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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品コア金型が取り付けられた固定盤と、
　前記製品コア金型と対向する面にダミープレートが取り付けられ、前記固定盤に対して
型開閉方向に移動可能に設けられた可動盤と、
　前記固定盤と前記可動盤との間に配置され、前記固定盤及び可動盤に対して型開閉方向
に移動可能でかつ型開閉方向と直交する回転軸を中心として回転可能に設けられ、少なく
とも第１の回転位置で前記製品コア金型と対向する面及び第２の回転位置で前記製品コア
金型と対向する面を有し、前記第１の回転位置で前記製品コア金型と対向する面に第１製
品キャビティ金型が取付けられ、前記第２の回転位置で前記製品コア金型と対向する面に
第２製品キャビティ金型が取付けられた回転盤と、
　前記製品コア金型に接続可能な状態で前記固定盤側に配置され、前記製品コア金型と前
記第１製品キャビティ金型とが型締めされて形成される第１キャビティに樹脂を射出充填
する第１射出ユニットと、
　前記製品コア金型に接続可能な状態で前記固定盤側に配置され、前記製品コア金型と前
記第２製品キャビティ金型とが型締めされて形成される第２キャビティに樹脂を射出充填
する第２射出ユニットと、
　前記可動盤を前記固定盤に対して型開閉方向に移動させる型締め機構と
　を備えることを特徴とする積層成形装置。
【請求項２】
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　前記回転盤及び前記可動盤は、一体として型開閉方向に移動可能に構成されていること
を特徴とする請求項１記載の積層成形装置。
【請求項３】
　前記型締め機構は、トグル式の型締め機構であることを特徴とする請求項１又は２記載
の積層成形装置。
【請求項４】
　前記回転盤及び前記第２射出ユニットは、脱着可能な別部材であることを特徴とする請
求項１乃至３いずれか１項記載の積層成形装置。
【請求項５】
　製品コア金型を取付可能な面を有する固定盤と、
　前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面にダミープレートを取付可能で
、かつ前記固定盤に対して型開閉方向に移動可能に設けられた可動盤と、
　前記固定盤と前記可動盤との間に配置され、前記固定盤及び前記可動盤に対して型開閉
方向に移動可能でかつ型開閉方向と直交する回転軸を中心として回転可能に設けられ、少
なくとも第１の回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面及び第
２の回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面を有し、これらの
面にそれぞれ製品キャビティ金型を取付可能な回転盤と、
　前記固定盤側に配置され、前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と前記回転盤の第
１の回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面との間に形成され
る第１キャビティに樹脂を射出充填する第１射出ユニットと、
　前記固定盤側に配置され、前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と前記回転盤の第
２の回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面との間に形成され
る第２キャビティに樹脂を射出充填する第２射出ユニットと、
　前記可動盤を前記固定盤に対して型開閉方向に移動させる型締め機構と
　を備えることを特徴とする積層成形装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４いずれか１項に記載の積層成形装置を用いて行なう積層成形方法であっ
て、
　前記製品コア金型と前記第１製品キャビティ金型とを型締めし、前記第１キャビティを
形成する一次型締め工程と、
　前記第１射出ユニットから前記第１キャビティに樹脂を充填して一次成形体を成形する
一次成形工程と、
　前記一次成形工程後に、前記一次成形体を前記製品コア金型に残した状態で、前記回転
盤を回転させて前記第２製品キャビティ金型を前記製品コア金型と対向させる回転工程と
、
　前記回転工程後に、前記製品コア金型と前記第２製品キャビティ金型とを型締めし、前
記第２キャビティを形成する二次型締め工程と、
　前記二次型締め工程後に、前記第２射出ユニットから前記第２キャビティに樹脂を充填
して二次成形体を成形する二次成形工程と
　を備えることを特徴とする積層成形方法。
【請求項７】
　前記一次成形工程は、
　前記第１射出ユニットから前記第１キャビティに発泡性溶融樹脂を充填する一次射出充
填工程と、
　前記一次射出充填工程後に、前記可動盤と前記回転盤とを一体で所定量だけ微少型開き
させて、前記一次射出充填工程により充填された発泡性溶融樹脂を第１キャビティ内で発
泡膨張させる微少型開き工程と
　を備えることを特徴とする請求項６記載の積層成形方法。
【請求項８】
　前記二次成形工程は、
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　前記第２射出ユニットから前記第２キャビティに発泡性溶融樹脂を充填する二次射出充
填工程と、
　前記二次射出充填工程後に、前記可動盤と前記回転盤とを一体で所定量だけ微少型開き
させて、前記二次射出充填工程により充填された発泡性溶融樹脂を第２キャビティ内で発
泡膨張させる微少型開き工程と
　を備えることを特徴とする請求項６又は７記載の積層成形方法。
【請求項９】
　前記一次型締め工程は、
　前記可動盤及び前記回転盤を、前記製品コア金型及び前記第１製品キャビティ金型の間
が所定量だけ微少型開きされる位置まで型閉じさせ、前記第１キャビティを形成する型閉
じ工程と、
　前記一次成形工程と連動して又は前記一次成形工程後に、前記製品コア金型及び前記第
１製品キャビティ金型を型締めし、前記第１キャビティ内の樹脂を圧縮する射出プレス工
程とを備え、
　前記一次成形工程は、前記型閉じ工程後に、前記第１射出ユニットから前記第１キャビ
ティに樹脂を充填する一次射出充填工程を備える
　ことを特徴とする請求項６記載の積層成形方法。
【請求項１０】
　前記二次型締め工程は、
　前記可動盤及び前記回転盤を、前記製品コア金型及び前記第２製品キャビティ金型の間
が所定量だけ微少型開きされる位置まで型閉じさせ、前記第２キャビティを形成する型閉
じ工程と、
　前記二次成形工程と連動して又は前記二次成形工程後に、前記製品コア金型及び前記第
２製品キャビティ金型を型締めし、前記第２キャビティ内の樹脂を圧縮する射出プレス工
程とを備え、
　前記二次成形工程は、前記型閉じ工程後に、前記第２射出ユニットから前記第２キャビ
ティに樹脂を充填する二次射出充填工程を備える
　ことを特徴とする請求項６記載の積層成形方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数材質又は複数色の樹脂を重ね合わせた積層成形品の成形に用いる積層成
形装置および積層成形方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数材質又は複数色の樹脂を重ね合わせた積層成形品の成形に用いる積層成形装
置として、固定盤と、固定盤に対して型開閉方向に進退自在に設けられた可動盤と、固定
盤及び可動盤の間に型開閉方向に移動可能で、かつ回転可能に設けられた回転盤と、固定
盤及び可動盤にそれぞれ対向して設けられた２つの射出機を備え、回転盤の可動盤と固定
盤とに相対する面にそれぞれ同じ雄型を取り付けると共に、回転盤の同じ雄型と組み合わ
せて異なるキャビティを形成する雌型を固定盤と可動盤とにそれぞれ取り付けて構成され
たものが知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、その他の積層成形装置として、形状の異なる２組のキャビティ型を有する固定型
と、固定型が横方向に取り付けられた固定盤と、装置長手方向に平行して設けられ、固定
型のそれぞれのキャビティ型に射出充填可能に配設された２つの射出機と、固定型の形状
の異なる２組のキャビティ型と組み合わせて異なる製品キャビティを形成するコア型を有
する可動型と、可動型を移動用シリンダにより型開閉方向と直交する横方向に摺動可能に
案内する金型ホルダと、金型ホルダが取付けられ、固定盤に対して型開閉方向に進退自在
に設けられた可動盤を備えたものが知られている（特許文献２参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６２－６０６１８号公報
【特許文献２】ＷＯ８９／０１８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の積層成形装置は、可動盤に雄型及び射出機が取り付けられ
ているため、可動盤側の重量が重くなり、可動盤の型開閉方向の移動動作の精密さに欠け
るとの問題がある。
【０００６】
　また、特許文献２の積層成形装置は、可動型を可動盤の金型ホルダに案内させ、可動盤
の全幅内で横方向に摺動させる構造であり、また、固定盤に取り付ける固定型が可動型に
合わせた製品キャビティを横方向に複数有した形態となっているため、装置全体に対して
金型の大きさが小さくなり、特許文献１の積層成形装置で成形できる積層成形品と同程度
の大きさの積層成形品を成形する場合には、装置全体を大型にしなければならないという
問題がある。かかる装置の大型化は、重量の増加を招き、型締め時及び型開き時における
型開閉方向の移動動作の精密さを低減させるとの問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、型開閉方向の移動動作の精密さを向上させた積層成形装置及び積層
成形方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明に係る一の積層成形装置は、製品コア金型が取り付
けられた固定盤と、前記製品コア金型と対向する面にダミープレートが取り付けられ、前
記固定盤に対して型開閉方向に移動可能に設けられた可動盤と、前記固定盤と前記可動盤
との間に配置され、前記固定盤及び可動盤に対して型開閉方向に移動可能でかつ型開閉方
向と直交する回転軸を中心として回転可能に設けられ、少なくとも第１の回転位置で前記
製品コア金型と対向する面及び第２の回転位置で前記製品コア金型と対向する面を有し、
前記第１の回転位置で前記製品コア金型と対向する面に第１製品キャビティ金型が取付け
られ、前記第２の回転位置で前記製品コア金型と対向する面に第２製品キャビティ金型が
取付けられた回転盤と、前記製品コア金型に接続可能な状態で前記固定盤側に配置され、
前記製品コア金型と前記第１製品キャビティ金型とが型締めされて形成される第１キャビ
ティに樹脂を射出充填する第１射出ユニットと、前記製品コア金型に接続可能な状態で前
記固定盤側に配置され、前記製品コア金型と前記第２製品キャビティ金型とが型締めされ
て形成される第２キャビティに樹脂を射出充填する第２射出ユニットと、前記可動盤を前
記固定盤に対して型開閉方向に移動させる型締め機構とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る一の積層成形装置において、前記回転盤及び前記可動盤は、一体として型
開閉方向に移動可能に構成されていることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明に係る一の積層成形装置において、前記型締め機構は、トグル式の型締め
機構であることが好ましい。
【００１１】
　さらに、本発明に係る一の積層成形装置において、前記回転盤及び前記第２射出ユニッ
トは、脱着可能な別部材であることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係る他の積層成形装置は、製品コア金型を取付可能な面を有する固定盤
と、前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面にダミープレートを取付可能
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で、かつ前記固定盤に対して型開閉方向に移動可能に設けられた可動盤と、前記固定盤と
前記可動盤との間に配置され、前記固定盤及び前記可動盤に対して型開閉方向に移動可能
でかつ型開閉方向と直交する回転軸を中心として回転可能に設けられ、少なくとも第１の
回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面及び第２の回転位置で
前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面を有し、これらの面にそれぞれ製
品キャビティ金型を取付可能な回転盤と、前記固定盤側に配置され、前記固定盤の製品コ
ア金型を取付可能な面と前記回転盤の第１の回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付
可能な面と対向する面との間に形成される第１キャビティに樹脂を射出充填する第１射出
ユニットと、前記固定盤側に配置され、前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と前記
回転盤の第２の回転位置で前記固定盤の製品コア金型を取付可能な面と対向する面との間
に形成される第２キャビティに樹脂を射出充填する第２射出ユニットと、前記可動盤を前
記固定盤に対して型開閉方向に移動させる型締め機構とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る積層成形方法は、前記本発明に係る一の積層成形装置を用いて行な
う積層成形方法であって、前記製品コア金型と前記第１製品キャビティ金型とを型締めし
、前記第１キャビティを形成する一次型締め工程と、前記第１射出ユニットから前記第１
キャビティに樹脂を充填して一次成形体を成形する一次成形工程と、前記一次成形工程後
に、前記一次成形体を前記製品コア金型に残した状態で、前記回転盤を回転させて前記第
２製品キャビティ金型を前記製品コア金型と対向させる回転工程と、前記回転工程後に、
前記製品コア金型と前記第２製品キャビティ金型とを型締めし、前記第２キャビティを形
成する二次型締め工程と、前記二次型締め工程後に、前記第２射出ユニットから前記第２
キャビティに樹脂を充填して二次成形体を成形する二次成形工程とを備えていることを特
徴とする。
【００１４】
　本発明に係る積層成形方法において、前記一次成形工程は、前記第１射出ユニットから
前記第１キャビティに発泡性溶融樹脂を充填する一次射出充填工程と、前記一次射出充填
工程後に、前記可動盤と前記回転盤とを一体で所定量だけ微少型開きさせて、前記一次射
出充填工程により充填された発泡性溶融樹脂を第１キャビティ内で発泡膨張させる微少型
開き工程とを備えるとしても良い。
【００１５】
　また、本発明に係る積層成形方法において、前記二次成形工程は、前記第２射出ユニッ
トから前記第２キャビティに発泡性溶融樹脂を充填する二次射出充填工程と、前記二次射
出充填工程後に、前記可動盤と前記回転盤とを一体で所定量だけ微少型開きさせて、前記
二次射出充填工程により充填された発泡性溶融樹脂を第２キャビティ内で発泡膨張させる
微少型開き工程とを備えるとしても良い。
【００１６】
　さらに、本発明に係る積層成形方法において、前記一次型締め工程は、前記可動盤及び
前記回転盤を、前記製品コア金型及び前記第１製品キャビティ金型の間が所定量だけ微少
型開きされる位置まで型閉じさせ、前記第１キャビティを形成する型閉じ工程と、前記一
次成形工程と連動して又は前記一次成形工程後に、前記製品コア金型及び前記第１製品キ
ャビティ金型を型締めし、前記第１キャビティ内の樹脂を圧縮する射出プレス工程とを備
え、前記一次成形工程は、前記型閉じ工程後に、前記第１射出ユニットから前記第１キャ
ビティに樹脂を充填する一次射出充填工程を備えるとしても良い。
【００１７】
　またさらに、本発明に係る積層成形方法において、前記二次型締め工程は、前記可動盤
及び前記回転盤を、前記製品コア金型及び前記第２製品キャビティ金型の間が所定量だけ
微少型開きされる位置まで型閉じさせ、前記第２キャビティを形成する型閉じ工程と、前
記二次成形工程と連動して又は前記二次成形工程後に、前記製品コア金型及び前記第２製
品キャビティ金型を型締めし、前記第２キャビティ内の樹脂を圧縮する射出プレス工程と
を備え、前記二次成形工程は、前記型閉じ工程後に、前記第２射出ユニットから前記第２
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キャビティに樹脂を充填する二次射出充填工程を備えるとしても良い。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明によれば、型開閉方向の移動動作の精密さを向上させた積層成形
装置及び積層成形方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１（ａ）は、本発明の一実施形態に係る積層成形装置の全体概略構造を示す平
面図、図１（ｂ）は、同積層成形装置の全体概略構造を示す正面図である。
【図２】本実施形態に係る積層成形装置の第１成形例の工程を示す平面図である。
【図３】本実施形態に係る積層成形装置の第２成形例の工程を示す平面図である。
【図４】本実施形態に係る積層成形装置の第３成形例の工程を示す平面図である。
【図５】本実施形態に係る積層成形装置の第４成形例の工程を示す平面図である。
【図６】本実施形態に係る積層成形装置の第５成形例の工程を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら詳細に説
明する。まず、本実施形態に係る積層成形装置１の構成について、図１を用いて説明する
。図１（ａ）は、本実施形態に係る積層成形装置１の一部を省略した平面図、図１（ｂ）
は、同積層成形装置１の一部を省略した正面図である。
【００２１】
　積層成形装置１は、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、ベッド２に固定された固
定盤３と、固定盤３に対して型開閉方向に移動可能に設けられた可動盤５と、固定盤３及
び可動盤５の間において型開閉方向に移動可能でかつ回転可能に設けられた回転盤４と、
固定盤３側にそれぞれ設けられた第１射出ユニット１７及び第２射出ユニット１８と、可
動盤５を固定盤３に対して型開閉方向に移動させる型締機構駆動装置７とを備えている。
【００２２】
　固定盤３には、正面側（可動盤５と対向する側）の面の中央に製品コア金型２１が取り
付けられると共に、背面側から正面側に亘って第１射出ユニット１７を製品コア金型２１
に向けて進退させるための貫通孔３ａが形成されている。
　製品コア金型２１には、第１射出ユニット１７から射出された樹脂を製品コア金型２１
によって形成される第１キャビティ内に導入する樹脂流路２１ａと、第２射出ユニット１
８から射出された樹脂を製品コア金型２１によって形成される第２キャビティ内に導入す
る樹脂流路２１ｂとがそれぞれ形成されている。製品コア金型２１の樹脂流路２１ａ、２
１ｂは、それぞれ樹脂遮断開放切替弁（図示せず）を有している。
　固定盤３の四隅からはタイバー９が突出して設けられ、このタイバー９は、それぞれ可
動盤５を貫通している。
【００２３】
　可動盤５は、タイバー９に案内され、型締機構駆動装置７によって駆動されるトグル式
型締機構１４により固定盤３に対して進退自在に設けられている。
　可動盤５には、固定盤３の製品コア金型２１と対向する側の面の中央に板状のダミープ
レート６が取付けられると共に、可動盤５と回転盤４とを連結し、一体化させることが可
能な回転盤連結機構１５が設けられている。
【００２４】
　回転盤連結機構１５は、油圧やサーボモータ等により先端部１５ａが進退するノックピ
ン等を備えており、可動盤５のダミープレート６と回転盤４の第１製品キャビティ金型１
９又は第２製品キャビティ金型２０とが型合わせされた際に、連結機構１５ａを可動盤５
の上部又は側面から前進させて回転盤４の上部又は側面と連結させることにより、可動盤
５と回転盤４とを一体化させるものである。
　この回転盤連結機構１５は、可動盤５と回転盤４とのいずれに設けても良いし、可動盤
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５のダミープレート６、もしくは、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９と第２製品キ
ャビティ金型２０とに、油圧で駆動されるクランプ機構や、磁力で連結させるマグネット
クランプ機構等の連結機構を設ける形態でも良い。
【００２５】
　回転盤４は、固定盤３及び可動盤５にそれぞれ対向する面を有する板状に形成され、回
転軸１３を中心として回転盤４を垂直軸線回りに回転させる回転盤回転機構１１を介して
、回転盤移動機構１２上に設置されている。
　回転盤４には、一方の面の中央に第１製品キャビティ金型１９が取付けられ、他方の面
の中央に第２製品キャビティ金型２０が取付けられている。
　ここで、回転盤４、回転盤回転機構１１及び回転盤移動機構１２は、単層成形用の成形
装置に取付可能な別部材であるとしても良い。
【００２６】
　回転盤回転機構１１は、第１製品キャビティ金型１９と第２製品キャビティ金型２０と
を含む回転盤４の荷重を支持し、回転させることができる円周状のガイド等で構成された
支持機構を有し、サーボモータ等の独立した駆動装置により任意の移動位置で回転軸１３
を中心として回転盤４を回転させるように構成されている。
　回転盤移動機構１２は、ボールネジとボールネジナットと直動ガイドとの組合せ等で構
成される直線状のガイド機構及びこれらと組み合わされるサーボモータ等の駆動装置を有
している。この回転盤移動機構１２は、可動盤５に設けられた回転盤連結機構１５により
可動盤５と回転盤４とが連結された状態においては、可動盤５の型開閉動作に連動させて
、回転盤４を型開閉ストローク範囲内において型開閉方向に移動可能に構成されている。
また、回転盤移動機構１２は、回転盤４を任意の移動位置で停止させ、その位置を維持す
るように構成されている。
　ここで、回転盤移動機構１２の駆動装置は、回転盤４の型開き時の停止位置が一定であ
る場合には、そのストロークエンドを型開き時の停止位置とする形態にすることにより、
油圧シリンダ等を用いることができ、これにより、回転盤移動機構１２の構成を簡素化す
ることができる。
【００２７】
　回転盤４の第１製品キャビティ金型１９と第２製品キャビティ金型２０とは、それぞれ
異なる形状に形成されており、第１製品キャビティ金型１９は、固定盤３の製品コア金型
２１と型締めされた際に、一次成形体を成形可能な第１キャビティが形成されるような形
状に形成されており、第２製品キャビティ金型２０は、固定盤３の製品コア金型２１と型
締めされた際に、製品コア金型２１に残された一次成形体の表面に二次成形体を成形可能
な第２キャビティが形成されるような形状に形成されている。
【００２８】
　第１射出ユニット１７は、固定盤３の背面側において脱着可能に設けられ、樹脂を射出
するノズル１７ａが固定盤３の貫通孔３ａを介して製品コア金型２１の背面（図１（ａ）
中右側）と接続し、製品コア金型２１の樹脂流路２１ａを介して第１キャビティ内に樹脂
を充填するように構成されている。
　この第１射出ユニット１７は、ノズル１７ａが製品コア金型２１の背面に接続した状態
で固定して設けられても良いし、図示しない移動機構等により製品コア金型２１に対して
進退可能に設けられても良い。
　ここで、第１射出ユニット１７は、単層成形用の成形装置に取付可能な別部材であると
しても良い。
【００２９】
　第２射出ユニット１８は、樹脂を射出するノズル１８ａが型開閉方向と直交する方向か
ら製品コア金型２１の側面（図１（ａ）中上側）に接続するように、固定盤３の正面側に
脱着可能に設けられている。この第２射出ユニット１８は、ノズル１８ａが製品コア金型
２１の側面と接続し、製品コア金型２１の樹脂流路２１ｂを介して第２キャビティ内に樹
脂を充填するように構成されている。
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　また、第２射出ユニット１８は、ノズル１８ａが製品コア金型２１の側面に接続した状
態で固定して設けられても良いし、図示しない移動機構等により製品コア金型２１に対し
て進退可能に設けられても良い。さらに、第２射出ユニット１８は、第１射出ユニット１
７と略平行、あるいは所定の角度をもって設けられ、ノズル１８ａが固定盤３の貫通孔３
ａ、あるいは近隣に設けられた図示しない別の貫通孔を介して製品コア金型２１と接続し
、製品コア金型２１の樹脂流路２１ｂを介して第２キャビティ内に樹脂を充填するように
構成されても良い。
　ここで、第２射出ユニット１８は、単層成形用の成形装置に取付可能な別部材であると
しても良い。
【００３０】
　図１（ａ）の全開状態において、可動盤５は使用される金型厚みに対応した型開き限位
置にある。回転盤４は、回転盤４が第１製品キャビティ金型１９と第２製品キャビティ金
型２０を取り付けた状態で回転可能で、かつ固定盤３の製品コア金型２１と回転盤４の第
２製品キャビティ金型２０（積層成形品の成形完了時、回転盤４の第２製品キャビティ金
型２０が、固定盤３の製品コア金型２１側に位置している。図２（ｆ）参照。）間に、図
示しない製品取出装置を挿入させ、固定盤３の製品コア金型２１から図示しない製品押出
し機構により押出された積層成形品を取出し可能な”所定の位置”にある。また、回転盤
４を停止させる前記”所定の位置”は、使用される金型厚み等に合わせて適宜、適切な位
置に設定されるものである。
【００３１】
　次に、図２～図６を参照しながら、本実施形態に係る積層成形装置１の第１～第５成形
例について説明する。
【００３２】
　本実施形態に係る積層成形装置１の第１～第５成形例において、積層成形品の成形には
、溶融接合性を有する周知の熱可塑性樹脂を使用することができる。積層成形品のうち一
層目（基層、製品コア金型側）に成形される一次成形体は、積層成形品の形状、強度及び
剛性を確保する機能を有するものである。積層成形品のうち二層目（表層、製品キャビテ
ィ金型側）に成形される二次成形体は、一次成形体の外観不良のカバー、着色表現、及び
全体又は部分の加飾表現などにより、積層成形品の意匠性を向上させ、また、発泡層の場
合には、意匠面にソフト感を付与し、未発泡層の場合には、意匠面にノンスリップ性を付
与する機能を有するものである。
【００３３】
　熱可塑性樹脂としては、一次成形体には、入手が容易で、かつ価格が安定している例え
ばポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、及びアクリロニトリル、ブタジエン
、スチレン共重合合成樹脂（ＡＢＳ樹脂）などの汎用性の高い樹脂、及びこれらのリサイ
クル樹脂などを使用することができ、二次成形体には、例えば、一次成形体と異なる材質
の熱可塑性樹脂や、一次成形体と同材質であるが色調の異なる樹脂、熱可塑性エラストマ
ー（ＴＰＯ）、スチレン系エラストマー（ＳＢＣ）及びウレタン系エラストマー（ＴＰＵ
）などのエストラマー系樹脂などを使用することができる。これらの熱可塑性樹脂にガラ
ス繊維、炭素繊維及び天然繊維などの繊維強化樹脂を混合することにより、二次成形体の
強度及び剛性を向上させることができ、また、難燃剤や導電剤などの種々の添加物を添加
することにより、難燃性や帯電防止性などの機能を付与させることができる。
【００３４】
　積層成形品における発泡層は、熱可塑性樹脂に予め発泡剤を混入する方法（化学発泡成
形法）や、熱可塑性樹脂の射出充填時に発泡用ガスを注入する方法（ガス発泡成形法）な
どの周知の方法によって得られた発泡性溶融樹脂により、成形することができる。
【００３５】
［第１成形例］
　まず、図２を用いて、本実施形態に係る積層成形装置１の第１成形例について説明する
。図２は、本実施形態に係る積層成形装置の第１成形例の工程を示す平面図である。第１
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成形例は、一次成形体を未発泡樹脂により成形し、二次成形体を発泡性溶融樹脂により成
形するものである。
【００３６】
　まず、図２（ａ）に示すように、型締機構駆動装置７のトグル式型締機構１４によって
可動盤５と回転盤４とを固定盤３方向に型閉めさせる。具体的には、まず、トグル式型締
機構１４によって可動盤５を、回転盤移動機構１２により前記”所定の位置”に保持され
ている回転盤４まで型閉めさせて、可動盤５のダミープレート６を第２製品キャビティ金
型２０に型合わせさせる。型合わせ後、回転盤連結機構１５により可動盤５と回転盤４と
を一体化させてから、回転盤移動機構１２による回転盤４の保持を解除する。次に、一体
化した可動盤５と回転盤４とをトグル式型締機構１４により型閉めさせて、回転盤４の第
１製品キャビティ金型１９を固定盤３の製品コア金型２１に型合わせさせる。
　すべての型合わせが完了した後、トグル式型締機構１４で回転盤４の第１製品キャビテ
ィ金型１９と固定盤３の製品コア金型２１、及び可動盤５のダミープレート６と回転盤４
の第２製品キャビティ金型２０とを型締めする（一次型締め工程）。
【００３７】
　一次型締め工程後、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９と固定盤３の製品コア金型
２１とで形成される第１キャビティＣ１に、製品コア金型２１の樹脂流路２１ａを介して
、第１射出ユニット１７から予め設定された射出充填パターンに応じて一次材料を一次射
出充填して、一次成形体４１を成形する（一次成形工程）。
【００３８】
　所定の冷却固化時間経過後、図２（ｂ）に示すように、一次成形体４１が固定盤３の製
品コア金型２１に付着した状態で可動盤５と回転盤４を固定盤３から離間する方向に型開
きさせる。具体的には、まず、一体化している可動盤５と回転盤４とをトグル式型締機構
１４により、回転盤４が前記”所定の位置”に到達するまで型開きさせる。次に、回転盤
４が前記”所定の位置”に到達した時点で、回転盤移動機構１２で回転盤４を停止させ、
同時に回転盤連結機構１５を解除する。そして、可動盤５はそのまま型開き限位置までト
グル式型締機構１４で型開きされる（型開き工程）。
【００３９】
　型開き工程後、図２（ｃ）に示すように、回転盤４を前記”所定の位置”において回転
盤回転機構１１により１８０度回転させ、回転盤４の第２製品キャビティ金型２０を固定
盤３の製品コア金型２１に相対する位置に切替える（回転工程）。
【００４０】
　回転工程後、図２（ｄ）に示すように、再び、可動盤５と回転盤４とを型閉めさせて、
回転盤４の第２製品キャビティ金型２０を、一次成形体４１を残した状態の固定盤３の製
品コア金型２１に型合わせさせる。可動盤５と回転盤４との型閉め動作は、上述した動作
と同様であるため、省略する。すべての型合わせが完了した後、トグル式型締機構１４に
よって回転盤４の第２製品キャビティ金型２０と固定盤３の製品コア金型２１、及び可動
盤５のダミープレート６と回転盤４の第１製品キャビティ金型１９とを型締めする（二次
型締め工程）。
【００４１】
　二次型締め工程後、回転盤４の第２製品キャビティ金型２０と固定盤３の製品コア金型
２１に付着した一次成形体４１の表面とで形成される第２キャビティＣ２に、製品コア金
型２１の樹脂流路２１ｂを介して、第２射出ユニット１８から予め設定された射出充填パ
ターンに応じて発泡性溶融樹脂である二次材料を二次射出充填する（二次射出充填工程）
。
【００４２】
　二次射出充填工程後、図２（ｅ）に示すように、トグル式型締機構１４により可動盤５
と回転盤４とを一体で所定量βだけ型開きさせ、第２キャビティＣ２内において発泡性溶
融樹脂を発泡膨張させ、一次成形体４１の表面の一部あるいは全面に、非発泡のスキン層
で覆われた内部に微細発泡セルを有する二次成形体４４を成形する（微少型開き工程）。
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【００４３】
　所定の冷却固化時間経過後、図２（ｆ）に示すように、可動盤５と回転盤４を型開きさ
せる（型開き工程）。可動盤５と回転盤４の型開き動作は、上述した動作と同様であるた
め、省略する。
【００４４】
　型開き工程後、図２（ｇ）に示すように、固定盤３の製品コア金型２１に付着した、一
次成形体４１と二次成形体４４とから成る積層成形品４０を、図示しない製品取出装置に
より取り出した後（製品取り出し工程）、回転盤４を回転盤回転機構１１により回転させ
、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９を固定盤３の製品コア金型２１に相対する位置
に切替える（回転工程）。
　このようにして、以後、図２（ａ）の状態から図２（ｇ）の状態に至る成形サイクルを
繰り返すことにより、積層成形品４０が連続的に成形される。
【００４５】
　このように、第１の成形例によれば、一次成形体４１を未発泡樹脂により成形すること
により、積層成形品４０の剛性を確保することができ、また、二次成形体４４を発泡性溶
融樹脂により成形することにより、製品の意匠面にソフト感を与えると共に、積層成形品
４０の軽量化及び断熱性・遮音性の向上を図ることができる。また、第１の成形例によれ
ば、例えば、インパネ、ドアトリム、グローブボックスカバーなどの自動車内装部品や、
床材などの住宅設備や、雑貨及び玩具類など、クッション性及び高級感の演出を必要とす
る積層成形品４０を成形することができる。
【００４６】
　［第２成形例］
　次に、図３を用いて、本実施形態に係る積層成形装置１の第２成形例について説明する
。図３は、本実施形態に係る積層成形装置の第２成形例の工程を示す平面図である。第２
成形例は、一次成形体及び二次成形体を発泡性溶融樹脂により成形したものである。なお
、第２成形例において、二次成形体４４の成形工程は、第１成形例と同様であるため、一
次成形体４３の成形工程についてのみ説明する。
【００４７】
　まず、第１成形例と同様に、型締機構駆動装置７のトグル式型締機構１４によって回転
盤４の第１製品キャビティ金型１９と固定盤３の製品コア金型２１、及び可動盤５のダミ
ープレート６と回転盤４の第２製品キャビティ金型２０とを型締めする（一次型締め工程
）。
【００４８】
　一次型締め工程、図３（ａ）に示すように、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９と
固定盤３の製品コア金型２１とで形成される第１キャビティＣ１に、製品コア金型２１の
樹脂流路２１ａを介して、第１射出ユニット１７から予め設定された射出充填パターンに
応じて発泡性溶融樹脂である一次材料を一次射出充填する（一次射出充填工程）。
【００４９】
　一次射出充填工程後、図３（ｂ）に示すように、トグル式型締機構１４により可動盤５
と回転盤４とを一体で所定量αだけ型開きさせ、第１キャビティＣ１内において発泡性溶
融樹脂を発泡膨張させ、非発泡のスキン層で覆われた内部に微細発泡セルを有する一次成
形体４３を成形する（微少型開き工程）。
【００５０】
　所定の冷却固化時間経過後、第１成形例の型開き工程と同様に、一次成形体４３が固定
盤３の製品コア金型２１に付着した状態で可動盤５と回転盤４を固定盤３から離間する方
向に型開きさせる（図３（ｃ）参照）。
【００５１】
　その後、第１成形例と同様の成形工程により、一次成形体４３の表面の一部あるいは全
面に、非発泡のスキン層で覆われた内部に微細発泡セルを有する二次成形体４４を成形す
ると共に、一次成形体４３と二次成形体４４とから成る発泡積層成形品４０´を、図示し
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ない製品取出装置により取り出す（図３（ｄ）～図３（ｈ）参照）。
　このようにして、以後、図３（ａ）の状態から図３（ｈ）の状態に至る成形サイクルを
繰り返すことにより、発泡積層成形品４０´が連続的に成形される。
【００５２】
　このように、第２の成形例によれば、一次成形体４３及び二次成形体４４を発泡性溶融
樹脂により成形することにより、発泡積層成形品４０´の剛性を確保しつつ、発泡成形に
よる軽量化及び断熱性・遮音性の向上を図ることができる。また、第２の成形例によれば
、第１の成形例よりも更に軽量化された自動車内装部品などを成形することができ、これ
により、自動車の燃費の低減を実現させることができる。
【００５３】
　［第３成形例］
　次に、図４を用いて、本実施形態に係る積層成形装置１の第３成形例について説明する
。図４は、本実施形態に係る積層成形装置の第３成形例の工程を示す平面図である。第３
成形例は、一次成形体及び二次成形体を未発泡樹脂により成形したものである。なお、第
３成形例において、一次成形体４１の成形工程は、第１成形例と同様であるため、二次成
形体４２の成形工程についてのみ説明する。
【００５４】
　まず、第１成形例と同様の成形工程により、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９と
固定盤３の製品コア金型２１とで形成される第１キャビティＣ１に、一次成形体４１を成
形する（図４（ａ）参照）。
【００５５】
　所定の冷却固化時間経過後、第１成形例の型開き工程と同様に、一次成形体４１が固定
盤３の製品コア金型２１に付着した状態で可動盤５と回転盤４を固定盤３から離間する方
向に型開きさせる（図４（ｂ）参照）。また、第１成形例の回転工程と同様に、回転盤４
を回転盤回転機構１１により１８０度回転させ、回転盤４の第２製品キャビティ金型２０
を固定盤３の製品コア金型２１に相対する位置に切替える（図４（ｃ）参照）。さらに、
第１成形例の二次型締め工程と同様に、トグル式型締機構１４によって回転盤４の第２製
品キャビティ金型２０と固定盤３の製品コア金型２１、及び可動盤５のダミープレート６
と回転盤４の第１製品キャビティ金型１９とを型締めする。
【００５６】
　二次型締め工程後、図４（ｄ）に示すように、回転盤４の第２製品キャビティ金型２０
と固定盤３の製品コア金型２１に付着した一次成形体４１の表面とで形成される第２キャ
ビティＣ２に、製品コア金型２１の樹脂流路２１ｂを介して、第２射出ユニット１８から
予め設定された射出充填パターンに応じて二次材料を二次射出充填して、一次成形体４１
の表面の一部あるいは全面に、二次成形体４２を成形する（二次成形工程）。
【００５７】
　所定の冷却固化時間経過後、第１成形例の型開き工程と同様に、可動盤５と回転盤４を
型開きさせると共に（図４（ｅ）参照）、一次成形体４１と二次成形体４２とから成る積
層成形品４０´´を、図示しない製品取出装置により取り出す（図４（ｆ）参照）。
　このようにして、以後、図４（ａ）の状態から図４（ｆ）の状態に至る成形サイクルを
繰り返すことにより、積層成形品４０´´が連続的に成形される。
【００５８】
　このように、第３の成形例によれば、一次成形体４１及び二次成形体４２を未発泡樹脂
により成形することにより、積層成形品４０´´の剛性を確保すると共に、二次成形体４
２によって積層成形品４０´´に意匠性、及びノンスリップ性などの機能性を付与するこ
とができる。また、第３の成形例によれば、例えば、コンソールボックス、アシストグリ
ップ、エアバックカバーなどの自動車内装部品や、ヒゲ剃り、歯ブラシなどの雑貨や、シ
ャープペンなどの文房具や、工具、スポーツ、医療機器などのグリップなどの積層成形品
４０´´を成形することができる。
【００５９】
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　第３成形例において、一次成形体４１は、容器リサイクル樹脂や、自動車部品及び家電
などの廃棄製品からのリサイクル樹脂により成形されるとしても良い。このように、一次
成形体４１をリサイクル樹脂により成形することにより、積層成形品４０´´の剛性を確
保しつつ、環境負荷の低減を図ることができる。一次成形体４１をリサイクル樹脂とした
場合には、例えば、物流用輸送パレットや、バンパーなどの自動車部品や、家電製品など
の積層成形品４０´´を成形することができる。
【００６０】
　［第４成形例］
　次に、本実施形態に係る積層成形装置１の第４成形例について説明する。本実施形態に
係る積層成形装置１の第４成形例は、射出プレス成形（圧縮成形）であり、図５に示すよ
うに、一次成形体４３´を例えばガラス代替材としての透明ポリカ樹脂等の樹脂により成
形し、二次成形体４２を例えば支持部材としての有色ポリカアロイ樹脂等の樹脂により成
形することにより、ガラス樹脂化成形品４０´´´を成形するものである。図５は、本実
施形態に係る積層成形装置の第４成形例の工程を示す平面図である。なお、第４成形例に
おいて、二次成形体４２の成形工程は、第３成形例と同様であるため、一次成形体４３´
の成形工程についてのみ説明する。
【００６１】
　まず、第１成形例と同様の方法により、トグル式型締機構１４によって可動盤５と回転
盤４とを、固定盤３の製品コア金型２１及び回転盤４の第１製品キャビティ金型１９の間
が所定量αだけ微少型開きされる位置まで型閉じさせ、第１キャビティC１を形成する（
型閉じ工程）。
【００６２】
　型閉じ工程後、図５（ａ）に示すように、第１製品キャビティ金型１９と製品コア金型
２１とで形成される第１キャビティＣ１に、製品コア金型２１の樹脂流路２１ａを介して
、第１射出ユニット１７から予め設定された射出充填パターンに応じて一次材料を一次射
出充填する（一次射出充填工程）。
【００６３】
　一次射出充填工程と連動させて、又は一次射出充填工程後、図５（ｂ）に示すように、
トグル式型締機構１４により可動盤５と回転盤４とを一体で型閉じ方向に移動させて、第
１製品キャビティ金型１９と製品コア金型２１、及び可動盤５のダミープレート６と回転
盤４の第２製品キャビティ金型２０とを型締めさせる（射出プレス工程）。これにより、
第１キャビティＣ１内において一次材料を圧縮し、一次成形体４３´を成形する。
【００６４】
　所定の冷却固化時間経過後、第１成形例の型開き工程と同様に、一次成形体４３´が固
定盤３の製品コア金型２１に付着した状態で可動盤５と回転盤４を固定盤３から離間する
方向に型開きさせる（図５（ｃ）参照）。
【００６５】
　その後、第３成形例と同様の成形工程により、一次成形体４３´の表面の一部あるいは
全面に、二次成形体４２を成形すると共に、一次成形体４３´と二次成形体４２とから成
るガラス樹脂化成形品４０´´´を、図示しない製品取出装置により取り出す（図５（ｄ
）～図５（ｇ）参照）。
　このようにして、以後、図５（ａ）の状態から図５（ｇ）の状態に至る成形サイクルを
繰り返すことにより、ガラス樹脂化成形品４０´´´が連続的に成形される。
【００６６】
　このように、第４成形例によれば、精度の高い射出プレス成形が可能となるため、射出
充填時の高い歪抑制効果を得ることができると共に、型締側（第１製品キャビティ金型１
９側）から均一に保圧が負荷されるため、高い製品変形抑制効果を得ることができる。ま
た、第４成形例によれば、例えば、自動車外装の樹脂製ガラスや、家電・ＯＡ機器の意匠
パネルなどのガラス樹脂化成形品４０´´´を成形することができる。
【００６７】
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　［第５成形例］
　次に、本実施形態に係る積層成形装置１の第５成形例について説明する。本実施形態に
係る積層成形装置１の第５成形例は、第４成形例と同様の射出プレス成形（圧縮成形）で
あり、図６に示すように、一次成形体４２´を例えば支持部材としての有色ポリカアロイ
樹脂等の樹脂により成形し、二次成形体４３´´を例えばガラス代替材としての透明ポリ
カ樹脂等の樹脂により成形することにより、ガラス樹脂化成形品４０´´´´を成形する
ものである。図６は、本実施形態に係る積層成形装置の第５成形例の工程を示す平面図で
ある。なお、第５成形例は、第４成形例における一次成形体４３´の成形工程と二次成形
体４２の成形工程との成形順序を変更して、ガラス樹脂化成形品を成形するものであるた
め、第４成形例と同様の工程についての詳細な説明は省略し、異なる工程についてのみ説
明する。
【００６８】
　まず、第４成形例における二次成形体４２の成形と同様の成形工程により、図６（ａ）
に示すように、第２製品キャビティ金型２０と製品コア金型２１とで形成される第２キャ
ビティＣ２において有色ポリカアロイ樹脂等の樹脂からなる一次成形体４２´を成形する
。また、所定の冷却固化時間経過後、一次成形体４２´が固定盤３の製品コア金型２１に
付着した状態で可動盤５と回転盤４を固定盤３から離間する方向に型開きさせると共に、
回転盤４を回転させて、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９を固定盤３の製品コア金
型２１に相対する位置に切替える（図６（ｂ）参照）。
【００６９】
　次に、第４成形例における一次成形体４３´の成形と同様の成形工程により、図６（ｃ
）に示すように、トグル式型締機構１４によって可動盤５と回転盤４とを、固定盤３の製
品コア金型２１及び回転盤４の第１製品キャビティ金型１９の間が所定量αだけ微少型開
きされる位置まで型閉じさせ、第１キャビティC１を形成する（型閉じ工程）。この型閉
じ工程後、第１製品キャビティ金型１９と製品コア金型２１とで形成される第１キャビテ
ィＣ１に、第１射出ユニット１７から透明ポリカ樹脂等の樹脂を射出充填する（二次射出
充填工程）。
【００７０】
　二次射出充填工程と連動させて、又は二次射出充填工程後、図６（ｄ）に示すように、
トグル式型締機構１４により可動盤５と回転盤４とを一体で型閉じ方向に移動させて、第
１製品キャビティ金型１９と製品コア金型２１、及び可動盤５のダミープレート６と回転
盤４の第２製品キャビティ金型２０とを型締めさせる（射出プレス工程）。これにより、
第１キャビティＣ１内において二次材料（透明ポリカ樹脂等の樹脂）を圧縮して二次成形
体４３´´を成形し、ガラス樹脂化成形品４０´´´´を成形することができる。
【００７１】
　このように、第５成形例によれば、まず、表層となる一次成形体４２´を通常成形した
後、基層となる二次成形体４３´´を射出プレス成形により成形することにより、第４成
形例と同様の構成からなるガラス樹脂化成形品を成形することができる。また、この第５
成形例において、一次成形体４２´を基層とし、二次成形体４３´´を表層として成形す
ることにより、第４成形例のガラス樹脂化成形品４０´´´の基層と表層が入れ替わった
構成のガラス樹脂化成形品を成形することができる。
【００７２】
　本実施形態に係る積層成形装置１の第１～第５成形例において、可動盤５と回転盤４と
を回転盤連結機構１５により一体化させ、一体化した可動盤５と回転盤４とをトグル式型
締機構１４により型開閉方向に移動させるとしたが、これに限定されず、それぞれ独立し
た駆動源、例えば、回転盤移動機構１２及びトグル式型締機構１４によって、回転盤４及
び可動盤５が型開閉方向に移動するように制御されるとしても良い。この場合において、
回転盤４及び可動盤５の型開閉方向の移動は、回転盤移動機構１２及びトグル式型締機構
１４により一体として行なわれるように制御されることが好ましく、回転盤移動機構１２
及びトグル式型締機構１４による一体的な制御と、回転盤連結機構１５による連結とを併



(14) JP 4623241 B1 2011.2.2

10

20

30

40

50

用して行なうとしても良いし、回転盤連結機構１５による可動盤５と回転盤４との連結を
行なわないとしても良い。
【００７３】
　すなわち、第１～第５成形例において、一次型締め（二次型締め）工程は、可動盤５の
ダミープレート６と回転盤４の第２製品キャビティ金型２０（第１製品キャビティ金型１
９）とを型合わせさせた後に、回転盤４の第１製品キャビティ金型１９（第２製品キャビ
ティ金型２０）と固定盤３の製品コア金型２１とを型合わせさせるとしたが、これに限定
されず、例えば、回転盤移動機構１２によって回転盤４を固定盤３に型閉めさせて、第１
製品キャビティ金型１９（第２製品キャビティ金型２０）を製品コア金型２１に型合わせ
させた後、トグル式型締機構１４によって可動盤５を回転盤４に型閉めさせて、ダミープ
レート６と第２製品キャビティ金型２０（第１製品キャビティ金型１９）とを型合わせさ
せ、その後、回転盤連結機構１５により可動盤５と回転盤４とを一体化させ、又は回転盤
移動機構１２及びトグル式型締機構１４によって一体として制御させ、型締めさせる工程
としても良い。
【００７４】
　また、第１～第５成形例において、型開き工程は、一体化している可動盤５と回転盤４
とをトグル式型締機構１４により型開きさせた後、回転盤連結機構１５を解除させ、可動
盤５のみをトグル式型締機構１４でさらに型開きさせるとしたが、これに限定されず、回
転盤連結機構１５による可動盤５と回転盤４との連結を解除させた後、可動盤５のみをト
グル式型締機構１４によって型開きさせ、これと同時又はその後に、回転盤４を回転盤移
動機構１２によって型開きさせるとしても良い。
【００７５】
　さらに、第１、２、４及び５の成形例の微少型開き工程及び型閉じ工程において、可動
盤５及び回転盤４は、トグル式型締機構１４によって所定量α、βの微少型開き及び型閉
じがなされるとしたが、これに限定されず、回転盤移動機構１２及びトグル式型締機構１
４による回転盤４及び可動盤５の型開閉方向の移動が、一体として行われるように制御さ
れることにより、所定量α、βの微少型開き及び型閉じがなされるとしても良い。
【００７６】
　本発明に係る積層成形方法は、第１～第５成形例に限定されるものではなく、金型や積
層成形品等の制約に応じて、本発明の装置構成で可能な動作を種々組み合わせて制御して
も良い。例えば、本実施形態に係る積層成形装置１は、第１～第５成形例のほかに、基層
が発泡層からなり、表層が未発泡層からなる積層成形品を成形することもできる。このよ
うな積層成形品は、一次成形体を発泡性溶融樹脂により成形し、二次成形体を未発泡樹脂
により成形するか、もしくは、第１成形例の第１キャビティＣ１において成形される未発
泡層を基層とし、第２キャビティＣ２において成形される発泡層を表層とすることにより
、成形することができる。また、本実施形態に係る積層成形装置１は、第１～第５成形例
のほかに、一次成形体及び二次成形体を射出プレス成形により成形するとしても良いし、
一次成形体及び二次成形体のいずれか一方を発泡成形により成形し、他方を射出プレス成
形により成形するとしても良い。さらに、本実施形態に係る積層成形装置１は、回転盤連
結機構１５又は締結部材などを用いて回転盤４及び可動盤５を一体化させることにより、
単層成形も可能である。
【００７７】
　従来の特許文献１の積層成形装置では、一次射出機と二次射出機を装置長手方向に対向
させる配置に加えて、可動盤の型開閉動作に連動して一次射出機が型開閉方向、すなわち
装置長手方向に進退するため、可動盤の金型取付面の面積が略同面積の場合、従来の単層
成形装置と比較して装置全長が長いという問題がある。また、１種類の積層成形品の成形
のために回転盤の可動盤と固定盤とに相対する面にそれぞれ同じ金型を取り付ける必要が
ある。更に、一次成形体と積層成形品とが回転盤の雄型に残る成形法のため、回転盤に製
品押出し機構を内蔵させる必要があり、これらを駆動させる油圧、空圧、電気などの接続
を含め、回転盤の構造が複雑になるという問題がある。そして、本積層成形装置は積層成
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形用の専用成形装置であるため、単層あるいは単色成形が困難だという問題がある。
【００７８】
　また、特許文献２の積層成形装置は、複数の射出装置を固定盤側に平行に配置するため
、可動盤の金型取付面の面積が略同面積の場合、特許文献１の積層成形装置と比較して装
置全長が短い。また、複数のキャビティ型を有する固定型に対応する可動型を共通化して
いるため、可動盤側に同じ金型を複数取り付ける必要がない。更に、単層あるいは単色成
形も可能であり、特許文献１の積層成形装置の課題を解決している。しかしながら、本積
層成形装置には、以下のような新たな問題がある。
【００７９】
　まず、特許文献２の積層成形装置は、可動型を可動盤の金型ホルダに案内させ、可動盤
の全幅内で横方向に摺動させる構造のため、可動盤の全幅に対して横方向の摺動を考慮し
た小さな金型しか取り付けることができない。固定盤に取り付ける固定型も可動型に合わ
せた製品キャビティを横方向に複数有した形態となっているため、可動盤の金型取付面の
面積が略同面積の場合、特許文献１の積層成形装置で成形できる積層成形品と比較して小
さなサイズの積層成形品しか成形できない。また、可動盤の金型取付面の略中央から外れ
た位置で、可動盤の金型取付面の面積に対して小さな投影面積の可動型を固定型と型締め
するため、金型に型締力をバランス良く加えることができない。このため、金型を傷めた
り、射出充填時に溶融樹脂が金型合わせ面から漏れたりする可能性がある。
【００８０】
　更に、特許文献２の積層成形装置において、金型を大きなものにして積層成形品のサイ
ズを大きくしようとすれば、固定盤と可動盤の幅を広くする必要がある。しかしながら、
盤の幅だけを広くすると、型締め時に金型に加わる型締力の幅方向のバランスのみが悪く
なるため、盤の高さも幅に合わせてある程度高くせざるを得ない。ところが、金型を可動
盤の略中央から外れた位置で型締めする構造は同じであるため、盤の高さと幅が大きくな
ればなるほど金型に加わる型締力のバランスは悪くなる。このように、特許文献２の積層
成形装置において、積層成形品のサイズを大きくしようとすれば、固定盤と可動盤との幅
と高さとを大きくする必要があり、それに合わせて成形装置の型締機構やベッド部も大き
くせざるを得ず、積層成形品のサイズに対して、積層成形装置自体が大型化する上、型締
め時に金型に加わる型締力のバランスは悪くなり、良品を成形することが困難となる。
【００８１】
　これに対し、本実施形態に係る積層成形装置及び積層成形方法によれば、次のような効
果を奏することができる。
（１）可動盤に金型及び射出ユニットが取付けられておらず、可動盤側の重量を軽くする
ことができるため、型開閉方向の移動動作の精密さを向上させることができる。
（２）少なくとも２個の射出ユニットを固定盤側に配設するため、可動盤の金型取付面の
面積が略同面積の場合、２個の対向する射出ユニットを有する従来の引用文献１の積層成
形装置と比較して装置全長を短くすることができる。
（３）異なる形状を有したそれぞれの製品キャビティ金型に対応する製品コア金型を共通
化しているため、１種類の積層成形品を成形するのに同じ金型が不要になり、使用する金
型数を少なくすることができる。
（４）一次成形体と積層成形品とが固定盤の製品コア金型に残る積層成形法のため、回転
盤に製品押出し機構を内蔵させる必要がなく、これらを駆動させる油圧、空圧、電気など
の接続も不要となり、回転盤の構造を単純にすることができる。
（５）単層あるいは単色成形が可能である。
（６）回転盤の両面に、異なる形状を有した製品キャビティ金型をそれぞれ取り付けるた
め、可動盤の金型取付面の面積が略同面積の場合、固定盤に複数の金型を同一面上に取り
付ける従来の引用文献２の積層成形装置と比較して、回転盤の１面に取り付ける製品キャ
ビティ金型の大きさを大きくすることができ、より大きなサイズの積層成形品を成形する
ことができる。
（７）固定盤と可動盤との金型取付面の略中央に金型を取り付けるため、型締時に金型に
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バランスよく型締力を加えることができる。
（８）可動盤及び回転盤は、可動盤と回転盤とを連結可能な機構により一体化、又はそれ
ぞれ独立した駆動源により一体として制御することで、一体として型開閉方向に移動可能
に構成されている。これにより、回転盤の製品キャビティ金型を可動盤と一体で所定量だ
け型開きさせて、製品キャビティ内に射出充填された発泡性溶融樹脂を発泡膨張させる発
泡成形が可能である。また、所定量だけ型開きされた状態で製品キャビティ内に溶融樹脂
を射出充填させ、それに連動して、またその後に、回転盤の製品キャビティ金型を可動盤
と一体で型締めさせ、溶融樹脂を圧縮させる射出プレス成形が可能である。更に、型締機
構がトグル式であれば、高精度の型開き量の制御が必要とされる発泡成形及び射出プレス
成形において、高精度の型開き量制御が可能となる。加えて、その駆動装置が電動サーボ
モータである形態のものであれば、より高精度の型開き量制御が可能となる。
（９）型締機構で可動盤を固定盤に対して進退させる従来の単層成形装置の機能に基づい
ており、また、可動盤と回転盤とを連結可能な機構、又はそれぞれ独立した駆動源により
一体で型開閉動作させることが可能なため、単層、単色成形や通常の多層、多色成形に加
えて、前記（８）の発泡成形や型内被覆成形方法等、型締機構で可動盤を固定盤に対して
進退させる従来の単層成形装置で実施されている種々の成形方法が実施可能であり、更に
、それらを組み合わせた積層成形品の成形も可能である。
（１０）射出ユニット及び回転盤の追加により、型締機構で可動盤を固定盤に対して進退
させる従来の単層成形装置を、前記（１）から（９）の効果を奏する、多機能を有する積
層成形装置に容易に改造することができる。
【００８２】
　このように、本実施形態に係る積層成形装置１において、固定盤３の製品コア金型２１
を回転盤４の第１製品キャビティ金型１９と第２製品キャビティ金型２０に対応する共通
金型とし、製品キャビティの切替えを回転盤４の製品キャビティ金型側で行い、一次成形
体と積層成形品とが回転盤４側でなく固定盤３の製品コア金型２１側に付着する点が、回
転盤の両面に同じ雄型をそれぞれ取り付け、この回転盤の雄型側に一次成形体を付着した
状態で回転盤を回転させ、可動盤と固定盤とに取り付けた異なる形状を有する雌型側で製
品キャビティの切替えを行い、対向する射出ユニットから射出充填し、積層成形品も固定
盤の雄型側に付着する特許文献１の積層成形装置との大きな相違点であり、本発明におい
て回転盤を採用しつつ、回転盤の構造を単純にし、一次、二次射出充填共に同じ固定盤側
から射出充填可能とするものである。また、製品キャビティの切替えを回転盤４の、可動
盤５のダミープレート６と固定盤３の製品コア金型２１とに相対する面に取り付けた製品
キャビティ金型側で行うことにより、回転盤４の１面に取り付ける製品キャビティ金型を
１種類とし、かつ回転盤４の略中央に取り付けられる点が、固定盤の同一面に取り付けた
複数の金型もしくは複数の製品キャビティ型を有する金型側で製品キャビティの切替えを
行う、特許文献２の積層成形装置との大きな相違点であり、可動盤の金型取付面の面積が
略同面積の場合、特許文献２の積層成形装置で成形可能な積層成形品より、大きなサイズ
の積層成形品を成形可能とし、型締時に金型にバランスよく型締力を加えることができる
ようにするものである。
【００８３】
　本発明に係る積層成形装置は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の
技術思想を逸脱しない範囲内において種々の改変を行なうことができる。例えば、本実施
形態に係る積層成形装置１においては、回転盤４が垂直軸線回りに回転されるものである
が、これに限定されず、回転盤４が装置長手方向に直交する水平軸線回りに回転される形
態であっても良い。
【００８４】
　また、本実施形態に係る積層成形装置１においては、型開き動作における回転盤４を停
止させる”所定の位置”を、回転盤４が第１製品キャビティ金型１９と第２製品キャビテ
ィ金型２０を取り付けた状態で回転可能で、かつ固定盤３の製品コア金型２１と回転盤４
の第２製品キャビティ金型２０（積層成形品の成形完了時、回転盤４の第２製品キャビテ
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ィ金型２０が、固定盤３の製品コア金型２１側に位置している。図２（ｆ）参照。）間に
、図示しない製品取出装置を挿入させ、固定盤３の製品コア金型２１から図示しない製品
押出し機構により押出された積層成形品を取出し可能な位置としたが、これに限定されず
、回転盤４を回転させる場合と、固定盤３と回転盤４間から図示しない製品取出装置で積
層成形品を取り出す場合とで、回転盤４を停止させる”所定の位置”を異なる位置として
も良い。後者の場合において、回転盤４を前者の場合の”所定の位置”より可動盤５方向
の位置に設定することにより、型開き時の回転盤４の第２製品キャビティ金型２０と固定
盤３の製品コア金型２１間の間隔をより大きくして、製品取出装置側の設計制約をより少
なくすることができる。
【００８５】
　さらに、本実施形態に係る積層成形装置１において、回転盤４は、固定盤３及び可動盤
５にそれぞれ対向する面を有する板状に形成され、一方の面の中央に第１製品キャビティ
金型１９が取付けられ、他方の面の中央に第２製品キャビティ金型２０が取付けられてい
るとしたが、これに限定されず、例えば回転盤の形状を３面以上からなる多面体として、
それぞれの面に製品キャビティ金型を取付ける構成としても良い。
【００８６】
　またさらに、本実施形態に係る積層成形装置１においては、製品コア金型２１、第１製
品キャビティ金型１９、第２製品キャビティ金型２０及びダミープレート６が、既に固定
盤３、回転盤４及び可動盤５にそれぞれ取付けられている構成について説明したが、これ
に限定されず、固定盤に製品コア金型を、回転盤に少なくとも２つの製品キャビティ金型
を、可動盤にダミープレートをそれぞれ取付可能な積層成形装置であれば良い。
【００８７】
　またさらに、本実施形態に係る積層成形装置１は、回転盤連結機構１５を備えるとした
が、これに限定されず、回転盤連結機構１５を備えないとしても良く、また、回転盤連結
機構１５は、例えばボルトなどからなる締結部材などであるとしても良い。
【００８８】
　［産業上の利用可能性］
　本発明は、前記従来の積層成形装置の課題を解決するものであり、その結果、前記”発
明の効果”に記載した効果を奏することができ、産業上の利用可能性は大きい。特に、射
出ユニットと回転盤との追加で、型締機構で可動盤を固定盤に対して進退させる従来の単
層成形装置を、多機能を有する積層成形装置に容易に改造できる点は産業上の利用可能性
が非常に大きい。なぜなら、型締機構で可動盤を固定盤に対して進退させる従来の単層成
形装置の機能に基づいていることから、単層、単色成形や通常の多層、多色成形に加えて
、発泡成形や型内被覆成形方法等、型締機構で可動盤を固定盤に対して進退させる従来の
単層成形装置で実施されている種々の成形方法が実施可能であり、更に、それらを組み合
わせた積層成形品の成形も可能になるからである。すなわち、装置の設置スペースあるい
は装置の設置費用の制約のため、専用の積層成形装置を設置することが困難であった企業
、特に中小規模の企業においても、本発明の積層成形装置と積層成形方法により、既に設
置している、型締機構で可動盤を固定盤に対して進退させる従来の単層成形装置を、改造
によって多機能を有する積層成形装置へと容易に変更することができ、この積層成形装置
と積層成形方法により、単層、単色成形や通常の多層、多色成形に加えて、発泡成形や型
内被覆成形方法等、多種多様な積層成形品が成形可能になる。そして、近年、多種少量生
産が求められる積層成形品に対応して、各積層成形装置の稼動率を向上させることができ
る。
【符号の説明】
【００８９】
１…積層成形装置、３…固定盤、４…回転盤、５…可動盤、６…ダミープレート、１４…
トグル式型締機構、１５…回転盤連結機構、１７…第１射出ユニット、１８…第２射出ユ
ニット、１９…第１製品キャビティ金型、２０…第２製品キャビティ金型、２１…製品コ
ア金型
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【要約】
　固定盤側に複数の射出ユニットを有し、型締機構で可動盤を型開閉させる成形装置にお
いて、固定盤と可動盤とに相対する面に異なる製品キャビティ金型を取り付け、固定盤と
可動盤間で、型開閉方向に型開閉動作と連動した移動と、任意の移動位置での停止および
回転とが可能な機構を有する回転盤を配設した積層成形装置を用いて、固定盤に取り付け
た製品コア金型と回転盤の製品キャビティ金型とで形成させる製品キャビティを回転盤の
回転によって切り替え、複数の射出ユニットから予め設定された射出パターンに応じてそ
れぞれの製品キャビティに射出充填する積層成形方法で積層成形品を成形する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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