
。また、充填工程におけるスクリュの移動方向（図において左方向）を前方、計量工程に
おけるスクリュの移動方向（図において右方向）を後方として説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態による射出成形機のゲートシール時の状態を示す図である
。図１において成形材料の図示を省略する。ゲートシールとは、キャビティ空間内の固化
した成形材料によってキャビティ空間の入口が塞がれることをいう。
【００１３】
　射出成形機１０は、シリンダ２０、ノズル２４、スクリュ３０、スクリュ駆動装置４０
、ノズル移動装置５０、コントローラ６０などを有する。射出成形機１０は、金型装置７
０のキャビティ空間７３に液状の成形材料を充填し、成形品を成形する。
【００１４】
　金型装置７０は、例えば固定金型７１および可動金型７２を有する。型締状態の固定金
型７１と可動金型７２との間にキャビティ空間７３が形成される。キャビティ空間７３は
ゲート７４およびホットランナ７５を介してホットスプル７６と接続される。
【００１５】
　金型装置７０は、ホットランナ７５の先端（ゲート７４側の端）が開放されるオープン
ゲート式であるが、ゲート７４がバルブで開閉されるバルブゲート式でもよい。バルブゲ
ートの閉鎖は、後述のホットランナ７５の除圧後に行われてよい。バルブゲートの閉鎖に
要する力が軽減できる。
【００１６】
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　シリンダ２０は、成形材料を加熱する。シリンダ２０の外周には、ヒータなどの加熱源
が設けられる。シリンダ２０の後部には、材料供給部としてのホッパ２２が接続される。
ホッパ２２から投下された成形材料は、シリンダ２０内に供給される。
【００１７】
　尚、材料供給部として、ホッパ２２の代わりに、成形材料の供給速度を調整できるフィ
ードスクリュが用いられてもよい。
【００１８】
　ノズル２４は、シリンダ２０の前端に設けられる。ノズル２４は、固定金型７１の後端
面に形成されるノズル孔７８に挿入される。ノズル孔７８の内径はノズル２４の外径より
も僅かに大きい。ノズル孔７８の内底面にはホットスプル７６の入口が形成される。ノズ
ル２４は、ノズル孔７８の内底面に押し付けられ、ホットスプル７６に向けて成形材料を
射出する。
【００１９】
　ノズル２４は、先端が開放されたオープンノズル、バルブで開閉されるシャットオフノ
ズルのいずれでもよい。後述のホットランナ７５の除圧時には、シャットオフノズルのバ
ルブは開放状態とされる。金型装置７０内の成形材料がシャットオフノズルを介してシリ
ンダ２０内に逆流できる。逆流とは、充填工程の流れとは逆方向の流れを意味する。
【００２０】
　スクリュ３０は、シリンダ２０内の成形材料をノズル２４から金型装置７０に射出する
射出部材である。スクリュ３０は、シリンダ２０内において回転自在に且つ進退自在に配
設される。スクリュ３０に形成される螺旋状の溝３１の深さは、一定でもよいし、場所に
よって異なってもよい。
【００２１】
　スクリュ駆動装置４０は、シリンダ２０内においてスクリュ３０を作動させる駆動装置
である。スクリュ駆動装置４０は、一般的な構成であってよく、例えばスクリュ３０を回
転させる計量モータ４１、およびスクリュ３０を進退させる射出モータ４２を有する。
【００２２】
　計量工程では、計量モータ４１を駆動して、スクリュ３０を回転させる。シリンダ２０
内に供給された成形材料が、スクリュ３０の溝３１に沿って前方に送られ、徐々に溶融さ
れる。液状の成形材料がスクリュ３０の前方に送られ、シリンダ２０の前部に蓄積される
につれ、スクリュ３０が後退させられる。スクリュ３０の前方に所定量の成形材料が蓄積
すると、計量工程が完了する。
【００２３】
　充填工程では、射出モータ４２を駆動して、スクリュ３０を前進させる。スクリュ３０
の前方に蓄積された成形材料が、ノズル２４から射出され、金型装置７０内に充填される
。シリンダ２０内の液状の成形材料は、ホットスプル７６、ホットランナ７５、およびゲ
ート７４をこの順で通り、キャビティ空間７３に充填される。キャビティ空間７３に充填
された成形材料は、固化され、型開後に成形品として取り出される。
【００２４】
　ノズル移動装置５０は、金型装置７０に対してノズル２４を進退させる移動装置である
。ノズル移動装置５０は、型締状態の金型装置７０に対してノズル２４を押し付ける。ノ
ズル移動装置５０は、一般的な構成であってよい。
【００２５】
　コントローラ６０は、例えばメモリなどの記憶部およびＣＰＵを有し、記憶部に記憶さ
れた制御プログラムをＣＰＵに実行させることにより、スクリュ駆動装置４０およびノズ
ル移動装置５０を制御し、ホットランナ７５の除圧を行う。
【００２６】
　図２は、本発明の一実施形態による射出成形機のホットランナ除圧時の状態を示す図で
ある。図２において成形材料の図示を省略する。ホットランナ７５の先端からの成形材料
の漏出を防止するため、型開前にホットランナ７５が除圧される。ホットランナ７５が除
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圧されるとき、ホットスプル７６も除圧される。
【００２７】
　コントローラ６０は、金型装置７０に対するノズル２４の後退によってホットランナ７
５を除圧する第１除圧工程と、スクリュ３０の動作によってホットランナ７５を除圧する
第２除圧工程とを制御する。第１除圧工程および第２除圧工程は、金型装置７０のゲート
シール後に行われる。
【００２８】
　第１除圧工程では、金型装置７０に対するノズル２４の後退によって、ノズル２４の前
端面とノズル孔７８の内底面との間に空間が形成される。この空間に向けて金型装置７０
内の成形材料が逆流することで、ホットランナ７５が除圧される。
【００２９】
　第１除圧工程において、ノズル孔７８から成形材料が溢れ出さないように、ノズル２４
の前端面はノズル孔７８の挿入口と面一の位置まで後退される。尚、ノズル２４の前端面
はノズル孔７８の挿入口よりも前方の位置まで後退されてもよい。
【００３０】
　第２除圧工程におけるスクリュ３０の動作は、スクリュ３０の後退、およびスクリュ３
０の回転の両方を含んでよい。スクリュ３０の後退によって、シリンダ２０内の空間が広
がり、この空間に向けて金型装置７０内の成形材料が逆流する。スクリュ３０の後退は、
射出モータ４２を駆動して行われる。また、スクリュ３０を計量工程の回転方向とは逆方
向に回転させることによって、スクリュ３０の溝３１に沿って成形材料が逆流する。成形
材料の逆流によって、ホットランナ７５が除圧される。スクリュ３０の逆回転は、計量モ
ータ４１を駆動して行われる。
【００３１】
　コントローラ６０は、金型装置７０のゲートシール後、第１除圧工程の少なくとも一部
と、第２除圧工程の少なくとも一部とを同時に行う。よって、ホットランナ７５の除圧時
間が短縮できる。
【００３２】
　また、第１除圧工程によって金型装置７０とノズル２４との間に形成される空間へのノ
ズル２４内からの流れ込みが第２除圧工程によって抑制できる。第２除圧工程では成形材
料がノズル２４内を逆流するためである。第１除圧工程によって金型装置７０とノズル２
４との間に形成される空間への金型装置７０内からの流れ込みが促進でき、ホットランナ
７５の除圧が促進できる。
【００３３】
　第１除圧工程および第２除圧工程は、計量工程前に行われてよい。第１除圧工程と第２
除圧工程のどちらが先に開始されてもよく、同時に開始されてもよい。また、第１除圧工
程と第２除圧工程のどちらが先に終了されてもよく、同時に終了されてもよい。
【００３４】
　第１除圧工程によって金型装置７０とノズル２４との間に形成される空間へのノズル２
４内からの流れ込みを第２除圧工程によって防止するため、第１除圧工程は第２除圧工程
が行われている間に行われてよい。
【００３５】
　図２に示すように、第１除圧工程の少なくとも一部、スクリュ３０を後退させる工程の
少なくとも一部、およびスクリュ３０を逆回転させる工程の少なくとも一部が同時に行わ
れてよい。ホットランナ７５の除圧時間がさらに短縮できる。
【００３６】
　スクリュ３０の後退、およびスクリュ３０の逆回転のどちらが先に開始されてもよく、
同時に開始されてもよい。また、スクリュ３０の後退、およびスクリュ３０の逆回転のど
ちらが先に終了されてもよく、同時に終了されてもよい。
【００３７】
　尚、本実施形態の第２除圧工程におけるスクリュ３０の動作は、スクリュ３０の後退、
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か一方のみが行われてもよい。
【００３８】
　以上、射出成形機の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形
、改良が可能である。
【００３９】
　例えば、上記実施形態の射出成形機は、型開閉方向が水平方向の横型であるが、型開閉
方向が上下方向の竪型でもよい。
【００４０】
　また、上記実施形態の射出成形機は、インライン・スクリュ方式であるが、プリプラ方
式でもよい。プリプラ方式の射出成形機は、可塑化シリンダ内で溶融された成形材料を射
出シリンダに供給し、射出シリンダから金型装置内に成形材料を射出する。射出シリンダ
内には、射出部材としてプランジャが配設される。プランジャは、射出シリンダ内に進退
自在に配設される。ホットランナを除圧させるプランジャの動作は、プランジャの後退で
あってよい。プランジャの後退によって射出シリンダ内の空間が広がり、この空間に向け
て金型装置内の成形材料が逆流することで、ホットランナが除圧される。
【符号の説明】
【００４１】
１０　射出成形機
２０　シリンダ
２４　ノズル
３０　スクリュ
４０　スクリュ駆動装置
４１　計量モータ
４２　射出モータ
５０　ノズル移動装置
６０　コントローラ
７０　金型装置
７１　固定金型
７２　可動金型
７３　キャビティ空間
７４　ゲート
７５　ホットランナ
７６　ホットスプル
７８　ノズル孔
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