
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直動式にて金型を型締および型開閉する型締シリンダを有するダイカストマシンにおい
て、
（ａ）駆動モータにより駆動され、前記型締シリンダ内のピストンを往復動させるために
双方向から圧油を供給する１基の双方向油圧ポンプと、
（ｂ）前記双方向油圧ポンプから前記型締シリンダに供給される圧油と、
（ｃ）前記ピストンの作動と共に前記型締シリンダから排出される圧油の給排制御を行う
ことにより前記型締シリンダを駆動する油圧回路と、
（ｄ）型開閉時には前記駆動モータの回転速度を制御し、型締時には所定の押圧力で型締
が行われるように前記駆動モータのトルクを制御する油圧制御装置とで構成されており、
（ｅ）前記油圧回路には、
　一端が前記型締シリンダのピストン突出側 室に接続されており、他端が前記双方向
油圧ポンプに接続されたピストン突出側圧油管路と、
　一端が前記型締シリンダのピストン没入側圧油室に接続されており、他端が前記双方向
油圧ポンプに接続されたピストン没入側圧油管路と、
　前記ピストン突出側圧油管路と前記ピストン没入側圧油管路との間に接続された共通管
路と、
　圧油を貯留する圧油タンクと、
　一端が前記圧油タンクに取り付けられているとともに、他端が前記共通管路に接続され
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ており、圧油が過剰な場合、前記圧油タンクに圧油を戻し、圧油が不足する場合には前記
圧油タンクから圧油を吸い上げるタンク用管路と、
　前記タンク用管路と前記ピストン突出側圧油管路との間の前記共通管路に設けられ

逆止・一方向弁と、
　前記タンク用管路と前記ピストン没入側圧油管路との間の前記共通管路に設けられ

逆止弁とが設けられていることを特
徴とするダイカストマシン。
【請求項２】
　直動式にて金型を型締および型開閉する型締シリンダを有するダイカストマシンにおい
て、
（ａ）駆動モータにより駆動され、前記型締シリンダ内のピストンを往復動させるために
双方向から圧油を供給する並列接続された２基の双方向油圧ポンプと、
（ｂ）前記２基の双方向油圧ポンプから前記型締シリンダに供給される圧油と、
（ｃ）前記ピストンの作動と共に前記型締シリンダから排出される圧油の給排制御を行う
ことにより前記型締シリンダを駆動する油圧回路と、
（ｄ）型開閉時には大容量側の双方向油圧ポンプ、或いは両双方向油圧ポンプを作動させ
、型締時にはいずれか一方の双方向油圧ポンプ、或いは小容量側の双方向油圧ポンプを作
動させる油圧制御装置とで構成されており、
（ｅ）前記油圧回路には、
　一端が前記型締シリンダのピストン突出側 室に接続されており、他端が前記２基の
双方向油圧ポンプに接続されたピストン突出側圧油管路と、
　一端が前記型締シリンダのピストン没入側圧油室に接続されており、他端が前記２基の
双方向油圧ポンプに接続されたピストン没入側圧油管路と、
　前記ピストン突出側圧油管路と前記ピストン没入側圧油管路との間に接続された共通管
路と、
　圧油を貯留する圧油タンクと、
　一端が前記圧油タンクに取り付けられているとともに、他端が前記共通管路に接続され
ており、圧油が過剰な場合、前記圧油タンクに圧油を戻し、圧油が不足する場合には前記
圧油タンクから圧油を吸い上げるタンク用管路と、
　前記タンク用管路と前記ピストン突出側圧油管路との間の前記共通管路に設けられ

逆止・一方向弁と、
　前記タンク用管路と前記ピストン没入側圧油管路との間の前記共通管路に設けられ

逆止弁とが設けられていることを特
徴とするダイカストマシン。
【請求項３】
　前記２基の双方向油圧ポンプの容量が略同じであることを特徴とする、請求項２に記載
のダイカストマシン。
【請求項４】
　型開閉時に駆動される前記２基の双方向油圧ポンプの一方の容量が、駆動されない前記
２基の双方向油圧ポンプの他方の容量より大であることを特徴とする、請求項２に記載の
ダイカストマシン。
【請求項５】
　前記油圧制御装置は、
　ピストン突出側油圧回路内の圧油の圧力値に基づき、前記双方向油圧ポンプの回転速度
制御とトルク制御とを切り替える圧油吐出量制御を行うことを特徴とする、請求項１に記
載のダイカストマシン。
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、圧
油が前記圧油タンクから吸い上げられて前記ピストン突出側圧油室に供給される状態とす
る逆止弁、および前記ピストン突出側圧油室から押し出された圧油を前記圧油タンクに戻
す状態とする一方向弁が切り替え可能な

、前
記タンク用管路方向に圧油が逆流することを防止する

圧油

、圧
油が前記圧油タンクから吸い上げられて前記ピストン突出側圧油室に供給される状態とす
る逆止弁、および前記ピストン突出側圧油室から押し出された圧油を前記圧油タンクに戻
す状態とする一方向弁が切り替え可能な

、前
記タンク用管路方向に圧油が逆流することを防止する



【請求項６】
　前記油圧制御装置は、
　ピストン突出側油圧回路内の圧油の圧力値に基づき、前記各双方向油圧ポンプの回転速
度制御とトルク制御とを切り替える圧油吐出量制御と、２基の双方向油圧ポンプの作動お
よび停止を切り替える圧油吐出量制御とを行うことを特徴とする、請求項２～４のいずれ
かに記載のダイカストマシン。
【請求項７】
　前記駆動モータは、サーボモータであることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記
載のダイカストマシン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はハイブリッド油圧回路を用いたダイカストマシンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ダイカストマシンは、給湯スリーブに供給された金属溶湯を油圧にて射出シリンダのピス
トンを作動させて型締された金型内に高速射出充填し、然る後、高圧にて保圧・冷却し、
冷却後型開きして製品を取り出すという装置である。前記型開閉や型締において、稼働サ
イクルの短縮には前記型開閉を高速で行い、高圧が金型に加わる型締では金型保護のため
低速で移動金型を移動させ、両者がほぼ当接したところで高圧を加えて型締を行う必要が
ある。
【０００３】
そこで従来のダイカストマシン (B)では、図３のように型締装置としてトグル機構 (G)を使
用していたが、トグル機構 (G)は機構的に複雑でありメカニカルトラブルが多い。また、
部品点数も多くコスト面で問題があった。一方、直動式の型締装置も存在したが、前述の
ような動作を満足させるために高価なブースタシリンダを使用しなければならずコスト面
で問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はこのような従来の問題点に鑑みてなされたもので、安価且つ簡単な油圧回路で直
動式型締装置を実現することをその課題とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　「請求項１」は１基の双方向油圧ポンプ（２ａ）を使用する本発明のダイカストマシン
（Ａ１）に関し、「直動式にて金型（２５）を型締および型開閉する型締シリンダ（２４
）を有するダイカストマシン（Ａ１）において、
（ａ）駆動モータ（４ａ）により駆動され、型締シリンダ（２４）内のピストン（３９）
を往復動させるために双方向から圧油を供給する１基の双方向油圧ポンプ（２ａ）と、
（ｂ）双方向油圧ポンプ（２ａ）から型締シリンダ（２４）に供給される圧油と、
（ｃ）ピストン（３９）の作動と共に型締シリンダ（２４）から排出される圧油の給排制
御を行うことにより型締シリンダ（２４）を駆動する油圧回路（Ｈ１）と、
（ｄ）型開閉時には駆動モータ（４ａ）の回転速度を制御し、型締時には所定の押圧力で
型締が行われるように駆動モータ（４ａ）のトルクを制御する油圧制御装置（６ａ）とで
構成されており、
（ｅ）油圧回路（Ｈ１）には、一端が型締シリンダ（２４）のピストン突出側 室（１
８）に接続されており、他端が双方向油圧ポンプ（２ａ）に接続されたピストン突出側圧
油管路（１０ａ）と、一端が型締シリンダ（２４）のピストン没入側圧油室（１９）に接
続されており、他端が双方向油圧ポンプ（２ａ）に接続されたピストン没入側圧油管路（
１１ａ）と、ピストン突出側圧油管路（１０ａ）とピストン没入側圧油管路（１１ａ）と
の間に接続された共通管路（１３ａ）と、圧油を貯留する圧油タンク（１５ａ）と、一端
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が圧油タンク（１５ａ）に取り付けられているとともに、他端が共通管路（１３ａ）に接
続されており、圧油が過剰な場合、圧油タンク（１５ａ）に圧油を戻し、圧油が不足する
場合には圧油タンク（１５ａ）から圧油を吸い上げるタンク用管路（１４ａ）と、タンク
用管路（１４ａ）とピストン突出側圧油管路（１０ａ）との間の共通管路（１３ａ）に設
けられ

逆止・一方向弁
（１６ａ）と、タンク用管路（１４ａ）とピストン没入側圧油管路（１１ａ）との間の共
通管路（１３ａ）に設けられ

逆止弁（１７ａ）とが設けられている」ことを特徴とする。
【０００６】
これによれば双方向油圧ポンプ (2a)を使用し、高速型開閉時には前記双方向油圧ポンプ (2
a)の駆動モータ (4a)の回転速度を、型締時には前記双方向油圧ポンプ (2a)の駆動モータ (4
a)のトルクを制御するようになっているので、従来のような高価なブースタシリンダが不
要となった。
【０００７】
　「請求項２」は２基の双方向ポンプ（２）（３）を使用する本発明のダイカストマシン
（Ａ２）に関し、「直動式にて金型（２５）を型締および型開閉する型締シリンダ（２４
）を有するダイカストマシン（Ａ２）において、
（ａ）駆動モータ（４）（５）により駆動され、型締シリンダ（２４）内のピストン（３
９）を往復動させるために双方向から圧油を供給する並列接続された２基の双方向油圧ポ
ンプ（２）（３）と、
（ｂ）２基の双方向油圧ポンプ（２）（３）から型締シリンダ（２４）に供給される圧油
と、
（ｃ）ピストン（３９）の作動と共に型締シリンダ（２４）から排出される圧油の給排制
御を行うことにより型締シリンダ（２４）を駆動する油圧回路（Ｈ２）と、
（ｄ）型開閉時には大容量側の双方向油圧ポンプ（２）、或いは両双方向油圧ポンプ（２
）（３）を作動させ、型締時にはいずれか一方の双方向油圧ポンプ、或いは小容量側の双
方向油圧ポンプ（３）を作動させる油圧制御装置（６）とで構成されており、
（ｅ）油圧回路（Ｈ２）には、一端が型締シリンダ（２４）のピストン突出側 室（１
８）に接続されており、他端が２基の双方向油圧ポンプ（２）（３）に接続されたピスト
ン突出側圧油管路（１０）と、一端が型締シリンダ（２４）のピストン没入側圧油室（１
９）に接続されており、他端が２基の双方向油圧ポンプ（２）（３）に接続されたピスト
ン没入側圧油管路（１１）と、ピストン突出側圧油管路（１０）とピストン没入側圧油管
路（１１）との間に接続された共通管路（１３）と、圧油を貯留する圧油タンク（１５）
と、一端が圧油タンク（１５）に取り付けられているとともに、他端が共通管路（１３）
に接続されており、圧油が過剰な場合、圧油タンク（１５）に圧油を戻し、圧油が不足す
る場合には圧油タンク（１５）から圧油を吸い上げるタンク用管路（１４）と、タンク用
管路（１４ａ）とピストン突出側圧油管路（１０ａ）との間の共通管路（１３ａ）に設け
られ

逆止・一方向弁（
１６ａ）と、タンク用管路（１４ａ）とピストン没入側圧油管路（１１ａ）との間の共通
管路（１３ａ）に設けられ

逆止弁（１７ａ）とが設けられている」ことを特徴とする。
【０００８】
これによれば、型開閉時には大容量側の双方向油圧ポンプ (2)或いは両双方向油圧ポンプ (
2)(3)を作動させて、大量の圧油を型締シリンダ (24)に供給して高速型開閉を実現し、圧
油供給はほとんど必要としないが高圧を必要とする型締時にはいずれか一方の双方向油圧
ポンプ (2)又は (3)、或いは小容量側の双方向油圧ポンプ (3)をトルク制御にて作動させ、
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、圧油が圧油タンク（１５ａ）から吸い上げられてピストン突出側圧油室（１８）
に供給される状態とする逆止弁、およびピストン突出側圧油室（１８）から押し出された
圧油を圧油タンク（１５ａ）に戻す状態とする一方向弁が切り替え可能な

、タンク用管路（１４ａ）方向に圧油が逆流することを防止
する

圧油

、圧油が圧油タンク（１５ａ）から吸い上げられてピストン突出側圧油室（１８）に
供給される状態とする逆止弁、およびピストン突出側圧油室（１８）から押し出された圧
油を圧油タンク（１５ａ）に戻す状態とする一方向弁が切り替え可能な

、タンク用管路（１４ａ）方向に圧油が逆流することを防止す
る



圧油のニーズに合わせて必要な量を必要な分だけ供給するようにすることで圧油配管の大
幅な簡素化とエネルギーロスの大幅削減を実現することができた。
【０００９】
　「請求項３」と「請求項４」 は両双方向油圧ポンプ（２）（３）の吐出量に関するも
ので、前者は「 双方向油圧ポンプ（２）（３）の容量が略同じである」ことを特徴
とし、後者は「型開閉時に駆動される 双方向油圧ポンプ （２）の容量が、駆
動されない 双方向油圧ポンプ （３）の容量より大である」ことを特徴とする
。前者にあっては最大吐出量が必要な場合には両双方向油圧ポンプ（２）（３）を作動さ
せて圧油を供給するものであるから、一台で賄う場合に比べて双方向油圧ポンプ（２）（
３）の容量を小さくでき、この点で経済的である。また、後者にあっては型締時に小型の
双方向油圧ポンプ（３）を使用することができるので、型締時における電力消費量が小さ
くなりこの点で経済的である。
【００１０】
　 請求項５ は

」ことを特
徴とするもので

このようにすることにより型締時のトルク制御 より正確に行うこ
とができる。
【００１１】
　「請求項 」は駆動モータ（４ａ）、（４）（５）の種類に関し、 動モータ（４ａ
） （４）（５）は、サーボモータである」ことを特徴とするもので、このようにサーボ
モータを使用することで回転速度制御とトルク制御 を自在に且つ正確にフィードバック
コントロールすることができ、射出・保圧及び冷却工程をより高精度に制御することが出
来る。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、発明を図示実施例に従って詳述する。第 1実施例のダイカストマシン (A1)は、図１
に示すように１基の双方向油圧ポンプ (2a)を使用する場合で、大略、機台 (38)上に設置さ
れた固定盤 (22)、固定盤 (22)に対向して配設された可動盤 (23)、型締シリンダ (24)が取り
付けられている型締シリンダ取付盤 (36)、固定盤 (22)と可動盤 (23)とにそれぞれ取り付け
られる固定金型 (26)と移動金型 (27)、固定盤 (22)と型締シリンダ取付盤 (36)との間に架設
され、これに沿って可動盤 (23)がスライドするタイバー (28)、可動盤 (23)に取り付けられ
、型開き時に移動金型 (27)からダイカスト製品を突き出すエジェクト機構 (29)、前述の型
締シリンダ (24)、固定盤 (22)に装着されたフレーム (30)、固定盤 (22)に装着され、金属溶
湯 (20)を金型キャビティ (31)に充填する金型スリーブ (32)、フレーム (30)に取り付けられ
ている射出シリンダ (1)、１基の双方向油圧ポンプ (2a)、該双方向油圧ポンプ (2a)を駆動
するためのサーボモータのような駆動モータ (4a)その他を含むハイブリッド油圧回路 (H1)
及び前記ハイブリッド油圧回路 (H1)の制御を行う油圧制御装置 (6a)並びにマシン側制御装
置 (21)で構成されている。
【００１３】
金型スリーブ (32)は円筒状の部材で、固定盤 (22)内に位置する部分に注湯口 (33)が設けら
れており、当該注湯口 (33)に金属溶湯 (20)を供給する注湯装置 (35)が設置されている。そ
して、前記射出シリンダ (1)はその先端部にプランジャ (8)が設けられているピストン (7)
を有し、前記プランジャ (8)が前記金型スリーブ (32)内をスライドして金型スリーブ (32)
内の金属溶湯 (20)を金型 (25)の金型キャビティ (31)内に高速充填するようになっている。
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と
２基の

２基の の一方
２基の の他方

「 」 、双方向油圧ポンプが１基である場合における、本発明の吐出量制御に
関し、「ピストン突出側油圧回路（１０ａ）内の圧油の圧力値に基づき、双方向油圧ポン
プ（２ａ）の回転速度制御とトルク制御とを切り替える圧油吐出量制御を行う

ある。
　また、「請求項６」は、双方向油圧ポンプが２基である場合における、本発明の吐出量
制御に関し、「ピストン突出側油圧回路（１０）内の圧油の圧力値に基づき、各双方向油
圧ポンプ（２）（３）の回転速度制御とトルク制御とを切り替える圧油吐出量制御と、２
基の双方向油圧ポンプの作動および停止を切り替える圧油吐出量制御とを行う」ことを特
徴とするものである。 を

７ 「駆
、

と



【００１４】
金型 (25)は固定金型 (26)と移動金型 (27)とで構成されており、内部に所定形状の金型キャ
ビティ (31)が形成されており、前記金型スリーブ (32)と連通している。
【００１５】
型締シリンダ (24)のシリンダロッド (37)には可動盤 (23)が取り付けられており、型締シリ
ンダ (24)の作動に従ってタイバー (28)に沿ってスライドし、型締・型開閉するようになっ
ている。エジェクト機構 (29)は可動盤 (23)に取り付けられており、可動盤 (23)を挿通して
エジェクトピン (34)が金型キャビティ (31)に突出・没入するように取り付けられている。
【００１６】
次ぎに型締シリンダ (24)を作動させるハイブリッド油圧回路 (H1)に付いて説明する。型締
シリンダ (24)のピストン突出側圧油室 (18)にピストン突出側圧油管路 (10a)が接続されて
おり、ピストン没入側圧油室 (19)にピストン没入側圧油管路 (11a)が接続されている。そ
して、前記ピストン突出側圧油管路 (10a)とピストン没入側圧油管路 (11a)との間に双方向
油圧ポンプ (2a)が接続されている。
【００１７】
前記双方向油圧ポンプ (2a)にはサーボ制御される駆動モータ (4a)が接続されており、シー
ケンスに応じて最適 (量又は圧 )の圧油が型締シリンダ (24)に供給され、高精度の高速型開
閉と高トルクによる型締がなされるようになっている。なお、双方向油圧ポンプ (2a)は双
方向 [ピストン突出側圧油管路 (10a)方向又はピストン没入側圧油管路 (11a)方向 ]に圧油を
吐出することが出来る。
【００１８】
前記ピストン突出側圧油管路 (10a)とピストン没入側圧油管路 (11a)とは共通管路 (13a)に
て接続されており、圧油が過剰な場合、圧油タンク (15a)に油圧を返戻りさせ、不足する
場合には圧油タンク (15a)から圧油を吸い上げるタンク用管路 (14a)が共通管路 (13a)に設
けられている。そして、共通管路 (13a)のピストン突出側圧油管路側部分 (13a1)に逆止・
一方向弁 (16a)が設けられており、共通管路 (13a)のピストン没入側圧油管路側部分 (13a2)
にタンク用管路 (14a)方向に圧油が返戻するのを阻止する逆止弁 (17a)が設けられている。
【００１９】
逆止・一方向弁 (16a)は、ソレノイド (S)とバネ (T)の作用で圧油が圧油タンク (15a)から吸
い上げられてピストン突出側圧油室 (18)に供給される状態 (この状態では逆方向に圧油は
流れない。 )と、逆にピストン突出側圧油室 (18)から押し出された圧油を圧油タンク (15a)
に戻す状態とが切り替えられるようになっている。
【００２０】
また、型締シリンダ (24)と双方向圧油ポンプ (2a)との間に圧力計 (P)が設置されていて常
時ピストン突出側圧油管路 (10a)内の圧力を検出しており、この検出値に基づいて駆動モ
ータ (4a)が制御装置 (6a)にてサーボ制御されるようになっている。
【００２１】
次に第 1実施例 (A1)の作用について述べる。金型動作は、まず、固定金型 (26)の直前位置
まで移動金型 (27)を高速型閉させる型閉動作と、これに続く所定の圧力で移動金型 (27)を
固定金型 (26)に押圧型締し、金属溶湯 (20)が金型キャビティ (31)に射出充填され、続く保
圧・冷却工程まで押圧型締を続ける型締動作と、型締後、冷却凝固したダイカスト製品を
取り出すための型開動作とで構成されている。
【００２２】
型閉動作と型開動作とは金型 (25)に押圧力が加わらないので、サイクル短縮のためにでき
るだけ高速移動させることが望ましい。そこで、多量の圧油を必要とする型閉動作と型開
動作には双方向油圧ポンプ (2a)を回転速度制御にて使用し、多量の圧油を必要としないが
高圧を必要とする型締動作についてはトルク制御をすることとした。以下、順次説明する
。
【００２３】
移動金型 (27)の型開位置から固定金型 (26)の直前の位置までの型閉動作にあっては、まず

10

20

30

40

50

(6) JP 3867042 B2 2007.1.10



、駆動モータ (4a)を回転速度制御にて作動させて双方向油圧ポンプ (2a)から圧油をピスト
ン突出側圧油管路 (10a)に大量に吐出させる。双方向油圧ポンプ (2a)から吐出された順方
向の圧油は型締シリンダ (24)のピストン突出側圧油室 (18)に流入し、ピストン (39)を突き
出す。この時、圧油は圧油タンク (15)側の逆止・一方向弁 (16a)側にも向かうが、逆止・
一方向弁 (16a)はソレノイド (S)が作動しておらず、逆止・一方向弁 (16a)の逆止弁位置 (16
イ )によってストップさせられ、圧油タンク (15a)中に流れ込まないようになっている。そ
の結果として圧油全量がピストン突出側圧油室 (18)に供給される。
【００２４】
一方、これに対応してピストン (39)が先進し、ピストン没入側圧油室 (19)から圧油が押し
出され、その全量が双方向油圧ポンプ (2a)に供給される。しかしながら、型締シリンダ (2
4)のピストン突出側圧油室 (18)はピストン没入側圧油室 (19)に比べて容量が大きいので、
その不足分は逆止弁 (17a)を介して圧油タンク (15a)から吸い上げられ、双方向油圧ポンプ
(2a)に過不足なく供給される。
【００２５】
これにより大量の圧油がピストン突出側圧油室 (18)に流入し、高速でピストン (39)を突き
出す。このピストン (39)が取り付けられているシリンダロッド (37)には移動盤 (23)が取り
付けられているため、固定金型 (26)に向かって高速で移動盤 (23)に取り付けられた移動金
型 (27)が移動する。
【００２６】
固定金型 (26)に接触する直前の位置に至り、駆動モータ (4a)を回転速度制御からトルク制
御に切り替える。切替は移動金型 (27)の位置を検出することで行う。切替が行われると高
圧の型締動作に移る。
【００２７】
なお、この間、移動金型 (27)が固定金型 (26)にゆっくりと移動して衝撃なく接触するよう
に駆動モータ (4a)の回転をサーボ制御する。移動金型 (27)が固定金型 (26)に接触するとそ
のまま加圧して所定の押圧力で型締が行われるようトルク制御する。
【００２８】
型締が完了すると、射出シリンダ (1)を作動させてピストン (7)を前進させ、ピストン (7)
の先端に装着されているプランジャ (8)を前進させ、金型スリーブ (32)内の金属溶湯 (20)
を金型キャビティ (31)内に射出充填する。
【００２９】
射出充填が完了すると保圧・冷却工程になると、射出シリンダ (1)には高圧少量の圧油が
供給され、高圧の保圧状態が維持され、金型キャビティ (31)内の充填金属の冷却による体
積収縮にあわせて金属溶湯 (20)の少量供給が行われる。
【００３０】
続いて冷却工程に至り、金型キャビティ (31)内の充填金属が凝固すると冷却工程が終了し
、然る後、型締シリンダ (24)のピストン (39)が戻り、これにより型開が行われるのである
が、その場合、双方向油圧ポンプ (2a)をトルク制御から再び回転速度制御に切り替え、ピ
ストン没入側圧油管路 (11a)から圧油をピストン没入側圧油室 (19a)に供給する。この反作
用としてピストン (39)が戻り方向に移動し、圧油をピストン突出側圧油管路 (10a)に吐出
する。この時、逆止・一方向弁 (16a)のソレノイド (S)が作動して一方向弁位置 (16ロ )側に
切り替わっており、ピストン突出側圧油管路 (10a)に吐出された圧油の大部分が双方向油
圧ポンプ (2a)に供給され、同時にピストン没入側圧油室 (19)とピストン突出側圧油室 (18)
の差分が一方向弁位置 (16ロ )を通って圧油タンク (15)に戻される。
【００３１】
なお、前記双方向油圧ポンプ (2a)からピストン没入側圧油管路 (11a)に吐出された圧油は
圧油タンク (15a)方向にも向かうが、逆止弁 (17a)に阻止されて圧油タンク (15a)に流れ込
まない。このようにして１基の双方向油圧ポンプ (2a)にてダイキャスティングが実行され
る。
【００３２】
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この型開動作において、凝固したダイカスト製品は移動金型 (27)に付着して移動し、最後
に、エジェクト機構 (29)を作動させてエジェクトピン (34)を突き出させ、移動金型 (27)か
ら凝固したダイカスト製品を突き出しこれを回収する。
【００３３】
次に、２台の双方向油圧ポンプ (2)(3)を使用する場合 (A2)を図２に従って説明する。なお
、説明煩雑さを避けるために、実施例１と相違する点を中心に説明し、同じ箇所は実施例
１の説明を援用するものとする。
【００３４】
実施例２ (A2)の構成は実施例１ (A1)と大略同じであるが、双方向油圧ポンプを２台使用す
る関係でハイブリッド油圧回路 (H2)が若干異なる。なお、使用される２台の双方向油圧ポ
ンプは、容量が異なる場合と、両者同容量の場合の２通りがある。最初に容量が異なる場
合を説明する。
【００３５】
実施例２ (A2)のハイブリッド油圧回路 (H2)は、型締シリンダ (24)のピストン突出側圧油室
(18)にピストン突出側圧油管路 (10)が接続されており、ピストン没入側圧油室 (19)にピス
トン没入側圧油管路 (11)が接続されている。そして、前記ピストン突出側圧油管路 (10)と
ピストン没入側圧油管路 (11)との間に大容量双方向油圧ポンプ (2)と小容量双方向油圧ポ
ンプ (3)とが並列接続されている。本実施例 (A2)では型締シリンダ (24)に近い側に高速射
出用の大容量双方向油圧ポンプ (2)が設置されており、型締シリンダ (24)から遠い方に小
容量双方向油圧ポンプ (3)が設置されている。そして、大容量双方向油圧ポンプ (2)とピス
トン突出側圧油管路 (10)との間に逆止・一方向弁 (12)が配設されている。
【００３６】
この逆止・一方向弁 (12)「後述の逆止・一方向弁 (16)も同様」は、ソレノイド (S)が作動
せず、バネ (T)が作動している時には、逆止弁位置 (12イ )「逆止・一方向弁 (16)の場合は
逆止弁位置 (16イ )」が作動して順方向「この場合は、大容量双方向油圧ポンプ (2)側から
ピストン突出側圧油管路 (10)方向或いは圧油タンク (15)側からピストン突出側圧油管路 (1
0)方向」からの圧油は通過することが出来、逆方向「この場合は、ピストン突出側圧油管
路 (10)側から大容量双方向油圧ポンプ (2)方向或いはピストン突出側圧油管路 (10)側から
圧油タンク (15)方向」からの圧油は通過が阻止される。ソレノイド (S)が作動して一方向
弁位置 (12ロ )「逆止・一方向弁 (16)の場合は一方向弁位置 (16ロ )」に切り替わると逆止弁
位置 (12イ )「或いは逆止弁位置 (16イ )」の反対方向「この場合は、ピストン突出側圧油管
路 (10)側から大容量双方向油圧ポンプ (2)方向或いは圧油タンク (15)方向へ」からの圧油
の通過を許容するようになっている。
【００３７】
また、小容量双方向油圧ポンプ (3)とピストン突出側圧油管路 (10)との間には小容量双方
向油圧ポンプ (3)からの順方向の圧油の流出を許容し、逆方向の圧油の流入を阻止する逆
止弁 (9)が設置されている。
【００３８】
前記双方向油圧ポンプ (2)(3)にはサーボ制御される駆動モータ (4)(5)がそれぞれ接続され
ており、シーケンスに応じて最適 (量又は圧 )の圧油が型締シリンダ (24)に供給され、高精
度で高速型開閉 (＝回転速度制御 )及び型締 (＝トルク制御 )がなされるようになっている。
なお、双方向油圧ポンプ (2)(3)は前述同様双方向 (ピストン突出側圧油管路 (10)方向又は
ピストン没入側圧油管路 (11)方向 )に圧油を吐出することが出来る。
【００３９】
前記ピストン突出側圧油管路 (10)とピストン没入側圧油管路 (11)とは共通管路 (13)にて接
続されており、この共通管路 (13)に圧油が過剰に流入した場合、圧油タンク (15)に油圧を
返戻りさせ、不足する場合には圧油タンク (15)から圧油を吸い上げるタンク用管路 (14)が
設けられている。そして、タンク用管路 (14)とピストン突出側圧油管路 (10)との間の共通
管路 (13)の突出側圧油管路側部分 (13a1)に前記逆止・一方向弁 (16)が設けられており、共
通管路 (13)のピストン没入側圧油管路側部分 (13a2)にタンク用管路 (14)方向に圧油が返戻
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するのを阻止する前記逆止弁 (17)が設けられている。
【００４０】
また、前述同様、型締シリンダ (24)と大容量双方向圧油ポンプ (2)との間に圧力計 (P)が設
置されていて常時ピストン突出側圧油管路 (10)内の圧力を検出しており、この検出値に基
づいて駆動モータ (4)(5)との切替並びに回転速度制御とトルク制御とが油圧制御装置 (6)
にてサーボ制御されるようになっている。
【００４１】
次に実施例２ (A2)の作用について述べる。まず、型締シリンダ (24)を作動させて移動金型
(27)が装着されている可動盤 (23)を型開位置から高速移動させて高速型閉を行うのである
が、駆動モータ (4)を回転速度制御 (圧油の大容量吐出量が必要であるため )にて作動させ
、大容量双方向油圧ポンプ (2)を大容量吐出量作動させる。大容量双方向油圧ポンプ (2)か
ら吐出された順方向の大容量の圧油は逆止弁位置 (12イ )を通って型締シリンダ (24)のピス
トン突出側圧油室 (18)に流入し、ピストン (39)を突き出す。この時、圧油は圧油タンク (1
5)側の逆止・一方向弁 (16)側にも向かうが、逆止・一方向弁 (16)はソレノイド (S)が作動
しておらず、逆止・一方向弁 (16)の逆止弁位置 (16イ )によってストップさせられ、圧油タ
ンク (15)中に流れ込まないようになっている。同様に、小容量双方向油圧ポンプ (3)側に
も逆方向にて圧油が流れ込もうとするが、前記逆止弁 (9)にて圧油の小容量双方向油圧ポ
ンプ (3)への流入が阻止され、結果として圧油全量がピストン突出側圧油室 (18)に供給さ
れる。
【００４２】
一方、これに対応してピストン (39)が前進し、ピストン没入側圧油室 (19)から圧油が押し
出され、その全量が大容量双方向油圧ポンプ (2)に供給される。前述のように、型締シリ
ンダ (24)のピストン突出側圧油室 (18)はピストン没入側圧油室 (19)に比べて容量が大きい
ので、その不足分は逆止弁 (17)を介して圧油タンク (15)から吸い上げられ、大容量双方向
油圧ポンプ (2)に過不足なく供給される。
【００４３】
これにより大量の圧油がピストン突出側圧油室 (18)に流入し、第 1実施例 (A1)同様、高速
でピストン (39)を突き出す。このピストン (39)の先端に取り付けられているシリンダロッ
ド (37)には移動盤 (23)が取り付けられているため、固定金型 (26)に向かって高速で移動盤
(23)に取り付けられた移動金型 (27)が移動する。
【００４４】
固定金型 (26)に接触する直前の位置に至り、駆動モータ (4)を停止して大容量双方向油圧
ポンプ (2)からの圧油の供給を停止させ、駆動モータ (5)をトルク制御駆動して小容量双方
向油圧ポンプ (3)から圧油を吐出させ、所定型締力で型締を行う。駆動モータ (4)から (5)
への切替は移動金型 (27)の位置を検出することで行う。切替が行われると前述のように高
圧の型締動作に移る。
【００４５】
なお、この間、移動金型 (27)が固定金型 (26)にゆっくりと移動して衝撃なく接触するよう
に駆動モータ (4)の回転をサーボ制御する。移動金型 (27)が固定金型 (26)に接触するとそ
のまま加圧して所定の押圧力で型締が行われるようトルク制御する。小容量双方向油圧ポ
ンプ (3)における圧油の給排関係は大容量双方向油圧ポンプ (2)の場合と同じである。
【００４６】
型締が完了すると、射出シリンダ (1)を作動させてピストン (7)を前進させ、ピストン (7)
の先端に装着されているプランジャ (8)を前進させ、金型スリーブ (32)内の金属溶湯 (20)
を金型キャビティ (31)内に射出充填する。
【００４７】
射出充填が完了すると保圧・冷却工程になると、射出シリンダ (1)には高圧少量の圧油が
供給され、高圧の保圧状態が維持され、金型キャビティ (31)内の充填金属の冷却による体
積収縮にあわせて金属溶湯 (20)の少量供給が行われる。
【００４８】
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続いて冷却工程に至り、金型キャビティ (31)内の充填金属が凝固すると冷却工程が終了す
る。そこで型締シリンダ (24)のピストン (39)が戻り、型開が行われるのであるが、その場
合、小容量双方向油圧ポンプ (3)による型締状態から大容量双方向油圧ポンプ (2)による高
速型開状態に切り替えられ、大容量双方向油圧ポンプ (2)から吐出された大容量の圧油が
ピストン没入側圧油管路 (11)からピストン没入側圧油室 (19)に供給される。この反作用と
してピストン (39)が戻り方向に移動し、ピストン突出側圧油室 (18)から圧油がピストン突
出側圧油管路 (10)に吐出される。この時、逆止・一方向弁 (12)(16)のソレノイド (S)が作
動して一方向弁位置 (12ロ )(16ロ )側に切り替わっており、ピストン突出側圧油管路 (10)に
吐出された圧油の大部分が一方向弁位置 (12ロ )を通って双方向油圧ポンプ (2a)に供給され
、同時にピストン没入側圧油室 (19)とピストン突出側圧油室 (18)の差分が一方向弁位置 (1
6ロ )を通って圧油タンク (15)に戻される。
【００４９】
なお、前記大容量双方向油圧ポンプ (2)からピストン没入側圧油管路 (11)に吐出された圧
油は圧油タンク (15)方向にも向かうが、逆止弁 (17)に阻止されて圧油タンク (15)に流れ込
まない。このようにして２基の双方向油圧ポンプ (2)(3)にてダイキャスティングが実行さ
れる。
【００５０】
この型開動作において、凝固したダイカスト製品は移動金型 (27)に付着して移動し、最後
に、エジェクト機構 (29)を作動させてエジェクトピン (34)を突き出させ、移動金型 (27)か
ら凝固したダイカスト製品を突き出しこれを回収する。
【００５１】
なお、前述の高速型開閉において、両駆動モータ (4)(5)を作動させて大容量双方向油圧ポ
ンプ (2)および小容量双方向油圧ポンプ (3)を作動させ、大容量双方向油圧ポンプ (2)およ
び小容量双方向油圧ポンプ (3)から更に大量の圧油を吐出させるようにしてもよく、この
場合、最大吐出量が大容量双方向油圧ポンプ (2)と小容量双方向油圧ポンプ (3)の和となる
ので、大容量双方向油圧ポンプ (2)の容量は小容量双方向油圧ポンプ (3)分小さくすること
ができる。また、前述の場合、双方向油圧ポンプ (2)(3)を同じ容量としてもよい。型締時
には小容量双方向油圧ポンプ (3)が使用される。
【００５２】
【発明の効果】
本発明にあっては、１基の双方向油圧ポンプを使用し、高速型開閉時には前記双方向油圧
ポンプの駆動モータの回転速度を、型締時には前記双方向油圧ポンプの駆動モータのトル
クを制御するようになっているので、従来のようなアキュムレータや高価なブースタシリ
ンダが不要となり、したがって配管系がきわめて簡素になり、圧油の使用量も節約するこ
とができしかもその射出精度も向上させることができた。
【００５３】
また、複数 (２基 )の双方向油圧ポンプを使用する場合にあっては、高速型開閉時には両双
方向油圧ポンプを同時に回転速度制御しつつ作動させて大量の圧油を吐出させ、あるいは
大容量側の双方向油圧ポンプを作動させることで、圧油のニーズに合わせて必要な量を必
要な分だけ供給することができ、また、型締工程ではいずれか一方の双方向油圧ポンプあ
るいは小容量の双方向油圧ポンプをトルク制御することで必要な型締を保持し続けること
ができるもので、前述同様、従来のようなアキュムレータや高価なブースタシリンダが不
要となり、したがって配管系がきわめて簡素になり、圧油の使用量も節約することができ
しかもその射出精度も向上させることができ、加えて型締工程で使用されるポンプは小容
量のものであるからその分だけエネルギー節約が可能となり、エネルギーロスの大幅削減
を実現することができた。
【００５４】
また、双方向油圧ポンプ駆動モータをサーボモータとすることで、回転速度制御とトルク
制御を自在に且つ正確にフィードバックコントロールすることができ、射出・保圧及び冷
却工程をより高精度に制御することが出来る。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明装置の第 1実施例の一部断面図
【図２】本発明装置の第２実施例の一部断面図
【図３】従来装置の一部断面図
【符号の説明】
(A1)(A2)　本発明のダイカストマシン
(B)　　従来のダイカストマシン
(H1)(H1)　ハイブリッド油圧回路
(1)　射出シリンダ
(2)　 (大容量 )双方向油圧ポンプ
(3)　 (小容量 )双方向油圧ポンプ
(4)　 (大容量 )双方向油圧ポンプ用の駆動モータ
(5)　 (小容量 )双方向油圧ポンプ用の駆動モータ
(6)(6a)　油圧制御装置
(10)(10a)　ピストン突出側圧油管路
(11)(11a)　ピストン没入側圧油管路
(24)　型締シリンダ
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【 図 ３ 】
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