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(57)【要約】
【課題】型開閉用サーボモータの出力トルクを監視して
動作異常を判定することを、金型メカニズムの構造毎に
応じた可動ダイプレートの全移動領域中の所望の部分領
域（すなわち、必要とする的を絞った領域）において的
確に行えるようにすること。
【解決手段】型開閉用サーボモータの駆動力によって、
可動側金型を搭載した可動ダイプレートが、固定側金型
を搭載した固定ダイプレートに対して前進または後退す
ることにより、型閉じ・型締め動作または型開き動作を
行う成形機において、可動ダイプレートが型開きで移動
する全移動領域中の所定の部分領域における型開閉用サ
ーボモータの出力トルクが、上記の部分領域に応じて設
定された判定用トルクを超えたか否かを監視する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　型開閉用サーボモータの駆動力によって、可動側金型を搭載した可動ダイプレートが、
固定側金型を搭載した固定ダイプレートに対して前進または後退することにより、型閉じ
・型締め動作または型開き動作を行う成形機において、
　前記可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域中の所定の部分領域における前記
型開閉用サーボモータの出力トルクが、前記部分領域に応じて設定された判定用トルクを
超えたか否かを監視する、コントローラを備えたことを特徴とする成形機。
【請求項２】
　請求項１に記載の成形機において、
　前記コントローラは、前記型開閉用サーボモータの出力トルクが前記判定用トルクを超
えると、型開き動作を停止させることを特徴とする成形機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の成形機において、
　前記可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域を複数の部分区間に分割し、各部
分区間毎に設定された速度にしたがって前記型開閉用サーボモータを速度フィードバック
制御するようにされ、
　前記出力トルクを監視する前記部分領域は、前記部分区間の中から選択されることを特
徴とする成形機。
【請求項４】
　請求項３に記載の成形機において、
　前記コントローラは、前記型開閉用サーボモータの出力速度が一定値に安定した状態と
なった後の所定秒時後に、前記型開閉用サーボモータの前記出力トルクが前記判定用トル
クを超えたか否かを監視する処理を実行することを特徴とする成形機。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の成形機において、
　前記可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域中から、始端と終端のストローク
数値の入力によって選択されたストローク区間が、前記出力トルクを監視する前記部分領
域とされることを特徴とする成形機。
【請求項６】
　請求項５に記載の成形機において、
　前記コントローラは、前記型開閉用サーボモータの前記出力トルクが所定秒時の間継続
して前記判定用トルクを超えたときに、前記型開閉用サーボモータの前記出力トルクが前
記判定用トルクを超えたと判定することを特徴とする成形機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、型開閉用サーボモータを型開閉動作の駆動源とした射出成形機やダイカスト
マシンなどの成形機に係り、特に、型開き工程での型開閉系メカニズムの動作異常を監視
するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動式の射出成形機などのマシンにおいては、型開きの途上で型開閉系メカニズム中の
金型メカニズムなどに動作異常（例えば、ガイドピンのかじりや抜け不良）が生じた場合
、無理やり型開き動作を継続させると、メカニズムの破損に繋がる虞が大きい。特に、金
型メカニズムがスライドコアをスライド駆動させるためのアンギュラーピンを備えている
場合には、アンギュラーピンにかじりや抜け不良が生じることが多い。
【０００３】
　そこで、従来は、可動ダイプレートの型開きの全移動領域において、型開閉用サーボモ
ータの出力トルクを計測し、この計測した出力トルクと、型開きの全移動領域にわたって
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一意に設定された判定用トルク（判定用の閾値トルク）とを対比し、出力トルクが判定用
トルクを超えると型開き動作異常と判定して、直ちに型開き動作を停止させると同時にア
ラーム表示を行い、この後所定時間が経過すると、マシン全体の運転を停止させるように
していた。
【０００４】
　上記した可動ダイプレートの型開きの全移動領域において行う型開閉用サーボモータの
出力トルクの監視においては、型開閉用サーボモータが加速制御あるいは減速制御される
際には、型開閉用サーボモータの出力トルクは大きな値を示すことから、上記の判定用ト
ルク（判定用の閾値トルク）は、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータの出
力トルクよりも、大きな値を設定するようになっていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、従来は、型開き動作時には、可動ダイプレートの全移動領域で型開閉
用サーボモータの出力トルクが判定用トルクを超えたかどうかを監視するようにし、判定
用トルク（判定用の閾値トルク）の値としては、加減速制御によって発生する型開閉用サ
ーボモータの出力トルクよりも大きな値を設定するようにしていた。ところが、このよう
に判定用トルク値を、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータの出力トルクよ
りも大きな値に設定すると、判定用トルクよりも小さな出力トルクの増大を検出すること
ができず、すなわち、加減速制御によって発生する出力トルクよりも小さな出力トルクの
増大を検出することができず、このため、ガイドピンやアンギュラーピンの軽度のかじり
や、可動ダイプレートの摺動案内部あるいはトグルリンク機構における潤滑油切れなどを
、トルク監視によって検出するのが困難であるという問題があった。つまり、従来は、加
減速制御によって発生する出力トルクを上回る程の出力トルクの増大があったときに、始
めて型開き異常と判定するようになっており、異常トルク発生の検出精度の点で課題をも
つものとなっていた。
【０００６】
　また、金型メカニズムの構造は成形する成形品の形状に応じて種々の構造をとり、金型
メカニズムの構造毎に、型開きで移動する可動ダイプレートの全移動領域中のどの領域で
動作不良が生じる可能性が高いのかが異なり、また、このような動作不良が生じる可能性
が高い領域において、判定用トルクの値として設定すべき適正値も異なってくる。しかし
ながら、従来は、可動ダイプレートの全移動領域でトルク監視を行っていて、可動ダイプ
レートの全移動領域中における、肝心の動作不良が生じる可能性が高い部分領域を絞り込
んで、絞り込んだ部分領域での適正な値の判定用トルクを設定することに関しては、全く
考慮が払われていなかった。
【０００７】
　本発明は上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、型開閉用サー
ボモータの出力トルクを監視して動作異常を判定することを、金型メカニズムの構造毎に
応じた可動ダイプレートの全移動領域中の所望の部分領域（すなわち、必要とする的を絞
った領域）において的確に行えるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記した目的を達成するため、型開閉用サーボモータの駆動力によって、可動
側金型を搭載した可動ダイプレートが、固定側金型を搭載した固定ダイプレートに対して
前進または後退することにより、型閉じ・型締め動作または型開き動作を行う成形機にお
いて、可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域中の所定の部分領域における型開
閉用サーボモータの出力トルクが、上記の部分領域に応じて設定された判定用トルクを超
えたか否かを監視する、コントローラを備える。
【発明の効果】
【０００９】
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　本発明では、可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域中の所定の部分領域にお
ける型開閉用サーボモータの出力トルクが、上記の部分領域に応じて設定された判定用ト
ルクを超えたか否かを監視するようにしているので、金型メカニズムの構造毎で異なる動
作不良が生じる可能性が高い部分領域をトルク監視領域として絞り込んで、この絞り込ん
だ部分領域に応じた適正な値の判定用トルクを設定することが可能となる。したがって、
金型メカニズムの構造毎に応じて、可動ダイプレートの全移動領域中から絞り込んだトル
ク監視が必要な部分領域において、適正な値の判定用トルクを異常判定の閾値として、的
確な動作異常判定を行うことができる。また、判定用トルク（判定用の閾値トルク）とし
て、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータの出力トルクよりも小さな値を設
定することが可能であるので、ガイドピンやアンギュラーピンの軽度のかじりや、可動ダ
イプレートの摺動案内部あるいはトグルリンク機構における潤滑油切れなども、精度良く
検知することが可能となって、軽度のメカ異常の段階で早めに補修・調整を行うことが可
能となり、また、潤滑油の補給を時期を逸することなく実施することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。　
　図１～図５は、本発明の第１の実施形態（以下、本第１実施形態と記す）による射出成
形機に係り、図１は、本第１実施形態の射出成形機の型開閉系メカニズムの簡略化した構
成などを示す図である。なお、本第１実施形態および後記する本発明の第２の実施形態に
おいては射出成形機の適用を示すが、本発明は、ダイカストマシンなどの他の成形機にも
適用可能である。
【００１１】
　図１において、１は、図示せぬベース盤上に固設された固定ダイプレート、２は、固定
ダイプレート１に搭載された固定側金型、３は、固定ダイプレート１と所定間隔をおいて
対向するように図示せぬベース盤上に配設され、成形運転状態では固定位置を維持される
テールストック、４は、その両端を固定ダイプレート１とテールストック３に固定された
複数本のタイバー、５は、タイバー４に挿通・案内されて固定ダイプレート１とテールス
トック３との間で前後進可能な可動ダイプレート、６は、可動ダイプレート５に搭載され
た可動側金型、７は、テールストック３に搭載された型開閉用サーボモータ、８は、テー
ルストック３に回転可能に保持された回転部（例えばナット体）に型開閉用サーボモータ
７の回転を伝達され、型開閉用サーボモータ７の回転を直線運動に変換して直動部（例え
ばネジ軸）を直線移動させるボールネジ機構、９は、テールストック３と可動ダイプレー
ト５とを連結し、その力の入力端であるクロスヘッド９ａがボールネジ機構８の直動部に
よって直線駆動されることで、伸長駆動または折り畳み駆動されて可動ダイプレートを前
進または後退させるトグルリンク機構である。
【００１２】
　また、２１は、その詳細を図２を用いて後述するシステムコントローラ、２５ａは、シ
ステムコントローラ２１からの指令に基づき型開閉用サーボモータ７を駆動制御するモー
タドライバ、２４ａは、型開閉用サーボモータ７に付設されて、型開閉用サーボモータ７
の回転量を検出するエンコーダ、２４ｂは、型開閉用サーボモータ７に付設されて、型開
閉用サーボモータ７の出力トルク（出力トルクに相当する計測電流値）を検出するトルク
センサである。
【００１３】
　図１に示す構成において、型開き完了状態では、トグルリンク機構９が折り畳まれて、
可動ダイプレート５は所定の後退位置にある。型閉じ・型締め工程では、型開閉系メカニ
ズムが上記の型開き完了状態にある際、システムコントローラ２１からの指令に基づき、
モータドライバ２５ａを介して型開閉用サーボモータ７が所定方向に回転駆動される。こ
れにより、型開閉用サーボモータ７の回転が図示せぬ回転伝達機構（タイミングプーリ（
歯付きプーリ）とタイミングベルト（歯付きプーリ）による回転伝達機構）を介してボー
ルネジ機構８に伝達され、ボールネジ機構８により回転運動が直線運動に変換されて、こ
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の直線運動がクロスヘッド９ａに伝えられることで、トグルリンク機構９が伸長駆動され
て可動ダイプレート５が前進し、この前進で可動ダイプレート５に搭載された可動側金型
６が固定ダイプレート１に搭載された固定側金型２にタッチする。この金型タッチ後も、
型開閉用サーボモータ７の所定方向の回転駆動によるクロスヘッド９ａの前進駆動は所定
秒時だけ継続されて、これによって、トグルリンク機構９の突っばりによりタイバー４が
弾性的に引き伸ばされ、タイバー４の弾性復元力によって発生する所定の型締め力が、両
金型２、６に対して付与されて、型締め完了状態に至るようになっている。
【００１４】
　また、型開き工程時には、型開閉メカニズムが型締め完了状態にある際、システムコン
トローラ２１からの指令に基づき、モータドライバ２５ａを介して型開閉用サーボモータ
７が先とは逆方向に回転駆動される。これにより、型開閉用サーボモータ７の回転が図示
せぬ回転伝達機構を介してボールネジ機構８に伝達され、ボールネジ機構８により回転運
動が直線運動に変換されて、この直線運動がクロスヘッド９ａに伝えられることで、トグ
ルリンク機構９が折り畳み駆動されて可動ダイプレート５が後退し、可動ダイプレート５
が所定の後退位置まで後退したタイミングで、型開閉用サーボモータ７の回転が停止され
て、型開き状態となるようなっている。
【００１５】
　本第１実施形態および後記する本発明の第２の実施形態においては、型開閉用サーボモ
ータ７は、少なくとも型開き工程では、多段設定による速度フィードバック制御によって
駆動制御されるようになっており、これを行うために、オペレータ（作業者）が所定の運
転条件設定用画像を用いて、可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域（型開きの
全領域）を幾つの部分区間（幾つの段数）に、どのような数値のストローク区分によって
分割するのかと、この分割した各部分区間毎（各段毎）で出力させる速度（型開き速度）
とを、設定するようになっている。これにより、型開き工程では、システムコントローラ
２１は、各部分区間毎に設定された速度に倣った速度が出るように、型開閉用サーボモー
タ７を速度フィードバック制御で駆動制御するようになっている。
【００１６】
　本第１実施形態では、上記したように分割された、可動ダイプレート５が型開きで移動
する全移動領域の複数の部分区間のうち、少なくとも１つの部分区間を、型開閉用サーボ
モータ７の出力トルクを監視するトルク監視領域とするようになっており、このトルク監
視領域においては、トルク監視領域に応じてオペレータが所望の監視用の判定用トルク（
判定用の閾値トルク）をあらかじめ設定するようになっていて、システムコントローラ２
１は、型開き工程時には、トルク監視領域として選択された上記の部分区間における型開
閉用サーボモータ７の出力トルクが、トルク監視領域として選択された上記の部分区間に
応じて設定された判定用トルクを超えたか否かを監視し、出力トルクが設定された判定用
トルクを超えると、型開き動作を停止させ、この後所定時間が経過すると、マシン全体の
運転を停止させるようになっている。
【００１７】
　図２は、本第１実施形態の射出成形機の制御系の構成を簡略化して示すブロック図であ
る。図２において、２１は、マシン（射出成形機）全体の制御を司るシステムコントロー
ラ、２２は、オペレータが各種の入力操作を行うための入力装置、２３は、オペレータに
各種の表示モードの画像を表示するための表示装置、２４は、マシンの各部に配設された
多数のセンサ（位置センサ、回転量検出センサ（エンコーダ）、圧力（荷重）センサ（ロ
ードセル）、トルクセンサ、温度センサ、状態確認センサなど）よりなるセンサ群、２５
は、マシンの各部に配置されたモータやヒータやエアシリンダなどのアクチュエータを駆
動制御するための多数のドライバ（モータドライバ、ヒータドライバ、エアバルブドライ
バなど）からなるドライバ群であり、センサ群２４には、エンコーダ２４ａおよびトルク
センサ２４ｂが含まれており、ドライバ群２５には、モータドライバ２５ａが含まれてい
る。
【００１８】
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　また、システムコントローラ２１内において、３１は主制御部、３２は運転条件設定格
納部、３３は測定値格納部、３４は運転プロセス制御部、３５は表示処理部、３６は型開
き時トルク監視部である。
【００１９】
　主制御部３１は、センサ群２４からの情報や、システムコントローラ２１内の各部の動
作状況などを監視・把握して、システムコントローラ２１内の各部を統括制御する。
【００２０】
　運転条件設定格納部３２には、あらかじめ入力された成形サイクルの各工程（型閉じ・
型締め、射出、冷却、計量、型開き、エジェクト前進、エジェクト後退の工程）の運転制
御条件が書き換え可能に格納されている。
【００２１】
　測定値格納部３３には、センサ群２４などにより取得したマシン本体の各部の計測情報
や該計測情報を基にした演算情報（位置情報、回転角情報、速度情報、圧力情報（荷重情
報）、トルク情報、温度情報、状態確認情報など）が、リアルタイムで取り込まれて格納
される。この測定値格納部３３に格納される情報には、エンコーダ２４ａの計測情報に基
づいて求められた型開き速度の情報や、トルクセンサ２４ｂによって計測された型開閉用
サーボモータ７の出力トルクの情報が含まれている。
【００２２】
　運転プロセス制御部３４は、あらかじめ用意された各工程の運転制御プログラムと、運
転条件設定格納部３２に格納された各工程の運転条件の設定値とに基づき、測定値格納部
３３中の計測情報や各部からの状態確認情報や自身の計時情報を参照しつつ、ドライバ群
２５を駆動制御して、各工程の運転を実行させる。
【００２３】
　表示処理部３５は、あらかじめ用意された各種の表示処理プログラムと、表示用固定デ
ータに基づき、必要に応じて、運転条件設定格納部３２や測定値格納部３３などの内容を
参照して、各種の表示モードの画像を生成し、これを表示装置２３に表示させる。
【００２４】
　型開き時トルク監視部３６には、可動ダイプレート５が型開きで移動する全移動領域中
で、オペレータがトルク監視領域として指示・設定した部分領域と、指示した部分領域に
応じてオペレータが設定した判定用トルク（判定用の閾値トルク）とが、書き替え可能に
保持される。そして、型開き時トルク監視部３６は、型開き工程時には、トルク監視領域
として設定された上記の部分領域における型開閉用サーボモータ７の出力トルクの計測値
を測定値格納部３３からリアルタイムで取り込み、この取り込んだ出力トルクが判定用ト
ルクを超えたか否かを監視（判定監視）して、型開閉用サーボモータ７の出力トルクが判
定用トルクを超えた場合には、この旨を主制御部３１に通知する。なお、本第１実施形態
では、オペレータがトルク監視領域として指示・設定する部分領域は、先にも述べたよう
に、型開きの全領域（可動ダイプレートが型開きで移動する全移動領域）を多段の速度フ
ィードバック制御で行うために分割した、前記した部分区間となっている。また、本第１
実施形態では、型開き時トルク監視部３６は、トルク監視領域として設定された部分領域
（ここでは、トルク監視領域として設定された前記した部分区間）でのトルク監視に際し
、型開きの速度フィードバック制御の加速制御期間や減速制御期間では、型開閉用サーボ
モータ７の出力トルクが大きな値を示すが、このような加速・減速制御による大きな値の
出力トルクは異常動作に起因するものではないため、異常動作に起因する出力トルクの増
大のみを的確に監視できるようにするため、型開閉用サーボモータ７の出力速度が一定値
に安定した状態となった後の所定秒時後（例えば０．１～０．２秒後）に、型開閉用サー
ボモータ７の出力トルクが判定用トルクを超えたか否かを監視する処理を実行するように
なっている。
【００２５】
　主制御部３１は、型開閉用サーボモータ７の出力トルクが判定用トルクを超えた旨の通
知を型開き時トルク監視部３６から受けると、型開き動作異常であると見なして、直ちに
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、運転プロセス制御部３４に指示して型開き動作を停止させると同時に、表示処理部３５
に指示して表示装置２３に所定のアラーム表示画像を表示させ、また必要に応じ、図示せ
ぬ警音発生装置にアラーム音を発生させたり、図示せぬアラームランプの点灯あるいは点
滅を行わせる。そして、この後所定時間（例えば３分）が経過すると、主制御部３１は、
運転プロセス制御部３４に指示してマシン全体の運転を停止させるようになっている。
【００２６】
　なお、トルク監視領域として設定した部分領域（ここでは、トルク監視領域として設定
した前記した部分区間）に応じて設定される判定用トルク（判定用の閾値トルク）の値は
、選択・設定した部分領域毎に応じてオペレータによって任意の値が設定可能であり、判
定用トルクの値を、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータ７の出力トルクよ
りも小さな値を設定することが可能である。このように、判定用トルクの値を小さな値に
設定した場合には、型開閉用サーボモータ７の出力トルクの小さな増大も精度よく検出可
能となり、以って、ガイドピンやアンギュラーピンの軽度のかじりや、可動ダイプレート
５の摺動案内部あるいはトグルリンク機構９における潤滑油切れなども、精度良く検知す
ることが可能となる。この場合において、ごく軽度のかじりや軽度の潤滑油切れは、しば
らくの間は自動成形運転の続行には差し障りがないことも考えられ、主制御部３１は、型
開閉用サーボモータ７の出力トルクが判定用トルクを超えた旨の通知を型開き時トルク監
視部３６から受けたとき、判定用トルクの値が所定値よりも小さな値に設定されていて、
かつ、判定用トルクとこれを超えた出力トルクとの差分が所定範囲内である場合には、マ
シンの運転動作を緊急停止させることは行わないで、アラームの発生のみを行うようにし
てもよい（これは、以下の本発明の第２の実施形態においても同様である）。このように
することで、オペレータは、例えば、あるロットの成形生産を完了させたきりのよい時点
でマシンを停止させることが可能となり、かつ、このマシンを停止させた時点で、軽度の
メカ異常の段階での、早めの補修・調整を行うことや、また、軽度の潤滑油切れの段階で
の、潤滑油の補給を行うことが可能となる。
【００２７】
　図３は、オペレータが入力装置２２を適宜に操作することによって、表示装置２３上に
表示させた「型開閉オプション」設定用画像の要部画像例を示している。この「型開閉オ
プション」設定用画像中の「型開閉トルク監視」のＯＮ／ＯＦＦ設定欄３８の表示を、オ
ペレータが適宜の操作でＯＮとすることで、可動ダイプレート５が型開きで移動する全移
動領域中の所定の部分領域（ここでは、多段設定で速度フィードバック制御される型開き
の全領域中の、特定段（特定の部分区間））を、トルク監視領域とする設定がなされるよ
うになっている。また、「型開閉オプション」設定用画像中の「型開トルク監視」の指定
段数設定欄３９の数値表示を、オペレータが適宜の操作で所望する段数（所望する部分区
間）の数値とすることで、トルク監視領域とする段数（部分区間）の設定がなされるよう
になっている（図３では、トルク監視領域として段数「４」が設定されている）。
【００２８】
　図４は、図３のＯＮ／ＯＦＦ設定欄３８でＯＮ設定し、図３の指定段数設定欄３９で段
数指定した状態で、オペレータが入力装置２２を適宜に操作することによって、表示装置
２３上に表示させた「型開閉・ＥＪ」設定用画像の要部画像例を示している。この「型開
閉・ＥＪ」設定用画像中の型開き工程の条件設定領域４１には、型開き工程における可動
ダイプレート５の全移動領域を複数段に区切るストローク数値（可動ダイプレート５の移
動ストロークの数値）の設定欄４２と、各段毎の速度設定値の設定欄４３とが設けられて
いる。図４に示した例では、型開きの全領域を５段に設定しており、ここでは、可動ダイ
プレート５の移動ストロークが１００ｍｍ～２００ｍｍの範囲である段数「４」が、トル
ク監視領域として指定設定されていることを、監視トルク段数の表示欄４４で表している
。４５は、型開き工程の条件設定領域４１中に設けられた判定用トルクの設定欄で、この
設定欄４５において、オペレータが適宜の操作で所望する判定用トルクの値を数値入力す
ることで、トルク監視領域として指定された所定段数（ここでは、段数「４」）における
判定用トルクが設定されるようになっている。
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【００２９】
　上記したトルク監視領域とした段数（部分区間）や、このトルク監視領域とした段数に
おける判定用トルク（判定用の閾値トルク）は、先に述べたように、システムコントロー
ラ２１の型開き時トルク監視部３６に保持される。
【００３０】
　図５は、本第１実施形態の射出成形機における型開き工程時の型開閉用サーボモータ７
の出力トルクなどの１例を示す図である。図５において、横軸は可動ダイプレート５の移
動ストロークを表し、縦軸は、計測型開き速度（相対値）と、型開閉用サーボモータ７の
計測出力トルクの絶対値（相対値）とを、それぞれ表している。
【００３１】
　図５において、５１は、トルクセンサ２４ｂによって計測された型開閉用サーボモータ
７の出力トルク、５２は、エンコーダ２４ａの計測情報に基づいて求められた型開き速度
、５３は、オペレータによって設定された判定用トルク（判定用の閾値トルク）である。
また、型開閉用サーボモータ７の出力トルク５１の特性線において、５１ａは加速制御に
よって発生する増大トルク、５１ｂは減速制御によって発生する増大トルク、５１ｃは動
作異常によって発生した増大トルクをそれぞれ示している。
【００３２】
　この図５に示した例は、図４の型開き工程の条件設定領域４１での設定に対応するもの
であり、トルク監視領域は、ここでは、可動ダイプレート５の移動ストロークが１００ｍ
ｍ～２００ｍｍの範囲である段数「４」となっており、トルク監視領域に対応して設定さ
れる判定用トルク（判定用の閾値トルク）５３の値は、加減速制御によって発生する型開
閉用サーボモータ７の出力トルク（増大トルク５１ａ、５１ｂ）よりも小さな値に設定さ
れている。本第１実施形態では、判定用トルク５３の値が、加減速制御によって発生する
型開閉用サーボモータ７の増大トルク５１ａ、５１ｂよりも小さな値に設定されていて、
しかも、トルク監視領域として指定設定された段数領域（部分領域）に型開閉用サーボモ
ータ７の加速制御域や減速制御域が存在する場合においても、動作異常によって発生した
増大トルク５１ｃのみを正しく選択的に検出できるようにしている。すなわち、本第１実
施形態では、型開き時トルク監視部３６は、トルク監視領域において型開閉用サーボモー
タ７の出力速度（ここでは、型開き速度５２がこれに相当する）が一定値に安定した状態
となった後の所定秒時後に、型開閉用サーボモータ７の出力トルク５１が判定用トルク５
３を超えたか否かを判定監視する処理を実行するようになっている。図５中のＴ１は、型
開き速度５２が一定値に安定した状態となった後の、トルク判定監視処理までの遅延時間
を示しており、例えば、Ｔ１＝０．１～０．２秒に設定されている。
【００３３】
　以上のように、本第１実施形態においては、可動ダイプレート５が型開きで移動する全
移動領域中の所定の部分領域における型開閉用サーボモータ７の出力トルク５１が、上記
の部分領域（トルク監視領域）に応じて設定された判定用トルク５３を超えたか否かを監
視するようにしているので、金型メカニズムの構造毎で異なる動作不良が生じる可能性が
高い部分領域をトルク監視領域として絞り込んで、この絞り込んだ部分領域に応じた適正
な値の判定用トルク５３を設定することが可能となる。したがって、金型メカニズムの構
造毎に応じて、可動ダイプレート５の全移動領域中から絞り込んだトルク監視が必要な部
分領域において、適正な値の判定用トルク５３を異常判定の閾値として、的確な動作異常
判定を行うことができる。また、判定用トルク（判定用の閾値トルク）５３として、加減
速制御によって発生する型開閉用サーボモータ７の増大トルク５１ａ、５１ｂよりも小さ
な値を設定することが可能であるので、ガイドピンやアンギュラーピンの軽度のかじりや
、可動ダイプレート５の摺動案内部あるいはトグルリンク機構９における潤滑油切れなど
も、精度良く検知することが可能となって、軽度のメカ異常の段階で早めに補修・調整を
行うことが可能となり、また、潤滑油の補給を時期を逸することなく実施することが可能
となる。また、本第１実施形態では、トルク監視領域とする上記の部分領域を、型開きで
多段速度フィードバックされる段数区間から選択するようにしているので、トルク監視領
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域の指定設定が簡単・容易に行える。さらに、型開閉用サーボモータ７の出力速度５２が
一定値に安定した状態となった後の所定秒時Ｔ１後に、型開閉用サーボモータ７の出力ト
ルク５１が判定用トルク５３を超えたか否かを監視する処理を実行するので、判定用トル
ク５３の値が、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータ７の増大トルク５１ａ
、５１ｂよりも小さな値に設定されていて、しかも、トルク監視領域として指定設定され
た段数領域（部分領域）に型開閉用サーボモータ７の加速制御域や減速制御域が存在する
場合においても、動作異常によって発生した増大トルク５１ｃのみを正しく選択的に検出
することができる。
【００３４】
　次に、本発明の第２の実施形態（以下、本第２実施形態と記す）に係る射出成形機を、
図６、図７を用いて説明する。本第２実施形態の射出成形機の型開閉メカニズムの構成は
、図１に示した構成と同等であり、また、本第２実施形態の射出成形機の制御系の構成は
、図２に示した構成と同等である。
【００３５】
　本第２実施形態では、可動ダイプレート５が型開きで移動する全移動領域中においてト
ルク監視領域とする部分領域の指定を、可動ダイプレート５の移動ストローク数値の入力
により行うようになっている。すなわち、本第２実施形態では、トルク監視領域とする可
動ダイプレート５の部分移動領域の、始端と終点のストローク数値をそれぞれ入力するこ
とで、トルク監視領域の指定選択を行うようになっている。このように、本第２実施形態
においては、トルク監視領域の始端と終点をオペレータが任意に指定できるようになって
いるので、先の第１の実施形態のように多段速度フィードバックされる段数区間（部分区
間）にとらわれることなく、オペレータが所望する型開きの部分領域を任意に抽出してト
ルク監視領域として指定することができ、多段速度フィードバックされる複数の段数区間
にまたがるトルク監視領域とすることも可能となっている。
【００３６】
　また、本第２実施形態では、判定用トルクの値が、加減速制御によって発生する型開閉
用サーボモータ７の出力トルクよりも小さな値に設定されていて、しかも、トルク監視領
域に型開閉用サーボモータ７の加速制御域や減速制御域が存在する場合においても、さら
にはまた、トルク監視領域においてノイズとみなせる一過性のごく短期間の出力トルクの
増大があった場合においても、動作異常によって発生した増大トルクのみを正しく選択的
に検出できるようにするため、型開き時トルク監視部３６は、トルク監視領域において、
型開閉用サーボモータ７の出力トルクが所定秒時の間継続して判定用トルクを超えたとき
に、型開閉用サーボモータ７の出力トルクが判定用トルクを超えたと判定するようになっ
ている。
【００３７】
　図６は、オペレータが入力装置２２を適宜に操作することによって、表示装置２３上に
表示させた所定の設定用画像の要部画像例を示している。この図６に示した設定用画像中
の型開き監視モードの設定欄６１を、オペレータが適宜の操作で「レ」印とすることで、
可動ダイプレート５が型開きで移動する全移動領域中の所定の部分領域を、トルク監視領
域とする設定がなされるようになっている。そして、設定欄６１を「レ」印とした状態で
、トルク監視領域の始点ストロークの指定欄６２およびトルク監視領域の終点ストローク
の指定欄６３に、オペレータがストローク数値をそれぞれ入力することで、トルク監視領
域の指定設定が行われるようになっており、判定用トルクの設定欄６４に、オペレータが
判定用トルク（判定用の閾値トルク）の数値を入力することで、判定用トルク値の設定が
行われるようになっており、判定用タイマー秒時の設定欄６５に、オペレータが判定用継
続秒時の数値を入力することで、上記した出力トルクが所定秒時の間継続したか否かを判
定するためのタイマー秒時の設定が行われるようになっている。
【００３８】
　上記した各欄６２～６４を用いて設定した設定情報は、システムコントローラ２１の型
開き時トルク監視部３６に保持されるようになっている。
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【００３９】
　図７は、本第２実施形態の射出成形機における型開き工程時の型開閉用サーボモータ７
の出力トルクなどの１例を示す図である。図７において、横軸は可動ダイプレート５の移
動ストロークを表し、縦軸は、型開閉用サーボモータ７の計測出力トルクの絶対値（相対
値）を表している。
【００４０】
　図７において、７１は、トルクセンサ２４ｂによって計測された型開閉用サーボモータ
７の出力トルク、７２は、オペレータによって設定された判定用トルク（判定用の閾値ト
ルク）である。また、型開閉用サーボモータ７の出力トルク７１の特性線において、７１
ａは加速制御によって発生する増大トルク、７１ｂは減速制御によって発生する増大トル
ク、７１ｃはノイズとみなせる一過性のごく短期間の増大トルク、７１ｄは動作異常によ
って発生した増大トルクを、それぞれ示している。また、Ｔ２は、型開閉用サーボモータ
７の出力トルク７１が判定用トルク７２を上回る継続時間の時間判定閾値であり、ここで
はＴ２＝０．５秒である。
【００４１】
　この図７に示した例は、図６の設定用画像での設定に対応するものであり、トルク監視
領域は、ここでは、可動ダイプレート５の移動ストロークが８０ｍｍ～１２０ｍｍの範囲
となっており、トルク監視領域に対応して設定される判定用トルク（判定用の閾値トルク
）７２の値は、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータ７の増大トルク５１ａ
、５１ｂや、ノイズとみなせる一過性のごく短期間の増大トルク７１ｃよりも、小さな値
に設定されている。
【００４２】
　本第２実施形態では、型開き時トルク監視部３６が、トルク監視領域において、型開閉
用サーボモータ７の出力トルク７１が所定秒時Ｔ２（ここでは０．５秒）の間継続して判
定用トルク７２を超えたときにのみ、型開閉用サーボモータ７の出力トルク７１が判定用
トルク７２を超えたと判定するようになっている。したがって、先にも述べたように、判
定用トルク７２の値が、加減速制御によって発生する型開閉用サーボモータ７の増大トル
ク７１ａ、７１ｂよりも小さな値に設定されていて、しかも、トルク監視領域に型開閉用
サーボモータ７の加速制御域や減速制御域が存在する場合においても、さらにはまた、ト
ルク監視領域においてノイズとみなせる一過性のごく短期間の増大トルク７１ｃがあった
場合においても、加減速制御による増大トルク７１ａ、７１ｂや、ノイズとみなせる増大
トルク７１ｃを、動作異常とは判定することなく、動作異常によって発生した増大トルク
７１ｄのみを正しく選択的に検出することが可能となっている。
【００４３】
　以上のように、本第２実施形態においては、可動ダイプレート５が型開きで移動する全
移動領域中の所定の部分領域における型開閉用サーボモータ７の出力トルク７１が、上記
の部分領域（トルク監視領域）に応じて設定された判定用トルク７２を超えたか否かを監
視するようにしているので、金型メカニズムの構造毎で異なる動作不良が生じる可能性が
高い部分領域をトルク監視領域として絞り込んで、この絞り込んだ部分領域に応じた適正
な値の判定用トルク７２を設定することが可能となる。したがって、金型メカニズムの構
造毎に応じて、可動ダイプレート５の全移動領域中から絞り込んだトルク監視が必要な部
分領域において、適正な値の判定用トルク７２を異常判定の閾値として、的確な動作異常
判定を行うことができる。また、判定用トルク（判定用の閾値トルク）７２として、加減
速制御によって発生する型開閉用サーボモータ７の増大トルク７１ａ、７１ｂよりも小さ
な値を設定することが可能であるので、ガイドピンやアンギュラーピンの軽度のかじりや
、可動ダイプレート５の摺動案内部あるいはトグルリンク機構９における潤滑油切れなど
も、精度良く検知することが可能となって、軽度のメカ異常の段階で早めに補修・調整を
行うことが可能となり、また、潤滑油の補給を時期を逸することなく実施することが可能
となる。また、本第２実施形態では、トルク監視領域とする上記の部分領域を、トルク監
視領域の始端と終点をオペレータが任意に指定することで設定するようにしているので、



(11) JP 2009-166465 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

先の第１の実施形態のように多段速度フィードバックされる段数区間（部分区間）にとら
われることなく、オペレータが所望する型開きの部分領域を任意に抽出してトルク監視領
域として指定することができ、多段速度フィードバックされる複数の段数区間にまたがっ
たトルク監視領域とすることも可能となる。さらに、トルク監視領域において、型開閉用
サーボモータ７の出力トルク７１が所定秒時Ｔ２の間継続して判定用トルク７２を超えた
ときにのみ、型開閉用サーボモータ７の出力トルク７１が判定用トルク７２を超えたと判
定するようにしているので、判定用トルク７２の値が、加減速制御によって発生する型開
閉用サーボモータ７の増大トルク７１ａ、７１ｂよりも小さな値に設定されていて、しか
も、トルク監視領域に型開閉用サーボモータ７の加速制御域や減速制御域が存在する場合
においても、さらにはまた、トルク監視領域においてノイズとみなせる一過性のごく短期
間の増大トルク７１ｃがあった場合においても、加減速制御による増大トルク７１ａ、７
１ｂや、ノイズとみなせる増大トルク７１ｃを、動作異常とは判定することなく、動作異
常によって発生した増大トルク７１ｄのみを正しく選択的に検出することができる。
【００４４】
　なお、上述した２つの実施形態においては、可動ダイプレート５が型開きで移動する全
移動領域中の１つの部分領域をトルク監視領域とする例を示したが、トルク監視領域とす
る部分領域は２つ以上にするようにしても差し支えない。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る射出成形機における、型開閉系メカニズムの簡略
化した構成などを示す説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る射出成形機における、制御系の構成を簡略化して
示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る射出成形機における、「型開閉オプション」設定
用画像の要部画像例を示す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る射出成形機における、「型開閉・ＥＪ」設定用画
像の要部画像例を示す説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る射出成形機における、型開き工程時の型開閉用サ
ーボモータの出力トルクなどの１例を示す説明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る射出成形機における、所定の設定用画像の要部画
像例を示す説明図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る射出成形機における、型開き工程時の型開閉用サ
ーボモータの出力トルクなどの１例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　固定ダイプレート
　２　固定側金型
　３　テールストック
　４　タイバー
　５　可動ダイプレート
　６　可動側金型
　７　型開閉用サーボモータ
　８　ボールネジ機構
　９　トグルリンク機構
　９ａ　クロスヘッド
　２１　システムコントローラ
　２２　入力装置
　２３　表示装置
　２４　センサ群
　２４ａ　エンコーダ
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　２４ｂ　トルクセンサ
　２５　ドライバ群
　２５ａ　モータドライバ
　３１　主制御部
　３２　運転条件設定格納部
　３３　測定値格納部
　３４　運転プロセス制御部
　３５　表示処理部
　３６　型開き時トルク監視部
　３８　「型開閉トルク監視」のＯＮ／ＯＦＦ設定欄
　３９　「型開トルク監視」の指定段数設定欄
　４１　型開き工程の条件設定領域
　４２　ストローク数値の設定欄
　４３　速度設定値の設定欄
　４４　監視トルク段数の表示欄
　４５　判定用トルクの設定欄
　５１　型開閉用サーボモータの出力トルク
　５１ａ　加速制御によって発生する増大トルク
　５１ｂ　減速制御によって発生する増大トルク
　５１ｃ　動作異常によって発生した増大トルク
　５２　型開き速度
　５３　判定用トルク（判定用の閾値トルク）
　Ｔ１　遅延時間
　６１　型開き監視モードの設定欄
　６２　トルク監視領域の始点ストロークの指定欄
　６３　トルク監視領域の終点ストロークの指定欄
　６４　判定用トルクの設定欄
　６５　判定用タイマー秒時の設定欄
　７１　型開閉用サーボモータの出力トルク
　７１ａ　加速制御によって発生する増大トルク
　７１ｂ　減速制御によって発生する増大トルク
　７１ｃ　ノイズとみなせる一過性の増大トルク
　７１ｄ　動作異常によって発生した増大トルク
　Ｔ２　時間判定閾値
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